
コメント 
このプロジェクトは、困っている地域に寄付することではありません。 
それは、世界の経済的に貧しい地域に独⾃の経済圏を構築し、これらの地域で⽣
まれた⼦供たちに明るい未来を照らすのを助けることを⽬指しています。 
ブロックチェーン技術の開発は、変化が必要とされている貧困地域で新たな経
済基盤を築くのに役⽴つと私は信じています。  
AIzen プロジェクトは AI（愛）の意味を含みます= 
love＆zen（善）=⽇本語の良さ。私達はこれを進⽔させました。 
私たち全員のためにより良い世界を築くことを望んでいるプロジェクト。今後
50 年間、私はこのプロジェクトを成功させるために世界中の⼈々に⼿を差し伸
べます。 
 
プロジェクトを⽴ち上げる。 
 
私にはダウン症の弟がいます。 
私の両親は愛情を注ぎ、幸せな環境で私たちを育てることによって、私と私の兄
弟のために様々な努⼒をしました。 
この間、私はいろいろなことを学び、感じました。 
これらの気持ちが私をこのプロジェクトに導いた。 
 AIzen プロジェクトを⽴ち上げるためのアイデア、信念、そして機会を与えて
くれた両親と兄弟に感謝します。 
 
創始者 ⼩野寺優 
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私たちは発展途上国の⼦供たちを救いたいです。 
 
 
「愛（AI）」と「善（ZEN）」をテーマに、途上国でブロックチェーン技術を
使った新しい⾦融システムを構築することを⽬的として、AIzen プロジェクト
が開始されました。 
現在、発展途上国では⾦融システムが整備されておらず、商品やサービスを交
換することは必然的に困難になっています。 
また、これらの国々で銀⾏⼝座を開設することは⾮常に困難であり、融資を受
けることはほぼ不可能です。 
世界中の様々な組織が発展途上国に数兆⽶ドルを寄付し続けてきましたが、発
展途上国ではまだ⽀援と援助を必要とする多くの⼦供たちがいます。 
開発途上国に今必要とされているのは、「援助」だけでなく、「投資」と「資
⾦調達」を介して⾏われると考えられているプロジェクトや事業です。 
「愛（AI）」と「Zen（Zen）」をテーマに、途上国ではブロックチェーン技
術を⽤いた新たな⾦融システムを構築します。 
さらに、フィンランドが AIzen の FinTech Innovation に依存しているのではな
く、独⽴した国の独⽴を促進する関係を築くことを⽬指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 



発展途上国に必要なもの 

 
あなたは、⼦供が 6 秒で死んだというアフリカのような発展途上国における真
実を知っていますか？ 
1945 年に 1934 年にユニセフ（国連国際⼦供緊急基⾦）が設⽴されてから、政
府開発援助（ODA）が制定されてから 64 年後に、世界中のさまざまな団体が開
発途上国に数兆ドルをもたらしました。 
発展途上国で援助や援助を必要としている⼦供たちはまだたくさんいますが、
本当に私たちの援助と援助は発展途上国に届いています。 
あなたがどのように援助しても意味がないのであれば意味がありません。⽀援
と援助はもはや必要ではありません。 
まだ途上国が多いアフリカ諸国では、アフリカの国の⾃⽴と⾃助努⼒が⽣まれ、
そして 2003 年の鉱物資源とエネルギー資源の急増により、依存。 
「独⽴志向」は 21 世紀以降に成⻑し始めました。 
その理由は、2000 年の学⻑会議で初めてのことです。 
国、NEPAD（アフリカの開発者のための新しいパートナーシップ）を⽬指して 
年平均 6％以上の経済成⻑を経験しました。 
その結果、かつて無条件に姿勢を求めていた国々⾃助努⼒を⽬指して、援助にも
⾃国での「投資」が必要です。 
  
現在、アフリカだけでなく途上国でも、「援助」だけでなく「投資」を通じて⾏
うプロジェクトや事業「資⾦調達」。の独⽴を促進する関係を築くことが必要で
す。 
他の国に依存する関係からではなく、途上国。 
 
 
 
 
 
 
 



AIzen が実現する FinTech Innovation 

 
AIzen はブロックを使⽤して新しい⾦融システムを⽬指します。途上国におけ
るチェーン技術です。 
 
 
特に開発途上国や他国への資源の輸出のように国内通貨が安価であるアフリカ
諸国では外貨を獲得することは困難であり、多くの⽀援を受けた後でさえも貧
困から抜け出すことは困難である。 
私たちが外貨を⼿に⼊れることができなければ、経済は発展せず、いつでも貧
困から脱出することはできません。 
AIzen はまず、途上国にブロックチェーン技術を提供し、仮想通貨を浸透させ
ることによって、外貨を取得する機会を⽣み出します。 
このように、外貨獲得の機会を創出できれば、経済の活性化を通じて⾃⽴を促
進することができます。 
さらに、個⼈や個⼈のお⾦の借り⼊れを仲介するオンラインサービスであるソ
ーシャルローンを取り⼊れることによって、開発途上国の⼈々は⾃分たちが投
資した事業を通してお⾦を稼ぐための道筋を作ります。 
彼らはそのお⾦で⼤きな耐久財を買うことができ、⼦供たちはより良い教育を
受けることができ、それは経済の拡⼤が加速することが期待されることができ
ます。 
また、社会的融資に AIzen を使⽤することで、世界中の投資家はこれらの事業
者に資⾦を供給することで発展途上国の経済発展に貢献することができます。 
このような FinTech Innovation により、AIzen は、援助を他の国々に関連づけ
るのではなく、発展途上国が⾃⽴することを奨励する関係の発展を実現しま
す。 
 
 
 
 
 



 

AIzen が実現するフィンテックイノベーション 

 
AIzen が提供する FinTech Innovation とは⽀援を他国に依存させる関係ではあ
りません。発展途上国の⾃⽴を促進する関係を構築します。 
 
 
 
⽀援するための環境づくり 
 
AIzen の流動性を⾼める⽬的に同意する企業と提携します 
   
オンラインカジノやゲームなどのコンテンツを提供する企業と提携しました。 
ネットワークとして⾏動することで、AIzen の意識と流動性の向上を⽬指しま
す。 
パートナー企業には、社会貢献や社会貢献など、さまざまなメリットがありま
す。AIzen ユーザーの顧客獲得 
 
 
 
接続環境の構築 
 
独⾃のサービスの社会的貸付によって可能性を広げる 
 
発展途上の⼈々でさえも、私たちのサービスの社会的貸付に AIzen を使⽤する
ことによって銀⾏⼝座を持つことができない国は、クロスボーダー投資を受け
ることができます。 
投資家はまた、途上国の経済発展にも容易に貢献できます。 
送⾦⼿数料と送⾦時間の概念に縛られずに国々。 
 



市場規模 

 
AIzen プロジェクトの⽬的に同意する多くの企業や組織があり、2 つの
Geming 企業との提携はすでに完了しています。 
関連会社の市場規模は⼤きく、この業界に参⼊することで AIzen の流動性と実
⽤性はさらに⾼まります。 
今後も系列会社数を増やし、より多くの場⾯で使える環境をユーザーに提供す
ることを⽬指します。 
 
パートナー企業の市場規模 
 
 
⾦融業界：ソーシャルローン 2,616 億ドル規模（2015 年現在） 
社会的融資は、⻄欧諸国や世界を含む世界中で刺激的ですが、アジアの市場は
最近急速に成⻑しています。 
社会的貸付が拡⼤している市場としての不動産ローンや⾃動⾞ローンなど様々
なローン分野展開します。 
 
 
 
賭博産業：オンラインカジノ 4440 億 7000 万ユーロ規模（2018 年現在） 
国境を越えるオンラインカジノの市場は年々拡⼤しています、それまで市場は
⻄ヨーロッパからアジア諸国へと変化してきました。 
カジノ業界全体の収益の 40％を占める。 
 
 
 
暗号通貨業界：暗号化資産 2,067 億ドル規模（2018 年 8 ⽉現在） 
暗号資産の規模が 2、3 のうちにこの点に達したと仮定すると誕⽣から数年
で、その成⻑率はもはや無視することができず、将来さらに成⻑すると予想さ
れる。 



スマートコントラクト宝くじ 

AIzen は、ブロックチェーン技術を使⽤した新しい宝くじを宝くじ業界に提供
し、付加価値ビジネスの創出を促進する企業と協⼒します。 
 
•プロセス⾃動化による透明性の確保 
宝くじの購⼊から⽀払いまで、会社のスマート契約を使⽤して宝くじに必要な
プロセスを⾃動化します。⼈々の⼿の関与を最⼩限に抑えることによって、違
法な⾏為を可能な限り困難にし、記録の改ざんなどを減らします。極限まで。 
 
•圧倒的な当選額 
宝くじのターゲットに特化することで、購⼊から⽀払いまで⾃動化すること
で、多くのコストを削減し、圧倒的な返品率を実現することが可能になりま
す。 
 
•無制限の繰越 
最⼤持ち越し額が設定されていない宝くじでは、過去に 1500 億円相当の当選
額に達しています。キャリーオーバーの最⼤額は以下のとおりです。⽋席は宝
くじ購⼊者にとって⼤きな魅⼒です。 
 
•⾼確率・⼤賞受賞の商品構成 
既存の宝くじよりも⾼い確率で多くのお⾦を獲得することは宝くじです。 
 
オンラインゲーム市場規模成⻑率 

 



 

ゲームプラットフォーム 

 
国境を越えたオンラインカジノ市場は年々拡⼤しています、成⻑率は特に⾼い
です、売上⾼は毎年約 10％増加します。AIzen は、すでにオンラインカジノサ
ービスを展開しているゲーム会社と協⼒して、Ethereum トークンである
AIzen を使⽤して、未承認の Smart Contract Bet を実現します。 
さらに、市場規模 40 兆円のゲーム業界で使えるプラットフォームを構築する
ことで、AIzen の意識が⾼まり流動性が⾼まることが期待されます。 
 
*オンラインギャンブル業界誌「iGaming Business」2017 年 11 ⽉ 
 
•⾮常に公平なギャンブルが可能 
スマートコントラクトを使⽤することによって、カジノウェアが不正をするこ
とは⾮常に困難です。 
ディーラーとプレーヤーは、公正な環境でギャンブルを実現できます。 
 
•成⻑産業プラットフォームへ 
2019 年までに私達はプラットホームに⼊ることによって多くのゲームユーザ
ーに認識を得ることを期待します。成⻑市場への 20％の増加が⾒込まれる。 
 
オンラインカジノ市場の成⻑率 

 



 

経済の構築と拡⼤ 

AIzen プロジェクトは、これらの企業との提携に基づいて、さまざまな分野で
独⾃の経済領域を確⽴することを基盤としています。ユーザーは「AIZEN」を
使⽤して、関連する各サービスの使⽤を⽬指します。今後も提携パートナーや
関連サービスを拡⼤していきます。AIzen の実⽤性が⾼まります。私たちの経
済圏に⼊る⼈々の数が増えるにつれて、経済圏の価値は向上し、より多くの
⼈々が価値の⾼い経済圏に集まるという積極的なスパイラルは、経済圏の拡⼤
を強く促進するでしょう。 
 

 



 

 
 
 
 

   
      

 
  

 
  

 

 

 
  

 

 

 

  

Innovation address 
0xbabdd86c16050f3eaa1ecb5aab40bfeba6c11630

 

XAZはこのアドレスから移⾏されます。
移⾏後の残りの残⾼は破棄されます。 この
残⾼は売却されません。
Marketing address 
0x6f61ac86ffe23d99a4d5d3be28943e14fb0e68b2
空中投下や各種キャンペーンなどの広告に使⽤されます。 
会社のパートナーシップにも使⽤される可能性がありま
す。
その場合、情報は公開されます。
Team address 
0xc4132c69a575cedba7c595922cb240e110dcece5

 

 

最初の4⼈のメンバーにそれぞれ1000万XAZを 分配し ま
す。
配布は移⾏の最終⽇に⾏われます。
配布が完了したら、アドレスが公開されま
す。
チームメンバーは受け取ったXAZを5年間販売 しません。

 Development address 
0x43820388a9a105349ece6104448c61f7adac286b
それは開発、送⾦テストそして研究のために使われま 
す。



チーム 

⼩野寺優 創始者 
FX 管理システムと IT コンサルタント会社を運営しています。 

10 年以上にわたり、様々な事業のコンサルタントとして働いていました。 2013 年にこのプロジェクトの原案を作成

し、ブロックチェーン技術に関する研究を開始しました。 2017 年には、このプロジェクトの基盤を強化するためにさ

まざまな企業や組織に電話をかけました。 

 
リッキーユージンローマイヤー 戦略戦略 
1991 年 -  1996 年成⽥空港でアメリカン航空の航空オペレーション代理店として勤務。1996 年 -  6 ⽉ -  2005 年

10 ⽉ケミカルポンプおよびオイルスキミング装置を専⾨とする製造会社を経営。化学プラント、⾃動⾞製造業者、⽯

油精製所、その他多くの産業へのケミカルポンプの販売と建設を⼿がける。 

2006  -  2013 年⽇本製の産業機器専⾨の総合商社を経営する。 

2014 年 - 現在プリペイド旅⾏カードの企画と販売を⼿がける会社、および往路と往路の両⽅を専⾨とする旅⾏代理

店。アジア地域への事業拡⼤のため、スリランカに都市開発や環境改善プロジェクトなどの様々な業務を⾏う共同管理

会社を設⽴しました。 

 
カンチャナエリックシンハラージュ マーケティング担当チーフ 
Kanchana Eric Sinharage は、広報と福祉の分野で⻑年の経験を積んでいます。彼の主要なスキルには、異なる⽂化的

グループおよび多国籍グループにおけるファシリテーション、ネットワーキング、編成および管理が含まれます。彼

は、政府、⺠間部⾨、⾮政府機関、および政府機関を含むプログラムやプロジェクトの調整に精通しています。カンチ

ャナ・エリック・シンハラージュは、その豊富な経験を活かし、現在、プロジェクト開発委員⻑として道路開発省に、

そして福祉協会の委員⻑としてコロンボ刑務所に勤務しています。彼は社会福祉省のコーディネーター秘書と特別プロ

ジェクト省のコーディネーター秘書を務めました。 

 

Nobo Murilo Osamu テクノロジー技術 
2016 年半ばから、bitcoin・ripple・Ethereum などの暗号化資産の可能性に焦点を当て、⾃⼰学習した知識を深めま

す。個⼈的なセミナーは、識字率を向上させるためにそれらの間で暗号資産を広める⽬的で開催されます。京国の活動

をする。 （カンボジア）中学校在籍の ICE プラットフォームと ICO 関連プロジェクトを活⽤したスマートコントラ

クト事業に従事。 2018 年半ば、彼はコモロ協会でブロックチェーン技術を開発しているクマ⾕ホールディングスのデ

ィレクターに任命されて、さまざまなサービス（⽀払いサービスプロバイダー、財布サービスプロバイダー、アフィリ

エイトプロバイダーなど）を扱う会社とタグを形成しました。開発に従事する。彼らの間で AIzen プロジェクトに参加

してください。 

各チームメンバーは、移⾏期間の最終⽇にインセンティブとして1000万XAZを受け取ります。 
チームメンバーは、移⾏⽇から5年間XAZを販売しません。



免責事項 

このホワイトペーパーに含まれる情報は網羅的なものではありません。 

 

この⽂書は、アイゼン保有物（以下「当社」といいます）とトークン購⼊者との間のいかなる

契約上の関係も意味するものではありません。 

また、本資料は各国の法令、条例、法令、告⽰、先例、その他の法律（以下、法令といいま

す。）の解釈を補⾜するものではなく、すべての出願⼈の判断および判断に基づいていますそ

の⾏為について⼀切の責任を保証するものではありません。 

 

この⽂書に含まれる情報、またはこのトークンの販売に関連して他の場所に掲載されているす

べての資料の正確性、信頼性、信頼性、または完全性を保証するものではありません。 

 

Aizen はいわゆる仮想通貨ではありませんが、効⽤トークン（トークンの値と数量は、トーク

ンの所有者が受け取ることができるサービスの数量と品質が常に⼀致するわけではなく、⼀定

の数量が消費されます）必然的にサービスを受けるためにそれはそれがそれが何であるかでは

ないことがこの⽂章で述べられています。 

 

また、同じ⽬的のために、いわゆる ICO に関する情報を提供するのではなく、ユーティリティ

トークンの適⽤に関する情報を提供することを⽬的としています。 

 

Aizen はイーサネットネットワークに基づいて作成されたトークンであり、それらはいかなる

⽅法、形または形式で有価証券または仮想通貨を構成することを意図していません。応募者の

応募者の法令または規制により有価証券または仮想通貨と⾒なされるおそれがある場合、また

は他の法律または規制によって規制されている場合、当社は Aizen には⼀切応募できません。

また、申請者本⼈の判断に基づき、申請者がすべての⾏為について⼀切の責任を負うものと

し、当社は⼀切の責任を負いません。 

 

Aizen には、契約で実装されている以下の機能があります。 

転送制限機能（第三者にトークンを送れないようにする機能）ロックアップ機能（指定したア

ドレスのトークンを指定⽇まで外部に送れないようにする機能）ユーティリティ機能（Aizen

は内部トークン、他の詳細な機能の詳細については、トークンのソースコードを参照してくだ

さい。 



免責事項 

 

この⽂書は、政府発⾏の通貨への投資を勧誘するものではありません（法定条項）。 

Aizen は政府発⾏の法定通貨では購⼊できません。 

いくつかの政府機関が ICO に関する声明を発表しており、この⽩書の時点で以下の国の市⺠/

居住者は、グリーンカードの保有者が ICO に参加することを禁⽌または規制されています。 

 

すべての離島地域を含む中華⼈⺠共和国（ "China"）（マン島、北アイルランド、チャンネル諸

島を含む）イギリス、北アイルランド、イギリス（ "UK"） 

シンガポール 

ニュージーランド 

この⽂書で述べたように、Aizen は有価証券または合法通貨としての機能を持たず、実⽤トー

クンとして設計されています。ただし、申請者⾃⾝は、トークンが各国の法令を参考にして効

⽤としての性質を有するか否かを判断し、その判断に基づく⾏為について責任を負うものとし

ます。 

 

アイゼンは技術的には次のように設計されています。 

物品やサービスの購⼊/借⽤を受ける場合、これらの対価の⽀払いのために不特定者に使⽤でき

るもの（不特定）はありません。 

電⼦機器などで電⼦的⼿段によって記録されていたとしても、電⼦情報処理を使⽤している不

特定多数の⼈々に（電⼦記録によって）移転することはできません。 

法定通貨の対価に対応する⾦額または数量は記録されていません（値の保存）。 

対応する対価で発⾏されるもの（対価の⼀貫性）はありません。 

法定通貨ではなく、⽀払い（⽀払いに変更する権利の⾏使）に使⽤できるものはありません。 

所有しているトークンの数に応じて運⽤価値は分配されません（払い戻し）。 

他の⽅法で申請者が保有するトークンを交換したり、払い戻したり、トークンと法定通貨を交

換したりすることはありません。 

この⽂書は申請者への助⾔を意図したものではありません。 

また、保有する仮想通貨を Aizen と交換することはお勧めできません。 

トークンセールス申込者は、この⽂書のすべての内容を理解しており、⾃らの責任において法

令の知識を得た上で応募したものとします。 


