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1. はじめに
ギャンブル業界は複数の仲介業者、高い手数料、反感的な使用者の経験によるプレーヤー、開発者そ
してサービスプロバイダー間の信頼欠如の結果、多数の問題と非効率性に悩まされている。ゲームシ
ステム全体のオーバーホールが急務である。現代的で公正なギャンブルシステムへの主な解決策とし
て分散型ゲームプラットホームが挙げられる。
Faireum は iGaming 業界に焦点を当て、分散型、低コスト、透明かつ安全な賭け及びギャンブルの
経験を提供するためパブリックブロックチェーンと多くのプロトコルの組み合わせで成り立っていま
す。Faireum は宝くじ、馬券、スポーツくじ、カジノゲーム等その他のデジタルゲームにおいて優れ
たプレミアム賭博経験サービスを使用者に保証するために、ネイティブ通貨とスマートゲーム契約を
使用する。Faireum は全利用者に利益を与える信用できて、境界がなく、安全で高速なゲームシステ
ム作成のために、多くのプロトコルに加えてスマートクライアントも展開する。

  1.1 業界動向
2017 年の世界ギャンブル産業は 5,330 億ドル [1] と推定され、安定した上昇率が見込まれ、2021 年
には 1 兆ドル [2] に増加すると予想される。

ゲーム市場は、新技術の融合とインターネットのアク

セシビリティの向上とともに成長を遂げ、アジアは急速に成長する iGaming 市場として定着した。
オンライン進化と携帯電話やタブレットなどのモバイル機器使用の増加に伴い、iGaming へのアクセ
スが容易になったのも業界成長に繋がった要因である。ギャンブルの分野で起こる重大な変化は現在
の規制枠組みにも関連しています。規制局もすべての人に公正なゲームを提供しつつ、違法行為を防
止し、かつ消費者の権利を保護するソリューションを探しています。
現在、iGaming 及びギャンブル産業は時代遅れの経費構造、仲介業者の過多関与、トランザクション
のセキュリティ問題、透明性の欠如や停滞に起因する高い取引コスト及び低いリターン率等、様々な
問題に取り囲まれ否定的評判にある。
デジタルプライバシー法の普及と使用者全般が技術的進歩に期待が募る中、私たちは分散型ゲーム市
場は世界規模の爆発的な成長を遂げると信じています。

  1.2 Faireum の使命
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Faireum はビットコイン、イーサリアム、ハイパーレジャーの理論上及び技術上のベストプラクティ
スに基づいて競争力の高い独自パブリックブロックチェーンを開発した。Faireum ブロックチェーン
のパフォーマンスとトランザクションを検証するコンセンサスアルゴリズムとしてはビザンチンフォ
ールトトレランス性に基づく委任持分証明 (BFT-DPos) 方式を採用した。
現在開発中のプロトコルは、Faireum ブロックチェーンにおけるギャンブル DApp のセットスタンダ
ードとして使用される。これは、上級プログラミング言語で書かれた全ての WASM ブロックチェー
ンコントラクトと互換性があり、Faireum プロトコルを実行する。最初のバージョンは 2019 年末に
発表の予定である。その後は Faireum エコロジーとともに進化を続け、次世代の他社の追随を許さな
いゲーム体験を使用者に提供するための重要な要素となる。
私たちの使命は、次世代の対多数ギャンブルおよび賭けアプリケーションを可能にすることである。
既存のブロックチェーンの上に当社のアプリケーションを構築することで、完全公平、透明および可
視性を備えたピアツーピア環境に展開できるようになる。Faireum が革命的な公正、迅速なアプリケ
ーションとゲームを提供できると私たちは信じている。

2. iGaming のストラクチャー
インターネットはゲーム業界を変える多くの新しいアプローチをもたらしました。今も iGaming は依
然として最も有名で有利なインターネットベースのビジネスの 1 つです。H2 ギャンブルキャピタル
によると、世界のゲームの売上高は 2017 年に 430 億ドルと推計され、これは全世界のギャンブル売
上げの約 10％ ( オフライン及びオンラインの合計 ) を占めている。2022 年まで世界のゲーム市場が
650 億ドルに相当するものになるとも予測されている。現在、世界で 600 万人以上の大人がゲームに
参加しており、2020 年には 1,000 万人を超えると予想される。ギャンブル市場は全般的に急速に成
長しているが、オンライン市場は既存のカジノの成長をさらに凌駕している。
2017 年現在、モバイルギャンブルはゲーム売上高の 37％を占め、モバイル使用者ベースである 2010
年の 11.5％から 3 倍以上に成長している。H2 はモバイル利用が増加し続け、2022 年には 49％に達
すると予測している。しかし、市場を支配する主要なモバイルプラットホームでは、「リアルマネー」
ギャンブルアプリをアプリストアに載せることを厳しく制限するか、完全に禁止している。
iGaming にはさまざまな種類がある。 Faireum は開発者およびサービスプロバイダに開発をするため
の理論と技術を提示し当社のメインチェーンまたはサイドチェーンに展開することによって、世界中
のユーザーを対象とした分散型の環境を作る。以下はいくつか注目すべき一般的なゲームを例に上げ、
Faireum があらゆる種類のオンラインゲームにもたらす利点を説明している。
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  2.1 宝くじ
宝くじは賞金を懸けてランダムに数字を書いていくギャンブルの一種である。宝くじを禁止している
国もあるが、一部の国では政府主導で宝くじを積極的に導入をしている。
宝くじ券は一部の購入者にとってはスリル体験と一攫千金の夢を見させてくれるため、非金銭的価値
と利益の高いエンターテイメント価値をもたらし、宝くじの購入自体が満足の行くレベルの収益を与
えている。このシナリオでは、非金銭的及び財政的利益の期待される有用性は金銭的損失の見込みよ
り重要である。従って、宝くじを購入することは、この個人にとっては合理的な決定になる。
宝くじの賞金を獲得する確率は宝くじの設計によって大きく異なる。これは主に、幾つの番号引くか、
幾つの番号から引くか、引いた数字順が重要かどうか、引いた数字をその後のくじ引きに入れられる
かどうかなどの要因等によって決定される。
Faireum はブロックチェーンスマートコントラクトに基づいており、オラクルサービスを含めくじ引
きでは本当のランダムナンバーを生成することができる。Faireum は多様な種類の宝くじゲームに基
づいて、使用者に対する RTP を最高 100％に実現することができる。
Faireum の公式ゲームプラットホームではさまざまなタイプのブロックチェーン宝くじゲームを発売
し、さらに Faireum に基づいた完全に透明な宝くじメカニズムも提供する。

  2.2 スポーツベッティング
Faireum プロトコルに基づき最高 RTP100％のベッティングゲーム。
スポーツベッティングは、スポーツイベントの結果を予測し、賭け金を設定する活動を含む。大多数
のベットにおいて最も人気のあるスポーツイベントには、サッカー、バスケットボール、ホッケー、
野球、ボクシング、トラックサイクリング、アメリカンフットボール及び総合格闘技などがある。ス
ポーツベッティングは、選挙やリアリティ番組などのスポーツ試合以外のイベントや、グレーハウン
ドレース、競馬、不法の闘犬などの非人間競技にまで及ぶ。スポーツベッティングはほとんどの場合
賭け屋を通して行われるが、一部のスポーツくじの参加者はいわゆる「ブッキー」と呼ばれる個人経
営の業者を通じて違法賭けを行うこともある。賭け屋はスポーツベッティングにおいて投資専門家、
つまり仲介者の役割を果たす。
Faireum は賭け屋のないスポーツベッティング施設を提供し、賭け取引所に近い機能を果たす。多く
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の賭け手は賭け屋の代わりに賭け取引所を通じて取引する機会について認識していないことが多い。
賭け取引所は交換と多くの機会を提供する他にも、賭け手が自分の RTP を直接設定できるようにす
ることで、より多くの価値と柔軟性を提供している。賭け取引所の出現によって多くの賭け参加者が
従来の賭け屋と比べて賭け取引所の価値を認識するようになり、結果として業界再編に至るまで影響
を及ぼした。
賭け取引所は賭け手が時事、政治、スポーツ関連など多様なイベントの結果を取引するためのプラッ
トホームを提供する。賭け取引所は既存の賭け屋に比べて主な違いは、賭け手が賭け屋を相手にする
のではなく賭け手同士で賭け合えるということにある。その結果賭け手がブッキーが設定した RTP
に制限され、提供されたオプションの売りを強いられるという従来の方式から脱し、賭け取引所を通
じて利用者間で売りや買いを行い、ベッティングすることができるようになった。しかし既存の賭け
屋に比べ、現在運営中の賭け取引所は極めて少ないので賭け手が利用できる選択肢は限られている。
Faireum は、プロトコルレベルと FSN(Faireum スマートノード ) レベルの両方から賭け取引所を提供
する。オラクルサービスセンターに接続することにより、スポーツの結果は自動的に信頼できるサー
ドパーティに同期化される。賭けの結果が自動的に表示され、支払いは即座に行われる。Faireum の
DApp では賭け / 請求プロトコルに基づいてよりオープンで開発が容易になり、Faireum ネットワー
クによって複数の種類の賭けおよび請求モデルがサポートされていく。それに伴い、C2C（消費者間の、
友人同士の賭け）、B2C（企業と消費者間、ギャンブルプラットホーム）、および B2B（企業間、キ
ャピタルヘッジ）は標準化された Faireum プロトコルに完全サポートされる。
さらに保険会社に対するインターフェースをサポートすることにより Faireum の最高 RTP 100％のギ
ャンブルは、賭けとデジタル資産を保険として賭けることができ、技術の面だけでなくビジネスの面
でも使用者に保証を提供する。

  2.3 カジノ
カジノは様々なギャンブル活動に対応する場所であり、主にレストラン、ホテル、小売店、観光客の
アトラクション、またはクルーズ船の近くに位置している施設やその付帯施設である。トンプソン
(Thompson、2015 年 ) はカジノがイタリアから始まり、元々は小さな別荘、社交クラブまたは夏の休
暇別荘を意味すると説明している。カジノという言葉はその後、楽しい活動が行われる他の公共の建
物を含む意味で使用されている。
カジノの顧客はバカラ、クラップス、ルーレット、ポーカー、ブラックジャックなどのギャンブルゲ
ームをプレイする。たとえカジノがゲームでプレイヤーより優位に立つとしても、常にプレイヤーに
とって大勝利のチャンスはある。
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大規模なオフラインカジノはプレイヤーがセキュリティと透明性を信頼している場合にのみカジノゲ
ームをプレイするので、信頼度を維持するべく、通常業界条約を完全遵守しつつ多くのビジネスライ
センスを取得している。
それでもオンライン / オフラインカジノのロジックと支払い方法には透明性に多くの問題があり、プ
レーヤーがビジネスに深く入るのを妨げている。
Faireum ブロックチェーンは全てのオンライン / オフラインカジノにチップと現金管理用の B2B ソリ
ューションを提供する。FairCoin、FairCash 及び全てのコイン関連プロトコルとともに、Faireum ブ
ロックチェーンは、クレジット、スコア、コインを管理する統合ソリューションも提供する。

すべ

てのビジネスプロセスと関連データがブロックチェーンの元帳に記録され、完全透明化されたカジノ
のコアビジネスロジックを提供する。

  2.4 デジタルゲーム
デジタルゲームは常に世界的に人気のある娯楽であったが、競争性のある e-Sports としての発展傾
向は現在のトレンドである。
これの一部には年々フリーミアムモデルの大規模なプロモーションによるデジタルゲームの参入基準
引き下げの結果としてますます多くのプレーヤーがゲームに魅了されているからである。
フリーミアムは大多数のユーザーに基本サービスが提供されるビジネスモデルであり、無料でも利用
できるが、ごく一部のユーザーは有料で高度な（プレミアム）サービスを利用できる。 フリーミアム
モデルはサービスを提供する代わりにユーザーベースの急速な拡大を助け、多数のプレミアム顧客を
引き付ける。ペイミアムは別のビジネスモデルであり、 大多数のユーザーは基本サービスに対して固
定金額を支払い、高度な（プレミアム）サービスの追加料金も請求される。
市場調査エンジン (MRE)(2018 年 ) は、2015 年から 2020 年の間にデジタルゲーム業界が 20％の年
平均成長率 (CAGR) を上げると見込んでいる。デジタルゲームにおける仮想技術の統合は、需要を急
速に押し上げる新しいトレンドである。また、フリーミアムとペイミアムは、モバイル及びソーシャ
ルギャンブルプラットホームをリードするとともに、PC やコンソールゲーム機器ではプレミアム購
読モデルの人気が引き続き高い。
Faireum はデジタルゲームをすばやく実装とアプリケーションレイヤーの基本 API の最終的なプロト
コルを提供する。Freemium / Paymium モデル、デジタル資産モデル、基本ユーザーモデル、および
有料 / 購読用のインタフェース等の異なるモデルはすべて Faireum の標準プロトコルに従う。サード
パーティの開発者とユーザーは柔軟に機能の最適な組み合わせを選択使用することができ、Faireum
の完全な生態学的資源によってサポートさる。
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  2.5 革新的なブロックチェーンゲーム
最近 Ether Cat や Fomo3D のような高度な DApp ベースのギャンブルが大きな人気を博している。将
来同様のギャンブルが多く登場することが予想される。Faireum ブロックチェーンでこの種のギャン
ブルは革新的なブロックチェーンゲームとして定義される。 Faireum はコード監査、ネームサービス
登録、FSN への掲載などのインフラサポートを提供しながら、ハッキング攻撃や詐欺行為を回避し、
コードの品質を保証している。
分散型の Faireum ゲームアクセス標準プロトコルとアプリケーションレイヤー API より革新的なゲー
ムが Faireum エコシステムでリリースされる。一方で、ビジネスサービスの増加に伴ってファンド受
託サービス、保険サービス、セキュリティ監査サービス、KYC サービスが Faireum ブロックチェー
ンでギャンブルゲームの信頼度を高め、Faireum ブロックチェーンの資産をより安全にしていく。

  2.6 オフィシャルゲーム
Faireum ブロックチェーンネットワークはオフィシャルギャンブルゲームを全ての購読使用者に対し
て RTP100％で提供している。これにより、Faireum は業界の伝統的なビジネスモデルを破り、有料
サービスから付加サービスまで新しいビジネスモデルを創出する。有料購読使用者は情報分析、特定
のプレミアムゲーム及び金融サービスのようなより多くのサービスを受けることができる。

3. 現存 iGaming システムの問題点
iGaming 業界は著しい成長を遂げているが、数々の継続的な問題がまだ存在している。一部の国では
ゲームの合法化に消極的になり、多くの方が信頼性およびセキュリティ問題のために、iGaming を試
みることに踏み切れないでいる。

現在のところ、集中型モデルと信頼の欠如があらゆる側面から RNG、開発者向けのユーザーアカウン
ト管理のマーケットへのアクセスルールを引き起こしている。
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プレイヤーにとっての問題点：
•

保留ボーナス

•

ロケーションによるアカウント制限

•

隠れた手数料：カジノは引き出しの手数料を請求

•

出金制限

•

支払いの制限と処理速度が遅い

•

詐欺のリスク

サービス提供に関する問題点：
•

ゲーム開発者の参加料が高い

•

オンラインカジノの高い運営コスト

•

支払いシステムとユーザーアカウントの残高の統合管理などの運用オーバーヘッド

•

サーバの実行速度が遅く、ダウンタイムが頻繁に発生する

•

透明性と信頼性の欠如

•

ブロックチェーンサービス / プロトコルのサポートの欠如

伝統的なオンラインゲームシステムにはまだまだ他にも多くの問題がある。例えば、 ゲームの選択か
ら始まり、乱数の生成と支払いの透明性やペイメントプロセスはプレイヤーのゲーム体験に大きく影
響を及ぼす。ブロックチェーンベースの介入なしでは持続可能なオンラインゲームモデル構成はでき
ない状況である。

4. Faireum ソリューション
Faireum チームは現在ゲーム業界の前述すべての問題を解決するために、プラットホームのパラダイ
ムシフトを生み出すプラットホームを開発してる。ICO の後 Faireum は独自のプロトコルセットを完
全に実装使用したブロックチェーンベースのエコシステムを実行する。そこで開発者は、ゲームの必
要条件を満たすためのカスタム機能を備えた独自の Dapp を公開できる。Faireum の究極の目標は、
現在の問題に内在するリスクを取り除き、分散型で透明化した信頼できるものにすることである。

  4.1 Faireum の主な利点
新しいブロックチェーンと、一連のカスタム機能と iGaming の要件を備えたプロトコルを作成するこ
とによって、Faireum は信頼できる、ボーダレスで安全かつ高速な iGaming プラットホ ームを導入
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できる。それにより以下の利点が挙げられる：
•

ゲームの運用コストを削減し、より高額な払い戻しを可能にする。

•

詐欺のリスクを減らす。

•

オンラインカジノ運営者のユーザーアカウントと資金管理のコストを削減する。

•

ゲーム開発者が自分の仕事を収益化できるようにする。

•

ゲーム開発者がゲームをリリースした後に操作しなくても収益を上げられる。

•

確かに公正で相互運用可能なオンラインカジノのオープンなエコシステムを構築する。

•

複製可能なテンプレートとインセンティブ共有のシステムを統合し、開発者が Faireum が提供す
る新しい価値移転規則から利益を受けられるようになる。

•

Faireum プロトコルを元に第三者の開発に適した信頼できる透明なサービスを提供できる。

•

Faireum ネットワークに基づいて完全に透明な賭けと課金公式を持つギャンブルプラットホーム
を提供する。

  4.2 役割

私たちは Faireum エコシステム中にいくつかのタイプに分けたシステム参加者を識別している。それ
ぞれがシステムを開発し機能させるため、必要に応じて異なる役割の果たす。

4.2.1 使用者
ビジネス使用者 ( ゲーム会社またはカジノ ) を含む使用者は Faireum プラットホームでサービスを利
用するためにノードにネットワーク料金を支払う必要がある。使用者は他のトークンホルダーから
FairCoin を取得するか、直接ノードを運営してネットワークに貢献することで、トークンを取得する
ことができる。彼らは Faireum トークンで支払い、開発者が市場で販売しているゲーム / Dapp にア
クセスすることもできる。

4.2.2 ネットワークサポーター
ネットワークサポーター ( ノード、FSN) は、ネットワークへの貢献に対する報償として Faireum ト
ークンを取得する。ネットワークサポーターには四つの種類がある：
•

ブロック生産者 (SuperNode): 一定量のトークンを保有することにより、一つのノードは新規ノー
ドの検証や生成に貢献するブロック生産者になる。ブロック生産者は、新しいブロックが生成され、
ネットワークによって確認される度に報償を得る。Faireum ネットワークの立ち上げ後の初期段
階では、15 〜 27 ノードの Faireum コミュニティによって投票されたブロックプロデューサーが
誕生する。
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•

ブロックパートナー：コミュニティ投票として現在の所有を使用し、ブロック生産者に投票、サ
ポートをする。その貢献利益によって対応するブロック生産者の最終利益を共有する。

•

ブロック配布者：配布者は Faireum ノードを運用することによって、サービスとゲームをより多
くの使用者に配布するプロキシの役割を果たすことができる。配布者は使用者がプロキシサービ
スを通してギャンブルをすると報償を得る。また、使用者に更なるサービスやサポートを提供す
ることで、追加の報償を得ることもできる。

•

ブロックライセンサー：異なる国や地域では、ギャンブルの合法化さまざまな要件があり、ブロ
ックライセンサーはブロックチェーンギャンブル操作のローカルライセンスを提供する。ブロッ
クライセンサーはギャンブルの合法化された操作の主承認者として、代理店モードで合法的な承
認またはゲームライセンスを提供し、流通業者や開発者によって生み出された利益を通じて収益
を生み出す。

4.2.3 開発者
個々の貢献者から大手のギャンブル会社まで全て開発者になることができる。開発者がアプリケーシ
ョンを Faireum ネットワークに配布するためには Faireum トークンが必要である。開発者はギャンブ
ルのプレミアムサービスを提供するために、使用者に一定金額の Faireum トークンを請求することが
できる。最高の開発者と最適なプロジェクトは、Faireum ネットワークの貢献者としてみなされ、更
なる報償を得ることになる。

4.2.4 プレーヤー
プレイヤーは Faireum ネットワークをベースにしたあらゆるプラットホームですべてのゲームをプレ
イできる。Faireum の公式ギャンブルプラットホームで完全に透明なブロックチェーンゲームをプレ
イしよう。Faireum トークンはゲームに応じて課金されるが、各ゲームタグは明確な RTP を持つため
プレイ前にブロックチェーンでそれを確認することができる。プレイヤーには振込手数料がかかり、
開発者がゲームで得る利益率を上げると賭け金にも手数料が伴う。

5. テクノロジー
  5.1 プロトコルとプラットホーム
Faireum のゲームテクノロジープロトコルは、カジノ、プレイヤーそして開発者をリアルタイムでつ
なぐための、透明化した、セキュリティの高い、かつ効率的な独自ブロックチェーンエコシステムを
実現できた。プロトコルは、ほぼ無限数の信頼できる、透明な、サーバーフリーで分散型の賭けとギ
ャンブル DApp を楽にサポートできるように構築されている。
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Faireum ギャンブルプラットホームは Faireum ブロックチェーンとそのプロトコルの上で動作し、オ
ープン開発者市場コンテンツ契約済みの公正なゲームを幅広く提供するためにすべての高級プログラ
ミング言語で書かれた WASM 新世代のギャンブル DApp との互換性をサポートする。

Game
Protocol

Asset
Protocol

Lottery
func play()
func Withdraw()
....

RNG
Protocol

RNG
Protocol

Game
Protocol

Digital Game
func draw()
func begin()
...

Other
...
...

Digital
Protocol

Other
Protocol

FVM ON
Faireum
Blockchain

Lottery

Casino

Digital Games

Sports Betting

Others

ネットワークサポーターやユーザーにとって、Faireum は次世代のギャンブルシステムだけではなく、
支払い、セキュリティ、データベースがすべてブロックチェーン管理された完全なエンタープライズ
ソリューションである。
Faireum は WASM 仮想マシンを使用してスマートコントラクトを実行する、独立実装されたブロッ
クチェーンである。これにより、既存の大部分のオンラインおよびオフラインクライアントと開発ツ
ールとの互換性が保たれる。同時に、私達は iGaming 業界に向けて独特な機能を最大限に活用し、提
供する。
Faireum の特徴：
•

ランダム BFT-DPos（代理証明書）が検証および合意を実行するためのアルゴリズムとして使用
される。
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•

Faireum トークンは、ゲームのプレイ、サービスの支払い、または貢献者への報酬の支払いに使
用できる。

•

法定通貨（fiat）に裏付けされた暗号通貨で遊ぶことができ、「本物の」お金でゲームをできるよ
うサポートする。

•

埋め込みネームサービス：財布アドレス、ゲームまたは組織は指定検証でき、詐欺やマネーロン
ダリングを避けられる。

•

現金管理のために特別な財布暗号化サポート。

•

チップまたは資産交換のためのマルチシグネチャー機能のサポート。

•

高水準乱数ジェネレータ関数のサポート。

•

ゲームプロキシをサポートする報酬メカニズム。

•

購読モデル：ユーザーがブロックチェーンへの課金を日、月や年などを単位に許可する。

•

iGaming 用の信頼できるブロックチェーン API

•

ブロックチェーンによる透明化した報酬サービス、健全で強大なギャンブルエコシステム。

•

世界初ブロックチェーン内のゲームプラットホームで最大 100％の RTP を実現。

  5.2 テクノロジーレイヤー
Faireum プロトコルは WASM に基づくスマートコントラクト、標準暗号通貨プロトコルおよびチャ
ネルの状態を組み合わせて、リアルタイムの分散型カジノゲームを提供する。
Faireum ブロックチェーンには元帳ノード、P2P ネットワーク、スマートコントラクト用の仮想マシン、
およびトークン配布のための一連のルール（トークン報酬、支払いゲートウェイ、デジタル資産交換
およびクロスチェーンアトミックスワップ）が含まれる。
Faireum イノベーションの 1 つは二層構造にある。メインブロックチェーンのコンセンサスメカニズ
ムと FVM を通じて、ゲームサービスのために 1 つの体系的な「ビジネスチェーン」が定義された。
それは高い TPS と低い手数料で専門化され、プレーヤーのために各種一般的な RNG とギャンブルの
契約のセットを提供する。
言い換えれば、Faireum は API を備えた一種のブロックチェーンプラットホームである。 Faireum の
メインブロックチェーンは WASM 仮想マシンをスマートコントラクトのデフォルトのランタイムと
して使用する。
Faireum は、公開鍵プロトコルとユーザーアカウントの ID プロトコルによるサイドチェーンコンセン
サスのための「信頼プロトコル」も定義する。このプロトコルは他の並列チェーンが Faireum メイン
ブロックチェーンまたはその側鎖にアクセスして合意、参加することを可能にする。このクロスチェ
ーンプロトコルを通じてビットコイン、エーテル、Faireum トークン併せてその他のデジタル資産を
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交換できる。支払いルートと HTLC（Hash Time Lock）をサポートするすべての分散型ネットワーク
は、Faireum とのアトミックスワップが可能かつ規制要件を満たしている。更に、開発者は「信頼プ
ロトコル」を介して膨大なリソースとパフォーマンスを必要とするゲームをサイドチェーン層に公開
し、メイン / サイドチェーン間で共有、同期することができる。

Faireum はまた、高度なストレージサービスも用意している。すべての保存されたデータは暗号化され、
ストレージサービスプロバイダはネットワーク貢献者として扱われ、RCM（Contribution Model）に
よる報酬が与えられる。

  5.3 ネットワーク貢献者と RCM
贡 献 者 包 括：Fairuem は、 創 意 的 な 技 術 に よ っ て 貢 献 者 に 報 償 を 与 え る RCM(Rewarding by
Contributing Model) 貢献モデルによるトークン報償を特徴とする体制を作った。貢献者は次の通り
である：
•

ブロック生産者フルノードを実行し、事前及び新規に委譲されたブロックの検証が割り当てられ
る。

•

ブロックパートナー投票をサポートし、コミュニティ投票として現財産を使用でる。ブロック生
産者によって生み出された拠出収入による最終的な収入を共有する。

•

ブロックライセンサー代理人を通じて合法的な承認またはゲームライセンスを提供する者。流通
業者や開発者によって生み出された利益を通じて収益を調整し、生み出す。

•

ブロック配布者 Faireum スマートノード (FSN) をプロキシホストとして実行し、より多くの使用
者にゲームを配布する。

•

開発者プラットホームで使用者がプレイするゲームや DApps をパブリッシュする。

•

サードパーティーブロックチェーンサービス提供者商用レベルのゲーム用セキュリティ監査や保
険サービスなどのサービスブロックチェーンを Faireum のブロックチェーンネットワーク上で提
供している者。

•

Faireum コミュニティをサポートするその他の貢献者。

•

Faireum エコロジーベースのリースやその他サービス。

  5.4 現金管理
Faireum は iGaming 業界の主な 2 つの課題、マネーロンダリングと税回避を解決する。Faireum ブロ
ックチェーンは、公正でかつ透明なブロックチェーンベースのゲームネットワークを提供するだけで
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なく、合法的な規制の環境作りも提案する。このために、プラットホームには以下のようないくつか
の現金管理コンポーネントが備えられる：
•

Faireum は、メインネットワークの立ち上げ後に FairCash の法定通貨の固定をサポートし、安定
した通貨のマージン源は、予約済みファンドプールの残高および対応する事業収入によって決定
サれる。

•

FairCash は不換通貨に裏付けられ、米ドルに対して 1 対 1 で固定されている。そのために現金化
は KYC によるマネーロンダリングを防止する。

•

異なるウォレットへの振り込みは可能であるが、現金化 ( 引き出し ) は特別なアドレスに限られる。
更に、このウォレットは別の方法で暗号化され、現金管理の目的のみに使用される。

•

FairCash は規制または徴税 ( もしあれば ) の目的のためだけでなく、KYC プロセスを経た場合に
限って現金管理ウォレットアドレスから現金引き出しをすることができる。

Faireum はこれらのメカニズムを通じてピアツーピアシステムを導入し、従来のゲーム分野における
問題を是正し、不公平で疑わしい信頼システムを代替することができる。
Faireum は、銀行が提供する即時の暗号化された支払いチャネルから切り離された FairCash のため
の標準フィアット通貨プロトコルを定義する。 Faireum エコロジー上すべての FairCash は Faireum
トークンの資本プールと Faireum ブロックチェーンネットワーク運用で生成された収入によってサポ
ートされる。最終的に、相当する米国ドルの資金は FairCash 預金と同等の FairCash に変換される。
FairCash は、ゲームを通してユーザーのアイデンティティとチップ価値の一定性を維持する上で重要
な役割を果たす。

6. プログラミングインタフェース
Faireum はプログラミング可能なブロックチェーンであり、スマートコントラクトの作成や API 及び
SDK の使用によって他のシステムと簡単に統合することができる。
•

Faireum は WASM 仮想マシンをサポートし、イーサリアムや EOS 用に作成されたほとんどの既
存のギャンブルゲームコントラクトはプロトコル変換ツールを通して Faireum に迅速にマイグレ
ーションすることができる。

•

Faireum はまた、Java、Python、Javascript のような高級プログラミング言語のスマートコント
ラクトもサポートし、これを通じてより多くのゲームやアプリケーションの搭載ができ、さらに
多くの開発者コミュニティが Faireum に参加できるようにする。

•

オラクルセンター乱数、スポーツゲームの結果及びタイムスタンプなどのオラクルサービス ( 外
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部サービス及びデータ ) をブロックチェーンに提供するために、多くの信頼できるノードから実
行されるサービスである。オラクルセンターはサービスのセキュリティと一貫性を保証するため
にブロックチェーンの別のレイヤーからクラスターで実行される。
•

Faireum はサービスとしてブロックチェーンのコンセプトをサポートする。RPC とスムーズなサ
ービスを提供することで、新しいウォレットを作成したり、Faireum を既存のゲームシステムに
統合できる。例えば、あるギャンブルシステムが支払い手段として FairCash のみを使用したい場
合、API を用いて通常のクラウドサービスに容易に統合することができる。

•

Faireum は統合プログラミング言語を提供する。最新のバージョンでは SDK を JavaScript、
Python、及び Java で提供する。

Faireum はサードパーティーのオンラインゲーム開発者とエンドユーザーの両方に役立つ P2P スマー
トコントラクトに基づいて、iGaming 業界に合わせたブロックチェーン環境を構築する。

  6.1 メイン構成
6.1.1 Faireum スマートノード
Faireum スマートノード (FSN) は、使用者の端末で実行されるブロックチェーンノードであり、クラ
イアントとしてのウォレット機能とサーバーとしてのプロキシ機能の両方を提供できる。
•

ノードサービスの役割。FSN にはフルモードとライトモードという 2 つの作業モードがあり、そ
れらは使用者の要求によって選択できる。

•

クライアントサービス統合の役割。FSN はまた、Faireum ブロックチェーンのサービスに接続す
るためにオンラインモードで実行することができる。

•

ウォレットの役割。FSN は使用者の Faireum アカウントに対してウォレット機能を果たすことが
できる。使用者は FSN を用いてポートフォリオ、現金及びデジタル資産を管理することができる。

•

ゲームセンターの役割。FSN はプレーヤーと開発者のためにゲームセンターとして使用するこ
とができる。開発者は、独自の外部チェーンサービスまたは内部チェーンコントラクトを通じて
ゲームをホストすることができる。プレイヤーは、FSN にてゲームリストを閲覧し、プレイし
たいゲームを楽しむことができる。私たちは Faireum ブロックチェーンにゲーム参加に対する
報償として採掘という機能を導入した。ゲームがプレイされると、開発者とプレーヤーの両方が
Faireum ブロックチェーンから報償を得る。

•

スマートノード・パートナー。スマートノード・パートナーは、サードパーティサービスのサプ
ライヤーのためにたくさんの規則であり、保険、金融先物、及び担保提供などのサードパーティ
サービスを提供するギャンブルサービスプロバイダーが利用できる。サービスプロバイダーは、
スマートノード・パートナーのプロトコルに従い、開発者 / プレーヤーはゲームステージからサ
ービスを選択できる。

•

スマート取引所。スマート取引所は将来公開の予定であり、FSN の使用者に分散型取引所の機能
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を提供する。使用者はスマート取引所で自分の資産を他の使用者の資産と交換することができる。

6.1.2 Faireum サイドチェーン
容量向上及びパフォーマンス向上をサポートするためにサイドチェーンを作成することができる。サ
イドチェーンはメインチェーンと通信し、メインチェーンの機能を拡張する役割を果たす。
Faireum は、多様なパートナーの拡張機能をより多く実行するための自律更新機能をサポートする。
これらの活動にはメインチェーンの容量及びパフォーマンス (TPS) を向上させ、異なるブロックチェ
ーン間の通信を向上させることが含まれる。

6.1.3 拡張設計
Faireum は iGaming 業界にとって最良のブロックチェーンとして、ゲーム分野で分散型システムを使
用することによって自由度と柔軟性を高めるだけにはとどまらない。サードパーティの開発者は拡張
された機能の追加により、クロスチェーン合意の下での異なるブロックチェーンからのアセット交換
およびゲームのプロトコルを加えるなど、Faireum のメインチェーンまたはサイドチェーンに多くの
アプリケーションを展開できる。これにより Faireum のゲームプールを拡張し、改善されたより没入
型のプレイヤーエクスペリエンスをもたらすことが可能となる。
iGaming 業界における Faireum サービスの有用性を最大化するため、資産とゲームプロトコルをクロ
スチェーンに拡張していく。
Faireum は資産のグローバリゼーション化とより優れた開発者とゲームを受け入れるために、リモー
ト通信プロトコルを多層に定義した。チップの多様化に適応するべく、サードパーティの拡張、ノー
ドなど開発者のための Faireum 通信プロトコルに基づくクロスチェーン資産交換プロトコルおよびビ
ジネスインタラクションプロトコルを提供可能にした。

7. 運用方式
従来のギャンブル業界及びゲームプラットホームでは、使用者の消費量、関連する VIP レベル、勝敗
数または能力の専門的評価など、多様な情報が収集され、別の中央集権型システムに保存される。デ
ータ交換は非常にややこしく、ランキング、パフォーマンス、クレジットなど仮想資産の評価に関す
る問題を引き起こす。
Faireum のチェーンは仮想資産のプロトコルを抽出し、保存及び送信のデータ構造を保証する。
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Faireum またはサードパーティの仮想資産は、Faireum のブロックチェーンに永続的に保存される。
また、Faireum ブロックチェーンは、スマートコントラクトを通じて仮想資産の所有者から寄せられ
たその他の要求もサポートする。Faireum の仮想資産のプロトコルを通じて、仮想資産を簡単に送信
または保存することができる。さらにゲーム開発者及びサードパーティサービスのプロバイダーは、
このプロトコルに基づいて仮想資産の独自モジュールを設計することができる。

Basic Module of Assets in Faireum
Public Chain with different structure with Faireum

EOS
TokenA

BTC

Faircoin ERC20

LTC
NEO
TokenA

XRP
EOS

Ethereum(ETH)

Derived assets in
the public chain
with structure
different

Other

OTHER

Cross-Chain
Exchange
Directly
exchange
not available

Faircoin Generated in Faireum Chain
Cross-Chain
Exchange

Side-Chain Assets

Pledged Assets

Fiat Assets

anchoring

anchoring

anchoring

Token A form sidechain
Chips from side-chain game
Credits of developer
Other type assets

Real estate contract
stock
Checks from company
Other type of pledge

Anchoring Fiat
Currency like U.S Dollar
Chinese RMB

(Side-chain with similar streuture)

Other

for ﬁnancial settlement

Application / Exchange(cross-chain)

  7.1 サイドチェーンとメインチェーンのコンセンサス
サードパーティが革新的かつ複合的な計算を必要とするギャンブルゲームをパブリッシュしたいのに
メインチェーン内のリソースが不足する場合、サイドチェーンはこのゲームの設計、開発、パブリッ
シュに適合した選択になる。
•

Faireum エコシステムは、永久資産のプロトコルとそれに対応するメインチェーンの資産設計を
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サポートし、さらに FSP- 資産に準拠した標準資産宣言のためにサードパーティをもサポートす
る。
•

サードパーティは、サイドチェーンプロトコルテンプレートに基づいて、ヘッダーデータ、ゲー
ムのコア状態及び使用者データだけでなく、全体資産の交換における規則 ( 割合、引、販促イベ
ントなど ) を含むメインチェーンのルートプロトコルを作成する必要がある。

•

適切なテンプレートを選択することによってサイドチェーンゲーム及びビジネスを創出する。現
在、サイドチェーンはコンセンサスを達成し、ビジネスデータの状態を記録するために基本的な
PoA( 権限の証明 )、BFT などを採用している。

•

サイドチェーンはメインチェーンと定期的にデータを同期化することで、クロスチェーンのコン
センサスを達成する。

•

クロスチェーンのコンセンサスが優先的に達成されるとサイドチェーンビジネスのデータとメイ
ンチェーンの資産決済が最新の状態に更新され、クロスチェーン調整の同期化を完了する。
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7.2 ランダムナンバー生成器 (RNG)
ゲームの選択段階から業界のランダムナンバー生成及び支払いシステムは、プレーヤーに最も大きな
影響を及ぼす綿密なプロセスを必要とする。他のブロックチェーンプラットホームはランダムナンバ
ー生成器をサポートしないが、Faireum ブロックチェーンは公正でかつ透明な RNG サービスを使用
する。使用者にゲームの公平性を知らせるために FVM の設計では、従来の擬似変数やハッシュ＋タ
イムスタンプを変形した変数とは異なる多因子変数生成アルゴリズムが組み込まれる。Faireum ブロ
ックチェーンは、ランダムナンバーの生成をそのブロック構造 / コンセンサスモードと組み合わせ、
ランダムナンバーの生成のためにブロック内に対応するデータフィールドを確保する。
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7.3 ランダムソースを統合する機能を備えた外部 RNG インタフ
ェース
Faireum ブロックチェーンは内部 RNG 以外にも、外部の信頼できるソースやデータ出力に重点を置
く別のサイドチェーンによって生成された乱数をサポートし、従来の FVM のコントラクトシステム
との互換性を維持できる。
この機能は、イーサリアムネットワークでのオラクルサービスと似ている。Faireum RNG プロトコル
テンプレートに基づいて、外部の信頼できるデータソースは、Faireum ブロックチェーンの DAPP に
対して外部 API の RNG サービスを提供する、データプロバイダーとしての役割を果たすことができる。
信頼できるデータプロバイダーとして、プラットホームの報償や該当サービスの料金は、アプリケー
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ションの呼び出しによって取得できる。
Faireum が外部の信頼できるソースを確保する理由は、分散型に基づいて確立された Faireum 組み込
み RNG を適用したくない使用者に、他のソリューションを提供するためである。
これはまた、Faireum ブロックチェーンが水平拡張能力を有することを理論的に証明する。
使用者がベットポジションを取る時、スマートコントラクトはイベントチャンネルを通じて外部サー
ビスを呼び出す。外部サービスはスマートコントラクトにデータ ( ゲーム結果または乱数 ) を提供し、
その結果が公開され、ブロックチェーンに保存される。それと同時に、使用者は結果とベットに基づ
いて勝敗が決まる。

Example of the external random number application
Application on the main-chain contract

Player

Bet

Withdrawal
of money

Faireum protocol
Different
combination

Request of PRNG service

Feedback of the random number parameter

External
oracle

RNG

Match
the result

Signature algorithm

Generate the result of the game
Write into block

  7.4 ブロックチェーン資産転換
外部ブロックチェーンには BTC、ETH、LTC、EOS など多様な資産がある。それぞれの資産は独自
のブロックチェーンに公開され、ウォレット間交換ができる。ただし、異なるチェーン間では資産の
リンクが切れる。
Faireum ブロックチェーンでは多様な資産が互いにリンクし、Faireum のクロスチェーンプロトコル
及びスマートコントラクトを通じていつでもどこでも交換できるようにする。Faireum は外部ブロッ
クチェーン資産のための基本プロトコルを定義し、クロスチェーンにおける資産交換のコンセプトを
創出するのに務める。
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公証体系、サイドチェーン / リレーチェーン、ハッシュタイムロック及び独自アトミックスワップ機
能の統合は、Faireum のクロスチェーン機能革新の一部であり、これを通じて次の目標を達成するこ
とができる：
•

デジタル資産の便利な送信：Faireum の内部または外部にかかわらず、全ての資産は Faireum ブ
ロックチェーンによって識別され、迅速かつ透明に送信が行われる。

•

クロスチェーン通信：従来のチェーンではスマートコントラクト間の通信によって実行されるが、
理論的に、異なるチェーン間ではスマートコントラクトに対するクロスリードができなければな
らない。Faireum のクロスチェーンプロトコルは、クロスチェーン通信規定を定義づけ、実行する。

•

アトミックスワップ：異なるチェーンからのデータは同じ状態にある必要があり、そうでなけれ
ばあるチェーンではトランザクションが成功しても他のチェーンでは失敗することになる。プ
ロトコルレベルでの準同型ロックと FVM のロールバックメカニズムは、クロスチェーン機能の
ACID( 原子性、一貫性、分離性、耐久性 ) を保証する。

•

資産の追跡：クロスチェーン資産の交換の要件を満たすために、異なるチェーンの資産は同時に
ロックされる必要がある。所有者は資産交換が完了する前に、詐欺と不誠実に対する処罰メカニ
ズムに則って資産を処分し、追跡することができる。クロスチェーン資産の処分におけるセキュ
リティは情報ライフサイクル管理のために特別に工夫された管理モジュールによって保証される。
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8. ビジネスモデル
フェアレウムは次世代のエコシステムであり、サードパーティの開発者に完全信頼できる分散型のブ
ロックチェーンゲーム操作モードを提供し、このモードでユーザーのゲーム体験を向上させる。ブロ
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ックチェーンアセットプロトコルの既存フレームワークの上に構築することによって、私たちのアプ
リケーションは完全な公平性、透明性および可視性を備えたピアーツーピアー環境に展開できるよう
に務める。Faireum は革命的であり、かつて想像もつかなかった程に公正で高速なアプリケーション
とゲームを提供する。
現在、伝統的なギャンブルサービスプロバイダの大多数は、ギャンブルと賭けの解決策を提供するた
めにウェブを中心に積極的に創造革新しようとしている。しかしその集中型プロトコルによるオンラ
インゲームの集中型で低速および低効率には特に注意をしておきたい。業界が 2021 年に予想された
前例のない繁栄を達成するためには、インターネット 3.0 に適応しなければならない。言い換えれば、
ブロックチェーンプロトコルの採用はこの業界では絶対必要になって来た。
Faireum は現在既存のシステムを補完するべく、オンラインゲーム用の新しいモデルを作成するため
のプラットホームを開発している。 ICO の後、Faireum は Faireum ブロックチェーンフレームワーク
でサポートされているい iGaming プラットホームを完全に装備実行します。ユーザー、プレーヤー、
開発者、サービスプロバイダー、そして Faireum ネットベースのプロトコルとインセンティブそれぞ
れに焦点を当て、より完璧で健康的なゲームエコシステムを提供できるよう改善を重ねている。
このシステムはゲーム開発者に P2P 市場を提供し、プレイヤーがギャンブルや賭けゲームを発見して
プレイできる独立したフロントエンドプラットホームを数多くサポートする。私たちは他のサードパ
ーティの開発者とスマート契約を結んでプラットホームを提供する。最終目標としてはグローバルで
あり、かつあらゆる障壁と中央集権性を排除した、プレイヤーが高速、公正でそして安全な iGaming
経験を楽しめるような分散型システムの創出を目指すことである。
Faireum プロトコルとカスタム機能に基づいて iGaming 要件を満たす新しいブロックチェーンを作成
するために、Faireum は現在のシステムに内在するリスクを洗い出し、取り除くことで分散型で透明
性の高い信頼できるものになるよう仕上げている。
Faireum ブロックチェーンに基づいた Faireum ブロックチェーンネットワークと Faireum ブロック
チェーンゲームプラットホームの両方がすべてのユーザーに対して起動される。Faireum ブロックチ
ェーンフレームワークはネットワークのすべての参加者にサービスと一連のプロトコルを提供する。
Faireum ブロックチェーンネットワークをベースにした Faireum ゲームプラットホームは、すべての
ゲームプロバイダーおよびプレイヤーに向けあらゆる種類のブロックチェーンギャンブルゲームを公
開する。

  8.1 Faireum エコシステムの主要構成
透明性：Faireum の透明性は入金からゲーム結果まですべてに徹底している。 Faireum は誰でも見る
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事のできる不変の元帳にすべてを記録することでこれを実現させる。
信頼度：Faireum ではすべてをスマートコントラクトで記録し、ユーザーがサービスプロバイダー、
ゲーム開発者、ペイメントプロセッサーまたはプラットホームの所有者責任でゲームプレイしていな
いので信頼度が保証される。
安全性：ユーザーは Faireum エコシステム内で自分の財布プライベートキーを所有するため、自分た
ちのセキュリティに全責任を負うことになる。それらは自分の端末または自分の管理下にあるクラウ
ドベースサーバーに保存できる。また、ユーザーは端末からゲームを開始するためにはこのプライベ
ートキーを展開または財布をアップロードする必要がある。
経験：Faireum はゲームプロバイダー、開発者、プロキシノードそしてプレーヤー全利用者のために、
素早い開発とゲームステップの簡易化ができる基本的なブロックチェーンフレームワークと標準プロ
トコルグループを提供する。
報酬：iGaming ホームの継続的な開発をサポートする要素の一つには一連の完璧な報酬メカニズムは
が挙げられる。ブロックチェーンに基づくこのような報酬メカニズムは初期段階から大規模なユーザ
ーコミュニケーションを形成しているのが前提となる。それと同時に、一定数のユーザーを持ち続け
ることで、継続的にエコシステムリサイクルを刺激することができる。Faireum はゲーム参加者の報
酬バランスを考案し完璧なデザインを練りだした。

8.2 Faireum プロトコル
Faireum は iGaming 業界で分散型システムを使用して最高のゲームチェーンを構築することによって、
さらなる自由度と柔軟性をもたらすだけには留まらない。拡張された機能の追加、クロスチェーンコ
ンセンサスの下でのアセット交換およびゲームのプロトコルの導入により、サードパーティの開発者
が Faireum のメインまたはサイドチェーンに多くのアプリケーションを展開できるようにした。これ
らは Faireum のゲームプールを拡張し、改良されたより没入型の経験をプレイヤーに与えるよう機能
する。
Faireum の目的は iGaming ビジネスプロセスに関わるすべての関係者に利益をもたらすことができ、
なおかつ持続可能なモデルを作成することである。 Faireum は今までのモデルよりも開発者に多くの
収益を生み出し、プレーヤーに良いサービスを安く提供する。プレイヤーは個人開発者からより透明
で安全なゲームを手に入れることができる。
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  8.3 Faireum 経済体制
Faireum の主な収入源は、開発者のコミッションベースの収入である。ビジネスモデルはマーケティ
ング活動を通じてユーザーを引き付けること、ユーザーに力を与えネットワークに参加したいプレー
ヤーのグローバルコミュニティを創出することに焦点を当てる。
Faireum は開発者や他のエコシステム関係者から高い利益率のプラットホームを、多数の計画を提供
することにより運営する：

•

開発者プラン。開発者は Solidity または他のプログラミング言語でゲームや Dapp を書くことが
でき、Faireum スマートコントラクトの発行に限定されない。 Faireum は、スマートコントラク
トを発行するための取引手数料を請求し、FSN にゲームを掲載する場合のリスティング手数料を
請求する。一定ユーザー数に到達したゲームまたは Dapp の場合 Faireum は取引手数料とリステ
ィング手数料を報酬として返し、ゲームが十分に人気がある場合はコミュニティリザーブプール
からさらに報酬を払う。

•

100％ RTP および購読プラン。Faireum は特別料金購読モードを設定する。これはいつでもユー
ザーによって申し込みまたは取り消すことができる。開発者は定期購読モデルに基づいて、定期
的にプレーヤーに課金することで最大 100％ RTP ゲームと利益を築く機会を設ける。

•

コアプレーヤー計画。プラットホームはまたユーザーに高い活動頻度や良いスコアに対して報酬
を与えることができる。

•

ネットワークサービスプロバイダー計画。ストレージプロバイダーのような付加価値ネットワー
クサービスプロバイダー、およびサードパーティのサービスプロバイダーもネットワークに対す
る貢献量に基づいて Faireum から報酬を受けることができる。

強化目的で必要と思われる他の計画も、後の段階で Faireum に導入することがある。
収益は、プラットホームの参加ユーザー数、アクティブユーザー数、およびユーザーあたりの賭けア
クティビティ頻度によって異なる。Faireum はプラットホームとインフラを継続的に開発し、重要な
戦略的分野に焦点を当て続け、消費者の意識を高めつつ開発者とネットワークサポーターの数も増や
していく。
業界の進歩と Faireum プラットホーム最大の成果は、プレーヤーに説得力のある提案を伝えること、
私たちの技術的利点について一般大衆、貿易、および政府機関に共有し、研究と製品開発を進めてい
くことで達成される。
Faireum は漸進的な規制がより公平で安全なゲーム体験を顧客にもたらすと考えている。公平性とプ
レイヤー保護に対する懸念が高まる中、マルタゲーム当局のように多くのゲーム規制当局がブロック
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チェーン開発のライセンスを手助けする意思を示している。
Faireum は引き続き一流の規制管轄区域のうちいくつかでライセンスを取得していく。新しい法律を
立法または規制サンドボックスプロジェクトの実行を、ブロックチェーンに優しいフレームワークを
確立させようとする特定的な（非排他的な）規制当局と協力し続ける。
私たちの戦略的計画はまた大、小規模のゲーム運営会社でネットワークを拡張する前にプラットホー
ムの技術的、商業的実影響を分析できる初期学習段階を特徴としている。

9. 競争会社の市場分析
  9.1 現存の競争会社
ブロックチェーン産業はすでに浮上している市場だが、未だに熾烈な競争はない。現在、この市場に
は二つのプレーヤーがあり、彼らはイーサリアムブロックチェーン上に予測市場を構築している。発
売時にはオーガーが先行しており、現在 1 億 7500 万ドルの時価総額を保有している。競合相手のグ
ノーシスは 1 億 3300 万ドルの時価総額を保有している。しかし、これらの会社はいずれも純粋な賭
博会社ではない。
Faireum の潜在的な競争会社は次の通りである：
•

Trueflip

•

Vdice

•

Casino.dao

•

FUNFAIR

全ての競争会社はイーサリアム ERC-20 基準に基づいているが、イーサリアムブロックチェーンに基
づくギャンブルプラットホームの構築にはいくつかの欠点がある。

  9.2 他社技術との比較
9.2.1 イーサリアム (ETH)
イーサリアムは現在最も人気のあるブロックチェーンで、最も多くの DApps を実行している。多く
のギャンブルゲームや推測ゲームはイーサリアムで実行されているが管理の不備があり、ギャンブル
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業界にとって非効率的なプラットホームとなっている。主な問題は次の通りである：
•

イーサリアムはより安定性に欠ける ERC トークンでしか賭けられない。つまり、トークン価格の
急落によってギャンブルに勝っても損害を受ける可能性がある。

•

ギャンブルを定義してホストするための専用のプロトコルとクライアントがなく、使用者評判が
よくない。

•

技術的障壁が高く、平均的使用者は即座にプレイすることが難しい。

•

カジノやゲームに対するエンタープライズソリューションがない。

•

イーサリアムブロックチェーンは、Faireum のようなプラットホームをホストするには柔軟性に
欠けている。

•

イーサリアムプラットホームは、乱数生成器をサポートしない。

9.2.2 エンタープライズ オペレーティング システム (EOS)
EOS はギャンブルに関する DApps で急成長を遂げるプラットホームである。独自のパフォーマンス
と EOS トークンを使用する EOS プラットホームは、多くの人気ギャンブルゲームを展開してきたが、
依然として重大な問題がシステム上に山積している：
•

EOS または EOS トークンでしか賭けられない。

•

使用者はギャンブル自体ではなく、EOS ウォレット及び機能の使用にもっと注意を払う。

•

技術的障壁が高く、一般の使用者は即座に使用することが難しい。

•

カジノやゲームに対するエンタープライズソリューションがない。

•

ギャンブルプロトコルとセキュリティプロトコルの不備により、使用者の資産がハッキングのリ
スクにさらされる可能性がある。

•

RNG サポートの欠如

Faireum ブロックチェーンネットワークは、上記の全ての問題に対するソリューションを提案する。
現金管理及び FairCash を通じて使用者は「本物の」お金でギャンブルを楽しむことができる。FSN
はギャンブル、宝くじ、推測ゲーム専用の使用者に優しいゲームセンターであり、一般の使用者はア
プリを携帯電話にダウンロードしたり、ブラウザを通してアクセスするだけで即座にギャンブルを楽
しむことができる。統合 B2B ソリューションは、カジノやゲームのために非常に柔軟なスコアとオ
ンラインチップシステムを提供することができる。

9.2.3 ゲーム
依然として多くのゲームが中央集権的システムで実行されている。しかしこれにも多くの問題が潜ん
でいる。ここではゲームの問題を挙げ、その解決方法を提案する。
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問題点 (ゲーム)）

解決策 (Faireum ブロックチェーン)
スマートコントラクトのソースコードもオラクルサービスも公

安全性と透明性の欠如

開されている。 FSNに記載されているすべてのゲームはコー
ドレビューと監査を受け、Faireum ブロックチェーンの目標は
100％透明で公正なプラットホームを構築することである。

ユーザーは自分の財布でトークン、デジタル資産そして現金を
現金の流出

スコアとコインは閉じ込めら
れてプラットホーム間の
交換ができない。

インターネット検閲とブロッキング

マネーロンダリング及 び
脱税の規制欠如

保存、マネージメントできる。

ユーザーはクロスチェーン技術を使って送金、コインや ト
ークンの交換を他エンドブロックチェーン間でも自由 自在
にできる。

P2P ネットワークとプロキシモートはすべてのインターネ
ットブロッキングをパスできる。

私達はFaircashの特有デザインとマネーマネジメントによって
反脱税とマネーロンダリングメカニズムの需要を満たせる。

10. トークンシステム
Faireum トークンは 1.2 億トークン発行する。Faireum 生態系の初期開発段階で Faireum トークンは
イーサリアム生態系に対応する ERC20 トークンにマッチングされる。
Faireum 生態系が公開されると、Faireum トークンエコノミクスには使用者、ネットワークサポータ
ー（ノード）、開発者という 3 つの主要参加者が生じ、Faireum はまた FSN に基づくマーケットプ
レイスを構築し、ギャンブルや DApps を掲載する予定である。
Faireum ブロックチェーンのパブリックリリースバージョンの前に、すべての Faireum トークンは
Ethereum の ERC20 標準に基づいてミントされる。Faireum の最初リリースバージョンでは、発生ブ
ロックは Faireum と Ethereum 間で 1：1 の交換率に従い同量のコインを生産する。ブロックチェーン
の Faireum トークンは私たちのゲームエコシステムにおいて主な流通トークンであり、機能の向上と
パートナーの増加に伴い Faireum トークンの適用は多様化していく。
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将来的には、Faireum ブロックチェーン内の Faireum トークンが Faireum 環境におけるネイティブ通
貨になる。

  10.1 トークンの分配

トークン配分

FAIRC トークン

パーセンテージ

全発行量

1,200,000,000

100%

プライベート

60,000,000

5%

前売りをする ICO

120,000,000

10%

パブリック ICO

480,000,000

40%

賞金資金プール

240,000,000

20%

120,000,000

10%

チーム / 開発者 / アドバイザー

120,000,000

10%

投資者

60,000,000

5%

マーケティング / パートナーシップ /Airdrop & Bounty プロ
グラム

非公開：トークンの 5％がすでに個人投資家に売却されています。
Pre-ICO：10％のトークンはプレ ICO で投資者に対する最大限の割引を保障する。
Public-ICO：40％のトークンは公開 ICO 販売に割り当てられる。
基金プール賞金：20％のトークンは Faireum のプレイヤーまたは開発者に対する報償として使用され
るギャンブル基金プールに保管される。このトークンは非販売品で、Faireum ブロックチェーンの最
初のバージョン販売まで最低一年ロックされる。
チーム / 開発者 / アドバイザー：トークンの 10％について、そのうち半分は 6 ヶ月、残り半分は 1 年
間ロックされる。
マーケティング / パートナーシップ / Airdrop and Bounty プログラム：10％のトークンはマーケテ
ィング / パートナーシップ / Airdrop and Bounty プログラムに使用される。

設立者：5％のトークンは一年ロックされる。

賞金資金プール
マーケティング/パートナーシップ
/AirDropと賞金プログラム

20%

プライベート
セール

10%

5%

チームメンバー
/開発者/アドバイザー

前売りをする ICO
セール

10%

10%

5%
40%

投資者

パブリック ICO
セール

開発

30%
リーガル(ライセンス,
Faircash提供する,

マーケティング

ファイナンス,

35%

コンプライアンスなど)

10%

25%
オペレーションなど

11. ロードマップ

2018 Q1~Q3

2019 Q1

2019 Q3

準備

MVP

さらなる開発

エンジェル資金

ICO 順備

Faireumブロックチェーンレイヤー開発

ブランド登録

ゲームプラットホーム

Faireum お財布開発

白書

Faireumゲーム

一部のFaireum ゲームテスト

2017 Q1~Q4

2018 Q4

2019 Q2

研究

技術のアップグレード

フレームワーク開発

マーケットリサーチ

新ウェブサイト

リスト交換

ゲームライセンスのデザイン

クロースチェーンとRNG ZKP デザイン

テストネットワーク開発

ゲームライセンスの準備

ゲームプロトコルデザイン

アルファゲームプロトコル

Faireum フレームワークデザイン

一部のFaireum ゲーム開発

2020 Q3~Q4

メインネットオンライン
2020 Q1

Faireum メインネットオンライン

Faireumアップグレード

Faireumお財布リリース

メインネットワークアップグレート、

Faireum契約リリース

Faireum お財布アップグレート

メインネットトークン登録

2019 Q4

2020 Q2

2021 Q1

オンラインテスト

モジュール拡張

Faireum 環境

ネットワークのオンラインテスト

Faireum VMデザイン/開発

Faireumプラットホームオンライン

部分Faireum ゲームリリース

Faireum RNGの完成

Faireumギャンブル財団
Faireum 規範拡張
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