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概要 

エセロスは仮想現実（VR）の要素を備えたイーサリアムブロックチェーンに基づく、ソーシ

ャルアプリケーションをプラットフォーム化した完全分散型世界です。ユーザー（プレーヤ

ー）はエセロスの内部トークン（ETS）で空間、場所、物などの特定の「フラグメント」を

獲得/購入します。この内部トークンは、イーサリアム仮想通貨やテザー（ステーブルコイ

ン）で入手できます。 

エセロスは分散型プラットフォームであるだけでなく、想像力に応じて、皆が所有者に、あ

らゆる場所や物のユーザーになることができる新しい分散型世界を概念としています。明確

でわかりやすい規則と財産が尊重された社会的調和が、場所や社会的地位にかかわらず全て

の人々に新しい機会をあたえる世界です。 

すべての人に、そして地球に似せて作られた仮想世界で形成/発見されたすべてのモノに、

新しいデジタル価値を与えます。エセロスは誰もが永久に自分のために何かを得ることがで

きる私たちが住む世界を表現しています。 

将来的には、各ユーザーが自由に空間や場所、そこに付属するすべての物を管理すること、

すべての価値を売買することができるようになります。各ユーザーが個々に作り上げた価値

観により、自身の状況と他人の状況が確実に変化します。最も重要なこととして、そのよう

な価値は価値の保存手段として保持されたり、他人や組織に売られたり、譲渡したりするこ

とができます。 

現在の商業化された社会で、多くの会社や企業は現代的な事業に参戦したいと考えていま

す。自社の役割を明確にし、競合他社よりも卓越する必要性は、価値の所有者が利益を達成

する機会を作っています。同時にそのような会社や企業に、所有する価値からより多くの利

益を導き出す更なる機会を与えるものは、重要なイメージとマーケティング要因です。 

場所、空間、物の所有者はその目的を決定します。まず、ユーザーは１平方キロメートルの

正方形を獲得します。その個々の正方形は地図上で、デカルト座標（x,y）で定義されま

す。これはすべての大陸、土地、島に適用されます。海や海洋は誰の所有地でもなく、エセ

ロス世界に属する全ユーザーの共有地です。ユーザーが獲得したそれぞれの領域（正方形）

はイーサリアムのブロックチェーンに基づいて交換可能なデジタルリソースです。自分の空

間を獲得するためには、分散型プロトコルと取引所を通じてエセロスの内部トークンやエト
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ス(Etos)と呼ばれるその一部を購入する必要があります。これを使用し、ユーザーはアプリ

ケーション上であらゆる活動を行うことができ、以前にはなかった高度な形でさまざまな行

為を実行することができます。この文書には作成者のアイデア、技術的な条件、エセロス惑

星「ユーザー間で分散された新しく公正な地球」の経済システムを記載しています。 
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1.0  概論 
 

エセロスは地球に似せて作られた、共同生活や協力関係において新しく公平な規則を定めた

仮想世界で価値の保存に対する完全なソリューションを提供します。価値はユーザーが必要

なすべての行動が実行できる空間に基づいており、その空間でユーザーがお金を稼いだり、

エセロスの他のユーザーと交流したりすることができます。各空間は独自の識別子があり、

空間を与えられたユーザーに割り当てられます。所有者の判断で、それは保持されたり、交

換されたり、譲渡されたり、誰かに売られたりします。さらに、所有者や賃借人、それを管

理する他の組織にどのように使用されるかにより、空間は一定の金銭的利益を導き出すこと

を可能としています。 

 

 

2.0  アイデア 
 

エセロスの創設者と発案者が 2008 年の金融危機に悩まされていたときにプログラムの形で

（近年はアプリケーションと呼ばれています）価値の保存手段を作り出すというアイデアを

2008 年と 2009年の変わり目に考え始めました。 

 

みなその時のことを覚えており、その影響を自身で感じていたのではないでしょうか。メデ

ィアは「欲」と「過剰なリスクテイク」を非難しました。しかし、この危機を「欲」のせい

にすることは航空機事故を重力のせいにするようなものだと指摘する経済学者もいました。

同時に共和党と民主党の両方が何年もかけて開発し、導入してきた法律と規則の責任者であ

るアメリカの政治家は主要メディアと協力して、いつものごとく、自由市場が原因だ、そし

て、その最善解決策は規則やコントロール、政府の介入、負債を増やすことだと主張しまし

た。「皆が壊された家具を非難する相手を探しているようですが、リビングルームの真ん中

に巨大なピンクの象がいることに気が付いていないようです。」というトーマス・ウッドの

言葉で言い換えるのに最適な場ではないでしょうか。その象とは自由市場への連邦や政府の

介入でした。 

 

当時の社会や現在の社会がどうであったかに対してさまざまな意見があるにせよ、「欲」が

この危機を引き起こす主な要因であったことを認めなければなりません。 銀行の強欲ゆえ

に多くの人々は破産の危機に陥りました。多くの人はその時、私たちが知る世界は多くの社

会にとってあるべきように機能していないということを理解しました。私たちの資金は一晩

で価値を失うことがあったり、銀行の投資ミスによって浪費されたり。銀行家の危険なゲー

ムから生じた負債を返済するために政府から没収されたりします。その一方で、市場に出回

っている資金の大部分は野心を満たすために、高度な金融戦略を実現するために、マクロ経

済の観点から資金の価値を危険にさらし投機し、リスクを負うことを恐れない少数の個人に

よって保持されており、それが長期的には危機につながったと気が付く人もいました。発案

者にとって自分の資金の価値を失わないようにする解決策の必要性と同時に、どのような場

所にでも簡単に移動可能であることと、どのような場所に移しても簡単に利用できる解決策

が必要であるということが明確となりました。特に政治と経済が不安定であることや危機に

起因する武力衝突のリスク、疑わしい政治的均衡の支配のために、世界のどこにいても、コ

ンピュターで保有している資金を簡単に保存・復元できるソリューションは差し迫って必要

となっていると理解しました。 
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資金が国境管理で没収されたり、軍人や敵意を持った個人に押収されたりするリスクなしに。 

パスワード、暗号、または覚えやすいコードのような一連の文字、例えば、文章、数字、画

像、またはオブジェクトなどに基づいた、資金が最初に保存されたキャリアを紛失した場合

には、記憶または単純な一連の記号によって復元できるソリューションです。 

 

当時は分散型ソリューションの技術はもちろん、ましてやアプリケーションさえも知られて

おらず、ビットコイン自体も、現在私たちが知る価値の保存手段として、上昇しはじめてい

るところでした。広い視野で見てみると、1998 年から 2009 年のビットコインのジェネシス

ブロックの生成まではエセロスの創造者が出身の国を含め、インターンへのアクセス自体さ

え現在のように、当たり前でない国もありました。インターネットは、通信制限や一部のポ

ートやサービスで遮断が起こる、コストのかかるプレミアムサービスでした。VPN サービス

の提供を通じてその問題を解決するウエブサイトは、存在は知られていても、誰もがどこか

らでも一時的にアクセスできるわけではない、不思議で特別な存在でした。情報の流れ自体

も、現在のように簡単で、広く普及していたわけではなく、今日は検索エンジンやディスカ

ッションフォーラム、ソーシャルメディアや他メディアは、パソコンやスマートフォンで簡

単にアクセスできるようになりました。2008 年から 2009 年にかけて発生した危機とその余

波により、エセロスの創造者はインフレや市場の変動、銀行の欲と無謀な政策で起こった危

機から長期的に資金を守る拡張可能なメカニズム、あるいはそれ以上のツールを作り出した

いと強く思うようになりました。100％安全で、譲渡可能、デジタル記録で保護された、政

府の介入がなく、インフレにも強く、第三者の仲介を受けず、比較的匿名性が高いソリュー

ション、貯蓄のリソースを反映することができているレベルに限定された利用可能な総量で、

価値やその一部を他人に簡単に譲渡できる場所を。 

 

残念ながら、技術的な観点からみると、今日知られていて利用されているような高度なツー

ルを作り出すのに必要な技術が十分に発達していませんでした。実際に使える形で簡単にア

イデアをビジュアル化したり、多くのユーザーが利用できるようにしたりするのに十分なハ

ードウェアソリューションとプログラミング言語がありませんでした。しかしながら、それ

でも創造者を落胆しませんでした。ビットコインの成功を見て、プログラマーが利用できて

いない高度な新しい技術やプログラミング言語のおかげで、いつか夢は実現すると信じてい

ました。その中で、インターネットアクセスの規模は拡大され、アプリケーションがリリー

スされるたびに普及していくスマートフォンは、セキュリティーと価値の保存手段を組み合

わせたソリューションに興味がある多くの人にとって新しいアイデアの実現を可能にするも

のでした。このようなソリューションを作るという決断は、2008年以降、彼がキャリアを積

む中で経験したいくつかの状況にも強く影響されており、それらの状況は分散型資産のみが

世界的な「失敗」に耐えうるものであり、自分の財産や構築した価値を完全にコントロール

することを可能にするという彼の考えを強化しました。 

 

2.1理由と概要 

 

もちろん、財産を確保し、資源の価値を維持することを可能にするエセロスのようなツール

を作成していく理由は他にももっとたくさんあります。例えば、上記に述べたことである危

機や政治的不確実性、銀行家の強欲、政府の干渉、購買力の低下やインフレーションなどに

つながるお金の無制限な印刷のようなものを含みます。しかしながら、もっとも重要な理由

は自分の経済的安定と様々な予期せぬ出来事の中で生きていかなければならない将来に対す

る基本的なケアです。 
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したがって、持続可能で安全なブロックチェーンベースの価値の保存手段であるエセロスは

その目的を達成することができるように、特定の機能を備え、特定の技術的条件を満たして

いなければなりません。 

 

主な特徴の１つは低い欠陥率を保証するブロックチェーン技術そのものです。私たちが知る

DeFi（分散型金融）サービスはすでに存在するブロックチェーンネットワーク上に構築され

ています。 

 

条件が満たされたのなら、次に来るのは可用性です。インターネットにアクセスができるコ

ンピュターやタブレット、スマートフォンを持っている人ならだれでも分散型アプリケーシ

ョンで提供されているソリューションを使用することができます。興味深いことに、一部の

国で使われている IP アドレスのブロックは世界中の信頼された企業が提供している安全で

監査された VPN サービスによりここにおいて問題ではありません。これらのサービスは、採

用しているソリューションの点で非常に進歩しており、何よりも、誰もが文字通り数分で立

ち上げることができる使いやすさを備えています。 

 

もう一つの重要な要素は、ユーザーが分散型金融の世界に参入し、そこに自分の価値を蓄え

ることができるような財源を所有しているかどうかです。従来の銀行では、収入の少ない人

や預け入れ回数の少ない人が差別されることが多いです。エリート銀行員は、自分たちでル

ールを決め、それを社会全体に押し付けているのです。DeFiの場合、これは問題ではありま

せん。分散型金融アプリケーションは、安価で広く利用できるソリューションであり、富の

有無で人を差別することがないため、低所得の人も容易に利用できます。 

 

もう一つの要素は、トランザクションの透明性と相対的な匿名性です。ブロックチェーンの

動作仕様を理解すると、この点で期待に応えていることがわかります。これは、分散型金融

と同様で、トランザクションの完全な透明性とさまざまなレベルの匿名性を提供しています。

ユーザーは、ネットワーク内の送金や変動を簡単に追跡することができます。アプリケーシ

ョンにはオープンソースコードが採用されていることが多く、これらのコード、つまりその

アプリケーションが書かれた言語が誰でも利用可能であることを意味しています。 

 

さらに、それなしには分散型金融が意味をなさないもう一つの特徴、保有する資金の所有権

に注目すべきでしょう。何十年も前から言われていることで、過去を見ればわかるように、

銀行に保管されている資金は私たちのものではありません。過去の状況からわかるように、

銀行と政府が取引を行うことができ、銀行の機密性は単にマーケティング上のトリックに過

ぎないのです。暗号通貨の名称を口座に貯蓄されている資金に当てはめると、銀行は秘密キ

ーを所有していることになります。万が一、危機や倒産などの深刻な事態が発生した場合、

銀行のような機関のみが口座に貯蓄された資金を管理できるのです。仮に資金を引き出せる

としても、一定の限度額までしか引き出せません。ましてや、そのような手続きは長い時間

がかかり、さらに資金の移動や確保の技術的な可能性も限られています。 

 

ブロックチェーンと DeFi のようなアプリケーションのおかげで、人々は自分の財政状況を

完全にコントロールできるようになりました。マーケティング的な意味ではなく、文字通り

の意味でのフルコントロールです。これにより、仲介者を排除することが可能になり、その

結果、追加コストを削減、なくすことができるようになりました。しかし、これは特に

peer-to-peerのソリューションに向いていること忘れてはなりません。分散型金融では、仲

介者の必要性がなくなったり、介入を制限したりしたため、その数が劇的に減少しました。

同時に、金融商品の提供や利用に関わるコストも減少しました。 
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これらの機能を組み合わせることで、ユーザーは時間的な制約や第三者の影響を受けること

なく、自分の価値を簡単に記録し、自分の財産を利用することができるツールを得ることが

できます。 

 

 

 

2.2 財産 

 

「財産とは何でしょうか。」という質問をされるかもしれません。最初から説明していきま

しょう。広い定義では、財産とは、自分が思いのままに操ることができるすべてのものです。

自分が所有しているすべてのものは「私の」という言葉で表現されます。私の身体、私の精

神的な強さ、私の肉体的な強さ、私の精神など、自分が取り決めることができるものはすべ

て私の財産です。 

 

財産には、自分が管理している動産や不動産も含まれます。かつては「私の家族」というよ

うに財産には家族も含まれると考えられていました。ある程度はその通りですが、家族は自

由に処理できる財産ではありません。 より具体的に普及した意味での財産は、自分だけが

使用できるものです。同時に、そのように自分に役立つものを独占的に使用する権利を所有

権といいます。言い換えれば、与えられた物（私が所有し、私に奉仕する物）を処分する権

利が私の独占的所有権です。すべての所有財産を考えると、現代の最も重要な財産は富です。

これを中心に考えていきます。所有者から「切り離された」モノは存在しません。存在する

すべてのものは、相互関係を通じて互いにつながっています。財産を十分に知るためには、

財産が適用される関係の範囲を調査し、学ぶ必要があるのです。 

 

私たちの富を構成するすべてのものは私たちの財産ですが、そうでしょうか。 

理論的にはそうですが、実際には必ずしもそうではありません。個人、グループ、組織、企

業、財閥、さらには国家の歴史を見てみると、事態は複雑になります。 富には、金融資産

と負債の両方が含まれますが、ここでは、富の中でも最も重要な種類である非流動資産を含

む資産にのみに焦点を当てていきます。 

 

非流動資産には土地、建物および建物構造、工場および機械、設備、輸送手段などの有形資

産、利権、特許、商標などの無形資産、他の経済主体の株式などの金融資産、有価証券など

の長期債権貸付金などの長期投資、または長期前払い金などが含まれます。 

 

また、流動資産と呼ばれる富もあります。これには、材料、完成品、取引商品などの棚卸資

産、短期的な債権、請求権、あるいは銀行や手元の現金を含む投資、短期金融資産などが含

まれます。流動資産は、多くの場合、受動的な収入を可能にするため、財産の重要な一部で

す。 

 

 

 

さらに、もう一つは、法律関係の富です。これは、特定の状況下で自分の富がどうなるかを

決定づけるための重要な事柄です。法的関係における富の概念は、自然人が死亡した場合や

法人が清算手続きに入った場合に富がどうなるかという、相続としての法的制度の場合に重

要であり、親が子の財産を管理するなどの管理も法的制度の一例です。 
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上記 3 つのタイプの富を理解することは、財産や特定の状況下でその財産にどのようなこと

が起こるかを理解し、定義するための鍵となります。 

 

財産を利用する場所がなければ、財産という概念は意味をなしません。 

では、そのような場所とは何でしょうか。すべての人の財産が含まれる完璧な球体をどのよ

うに表現すればよいのでしょうか。その答えは、私たちの足元にあります。何百万年も前か

ら人間に知られている最初場所は、地球です。天体としての地球は、重力の力で引き寄せら

れたすべての感情を持つ生物が住む場所です。地球は、命を与え、守り、供給し、成長と所

有の機会を作り出す母であります。しかし、地球は、多くの宗教や文化で創造主として知ら

れているより高い力がなければ、存在し得ませんでした。同じことが人間にも当てはまりま

す。もし人間がいなければ、私たちが理解しているような富に関心を持つ人はいないでしょ

う。地球とそこに含まれるすべてのものを管理するために創造主によって呼びだされた人間

は、存在するものや作り出されたものすべてを形成し、管理するために階層の最上位に置か

れたのでした。 人間は創造と管理に参加し、創造主と同等の位置に置かれました。人間は、

自分が所有するすべてのものに全責任を負います。ある意味では、管理面において、創

造主とパートナーになったのです。残念なことに、現代の世界、関係、権利を考慮すると、

特定の個人や特に政府は、特権をあまりにも文字通りに扱い、経済的状況や所有物を失うリ

スクが伴う状況において、他人が所有するものを管理する権利を主張しています。 

 

私たちはそれから身を守ることができるだろうかという疑問がわいてきました。すべての人

の財産を保管することが可能な別の球体はあるのだろうか。明確で透明性のある法律と公正

な所有権のルールを持つ別の地球を作ることは可能なのでしょうか。他の個人、団体、グル

ープ、企業、政府による影響、操作、捕獲からデジタル記録で保護することで、所有財産の

安全性を保証する法律があるのでしょうか。 

その答えは、はっきりとした 「Yes」です。 

 

これがエセロスの機能です。エセロスは第三者の利益のために財産を失うリスクなしに、相

続の可能性を持つ財産を保存することができる新しいデジタルな地球です。このソリューシ

ョンはデジタルエントリーの分散型ネットワークであるブロックチェーンを基盤としており、

変更や無効化が困難です。ここで、分散化を通して世界を改善するアイデアを生み出した、

ブロックチェーンの生みの親を言及し、感謝しなければなりません。その素晴らしい創造者

とは、最初で最大のブロックチェーンベースの暗号通貨「ビットコイン」を開発したサト

シ・ナカモトです。ビットコインの価値は上がり続けており、この状況が今後変わる気配は

ありません。 

 

 

2.3 価値と歴史  

 

価値という概念を理解するためには、まずこの言葉の由来、科学のどの分野で優位に立つの

かを理解する必要があります。価値とは、価値論と呼ばれる科学の基本的なカテゴリーの一

つで、人間にとって望ましくて、価値がある、尊いものすべてを定義する価値の科学、つま

り人間の願望の目的となるものです。 

 

価値ははっきりとした概念がありません。さまざまな研究や考察からもわかるように、かな

り多くの見解があります。多くの科学者は、その根源を探り下げ、その類型を定義するなど
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し、価値という概念を定義するという目標を掲げています。 「価値」という言葉は、態

度、必要性、目標など、他の概念の下に存在します。個人や個々の信念、設定された目標に

応じて、与えられた価値はポジティブなものにもネガティブなものにもなります。 

 

経済学によれば、価値はしばしばお金で測ることができる物の特性であり、多かれ少なかれ

望ましく有用であるとみなされる特性です。価値は商品や経済現象と結びついていま

す。 価値を決定するためには、企業中でこれらの現象の経過の経済的な時間、稼働時間を

定義することが重要です。 しかし、経済的な時間は物理的（時計的）時間とは一致しませ

ん。 

 

何世紀にもわたって、価値の特質を定義しようとする多くの試みがなされてきました。古代

でも、アリストテレスはなぜ価値の高いものと低いものがあるのかを理解しようとしていま

した。経済学では、なくても生きていけるダイヤモンドはなぜ高く、なくては生きていけな

いパンや水はなぜ安いのかという「水とダイヤモンドのパラドックス」と呼ばれるものがあ

ります。 

 

中世には、価値についてはあまり考えられていませんでした。その後、価値の定義を発展さ

せるために、富の問題を中心に置いた、価値は循環の輪の中で起こったという簡単な記述方

法を用いた重商主義と呼ばれるシステムが生まれました。商人が市場で買った商品は別の場

所に運ばれ、利益のために売られます。循環が価値を高めます。 それゆえ、内部貿易は利

益を生まず、対外貿易が価値を生むという、重商主義者の単純な結論が導き出されました。 

 

 

分散型金融の時代となった今日では、そのような意見は意味を失ったと言えるでしょう。 

分散型の場合、受け手の市場やその場所は問題ではありません。ユーザーが所有し、一定の

価値を持つすべてのデジタル商品は、その受け手の場所に関係なく、場所を移動することが

できます。 

 

もう一度、過去にさかのぼってみましょう。イギリスで生まれた古典派経済学はその後の経

済学の流派や理論の基礎となりました。その生みの親であるアダム・スミスは、価値の概念

に多くの時間を費やしました。交換における価値の基準、価格変動の要因、価格の構成要素

などを明らかにしようとしました。彼は、物の有用性として理解される使用価値と、商品を

交換する力として理解される交換価値の違いを説いた数少ない人物の一人です。そして、交

換価値に着目して、量的価値と費用的価値という 2つの価値概念を提唱しました。 

 

価値の解釈に取り組んだもう一人の人物であるデビッド・リカルドは価値を商品の生産に必

要な労働量と定義しました。リカルドは、実用性は交換価値の不可欠の条件であるが、交換

価値の基準にはなりえないと主張しました。科学的社会主義の時代（19世紀）には、創造者

であるカール・マルクスが価値論を彼の経済システムの基礎としました。商品とは基盤であ

る、交換を目的とした人間の労働産物として理解された商品です。 使用価値と交換価値は

商品の二重性―具体的側面と社会的側面―への反映が発見されました。マルクスは、スミス

の最初の概念を模範に労働を価値の理論に基づけました。しかし、彼の理論では、労働では

なく、売買の対象である仕事をする能力である労働力でした。労働力はそれ自身の価値以上

のものを作り出すことができるユニークな種類の商品でした。1870年代の初めには労働に基

づく価値論を完全に脱ぎ捨てた主観主義・限界主義の潮流が登場しました。ウィリアム・ス

タンレー・ジェヴォスは過去の労働力は現在の価値を定義することはできないと述べました。

また、労働がそれ自体でそれ自体の価値を生み出すという概念にも同意しませんでした。カ

ール・メンガーに代表される当時の主観主義者は消費者が商品の有用性を主観的に評価した
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結果により、市場に価値が生まれるという理論を展開しました。その後の流れや学派はコス

トによる価値論を支持するようになりました。アルフレッド・マーシャルは需要と供給の定

義、有用性の理論、生産費の理論を組み合わせました。 

 

現代では、経済は価値の問題にあまり注意を払わず、経済政策の分野での実用的な解決策に

焦点を当てようとしています。これは分散型金融で価値を定義できる現代の若者のニーズを

幅広く考慮すると、実際には誤りです。 したがって、生存や経済状況といった基本的なニ

ーズを確保することができるおかげで、経済的価値の本質とは何かという疑問が残ります。

古典的には、価値は投資家にフリーキャッシュフローを与えるので、資産を指すことが多い

です。標準的な定義では、価値は投資家が将来の利益と引き換えに支払いたいと思う、支払

う準備ができているお金、より現代的な言葉で言えば、投資です。 経済的価値は、しばし

ば現在価値、市場価値、商業価値、使用価値などとも呼ばれます。会計の範囲内では、情報

の比較可能性と信頼性を確保する価値決定手順を定義するフレームワークを策定することが

必要となります。 

 

ブロックチェーンの一部として、意味と適切な価値を定義するために必要な要素は、市場に

存在する、個人が所有している資産の量と、受け手の間で行われる操作の実用性と信頼性で

す。 

 

 

3.0  デジタル化経済 
 

私たちは情報の保存や処理、送信にかかるコストの急激な削減につながるデジタル革命を目

の当たりにしており、それは経済活動のあり方が大きく変えました。 過去 20 年間で、企業

の ICT（Information and Communication Technologies）への投資は多くの国の GDP を数百

億ドル、ましては数千億ドルにも押し上げました。これは、オファーの比較、商品の購入、

無料の情報サイトやブログの閲覧、ソーシャルネットワークの利用に加えて、価値の保存手

段の新しいチャンネルを使用し、協力関係の構築や負債の清算、資金の移動、貯蓄の確保な

ど、毎年数え切れないほどの時間を費やしている顧客がもたらした利益のほんの一部に過ぎ

ません。しかし、多くの国ではこのような変化はあまりにも早く起こるため、法律の制定が

おいつかず、プラットフォームは従来のユーザーと企業とのサービス関係を念頭に置いて作

成されており、仲介者なしでユーザーを他のユーザーと直接結びつけるのには対応していな

いのが現状です。ブロックチェーンは、独立した存在を生成しており、問題ではないという

こと、経済におけて、特定の国の法体系や国が導入した単一の規制に左右されないというこ

とを証明しました。 

 

「デジタル・ディビデンズ」と題したレポートの中で、世界銀行は現在進行中のデジタル革

命が世界経済にもたらす利点と課題について論じています。新しい技術の導入は経済発展、

同様に私たちの生活水準を決定づける重要な要素です。急激な経済成長は比較的近年の現象

で、18世紀までは一世代では気づけないものでした。一人当たりの GDPが 2倍になるのには

1000 年以上かかりました。20 世紀の産業革命によって状況が変わり、先進国では 30〜40 年

ごとに 1 人当たりの GDP が 2 倍になっており、それは 1 世代で最大 4 倍になるということに

なります。新しいデジタル技術は、産業時代の発明よりもはるかに早く世界に広がっていま

す。アメリカでは、電気が最初の 10％の家庭に行き渡るまでに 30年、固定電話は 25年、テ

レビやパソコンは 10年かかりました。De Gusta, 2012 によると、タブレット端末はわずか

2 年半でした。 World Bank, 2016 によると、技術は、先進国だけでなく、発展途上国でも

勢いを増して普及しています。 例えば、インドネシアでは蒸気船の本格的な導入は発明か

ら 160 年後に、ケニアでは電気は発見から 60 年後に導入されました。しかし、ベトナムで
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はコンピュターの導入に 15 年、携帯電話やインターネットの導入には数年しかかかりませ

んでした。コンピュターや携帯電話、インターネットは情報の保存や処理、伝達を可能にす

る一連の技術である ICT の適用例です。19 世紀の産業革命は、実在の商品を安く大量に生

産・輸送することを可能にしましたが、現在の革命は、情報の処理・保存・伝達のコストを

劇的に削減させています。 ICT技術は、産業時代の発明よりもはるかに速いスピードで経済

に浸透していますが、その新しい活用はまだ探索中です。このため、2017年に欧州中央銀行

がシントラで開催したフォーラムに参加した経済学者の 72％が今後数年間の ICT の生産性は

上がると判断しました。 古くは 1930 年代に、後にノーベル賞を受賞したロナルド・コース

は商品の購入価格だけが購入者にとっての支出ではない、これに商品を探したり、情報を集

めたりするのに必要であった時間を加えるべきと指摘しています。 また、契約者が交換条

件を交渉し、後にそれを強制するのもコストです。産業革命は、商品をより安く生産・供給

できるようにしたのに対し、ICT 革命は、気に入った商品や満足できるサービスを見つける

ことを容易にしました。 

 

通貨は標準化された大量生産品であり、インターネットがトランザクションの削減を可能に

したことをよく表しています。 しかし、伝統的な通貨には多くの欠点があり、それらは暗

号通貨によって解消されています。見知らぬ人同士での商品やサービスの遠隔的な交換は人

気の高いオークションサイトで開発された多くの革新的な安全策、請負業者に関する意見シ

ステムのおかげで、大きく発展することができました。しかし、この形がすべての問題を解

決するものではありません。依然として、利益のために、与えられた意見を修正することが

できる第三者が関与しております。さらに、このような仲介者は、購入日から数ヶ月後でも、

利用している決済プラットフォーム（多くの人に嫌われている悪名高い PayPal）を使って、

取引にアクセスしたり、取引をブロックしたり、取り消したりすることができます。 

 

オークションサイトやオンラインショップは、評判メカニズムに基づいたオンラインプラッ

トフォームの大きな現象の一部ですが、「第三者への信頼」という大きな弱点もあります。

オンライン上で潜在的買い手と売り手を１つの場所にもたらすことは、経済的な利益をもた

らします。中世では、商人たちが長距離を移動して見本市や市場に集まり、商品を売ったり

買ったりするという同様の仕組みが機能していました。 

 

低い検索コスト、評判のメカニズム、規模の経済というオンラインプラットフォームの発展

に伴う過程は資源の分散された用途でなければ利用されない共有経済（シェアリングエコノ

ミー）の発展への道を開いたのです。そのおかげで、長期休暇の際にアパートを貸し出して

空き部屋にならないようにしたり、車でどこかに行くとき、ガソリン代を浮かすために知ら

ない人を乗せたりすることができるようになりました。オンラインプラットフォームの商業

的な成功事例としては Uber と Airbnb が挙げられます。最新の推計によると、Uber は 680億

ドル、Airbnb は 310 億ドルの価値を持つ企業です。Uber はプラットフォームモデルを活用

し、多くの革新的な技術（支払いの自動化、ルートの長さをコントロールする機能、品質管

理の分散化、需要に応じた旅程の自動価格設定など）を導入しました。その結果、従来のタ

クシーに比べてドライバーの生産性を最大 30％向上させることに成功し、タクシー会社に業

務の近代化とアプリケーションの導入を余儀なくさせました。また、Airbnbはユーザーに空

きアパートを利用させることで、オーナーや消費者だけでなく、地域経済にも利益をもたら

しました。テキサス州の研究では、市場競争力にプラスの効果をもたらす Airbnb の発展は、

さらに観光業の発展とそれに伴う新規雇用の創出というプラスの副効果をもたらしているこ

とがわかりました。 共有経済（シェアリングエコノミー）は商取引だけではありません。

インターネットは旅費をシェアするなど、コストを最適化するソリューションの普及も可能

にしました。Blablacar は、同じ方向へ移動する人々をつなぎ、旅費をシェアする、利用さ

れていないリソース（この場合は空いている車の座席）を利用可能にするプラットフォーム
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です。 カウチサーフィンもその一例で、寝る場所を必要としているユーザーと、ホストに

なってくれる人をマッチングします。有料会員になるかどうかはさておき、ここでの支払い

は訪問者と、他のユーザーをホストするというだけです。インターネットをベースにした現

代技術の新しい革新的なアプリケーションがもたらす熱狂は、先進国の経済成長率の低下の

警告をするマクロ経済データに反しているように見えます。研究者の中には、経済成長率は

落ち込んでいなく、革命を実施しているリーダーが所有する企業の効率性は過去と同様に高

まっていると指摘する研究家もいますが、その革命はゆっくり経済全体へ普及しています。 

 

また、従来の経済活動の指標では測れなかった、消費者が新技術から得られる利益の測定に

関する問題も注目すべき課題です。デジタル技術が経済に与える影響を推測するのは非常に

困難です。最も簡単な方法はこれらの技術に直接関連する部門で生み出された付加価値を決

定することです。しかし、経済成長に対する ICT 投資の貢献度や、ユーザーにとってのイン

ターネットの価値を推定しようとすると、より複雑になってきます。 

マッキンゼーの推計（2011 年）によると、デジタル技術に関連した生産性向上の約 75％は

ICT とは直接関係のない伝統的な部門で起こっています。例えば、チケット予約システムの

改善により、米国の航空会社は、1993 年から 2007 年の間に航空機の搭乗率を 3 分の 1 高め

ることに成功し、UPS は左折を最小限に抑えるアルゴリズムを使用することで、年間 450 万

リットルの燃料を節約することができました。したがって、民間企業が経済においてデジタ

ル技術を最大限に活用するためには公的機関による良好な規制環境が必要であるという意見

が多く聞かれます。さらに、現在適用されている多くの規制は伝統的な企業を念頭に置いて

策定されているため、デジタルの現実には適合しておらず、変更が必要です。同じサービス

（音声通話やテキストメッセージなど）でも、それを提供しているのが伝統的な企業か技術

的な企業かによって、異なる規制制度が適用されます。したがって、このような規制は、勤

勉に頑張る社会全体ではなく、厳密に位置づけられた一部の個人に利益を与えている事実に

注意を払う必要があります。 デジタル技術、特にブロックチェーンは、大企業のグローバ

ルネットワークとその膨大な利益に縁がない普通の人々向けに自身の富の地位を向上させる

ために作られました。 

 

時代遅れの伝統的な規制原理に基づいた現在の税制や貯蓄制度は資産の所有者とその購入者

を直接結ぶ現代の分散型オンラインプラットフォームの現実には適していません。この状況

は今後も変わりそうにありません。だからこそ、ブロックチェーンが生まれたのであり、分

散化の考え方は、まさに「所有者以外は自身が所有する資産をコントロールできない」とい

うことです。ブロックチェーンによってもたらされたデジタル革命は、富の状況によって差

別され、システムから排除されているすべての人々を助け、すべての人が財産をより安全に

保つために、さまざまなソリューションやデータを利用することを可能にしました。 

 

最後に、経済におけて信頼できる第三者の役割と、それに関係する脅威についてお話したい

と思います。話を進める前に、「情報の非対称性」という概念を紹介させてください。「情

報の非対称性」とは一方が他方よりも取引内容についてはるかに多くのことを知っていると

いう状況を言います。 1970 年、ジョージ・アーカーロフは、中古車市場を例にこの事例を

説明し、ノーベル経済学賞を受賞しました。 この例では、中古車の売り手は買い手よりも

はるかに優れた情報を持っているということでした。 売り手は自分が売っている車の価値

を知っているが、買い手は中古車の平均価格しか知りません。買い手は車の品質に関する知

識がないので、平均的な品質の中古車に見合った価格を支払う傾向があります。 しかし、

買い手が平均的な品質に基づいてのみしかお金を払わないのであれば、売り手にとって、よ

り高い品質の車を販売しても利益は出ないということになります。 売り手が良質な中古車

を市場から取り下げたのなら、中古車の平均的な価値はさらに下がり、買い手はさらに安い

価格で購入するようになります。 その結果、質の悪い中古車が数台しか市場に残らないと
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いう状況になってしまうのです。このような問題は第三者が解決してくれるのではないかと

思われるかもしれませんが、それは誤解です。 

 

上記の例では、購入する車の状態を確認してくれる会社が、信頼できる第三者の条件をすべ

て満たしていると思うかもしれません。 しかし、これは誤解を招く考え方です。何の根拠

も全履歴もないレポートは大した価値がありません。 しかも、売り手の利益のために修正

される可能性もあります。このように、買い手は提供された情報の正確性を確認できないた

め、絶望的な状況に置かれているのです。もちろん、製品に関連する過去の全情報を登録す

るブロックチェーンを採用するのが自然な解決策かもしれませんが、多くの企業にとって得

られる利益を制限するものとなるでしょう。この場合、知識の不足が価格を上昇させていま

す。したがって、信頼できる第三者を利用しても、すべてのケースで情報の非対称性の問題

が解決するわけではありません。 

 

他の例としては、企業買収に関する状況において、将来の買い手のニューラルネットワーク

が企業の内部アカウントにアクセスできることかもしれません。このネットワークは機密デ

ータを開示することなく、「Yes」か「No」かの簡単な応答をします。その記録はいずれ削

除されます。ここでの解決策も購入された資産の履歴を 100％見ることができるブロックチ

ェーンとなります。 
 

 

3.1 価値の保存手段 

 

一般的に価値の保存手段という意味でも、また激動の時代に富を保つ場所という意味でも、

「資金の安全な避難先」という言葉が使われます。この言葉をよく耳にするようになったの

は 10 年前の終わり頃ではないでしょうか。金融市場が危機的状況に陥ったとき、投資家は

慌て始め、資金の価値が失われないように簡単に預けられる手段を必死に探しました。そし

て今、再び困難な時代が訪れ、この話題が再び浮上し、最も切実な問題の一つとなっていま

す。どのような資産が「安全な避難先」と呼ばれるのにふさわしいのでしょうか。また、ど

の資産が容易に移動可能で、完全な所有権持つという両要件満たすのでしょうか。この質問

に答える前に、まず「資金の安全な避難先」とは何かという基本的な問題から始めていきた

いと思います。資金の安全な避難先とは金融市場が崩壊したときに、その資本を維持または

増加させることを目的とした投資のことです。これは市場参加者のリスク回避と関連してい

ます。大企業の株式とは逆に、与えられた価値を非常に強いものと考え、市場参加者は困難

な状況下でもそれを売ろうとはしません。資金の安全な避難先は危険性が低いのです。強気

市場で大きな利益を得ることはできませんが、安定しているのが大きな特徴です。それでは、

他にどのような特徴がありますか。 

 

まず、信頼性です。どんな経済状況下でも、現金化し通貨にかえることができます。資金の

安全な避難先は価値がなくなりません。この特徴を満たしているものは一部の通貨や最も人

気のある貴金属です。しかし、経済の先行きが不透明な場合は一変します。資金の安全な避

難先は過去の困難な状況下では何度もその価値を確証しました。つまり、過去の株式市場の

暴落や金融危機の間、その為替レートは上昇していたということになります。その代表的な

ものはもちろん金であることは言うまでもありません。 

 

安全な避難先のもう一つの重要な点は将来の確実性です。与えられた資産は世界の情勢にか

かわらず、常に長期的な需要がなければなりますせん。さらに、供給がその需要を上回るこ

とがあってはなりません。ビットコインなどの暗号通貨やエセロスなどのトークンの場合、

特定の数量が重要な要素となり、それによってトークンの価値が時間とともに上昇すること
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になります。また、事前に決められたその特徴により、将来も同じように有益であることを

保証することができ、低下したり、廃止されたりすることがありません。ブロックチェーン

がこの問題を解決します。ブロックチェーンの有効性は何度も試されています。そのため、

投資家は一定の技術的条件を満たす支配的な暗号通貨やトークンを安全な避難先として考え

ることが多くなりました。昔から知られている伝統的な資産を見てみると、金、銀、銅など

も同様の条件を満たしていると言えます。これは、トークンと同様に資源が限られているこ

とと、時代を超えた用途があるからです。しかし、金属の場合は余分な追加コストがかかる

という問題があります。金属の物理的な保管は全く必要のない費用が発生します。金属を保

管する最も一般的な方法は貸金庫です。大都市にある銀行の一部は貴重品を保管するために

小型の金庫を顧客に提供しています。金庫にはケースとボックスがあり、両者の違いはわず

かだが、ボックスは建物の補強壁に固定されているため、より安全性が高いです。いずれの

場合も、部屋は厳重に守られており、24時間体制の監視システムが導入されています。セル

フサービスの貸金庫の場合、ユーザーは理論上、いつでも好きな時に開けることができます。

理論的にはそのユーザー本人、またはそのユーザーから権限を与えられた人だけが、そのボ

ックスにアクセスできますが、ブロックチェーンによって提供されるような全セキュリティ

ーの確保はかなりのコストがかかります。銀行の貸金庫の使用料はその大きさや使用期間に

よって異なります。貸金庫が大きければ大きいほど、料金は高くなります。また、使用期間

が長ければ長いほど料金は高くなります。中型の貸金庫の場合、年間で数十ドルから数百ド

ルになることもあります。それ以外にも銀行からの追加料金が発生することも忘れてはいけ

ません。では、どれくらいの量の金属を入れることができるのしょうか。暗号通貨のウォレ

ットほどの容量がないのは確かでしょう。さらに、このような安全策を講じているにもかか

わらず、銀行が空き巣に入られたのなら、損失のリスクを負うことになります。同じような

ことは、貴金属をプライベート金庫に保管した場合にも起こります。また、貴金属は譲渡性

の問題もあります。金属はその性質上、一定の体積と重さがあります。それをある場所から

別の場所に移動したり、保護したりするためには、一定の労力を必要とし、追加のコストが

発生します。また、国をまたいでの移動では、貴重品紛失のリスクがあります。国境を越え

て移動した貨幣や貴金属などは申告する必要もあります。貴金属や貨幣の移動量は厳しく制

限されているのです。その制限を超えると、問題や不快な質問が生じることが多く、相手国

は貴重品の出所や所有権を探るために、所有者の個人的な事柄にまで干渉する権利がありま

す。最悪の場合、たとえ所有者に落ち度がなくても、必要な書類が揃っていなければ、その

ような財産は没収されることさえあえます。このような、所有権に干渉する抑圧的なやり方

は多くの国で当たり前のように行われており、決して悪いことだとは思われていません。ま

た、予期せぬ政治的混乱や社会的危機の場合には、貴金属の流動性や安全性が疑われます。

この場合も、自由のために戦ったことを口実に、貴金属を失ったり、没収されたりするリス

クがあり、その代償も大きいです。現在も、戦争や侵略者との戦いにより、個人の財産が支

配者によって奪われる可能性がある国もまだ存在しています。 

 

 

資産の強さを決定するもう一つの要因は特定の行動に対してどのように判断されるかです。

取引当事者間の数多くの取引において、分割や変換が容易でなかったりすると、国や経済全

体を覆うような複雑な事態が発生した場合、究極のセーフガードとしての貴金属を不適格と

みなす新たな障害が発生します。 

 

そのため、現代の投資家は現在貴金属が完璧な安全な避難先ではないと考え始めています。

投資目的で金などの貴金属をデジタル化することは理にかなっており、ブロックチェーンの

領域ですでにある程度実現していますが、それには別の名前がついており、金と同様に特定

の数に限定されています。ブロックチェーンの複雑さや利点を理解していない多くの専門家

はデジタルゴールドを否定していますが、デジタルゴールドはブロックチェーンの形態のひ
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とつであり、伝統的な貴金属、すなわち金に取って代わることができる最も安定した資産の

ひとつです。エセロスのような特定のプロジェクトで使用される暗号通貨やトークンは状況

や場所に関係なく完全に移動可能な価値の保存手段の完璧な例です。続けて、貴金属と比較

すると、優れたブロックチェーンベースのソリューションとそこで使われている暗号通貨や

トークンは完全にデジタル化された、何百万人もの投資家に支持されている 21 世紀の貴金

属だと言えるかもしれません。それらは購入や取引、譲渡が可能な独自の多様なプラットフ

ォームがあります。もう一つの強みは元々保管されていた場所に物理的にアクセスする必要

がなく、管理、記憶、記録、復元が容易であることです。これは、高度な知識で、伝統的な

資産を上回る長所です。そのため、これらのソリューションのメリットを理解し始めている

投資家が増えており、いざという時には自分の投資判断が正しかったということを実証する

ことができるでしょう。エセロスプラットフォームとそれを支えるソリューションは市場に

出回っている伝統的な資産が持つデメリットに悩まされることのない、価値を保存する場所

の完璧な手本なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0  プロトコル 
 

エセロスのプラットフォームは次の５つのメカニズムからなるプロトコルに基づいていま

す: 

 

1. コンセンサスメカニズム：すべての空間は所有者のものです。空間の目的を決めるのは

所有者であり、最初に投票権を持つのも所有者です。 

 

2. 物質メカニズム：与えられた空間は物質だけで構成されています。所有者は物質のモデ

ルをリアルとバーチャルのどちらで作るかを選択します。 

 

3. 資源メカニズム：空間には実世界と同じように天然資源が隠されています。資源はデジ

タル資産をベースにしています。空間を所有することで、資源を開拓、採取、入手、譲

渡、販売する権利が得られます。 

 

4. 行動メカニズム：ユーザーは、2Dと 3Dアーキテクチャに基づいた世界で、すべての私

的・商業活動を行うことができます。 

 

5. 相続メカニズム：いつでも所有者は自分が所有している空間を管理できなくなった場

合、その空間を管理する後継者を指名することができます。 

 

さらに、エセロス世界のメカニズムは以下のインフラシステムが整備されています。 
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1. オークションシステム：複数のユーザーが新しい空きスペースに興味を持った場合、そ

のスペースの権利を公平に獲得するためにオークションに参加します。 

 

2. 支払いシステム：取引手数料を可能な限り低く抑えることを重視してすべての商品やサ

ービスに対して当事者間で交換、支払いができるようにすることを目標としています。 

 

3. コミュニケーションシステム：ユーザー同士が直接連絡を取り合うことができます。 

 

4. アイデンティティシステム：ユーザーは自由に使える空間や資源、商品などを使用し

て、自分のアイデンティティを形成ことができます。 

 

 

4.1コンセンサスメカニズム 

 

エセロスの世界を構成する空間、すなわち 1km2 の各正方形はその空間を管理し、その目的

を決定する所有者に依存しています。すべての 1km2 の空間数、つまり空間に関連するトー

クンの数は地球の表面積、言い換えれば 148,940,000km²の陸地（29.2%）に準じています。

長さを表す SI 基本単位はエセロス世界の規模と範囲を表しています。世界では長さを測る

他の単位（マイルやヤードなど）や、面積を測る単位（平方フィートやエーカーなど）が使

用されている地域もありますが、使いやすさと普遍性の観点から言うと、最も便利な表面測

定の形式は平方メートルとその倍数、すなわち平方キロメートルです。上記のサイズで購入

したスペースは、ERC20 トークンをサポートする所有者のウォレットとリンクされ、財産の

第二のセーフガードとして秘密キーが割り当てられます。空間はエセロスの内部トークン

（ETS）で購入ができます。ユーザーは興味のある空間を選択し、エセロストークンと交換

します。そうすることにより、ユーザーはその空間の完全な所有権を得ることができます。

売却されたトークンは、賃借人や所有者との提携に関心のある組織によって、再購入された

り、使用されたりします。 売却されたトークンは、エセロス世界で商品やサービスの購入

に使われるプールに移されます。 所有者は空間をより多くの組織が利用できるように分割

することもできます。空間の所有権を取得した組織はその全スペースを売却することもでき

ます。現段階では、エセロス、ビットコイン、イーサリアムの 3種類で支払いが可能です。 

 

4.2物質メカニズム 

 

物質は見える世界を構成しています。私たちを取り巻く空間全体が物質で構成されています。

最初に空間を手に入れたユーザーはその空間の使われ方を選択することができます。一度選

択したら、変更できません。リアルモデルの場合は、実世界で見える要素が空間に現れます。

場所によって、湖や川、山、森、砂漠、サバンナ、草原などの自然物、国家、都市、集落な

ど人間が関与する実体や不動産やインフラ、そこに存在する要素などがある地域などです。

バーチャルモデルのおかげで、空間を自由に形成することができます。このモデルで目に見

える空間は地球上のその場所に存在する「裸の」地面や地理的な対象物にまとめられていま

す。空間は所有者や提携するユーザーが選択した任意のオブジェクトの発掘や創造、計画、

構築を可能とします。空間の発掘ツールや建設可能なオブジェクトは行動メカニズムを通し

てユーザー・パネルに表示されます。 
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4.3 資源メカニズム 

 

プラチナ、金、銀、銅などの天然資源は現実の世界でもかなりの割合を占めています。エセ

ロス世界も同様です。各空間の所有者は自分の空間を探索して、その中に隠された天然資源

を見つけることができます。これらの資源を利用して、全ユーザーが利用できる他のオブジ

ェクト、商品、サービスを作り出すことができます。エセロス世界にある資源は地球に住む

人々が知っている実際の歴史的な場所にあります。最初に空間を所有した人（先着順のルー

ルが適用）は他のユーザーに資源を提供することを可能にする貴重な領域を得るチャンスが

あります。それは空間を購入するためにオーナーが負担する費用のみの少ない投資で永続的

な利益を得ることを可能とします。この過程は歴史的に立証済みの量に応じて、利用可能な

資源がある限り展開されます。資源はエセロストークンを使ってユーザー間で決済されます。

この仕組みは暗号通貨などのデジタルリソースを発見する可能性も含まれており、与えられ

たスペース内で、それをランダムに異なる場所に割り当てることもできます。これは、所有

者が公平に競争し合う機会を与える追加機能です。 

 

 

4.4 行動メカニズム 

 

このメカニズムのおかげで、ユーザーはエセロス世界であらゆる行動を実行することができ

ます。その主な行動とは財産のデジタル管理とコミュニケーションという要素で構成されて

いますが、興味があるユーザーはゲームをすることも大いに可能です。このメカニズムによ

り、資源の抽出、空間の設計、様々な種類のオブジェクトの構築、新しい場所の発見、新し

い場所の探索、発見したオブジェクトの調査、価値があり空間の所有者に利益をもたらすも

のの獲得と販売、必要な要素やツールの購入やレンタル、特定の商品の生産、自分の所有地

での企業や法人などの広告、指定された地域での特定の資源やサービスへのアクセスの許可、

絵画などの独自のユニーク商品の収集、空間の貸し借り、他では開催できない会議の手配な

ど、様々なことができるようになります。 すべてはアプリケーションを使うユーザー（プ

レイヤー）の創造性により決定されます。 

 

 

4.5 相続のメカニズム 

 

イーサリアムネットワーク上のスマートコントラクトを介して、所有者は死後に自分の財産

を取得する全権利を個人、団体、または組織に与えることができます。その個人や団体、組

織は、正当な所有者としてその財産を管理し、その先の運命を決定します。また、スマート

コントラクトとは別に後継者はビットコインアドレスにリンクされた固有の秘密キーを受け

取ります。数年後、イーサリアムブロックチェーン上のスマートコントラクトで万が一誤っ

た認証が行われた場合の第二の安全装置となります。 

 

 

5.0  その他のシステム 
 

エセロス世界のメカニズムの追加機能はユーザーに完璧な機能を提供するいくつかのインフ

ラシステムです。 
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5.1 オークションシステム 

 

ユーザーは空間を選択し、その空間を注文します（ビットコインネットワークの時間が考慮

されます）。他に興味のある人がいなければ、2ビットコインブロック（約 20分）生成後に

支払いが行われ、その空間はユーザーの所有物となります。1 つの空間に興味を持った人が

多かった場合、オークションが開催されます。2ビットコインブロック（約 20分）の確認に

より、認められた最後の最高入札額により、空間の完全な所有権を得ることができます。 

 

 

5.2 支払いシステム 

 

エセロス世界の支払いシステムはユーザー同士の相互トランザクションを成立させることを

可能にする決済において重要な役割を果たしています。このシステムのおかげでユーザーは

直接購入することができます。これは、発見や生産、エセロス世界を構成しているコミュニ

ティーに提供されている資源や商品、サービスに大きく影響しています。空間の売買などの

メインの支払いはブロックチェーンの手数料を考慮して、ブロックチェーン上で行われます。

その他の取引はマイクロペイメントとして扱われ、内部システムを通じて行われます。これ

は暗号通貨取引所と同様の仕組みで、内部トランザクションは取引所が処理をし、メインの

トランザクションはブロックチェーン上に送信されるという仕組みです。可能な限り低いト

ランザクションコストを実現するために、システムはライトニングネットワーク上に構築さ

れた内部台帳に基づいています。決済は瞬時に行われ、また、イーサリアムのメインブロッ

クチェーンで送信されるので、ユーザーはプラットフォーム外で資金を送金することがでる

のです。その結果、アイデンティティ開示リスクなしに、直接取引決済することができます。 

 

 

5.3 コミュニケーションシステム 

 

ユーザーはアプリケーションに内蔵されたインスタントメッセンジャーで直接連絡を取り合

うことができます。メッセンジャーで関係の構築、提携の開始、交渉、提携条件の合意など、

コラボレーションを促進するための行動をとることができます。 

 

 

5.4 アイデンティティシステム 

 

分散化とブロックチェーンのシステムのおかげで、各アイデンティティは匿名性の要件を最

大限に満たし、ユーザーは自分の好きなように情報を追加すること、自由に内容を変更する

ことができます。表示される情報の量や自分のプロフィールに追加する情報の量もユーザー

が決定します。新しい情報の追加は必要ありません（KYC 認証も必要ありません）。この追

加機能はエセロス世界で自分の存在をアピールしたいと考えている組織のための追加オプシ

ョンで、公的機関や企業、または匿名性をあまり重視しない個人向けです。 

 

 

6.0  プラットフォームアーキテクチャ 
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プラットフォームアーキテクチャはいくつかのプログラミング技術に基づいています。プロ

グラマーが注意している基本的なベクトルは安全性と効率性、分散性、直観性です。 

 

 

6.1 2D アーキテクチャ 

 

3D レイヤーをベースにした小さな空間のフラグメントを持つ 2D レイヤーを通して、地球を

視覚化することはエセロス世界を創造する重要な出発点となります。このレイヤーにより、

ユーザーは取得・管理できる個々のフラグメントの範囲や可用性を確認することができます。

このビジュアル・レイヤーはウェブブラウザおよびモバイルアプリケーションで利用ができ、

カートグラフィック・グリッドの閲覧、特定のスペースに関する情報の取得、座標の特定、

領域の決定、そして地球のビジュアル化を可能とします。このレイヤーは、長年最も信頼性

の高い、プログラマー間で最も人気のあるプログラミング言語の一つである C++言語をベー

スにしています。このレイヤーは第二のベース言語である JavaScript によって、サポート

されています。それは、プラットフォームのフロントエンドや API、二次元や三次元のアニ

メーション、地図、特定のイベントなど、さらにはユーザーに合わせてカスタマイズされた

コンテンツの表示などの複雑なインタラクティブ要素を構成しています。現段階では、2Dレ

イヤーは HTML や CSS、そして最近急速に普及している Google 社の「Go」言語が多少なりと

も対応しています。興味深いことに、Go 言語は C、C++、Java と構文が似ています。つまり、

上記の言語を知っているプログラマーであれば、すぐに無理なく習得できます。Go言語は他

の言語の場合、作成者が手動でプログラミングしなければならないものの自動化ソリューシ

ョンが多く含まれています。今日のインターネットで普及しているマイクロサービスの場合、

障害となるのは計算能力ではなく、コンポーネント間の帯域幅と通信です。Goは言語自体に

通信管理が組み込まれているため、プロジェクトのスケールアップが非常に容易になります。

C++とは別に、並行計算のサポートが組み込まれていることもこの言語を選択する主な理由

の 1 つです。これは主にバックエンドの分野で機能します。例えば、設定を行うために GUI

から多数のクエリを計算する場合などです。静的型付けは、もう一つの重要な側面です

（Pythonの動的型付けよりもうまく機能します）。これは、何千行ものコードを含むプロジ

ェクトにおいて、読みやすさと今後のプロジェクトのメンテナンスのために重要となります。 

 

現段階で 2D アーキテクチャはユーザーウォレットとの統合を可能とします。ユーザーが地

図上のグリッドで空間を選択し、ERC-20規格に基づくエセロストークンで購入することで、

その空間の所有権を得ることができます。ユーザーのウェブブラウザと統合して動作するイ

ーサリアムブロックチェーンをサポートしているあらゆる種類のウォレットが利用可能です。

主にウェブブラウザのウォレットですが、デスクトップ、モバイル、ハードウェアのウォレ

ットもサポートされています。とはいえ、入手しやすさと価格の観点から、ウェブブラウザ

ウォレットがお勧めです。その中でも、信頼性が高く、最も人気があり、しかも無料で利用

できるのがメタマスク（Metamask）です。長年にわたり技術を磨いてきたプログラマーチー

ムが、フルノードを実行する必要なしに、イーサリアムブロックチェーン上で動作する分散

型アプリケーションの機能性とサポートを保証しています。 

 

 

6.2 3D アーキテクチャ 

 

エセロス世界の探索可能な空間は長年培ってきた確かな技術に基づいていなければなりませ

ん。ここで重要なのは様々なプラットフォームへの対応を可能にするプログラミング言語と

コンピューターゲームエンジンです。この場合、Javaが主なプログラミング言語となるでし
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ょう。Java の大きな利点は 25 年以上も前に開発されたにもかかわらず、成長し続けている

ということです。最初の段階ではユーザーは Unity をベースにしたウェブブラウザとモバイ

ルアプリケーションを通してエセロスの世界にアクセスします。その後、Unreal Engine が

導入されることにより、Windows 用ゲームという形で専用バージョンの開発が可能になりま

す。また、Unreal Engine の開発者がマルチプラットフォームに対応した仕組みを導入した

ことで、Linux、macOS、PlayStation、Xbox、iOSなど、他のプラットフォームでもエセロス

世界を楽しむことができるようになります。また、仮想現実の立ち上げにより、ユーザーが

眼鏡を着用して、エセロス世界をより鮮明に体験することで、自らが築いた価値を最大限に

発展させ、活用することができるようになるのも大きなポイントです。エセロス世界を明ら

かにすることはユーザーと投資家両方に伝達したメッセージと受信という観点から最も重要

なことです。３D アーキテクチャは資源の採掘、空間の設計、様々なオブジェクトの構築、

新しい場所の発見、発見されたオブジェクトの調査、価値があり空間の所有者に一定の利益

をもたらすものの取得と販売、必要な要素やツールの購入または貸し出し、一定の商品の生

産、自分の所有地における企業や法人などの広告、与えられた地域での所定の資源やサービ

スへのアクセスの許可、絵画やその他独自のユニーク品などの収集、施設の貸し出し、他で

は開催できない会議の手配など、完全な仮想世界での基本的な行動を可能にします。 

 

 

 

7.0  経済 
 

エセロス世界の経済は世界がどのように機能し、ユーザーにどのようなメリットを提供する

かを形成する上で重要な役割を果たしています。長期で空間を所有することは自分の価値を

確保するという点で、測定可能な利益を与えます。また、その世界での行動からさらに利益

に繋がることも、積極的に参加して自分の地位を築くための利点となります。しかし、この

現象を理解するためには経済学の本質に注目する必要があります。経済学とはなんでしょう

か。経済学とは何よりもまず、人間のビジネス活動を調査する科学です。人々が価値あるも

のをどのように管理しているか、あるいは自分が所有するものから、限られた資源から得ら

れると期待される利益を最大限に得るためにどのような選択をしているかを研究するという

ことです。また、期待される結果を達成するための基準や原則についても考えます。伝統的

な観点（現実の世界で理解されていること）から、経済学は 2 つのカテゴリーに分けること

ができます： 

 

 

1. ミクロ経済学：自分自身や自分と一緒に経営をする個々の組織の意思決定に焦点を当て

ます。つまり、ミクロ経済学は個人や経済組織の経済的選択、それらの協力や関係の仕

組み、さらには価格が受け手に与える影響や事業規模の分析などを扱います。 

 

2. マクロ経済学：経済全体の働きに焦点を当てています。ミクロ経済学とは異なり、一人

のユーザーに関係するものではなく、全空間所有者と提携する団体からなる経済全体の

集合的な量を扱います。マクロ経済学はすべてをひとつにまとめるだけではなく、同時

にエセロス世界全体の発展につながるツールでもあります。 

 

仮想世界の経済は多くの要素から成り立っており、そのおかげで計画や開発の実現が可能と

なっています。まず、達成しなければならないニーズがあり、それは空間の所有者や提携し

ている組織によって、満たされることができます。そのおかげで、エセロス世界で活動する

組織が物を所有する意欲を示すのです。これらのニーズを達成するための手段はほとんどの

場合、他のユーザーによって提供される商品やサービスです。経済商品が大きな意味での収
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益力を発揮しており、ニーズを満たすために商品が他の組織に提供されることで、供給者は

経済的利益を得ることができます。経済商品は、消費商品と生産商品に分けられ、またそれ

らの間に生じる関係の観点から、代用財と補完財に分けられます。 

 

 

7.1 代用財 

 

ニーズそのものを満たす商品であり、例えば、商業組織のプロモーションのニーズはユーザ

ーの所有地にバナーやその他の広告を出すことで満たすことができます。つまり、ニーズを

満たすある商品を購入すると、同じニーズを満たす別の商品を購入する必要性がないという

ことです。 

 

 

7.2 補完財 

 

ある特定のニーズのニーズを補完する商品です。つまり、ある商品を購入することで、補完

的な商品を購入する必要性が生じるということです。エセロス世界における補完財の例とし

てはある企業が商業的なオファーやオブジェクトを置くためにスペースを借りることが挙げ

られます。 

 

市場で生産・交換される商品のほとんどは私的商品であり、売り手に代金を支払われること

で所有権の移転につながります。このような商品はある組織が使用するものであり、他の人

が使用することはできません。 

 

また、誰もが使用できるものもあります。これらは公共財であり、すべてのユーザーや組織

が利用できます。あるユーザーや組織がこのような財を使用しても、他のユーザーや組織の

その財の使用能力を低下させることはありません。エセロス経済における公共財の代表例は、

道路、橋、海、海洋です。 

 

経済のもう一つの重要な要素は資源で、例えば生産の経済的資源です。商品の生産やサービ

スの提供には経済資源が必要です。最も重要な資源としては、天然資源（鉱物資源、植物、

水、豊かな川や湖など）や、資本資源（建物、機械、装置、設備などの有形資産、原材料な

ど）があります。これらの経済資源はすべて希少性であるという特徴を持っています。一方、

人間のニーズは無限であるため、ユーザーは経済的な選択を迫られます。したがって、この

ような選択には、利益と選択的損失という 2 つの側面があります。それらを分析した上で、

ユーザーは希少な資源や商品を利用するための最良の選択肢を選びます。見逃した選択肢、

つまり検討する価値があったと思っていたが、最終的に選ばなかった選択肢（唯一可能で、

自分の意見では正しい選択をした）は選択後の選択的損失となります。その選択肢は他の選

択肢を選んだために知ることができなかったすべての可能性、利点、利益が含まれます。よ

り高価な空間の選択と購入の代替損失は別の所有権の安価な空間の選択と購入です。つまり、

安価なものを購入することで、より高価な空間をあきらめたことになります。同時に、その

空間が資源に恵まれていることが判明し、長期的に言えばその場所が他の組織からより望ま

れるようになるという隠れた利益を意味する場合もあり、その場合の損失はより高価な空間

の価格が何倍にもなることかもしれないということです。 
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7.3 マネージメントプロセス 

 

最後に、4つの段階からなるマネージメントプロセスについて説明します。 

 

1 つ目は労働の対象に焦点を当てたユーザーの意識的かつ意図的な活動である生産です。生

産プロセスでは仮想世界で他の組織のニーズを満たすためのサービスや商品の作成につなが

る労働手段を使用します。生産は一度だけ起こるのではなく、継続的、体系的、組織的に行

われます。さらに、生産プロセスは生産要素（労働力、土地、資本）の使用を伴い、しばし

ば起業家精神、知識、技術も必要とされます。 

 

2 つ目は、生産者や消費者に様々な種類の商品を提供する流通です。このプロセスにより、

必要な商品やサービスを顧客に直接届けることができます。 

 

3 つ目は貿易で、商品とお金が交換される過程であり、主に利益を得たい仲介者によって行

われます。機能として捉えると、貿易は商品の売買からなるビジネス活動です。また、組織

的な意味での貿易もあります。転売のために商品を購入することを主な活動とするすべての

取引業者が含まれます。 

 

4 つ目は（人間、この場合、エセロス世界のユーザーのニーズを満たす行為としての）消費

です。 

 

それぞれの経済は希少な資源の配分とその競争的な利用について問いかけています。したが

って、エセロス世界の経済でユーザーの最も重要な仕事の一つは次の質問に答えることです。

「何を生産するか」、「どのように生産するか」、「いつ生産するか」、「誰のために生産

するか」、「いくらで売るか」これらの質問に対する正しい答えを見つけることで、価値を

所有することで得られる利益に加えて、継続的な収益を得ることができます。 

 

 

7.4 支払い方法 

 

前述の通り、空間はエセロスネイティブトークンで購入することができます。売却されたト

ークンは賃借人や空間所有者との提携に関心のある組織によって再購入され、再び使用する

ことができます。エセロストークンはユーザー間の交換や取引を目的とし、エセロス世界の

経済を提供しており、エセロス世界で商品やサービスを得ることができるプールに移動され

ます。したがって、特定の商品やサービスを提供することにより、所有者に戻ってきます。

空間の所有権を獲得した所有者はそれを使用することも、売ることもできます。現段階で利

用可能な支払い方法はエセロスとビットコイン、イーサリアムです。エセロストークンを使

用する場合、売却のための手数料がかかりません。他 2 つの場合は若干の手数料が加算され

ます。 
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8.0  要約 
 

エセロスは仮想現実（PV）の要素を備えた、イーサリアムブロックチェーンベースのソーシ

ャルネットワーキングアプリケーションをプラットフォーム化した分散型世界です。これは

個人やモノの価値を形成するため、利益を生み出すため、長期間をかけて作り上げた価値を

確保するための世界で、価値の保存手段として機能します。エセロストークン（ETS）での

取引や交換、他 2 つの暗号通貨（BTC と ETH）でのトランザクションを可能とすることで、

所有者とユーザー、そしてこのような事業に参加したいと考えている組織にとって、さらな

る魅力と可用性を向上させます。プラットフォームの主要要素の分散化やブロックチェーン

ネットワークを利用した価値の安全性、エセロス世界を構築するための多数の経済的インセ

ンティブ、複数のハードウェアプラットフォームのサポートは多くの個人や団体にこのよう

な先進的な形でこれまで利用できなかった長期的な利益をもたらすことは間違いないでしょ

う。また、もう１つの紛れもない利点は分散型世界でのゲームというエンターテイメントそ

のものや、最初の重要な投資判断におけるユーザー間でのバランスの取れた競争という側面

でしょう。 

 ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________


	1.0  概論
	2.0  アイデア
	2.1理由と概要
	2.2 財産
	2.3 価値と歴史

	3.0  デジタル化経済
	3.1 価値の保存手段

	4.0  プロトコル
	4.1コンセンサスメカニズム
	4.2物質メカニズム
	4.3 資源メカニズム
	4.4 行動メカニズム
	4.5 相続のメカニズム

	5.0  その他のシステム
	5.1 オークションシステム
	5.2 支払いシステム
	5.3 コミュニケーションシステム
	5.4 アイデンティティシステム

	6.0 　プラットフォームアーキテクチャ
	6.1 2D アーキテクチャ
	6.2 3D アーキテクチャ

	7.0 　経済
	7.1 代用財
	7.2 補完財
	7.3 マネージメントプロセス
	7.4 支払い方法

	8.0  要約
	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALIZATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 Consensus Mechanism
	4.2 Matter Mechanism
	4.3 Resources Mechanism
	4.4 Action Mechanism
	4.5 Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 Auction System
	5.2 Payment System
	5.3 Communication System
	5.4 Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitute Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY
	Untitled.pdf
	Untitled.pdf
	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY

	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY

	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY


	Untitled.pdf
	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY

	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY

	Untitled.pdf
	1.0  INTRODUCTION
	2.0  IDEA
	2.1 REASON AND DESCRIPTION
	2.2 PROPERTY
	2.3 VALUE AND HISTORY

	3.0  DIGITALISATION ECONOMY
	3.1 STORAGE OF VALUE

	4.0  PROTOCOL
	4.1 The Consensus Mechanism
	4.2 The Matter Mechanism
	4.3 The Resources Mechanism
	4.4 The Action Mechanism
	4.5 The Succession Mechanism

	5.0  ADDITIONAL SYSTEMS
	5.1 The Auction System
	5.2 The Payment System
	5.3 The Communication System
	5.4 The Identity System

	6.0  PLATFORM ARCHITECTURE
	6.1 2D Architecture
	6.2 3D Architecture

	7.0  ECONOMICS
	7.1 Substitution Goods
	7.2 Complementary Goods
	7.3 Management Processes
	7.4 Forms of Payment

	8.0  SUMMARY





