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EXECUTIVE 
SUMMARY

世界の文化コンテンツ市場は2022年基準で約1000兆ウォン(約95兆円)

に達すると予想されている。特に、2012年33.5％に過ぎなかったデジ

タルコンテンツの割合は2021年53％に達すると予想され、毎年20％以

上の急激な成長をしている。

過去には文化コンテンツを楽しむために、劇場やコンサート会場に直接行かなければならなかったが、

今は携帯電話一つで全てのコンテンツが手軽に楽しめる。

デジタルコンテンツ市場はネットフリックス(Netflix)やユーチューブ(YouTube)、プレイストア(Play 

Store)などのデジタルコンテンツプラットフォームの登場により急激に成長し、これを通じて世界のどこ

でもコンテンツを活発に流通することができた。

しかし、グローバル化が加速すればするほど、いくつかの巨大プラットフォームの独占化が一段と進み、

これによりコンテンツ提供者よりもプラットフォームの影響力がさらに大きくなった。

結局、コンテンツ提供者は膨大な手数料をプラットフォームに提供しながらも、ちゃんとしたコンテン

ツの披露機会をつかむことができず、収益性への悪循環を経験している。さらに、プラットフォームが

コンテンツ選別への多大な影響力を持つようとなったことにより、コンテンツはプラットフォームの方

向性に合わせて画一化されるとともに市場が歪曲されてしまい、コンテンツの生態系は益々滅びていく。

最近浮上しているブロックチェーン技術は、そのコアバリューである脱中央化を通じて民主的なシステ

ムの構築の可能性を示した。特定のプロックチェーン技術では集団や中央勢力に左右されずに、全ての

トランザクションやイベントが透明に公開され、また偽造や変造のリスクもない。KOK財団はプロック

チェーン技術が示した可能性に注目し、ブロックチェーンによるデジタルコンテンツ流通プラット

フォームを開発することとなった。

KOK PLAYは脱中央化したデジタルコンテンツプラットフォームとして、自社が保有するAIおよびビッ

クデータ技術と最近に脚光を浴びているブロックチェーン技術との結合により誕生した。既存のグロー

バルプラットフォームの独占化問題を解決するため、「Fair・Share・Enabler」という３つの価値実現を

目指し開発された。すべてのクリエーターが公正にプラットフォームの資産を利用(Fair)することができ、

価値とビジョンを共有し、それによる公正な収益配分を受けながら(Share)、クリエーターの創作の自由

が保障される(Enabler)プラットフォーム。KOK PLAYは皆様と一緒に創っていく。
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KOK PLAYの開発動機
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1.1. 社会的な問題

既存プラットフォームは中央集中式で収益を創出する。AppleのアプリストアおよびGoogle Playストア

はダウンロードしたアプリから発生する利益の30％を一括的に持って行く。有料ダウンロードによる手

数料だけではなく、アプリ内購入による利益も30％を取る。中央集中式サービスでは仲介者に高い手数

料を支払う。また、取引を行うために中央化された金融機関に依存し、口座のない大規模な人口を排除

する。

中央集中的なサービス

中央集中化したサービスモデルの利用はアンバランスな既存モデルを繰り返すに等しい。例えば、

フェースブック、ツイッター、そしてインスタグラムは株式保有者や基本従業員、コミュニティ労働な

どにより得られたバランスの取れない利益で数十億ドル規模の会社を立ち上げている。製品収益は管理

者に与えられ、実際のコンテンツ制作者は「成果」「バッジ」および「名誉」のみを得ることとなるの

で、製品改善のための集団的意欲を低下させる。

アンバランスな報酬モデル
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1.2. 既存ブロックチェーン技術の問題

最初のブロックチェーンであるビットコインは特定集団の人たち、すなわちインターネットを通じて二

人の匿名の当事者間、非政府発行貨幣で送金を可能とするために考案された。2009年以降、ブロック

チェーンの利用シナリオ数は爆発した。スマートコントラクト、DApp、分散型自律組織―全世界の運

動家たちはそのような概念をブロックチェーンの非常に具体的なフレームワークへ押し込むために努力

した。このような試しが問題に直面するのは当然である。イーサリアムの共同創立者であるヴィタリッ

ク・ブテリンはそれらを彼の最近のポスト2に要約した。問題は「どうやったらこの四つの主要事項を、

脱中央化して安全な方法で解決できるブロックチェーンが作れるか」についてのことである。

ヴィタリック・ブテリン：「PoWはあらゆる詐欺及び窃盗事件の合計金額よりはるかに多い年間数十億

ドルを浪費します。これは大きな悲劇です。」

1.2.1.ネットワークの問題

現代のブロックチェーン、その上に最も進歩したブロックチェーンプロジェクトも同様な問題に苦しん

でいる。つまり、全ての取引が一つずつ行われている。これは作業証明(PoW)ブロックチェーンだけで

はなく、持分証明(PoS)にも同じく適用される。トランザクションはブロック単位で一つずつ保存され、

一度に一つのノードのみブロックを構築することができる。この全ては取引とスマートコントラクトを

順次実行する結果をもたらす。これはブロックチェーンの後段のネットワークを巨大なスーパーコン

ピュータに変えて99.99％のコンピューティング能力を奪っていく。

ヴィタリック・ブテリンは最近次のような話をした。「ビットメインおよび提携プールは現在、全ての

ビットコインハッシュパワーの53％を持っています。本当に大きな問題ではありませんか。」ネット

ワークリソースの中央化は少数の対象に対する支配、浸透、または中止のみでもPoWネットワーク全体

に甚大な被害を与えられるリスクをもたらす。

1.2.2.ガバナンスの問題

インフラの集中化

効率性
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有用性

ヴィタリック・ブテリン：「なぜ有用な大規模アプリケーションはまだないでしょうか。」ほとんどの

ブロックチェーンはスマートコントラクトやチェーンコードなど、いくつかの実行できる独立体

(entities)を導入する。新しく発明されたり簡単なプログラミング言語を用いたりすると、コードの信頼

性と表現力を抑えられる。スマートコントラクトは短くて簡単である。ブロックチェーンで使用する言

語と技術は豊富な機能や強力なシステムの開発を許容しない。いくつかのスマートコントラクトのみ

1,000個のコードを超える。しかし、複雑なビジネスロジック、豊富なコンテンツ操作、多くのユーザー

をつなぐDAppを作ることーKOKプラットフォームでは実現できる。

1.2.3.ソフトウェアの問題

ヴィタリック・ブテリン：「保安問題を解決するための良いソリューションがまだない理由は何ですか。

アカウントハッキングや盗難の問題はいつ解決できるでようか。」ほとんどのブロックチェーンは実行

可能なコードを形成するコンパイルのみを一緒に提供する。装置テスト、持続的統合、コード分析のた

めのツールはない。その結果、保安侵害より単純性のみがスマートコントラクトを保護する。複雑なス

マートコントラクトは欠陥および脆弱性を抱いており、保安事件に関する多くの報告書が既に提出され

た。より優れた開発ツールが開発者に提供できたら、相当な被害金額を与えた保安事故も避けられたか

もしれない。だからこそKOKプラットフォームはDAppへの豊富な機能、効率性および生産的環境を構

築するに当たって重要な革新だと考えられる。我々はほとんどのブロックチェーン問題に対する解答を

見いだした。

ヴィタリック・ブテリン：「EOSガバナンスはどうして大失敗したかを考えると、これは脱中央化した

自律組織(DAO)を含んだ全てのオンチェーンガバナンスに根本的な欠陥があるということを意味しませ

んか。どんな脱中央化した自律組織が賄賂攻撃や金権政治に対抗できますか。」ガバナンスでは既存方

法、フレームワークおよび試みを通じて学ぶ点が多い。ガバナンスでは我々が最初から正すべきことが

いくつかある。その中には現実を評価した後で変えなければいけないこともある。コンピュータ科学者

らは無数の悪意的な決定や奪取から保護され、安全なブロックチェーンガバナンスのための完璧な解決

策を探っている。アメリカの憲法と同様に、強力なシステムは将来起こる変化の基盤になるだろう。

我々はデザインの多くを「暗号通貨における公正な支配とは何か」というこの唯一の質問を念頭に置い

て設計した。

ガバナンス

保安性



KOKプラット
フォームの構造

KOKプラットフォームで駆動するDAppは、一つの群をなすサービス

集団とみなすことができる。一つのDAppは、一般的なインターネッ

トサービスでは一つのポータルサービスが行う様子と似ている。

Group Theoryによる「シンメトリカルな構造の特性」をもとに「BP」を選定し、参加する代表ノードが

DApp生態系を整えてKOKプラットフォームをより安全で速いスピードで見せられる。ここでいうシン

メトリカルな構造は各々のDAppサービスの構造内で発生するトランザクション数、ノード分布図、時間

複雑度などを比較することで「構造化」による類似性を見つける。このような類似性は一つの大きな

Groupとしてまとめることができ、Group内の類似な構造を最適化することで既存のブロックチェーンの

限界点が克服できる。我々はこれをGOS-BP(Group Of Symmetry – ブロックチェーン Producer)と呼ぶ。
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一つのDAppサービス群はKOKプラットフォームにBP(ブロック生成ノードブロックプロデューサー

Node)として参加する代表ノード(Primary Node)があり、この代表ノードと連結して自体DAPPサービス

生態系を形成する。このDAppサービス生態系はサイドチェインと類似な点があるものの、自体DAppコ

インを持たずに多くのOff-ChainサービスおよびDBを連携・融合して、その機能を実現する。報酬など

のトークンエコノミーに必要となるコインはKOKを割り当てられて用いることとなる。
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次世代インターネット、または価値と信頼のインターネットと呼ばれるブロックチェーンは現在、三重の

ジレンマに陥っている。イーサリアムの考案者であるヴィタリック・ブテリンはこれをブロックチェーン

のトライレンマ(三重のジレンマ)と言った。保安、拡張性および脱中央化という三つの特性の中で同時に

この三つを完遂することができず、最大二つしか達成できないと言った。多くのブロックチェーンはこの

トライレンマ問題を解決するために努力している。KOKプラットフォームも同様である。

2.1. ブロックチェーンプロトコル(BaaP)

ブロック生成を受託して、ブロックを生成し、需要政策を決めるノードをブロック生成ノード——ブロッ

クプロデューサー(以下、BP)と呼ぶが、全てのDAppはBPになれる資格を保有している。BPとして選ば

れたDApp業者はBPの役割であるブロック生成に対する報酬を受けることとなる。全てのDApp業者はBP

になれる。BPになる方法および条件は次の通りである。

2.1.1. BP選定アルゴリズム(DPoSS)

① BP選定方式

• BPは良質のDAppサービスを提供するDAppの中で選ばれる。

• 選定方式はコイン保有者の投票およびサービス利用率により順位が決められる。

• 選ばれたBPはブロック生成に対する報酬を受けることとなる。

② BPになるための条件

• DAppがBPになって、報酬を得るためにはノードサーバーを構築して運営しなければいけない。

• サーバーの構築には最低仕様基準でクラウドサービスの利用時、月に約＄500の費用が発生する。

• 費用は発生するが、ブロック生成の報酬を考えると、投資額に比べて高い利益を得ることができる。

ブロックチェーンを公共財的な技術、技術的Commodityとみなし、World Wide ウェブ上で新しく形成さ

れるEconomic Layerとみなす見解が多い。経済的契約行為、取引に欠かせない信頼や根本的な価値がこの

Economic Layer、つまりブロックチェーンプロトコルで保障されるというわけだ。このように、ブロック

チェーンをEconomic Layerとみなすとき、多くのDAppはより生成しやすくなり、World Wide ウェブは次

の段階のウェブであるWWBW – World Wideブロックチェーンウェブへ進んでいくように見られる。

KOKプラットフォームはこのような一つのBaaPとして、本プラットフォームの上に多くのDAppが容易に

生成できるようにする。そのために採択した技術はWorld WideウェブConsortiumにより定義づけられた

データ標準を、完全自動化エンジンとして実現したAutoXMLという技術である。AutoXML技術はブロッ

クチェーンがもう一つのプロトコル階層となるようにする技術であり、データ標準を利用して、ウェブで

すぐ表現される双方向データ伝送を可能にする技術である。
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•KOKメインネットを形成するBPは初期21個で始め、各BPは三つずつ一つのRegionを形成する。

2.1.2. BP合意アルゴリズム(PPBFT)

- 一つのBPは二つのロジック階層を持つが、上部層はサービスLayerであり、下部層はConcensusを

担当するCommunication Layerである。メインネットがローンチするとき、DAppが正常に稼働して

いないか、または準備ができていないDAppを代表するBPはDummy BPとして 下部層の

Communication Layerのみ作動しながらメインネットに参加する。

- ７のRegionはグローバル通信網やDAppの分布を考慮してメインネット開示の前に固定される。

- 各Regionは初期メインネット生成時、固有の指数を持つこととなるが、これをBRI (Block Region 

Index)と呼び、その数字は0から6までである。

- 各BPは固有の指数を持つこととなるが、これをBPI (Block Producer Index)と呼ぶ。BPIは初期メ

インネット生成時に固定され、その数字は0から20までである。

- 各BPの指数は隣接のRegionに続いて増加する。つまり、Region 0にはBPI 0、7、14のBPがあり、

Region 1にはBPI 1、8、15のBPがあり、これによりRegion 6にはBPI 6、13、20のBPがある。

- ブロックが生成される一定時間を「ブロック生成区間」(Block Production Period)といい、その区間で

は一つのBPが初期ブロック生成を担当するが、そのノードを「Primary BP」と呼ぶ。一つのブロック生

成区間では24個のブロックが生成される(１区間当たり生成されるブロック数はシミュレーションやテス

ティングを通じてかわることがある)。
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- Primary BPは既に以前のブロック生成区間で決められる。その方法は以前のブロック生成インターバ

ルの間生成される21番目ブロックのハッシュ値の最後の4つのバイト値に対するモジュールで、関数

MOD 21関数の結果値によって決められる。MOD 21関数の結果値はそのInput値にかかわらず０以上20

以下の整数の結果値を算出する。その値が次のPrimary BPとなるBPの指数値である。(次期Primary BP

を決めるために選定されるブロックは21番目として固定されるが、以後のバージョンでその選定アルゴ

リズムは変動できる。)

- Primary BPの指数値に1、2、3、4、5、6を足し、ここにMOD 21関数を適用して得られた6つのBPIが

Primary Bの隣のBPとして、各Regionの「Lead BP」と呼ぶ。今回のブロック生成Periodの間、Primary 

BPとともに自分が属しているRegionで合意を主導し、その結果をPrimary BPに知らせるLeaderの役を

つとめる。

- Primary BPは自分が初期生成したBlockを隣のRegionのLead BPに伝え、各RegionのLead BPはその

Blockを 自分が属しているRegionの他の２つのBPに伝えて合意を検証する。この時に利用する合意アル

ゴリズムはPBFT(Practical Byzantine Fault-Tolerance)である。

- 各Lead Bは自分が属しているRegionの合意結果をPrimary BPに伝送する。この時に利用する合意アルゴ

リズムもPBFTである。

- KOK Platformに総合的に適用される合意アルゴリズムはPPBFT(Parallel PBFT)である。
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W3Cおよびデータ標準化

W3C(Worldwide Web Consortium)は1998年、Web上で取り交わすデータとその表現のためのデータ表

現を標準化した。この標準化のために利用したメタ言語がXML(eXtensible Markup Language)である。

しかし、XTMLはエディターや人間がプログラムを行うには文法やタグに非常に難しい属性がある。こ

れを自動化することで容易に利用できるようにしたXMLソリューションがAutoXMLである。

2.1.3. Dapp開発および実行環境(AutoXML)

HTML vs XML

Webはブロックチェーンの応用サービスであるDAppに非常に重要である。Webを通じて人に見せるこ

と、そして情報のinteractionができるためである。Webにデータを表現する方法ではHTMLとXMLの2

つの方法がある。HTMLは人に見せるのに目的があり一方性であるが、XMLは見せるのに加えてデータ

を取り交わせる双方性の特性を持つ。この属性を利用し、DAppをつくるSmart Contractのプログラムが

できる。

スマートコントラクトの製作 (Smart Contract Composition)

ソリディティのような基礎的な言語もプログラミングすることではなく、Drag-and-drop形式により簡

単にスマートコントラクトを製作(Composition)する。



12   |  49

- KOK プラットフォームには人工知能が幅広く導入される。

2.1.4. 分散人工知能

- 一つ目、各DAppはその生態系に合うAIを活用してメディアキュレーションなどを提供する。

- 二つ目、各BPは分散人工知能の機能を活用して隣接のBPと協力し、KOKプラットフォームの剛健さ

や負荷バランシングなどの行力を行う。

- 三つ目、KOKウォレットにはAI機能があり、個人データの金庫機能を行うとともに適切なデータ分析

による経済的利益を生み出す。

過去のインタネットサービスで一つのポータルサービスが形成する様子と類似であると言える。一つの

DAppサービス群ではKOKプラットフォームにBP(ブロック生成ノード)として参加する代表ノード

(Primary Node)があり、その代表ノードを中心にDAppサービスの生態系を形成することとなる。

2.1.5. オープンAPI

KOKプラットフォーム上で作動されるDAppの開発のためにKOK DApp Development Kit(KDDK)が設

けられる。KDDKはKOKプラットフォームにローンチするDAppを開発してテストし、作動に必要とな

る全てのツールや環境を提供する。

2.1.6. KOK DAppの開発キット



KOK 生態系 KOK生態系は大いに３つの部類が参加し、有機的につながり進化する

ように設計されている。

•KOKメインネット：GOS-BP概念として作られた BPを連結して合意ネットワークを形成する。KOKメ

インネットとKOK生態系の基軸仮想通貨がKOKコインになる。
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•KOK DApp: 各DAppはそれを代表する１つのBPがあり、そのBPは該当DAppのSub-生態系、つまり

DApp生態系を管理する。DAppは様々なデジタルコンテンツを提供する統合コンテンツ生態系である。

このDApp生態系はたいていKOK メインネットが提供するKOKコインを利用するが、特殊な場合は自体

DAppコインを設計することができる。この場合、KOKコインとの交換メカニズムは後程述べられる。

•KOK Playウォレット：BPが形成するメインネットとこのメインネットおよびDApp参加者皆の公正な価

値共有のための装置がKOK Playウォレットである。KOK PlayウォレットはDAppともつながり、ウォ

レットを通じてコンテンツを消費しやすくなる。

3.1. KOK DApp 生態系

KOKプラットフォームは多様なコンテンツを提供する統合コンテンツプラットフォームである。KO

ウォレット内でコンテンツが容易に利用できる。KO生態系は大いに「KOKメディアプラットフォー

ム」「KOKゲームプラットフォーム」「KOKショッピングプラットフォーム」など、3つのテーマで構

成される。
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各プラットフォームは既存のサービスの問題点を解決してブロックチェーン技術を生かすことで、より

透明で進歩した形の未来プラットフォームを目指す。

Economic Layerのブロックチェーンを通じてWWBW(World Wide Blockchain Web)を形成していく

KOKプラットフォームは、多くのDAppを作り出して収益を生み出すエコノミー構造(Token Economy)

を設計した。

KOKプラットフォームはユーチューブやフェースブック、ネットフリックス、テンセントビデオなどの

ような既存メディアで発生する問題点を改善してブロックチェーンを結合し、透明な形のブロック

チェーン基盤のメディア映像フラットフォームをつくる。

3.1.1.メディアプラットフォーム

Ⅰ.既存メディアプラットフォームの問題点
既存メディアプラットフォームは「広告料測定」「収益分配」や「個人情報保護」などの問題点を有し

ている。

ユーチューブ(Youtube)では、1日に平均10億時間以上をプラットフォームのユーザーが視聴しているが、

広告主とプラットフォーム経営陣との利害対立が発生しており、コンテンツクリエーター(Contents 

Creators)とプラットフォーム会社との不透明な収益分配問題、フェースブックの情報流出事件などの個

人情報データ盗用やハッキングなど、中央化されたシステムでは解決困難な問題点が最近になって問題

視されている。

他にも、プラットフォームユーザーによる広告視聴強要の問題、クリエーターの収益をつくるために発

生する視聴ビューアビュージング(Abusing)などの問題が浮上しており、これに伴う付加問題が解決でき

なければ、メディアプラットフォームで発生する経済的損失を抑えることができない。
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Ⅱ.ブロックチェーン基盤のメディアプラットフォーム

⑴ 広告主とプラットフォームとの間の問題解決

広告主は希望するターゲット視聴者を有する確実なコンテンツチャンネルのみに広告を効果的に載せる

ことを希望しているが、既存のプラットフォーム内のコンテンツがビューボットと不健全なコンテンツ

に広告が載せられる問題により、広告主は「ターゲット設定」および「広告の効率性」の面で不満を言

いながら広告費を少なく支払う。これにより、コンテンツクリエーターは収益が減少し、中央化したプ

ラットフォームに苦情を申し立てる。

「ビューボット(View bot)」アビュージング除去

一般ユーザーと「ビューボット」とを区分する過程はかなり複雑に思える。KOK生態系ではKOKトー

クンを基盤にユーザーの自由な消費活動が可能となる。KOKトークンの消費する特定条件を設定して

KOKの実質ユーザーを選別する基準を定め、「ビューボット」と区分して実際のユーザーとの区分問題

を簡単に解決する。

本人認証が済んだKOKウォレット内のKOKトークンの「ステーキング」、一定レベル以上のKOK

「トークン消費」、ウォレット内の「ユーザー活動」などの装置をつくり、実際のユーザーと「ビュー

ボット」を区分する。KOK PLAYは、ゲームや音楽サービス、eコマースなど、オンライン内でユー

ザーの消費環境をもとに運営されるプラットフォームだけあって、実際のユーザーと「ビューボット」

を区分しやすい。

ターゲット広告および広告の効率性改善

ブロックチェーン上では評点と評判の操作が不可能である。アビュージングボットがない状態での透明

性を持つ評点は強力な武器となる。広告主はKOKコンテンツプラットフォーム内での評価を利用して質

の高いチャネルと映像を区分し、視聴者が提供するデータに基づいて効率的なターゲット広告が可能と

なる。広告主はKOKトークンを市場で購入し、購入したKOKトークンは再びプラットフォームやユー

ザー、クリエーターに消費されることで、KOKトークンの生態系は好循環の形が完成する。
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チャンネルおよび映像間の競争力

不適切なチャンネルの競争力を制限するため、KOKトークンを活用してチャンネルを評価することとな

る。暗号通貨を活用して評点をつけるのは、生態系の活性化の面でも非常に大きく役立つ。しかし、既

にサービス中である脱中央化DAppの中で、このように暗号通貨を利用する評点システムを導入した事

例を見ると、ユーザーは大きな報酬を得るために相互間の評点を高めるアビュージングを行い、これに

より従来の旨と相当変質するという問題が発生した。

アビュージングボットが一般ユーザーとして認識されるためには、KOKウォレット内でのKOKトーク

ンの「消費」、特定時間のウォレット生態系内での「活動」を行わなければならない。これらの装置は

アビュージングボットの経済的付加価値を効果的に下げ、アビュージングを制限する。

アビュージングユーザーを効果的に遮断したKOKプラットフォームはKOKトークンを利用し、チャン

ネルの登録者および映像評点システムを構築する。

KOKを消費して視聴するユーザーは映像に対する評価が可能となり、着実に適切な評価を行ったユー

ザーは「視聴データ」をプラットフォームに提供することで、評価や登録に消費したKOKトークン以上

の報酬を返してもらう。

チャンネル「登録(Subscribe)」はKOKトークンステーキングを通じて行われ、ステーキングの総量に制

限を設け、多数の登録者を保有しているチャンネルの影響力を高める。チャンネルにステーキングされ

た総量に応じてチャンネルクリエーターに報酬を提供することで、良質のチャンネル量産や選別作業を

効果的に進める。
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POP(Proof of Participation) は参加度証明方式の形態で次のような方法を通じて問題を解決する。

1.   特定N時間の視聴時間

2.   映像内の広告クリック

3.   映像の評点総数

⑵ クリエーターとプラットフォームとの間の問題

現在、代表的な動画プラットフォームで最も問題となっているコンテンツクリエーターが受け取る「収

益の支給過程」は、ブロックチェーンを活用すると、最も解決できる問題の１つである。既存のプラッ

トフォームでは、クリエーターへの映像収益支給までの「支給期間」や広告料に対する「透明な支給」、

収益が支給される「アルゴリズム政策の修正」などの問題により、プラットフォームとクリエーターと

の間にかなり深刻な摩擦が生じる。

KOKメディアプラットフォームのアルゴリズムはコンテンツのあらゆる相互作用を計算し、各ユーザー

のビデオ視聴データをブロックチェーンに保存し、コンテンツ提供者に透明に費用を支給する。これら

の費用の支給は概ね視聴時間に比例して支給され、補助的なコンテンツ評価アルゴリズムでサポートし

て精密に測定され支給される。
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特に、最近のフェースブックの個人情報漏洩事件は世界的に衝撃的な事件であるため、このような身元

データの暗号化は必須の要素とされている。KOKプラットフォームでは、身元データはブロックチェー

ンで暗号化されて保存され、個人の視聴タイプや視聴年齢などの広告主に必要となるデータは同意のも

と収集され、KOKトークンで報酬される。

⑶ ユーザーとプラットフォームとの間の問題

ユーチューブやNETFLIXのようなメディアが生まれ始め、個人のデータも重要な資産となり始めた。最

近、フェースブックやユーチューブの最大の問題点は、このようなデータがユーザーに報酬として戻る

形ではなく、個人のデータが私有化されつつあり、社会的に大きな話題となっている。

Ⅲ. KOKメディア商品

KOKプラットフォームでは、プラットフォームのユーザーが映像をアップロードすることでシェアが可

能となるメディアプラットフォーム以外にも、独自のメディア商品を提供する。該当メディア商品は既

に独自の事業性を有しており、市場に公開された音楽やドラマ、バラエティ番組、映画、公演などを

KOKプラットフォームにアップして世界の人々とシェアする。

世界的に人気を得ているK-POP(Korean Popular Music)を中心にポピュラー音楽を紹介し、ストリーミ

ングやダウンロードできる韓国の代表的な音楽プラットフォームとKOK PLAYプラットフォームに連動

して音楽サービスを提供したい。

K-POPと共に韓流の代表ドラマを供給し、KOK PLAYプラットフォームでサービスを提供し、KOK 

PLAYオリジナルバラエティ番組をはじめ、様々なチャンネルの代表番組を提供する。また、様々な素

材の映画もKOK PLAYプラットフォームで提供する。

K-POPを代表するアーティストの公演および海外アーティストの公演を開催することで、公演チケット

の販売に加えて公演実況中継サービスをKOK PLAYプラットフォームで提供する。
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インフルエンサーシステム

KOKプラットフォームではインプルアンサーの「KOKメディアプラットフォーム」内での活動をサ

ポートする。文化産業とeコマース市場での大きな影響力と潜在力を持つインフルアンサーはKOKプ

ラットフォームで多様なメディアコンテンツに出演し、ユーザーの興味を呼び起こす。インプルアン

サーはユーザーにコンテンツを提供し、ユーザーはKOKトークンを利用してインプルアンサーに関心を

示すことができる。また、広告主はKOKプラットフォームを通じてインフルアンサーに広告を要請する

ことができ、KOKトークンを通じて広告料が執行される。このようなプラットフォーム内の広告契約は

市場においてKOKトークンの価値上昇およびKOKトークンの取引活性化に貢献する。
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各ノード間のトランザクションはトークン化したリワードトークンでブロックを形成してプラット

フォーム内で取引され、KOK プラットフォームはトランザクションを透明に公開することで広告主、

インフルアンサー、顧客間のリワードトークンの動向およびトークンによるデータ分析を可能とする。
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既存のゲーム産業の問題点

3.1.2. KOKゲームプラットフォーム

ゲーム開発会社はゲーム開発費用以外に、マーケティング費用およびグーグルプレイやアイフォンのア

プリストアなどのストアプラットフォームへの手数料などの費用のため、大きな困難を経験している。

中小型のゲーム開発会社はゲーム本来の面白さを提供するために研究するとともに費用を支出すること

も負担となるが、その以外の費用を賄うために投入される費用を負担することが困難である。ゲーム開

発費用以外の支出はゲーム開発の投資費用減少を引き起こし、ゲームの質を悪化させる理由として作用

する。

公正な方式によりゲームを運営していくことは、ゲーム内ユーザーにそのゲームについてより愛着を抱

かせる。これまでゲーマーはゲーム内のアイテムを獲得するために「デジタル資産ガチャ」などのアイ

テムを購入しながらも、確率的な部分に疑いを持っていた。良いアイテムを選ぶために多くの時間とお

金を投資しているが、外部的に透明に公開されることがないため、ゲーマーは不合理さに対する疑問を

常に抱いている。

ゲーム内のアイテムに対する所有権もゲーム供給業者のサービス約款やサービス障害などの理由により

一方的に消滅する。このように、長年ゲームをしてきたゲーマーがゲーム内のアイテムを完全に所有で

きないことは、世界的なゲーム市場において解決しなければならない課題である。このように、既存の

ゲームは費用的な問題やゲーム内の信頼性の問題を抱いている。KOKプラットフォーム内のKOKゲー

ムプランナーは、ブロックチェーン技術を活用し、その問題を解決していく。
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KOKゲームプラットフォームはKOKトークンを活用して容易に決済できるグローバルなゲームプラッ

トフォームである。開発会社は既存のグーグルプレイやアイフォンのアプリストアなどに支払う30%に

近い手数料をプラットフォームに支払うことではなく、より安価な手数料政策を立ててゲーム開発会社

の負担を減らす。また、人工知能(AI)を活用してプラットフォームユーザーのニーズを把握し、適した

ユーザーへのターゲット広告を行う。

また、外部開発者が質の高いゲームを作れるよう、オープンデータをKOKプラットフォームで提供する。

APIマニュアル、直接的なエンジニアリングサポートを提供し、ブロックチェーンをベースとするゲー

ムの開発を支援する。ゲーム内の「デジタル資産ガチャ」の確率はKOKプラットフォームやゲームプレ

イヤー、ゲーム運営会社が無作為な生成に参加し、スマートコントラクト(Smart contract)をもとにデジ

タル資産取引が行われ、ブロックチェーン上で透明に公開される。

パブリックAPI

KOKプラットフォームはスマート契約をパブリックAPIを通じてホスティングする。XML-RPCプロト

コルを利用してKOKウォレット内のトークンとのスマート契約を実現する。スマート契約を通じてアイ

テムの交換が可能となり、ゲーム内でアイテムの交換が発生するとレジストリスマート契約として登録

され、当該アイテムは公開的にすべてのユーザーにブロックチェーン上で公開される。APIはスマート

契約に関するウェブやモバイルを基とし、プロセス管理のために開発された。
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KOKウォレット内のゲームプラットフォーム

KOKブロックチェーンに基づいたゲームは一般的に「KOKウォレット」内でサービスを提供する。

KOKプラットフォームのユーザーウォレットとKOKベースのゲームはAPIを通じてトランザクションの

要請が発生し、取引発生時にKOKトークンはウォレット間を移動する。取引発生時、ユーザーにトラン

ザクションに関する情報が表示され、容易に受諾あるいは拒絶ができ、ブロックチェーンの取引をより

便利にする。

3.1.3. KOKショッピングプラットフォーム

イーサリアムの起案者である「ヴィタリック・ブテリン(Vitalik Buterin)」が述べた通り、ブロック

チェーン技術について勘違いしてはならないのは、ブロックチェーンは有用性(Value)に対して存在を証

明する手段ではなく、より適切的に定義すれば不存在に対する証明である。例えば、ブランド品を取引

し、ブロックチェーンでその取引があったことをブロックチェーンを利用して立証するとしたときに、

取引に対する立証はできるが、取引されたブランド品が実際のブランド品であったかどうかは立証でき

ない。

ブロックチェーンで存在の立証が困難であれば、存在の証明を可能とする信頼できる機関が必要であり、

信頼された機関を通じて存在を立証する装置が必要である。

ブロックチェーンは特定管理者や所有者のいないP2P方式の個人間取引システムを意味する。既存の

P2P形式のダウンロード方式と同様に、ブロックチェーン技術は自分の取引についての証明内容がグ

ローバルに分散されているコンピュータに保存され、当該取引の内容を立証する。

前述の通り、このようなブロックチェーンは不存在に対する立証はできるが、存在に対する立証は困難

であるため、「信頼された機関」または「信頼された人」との取引を必要とする。このような信頼され

る機関または人は分散された帳簿に保存されるよりは、政府の保証や別途の監督機関または保証機関を

必要とする。

KOKプラットフォームではKOK財団と別途の監督機関(あるいは保証機関)とともに取り引きされた財貨

または商品に対する保証を行い、特定の財貨やサービスにおいて個人間の取引(P2P)、個人と企業との

取引(B2C)をサポートする。
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Ⅰ.個人と個人との取引(P2P)

個人と個人との間の財貨や商品の取引は、買い手と売り手の詐欺を防止するのが最も優先すべき問題で

ある。この部分はマルチシグネチャエスクロー(Multisignature Escrow)の形で解決する。購入者は

「KOKトークン」、またはその他の暗号通貨(例えば、「USDT」)を取引の前にエスクロー口座に入れ

る。この口座に入れてある暗号通貨は3人のうち2人の同意により引き出しが可能になる。 取引は一般的

に購入者と販売者2人の同意により行われるが、特定時間が経過してから購入者の特別な異議申し立て

がない場合も引き出しが可能になる。

しかし、販売者と購入者との間の紛争が発生する場合には、第三者が介入して紛争を処理する。販売者

と購入者はコミュニティ内での評判と評点に基づき、「紛争調整者」を合意して選別した後、取引仲裁

者としての参加を提案する。このようなシステムは中間介入者を介しない脱中央化ネットワークを構築

するためである。
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• 「紛争調整者」

KOKプラットフォーム内では誰でも「紛争調整者」になれる。「紛争調整者」はコミュニティ内で活動

をしながら選抜の機会を得ることができ、紛争処理以降の処理手数料によって評点が上がり、紛争で敗

北した購入者または販売者はKOKプラットフォームに紛争調整を再度要請し、取引の中止を要請するこ

とができる。KOKプラットフォームで紛争に異議を申し立てた場合には、追加手数料を負担してプラッ

トフォームに追加判決を要請することができる。KOKプラットフォームはコミュニティ内の「陪審員

団」をランダムに選出して内部的に解決したりし、該当国家内で法律的な問題がある場合にはその国の

法律により当該取引を中止させる。また、「国際法」上の問題がある場合には国際法により当該取引を

中止させる。

• 「陪審員団」

陪審員団の公正な選別過程をつくるために、KOK内部伝送によって生成されたランダムのハッシュ値を

変換し、コミュニティ内で活動している「紛争調整者」で評点が高い100人のうち、ランダムに選別し

て陪審員団を構成する。ランダムのハッシュ値を変換する過程は改ざんを防止するために、無作為値の

結果を完全に透明で検証可能とし、公正な結果の導出過程を示して利害当事者間の信頼を形成する。調

整は過半数の意見により解決され、過半数の同意がない場合には陪審員団の選別および紛争調整の過程

を繰り返し、過半数の同意を得るまで当該作業を繰り返す。

• 「紛争調整者および陪審員団の報酬」

紛争調整者および陪審員団は紛争を解決したときに、販売額の特定比率に対して報酬を受けることとな

る。報酬はKOKトークンで行われ、「KOKショッピング」プラットフォームのコミュニティ内での評

点を増加させる。測定された評点は今後追加的な紛争が発生した時に、紛争調整者として選別される確

率を高め、累積紛争調整収益を大きく増やしていくことができる。
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Ⅱ.個人と企業との間の取引(B2C)

個人と企業との間の取引(B2C)の場合には、検証された多数のパートナー(ブランド)の財貨およびサー

ビスがKOKウォレット内で提供される。KOKウォレット内の財貨およびサービスはKOKプラット

フォーム生態系の中で、世界の人々にアピールできる機会の窓となり、KOKで提供する韓流コンテンツ

および商品はKOKプラットフォームに莫大なマーケティング効果をもたらす。

KOKプラットフォームの生態系拡張およびサービス向上のために、KOK内の代表ノードはKOKショッ

ピングプラットフォームに財貨およびサービスを提供できるブランドを多数決で選抜する。検証できて

いるブランドは販売した財貨に対する品質保証を約束し、当該取引を証明するトランザクション(TX)を

取引相手のウォレットに残し、当該ハッシュ値を基とし取引されたことを記録する。取引に対する証明

を持つ購入者は当該トランザクションを基とし、品質に対する保証を要請することができ、トランザク

ションのない第三者の品質保証要請に対しては品質を保証しない。

-消費者のビックデータ保存および活用

消費者がデータ提供により設定した個人情報や消費者の検索データ、消費者の消費パターンに関連する

データは統合され、KOKプラットフォーム内のユーザービッグデータサーバにアップロードされる。

ビッグデータサーバにアップロードされたユーザーの消費データは累積し、生態系にユーザーのビッグ

データ形成の基盤となり、オンラインショッピング活動のパターンを分析して理解する上で貴重な情報

となる。

消費者がKOKプラットフォーム生態系に情報を提供することは、KOKプラットフォームの価値形成に

寄与する行為であるため、消費者はKOKプラットフォーム内で一定の報酬を受けることとなる。消費者

はショッピングモールや特定ブランドに一方的にデータを提供することではなく、逆に提供したデータ

を基にカスタマイズされたデータの提供を受けられる。
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-消費者(ユーザー)への報酬

オンラインショッピングで消費者のデータは多様な方式で活用される。消費者はデータをKOKショッピ

ングモールやブランドに提供することで、KOKトークンの報酬を受けられる。さらに、広告が受信する

と、報酬としてKOKトークンを受けられる。

KOKショッピングモール内のブランドはKOKトークンを市場で買い取り、KOKプラットフォームと消

費者に支給することで、ターゲット顧客に対するデータを受け取ることができる。こうした情報を基に

KOKトークンをプラットフォームに支給し、ターゲット広告を効果的に進める。

KOKショッピングモールはデータを収集しながらKOKトークンを報酬し、データをKOKショッピング

モール内のブランドに提供する。また、ターゲット広告を実行しながらKOKトークンで決済するようと

し、KOKトークンの価値上昇に寄与する。
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OKメインネットが追求する「DPOSS(Delegated Proof of Stake & Service)」は既存のPOS方式および

DPOSの問題点を解決する。単純POS 方式は個人への収益率が低く、POSベースのマスターノード方式の

マイニング形態では、個人がノードを形成するために多数のトークンを保有しなければならないという短

所がある。また、単純なDPOSは現在、「談合」というガバナンス上の問題点を抱いている。談合して

ノードをつくる少数の利益団体に対し、ほとんどの利益が割り当てられるガバナンス上の問題として批判

されている。

3.2. KOK マイニング方式

「DPOSS」においてBPは、良質のサービスを提供するDAppの中から選ばれる。 BPの選定は既存の投票

方式に加え、DAppのサービス活性化の度合いにより決定されるが、下記のような測定方式を用いる。

1. 投票

2. DApp利用率

3. DApp売上
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KOKブロックチェーンは既存のマスターノード方式の問題点を解決する。KOKトークンホルダーが選定

したBPはマスターノードの役割を果たすこととなり、投票進行時に用いられたトークンを自分のウォレッ

トに持っておらず、トークンは投票したマスターノードのBPが委任される。マスターノードは持ち分によ

り時間の経過とともにブロック報酬を受けることとなり、投票者に投票した票の割合に比例して配分する。

これだけでなく、KOKプラットフォームは追加報酬を提供する。KOKプラットフォームはマスターノー

ドにトークンを委任したトークンホルダーに追加報酬を提供する。KOKプラットフォーム内で発生した収

益の一部がKOKプラットフォームに還元され、還元された金額は売上に比例して測定され、トークンを委

任したユーザーに報酬する。KOKトークンホルダーはKOKプラットフォームを利用しながら様々な方式

により、KOKトークンのマイニングを行う。

BP(ブロックプロデューサー)の選定はKOKトークン保有者の「投票」および「DApp利用率」「DApp売

上」により順位が決まる。選定されたBPはブロック生成に対する報酬を受けることができ、サービスの人

気により追加的な利益が発生する方式であるため、DAppはKOKユーザーの投票を得るために努力する。

投票だけでなく、サービスの利用率を測定する方式により、DPOSの問題点である談合の問題を効果的に

解決していく。
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3.3. KOKウォレット

KOKウォレットでは基本的なゲーム、メディア、ショッピングなどの主要コンテンツ以外にも、KOK生

態系の発展および安定化に向けた追加機能を提供する。

1.   ステーキングおよび投票機能

2.   KOKリース機能(P2P)

3.   KOK投資機能(P2P)

KOKウォレットはKOKステーキング機能を提供する。自分の選択したBPにトークンがステーキングされ

る仕組みであり、KOKトークンをステーキングする場合に発生するブロック生成による収益のほかにも、

BPが提供するDAppで発生した売上に対しても一部に対する配当を受ける。

また、KOKウォルレットはKOKトークンの肯定的な価値を生み出すために、KOKトークンをP2P貸与方

式で貸与できるようにする。「KOKリース機能」および「KOK投資機能」を提供することで、投資家は

KOKトークンを安定的に保有し消費できるようになる。
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KOKトークンのリースはKOK価格が上昇する時点で高値で売り渡し、借りた時点のステーブル資産「テ

ザー(USDT)」分の金額を返す方式で取引が可能となる。 一方、KOK価格が下落する場合は安価な価格で

売り渡すこととなり、借りた時点の資産分を貸し手に返さなければならない。

一方、「KOK投資機能」を利用する場合には、投資額に該当する費用を得ることができる。この場合、

KOKトークンが下落すれば、最初の投資時点のUSDT分を返してもらうため、下落分の利益が追加的に発

生する。逆にKOKトークンが上昇すれば、KOKトークンの価格上昇分については収益を得ることができ

ない。

KOKトークンが上昇する場合には、「KOKリース機能」を活用して高値で売り渡し、収益を出すことが

できる。逆に「KOK投資機能」を活用したとき、KOKトークンの価格が上昇する場合には収益分の収益

が発生するが、価格上昇分については収益を得ることができない。一方、元金に対して利子を受け取る構

造であるため、安定的な投資が可能となる。

初期KOKトークンの流通量はステーキングを通したり「KOK投資機能」を利用したりすることで得られ

る収益により、ゆっくり流通する仕組みである。「KOKリース機能」を利用する場合にはKOKトークン

で費用を支払わなければならないため、初期は「KOKリース機能」の利用には制限がある。

• 保安

顔や指紋など、生体認証ベースのKYCによりアカウントのログインができ、プライベートのキーを管理

せずに、手軽に用いられるKOKウォレットサービスを提供する。

• P2P Transactions

初期のKOKウォレットの間ではP2P直接取引をサポートしない。KOKメインネッおよびKOK専用の

ウォレットが発売され、KOKトークンがKOKコインに交換(スワップ)されるMilestone 4(2020年9月)の

時点から可能となる。

• KOKウォレットとDAppの連動

KOKウォレットはKOK DAppの中でアプリ内購入の形としても活用できる。さらに、KOK DAppの

ターミナルノードの形としても活用できる。携帯電話の認証による実名認証レベルのKYC実現および

AMLをサポートし、DAppの開発を支援する。
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KOKトークンは生態系内で多様な方式より価値が決められ、いくつかの中核要素をベースとする。

3.4. KOKトークンの価値決定

KOKプラットフォームが直接提供するプラットフォーム内の各コンテンツ(ゲーム・音楽・映像など)から

発生した売上(広告の収益やストリーミングサービスの収益など)はKOKトークンで広告主やプラット

フォームサービス消費者(ユーザー)から受け取ることとなる。広告主や消費者は市場でKOKトークンを購

入しなければならず、これは価値上昇に影響を与える。プラットフォーム収益の一部は再びトークンホル

ダーに報酬される。

⑴ プラットフォーム売上

広告主やDAppサービスの消費者は市場でトークンを買い取り、消費することとなる。これはまたトーク

ンホルダーに報酬として還元されるが、依然として価値上昇に影響を及ぼす。

⑵ DApp売上

KOKプラットフォームはDAppサービスを既存ユーザーに提供する対価であり、DApp内の売上の一部は

KOKプラットフォームに還元される。ここから発生する売上の一部はトークンホルダーに報酬される。

⑶プラットフォーム提供による収益

一般的な暗号通貨は脱中央化をベースとした価値保存の手段として利用されるる。 これでも、ほとんどの

コインは市場で最低限の基本的な価値を形成している。さらに、多くの投資家がKOKトークンに関心を持

ちながら投資すれば、相対的に安定的な価値保存の手段として作用し、これは価値上昇に影響を与える。

⑷ KOK投資家の増加
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既存ゲームの問題点

3.4.1. KOKの価値決定メカニズム

KOKトークンの価値を決定する要因は、数値的に測定できる部分と測定できない部分に分けられる。

「プラットフォームの売上収益」およびプラットフォームをDAppに提供して得られる「プラットフォー

ムの提供収益」は、数値化が可能である。ここで発生する売上総額(売上+提供収益)のうち、トークンホ

ルダーへの報酬を50%以下に調節し、残りの50%以上の収益についてはKOKトークンの市場価値上昇に

寄与することで、KOKトークンの価値に肯定的な影響を及ぼすようにする。

このほか、KOKトークンの価値を決定する「KOKトークン投資家の増加」または「プラットフォーム

サービスの利用料金」など、数値的に計算困難である部分も市場価格に影響を与え、KOKトークンの価

値上昇に寄与するよう設計されている。
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KOKプラットフォームにおいて「ステーキング」および「KOK投資機能」を利用する場合には、報酬収

益および貸与収益がそれぞれ発生することとなる。「ステーキング」および「KOK投資機能」を利用する

とき、トークンはウォレット内で存在し、外部には流通せず、これはKOKトークンの売り渡しを著しく減

らす装置として作用する。

KOKプラットフォームを利用するユーザーが増加し続ける場合、売上も比例して増加することとなる。一

般的な投資家は「リスク回避者(Risk Averter)」であるため、ウォレット内で安定した「報酬収益」および

「貸与収益」を得るために努力する。市場で「プラットフォームマイニング収益(報酬収益+貸与収益)」

以上にトークン価格が上昇しない場合には、KOKトークンの市場内売り渡しは限定的である。

「プラットフォームマイニング収益」よりKOKの市場価格の上昇率が低い場合は、投資者たちは市場で形

成された価格でKOKトークンを評価し、市場内ではKOKトークンの取引が活性化になる。逆に市場価格

の上昇率が「プラットフォームマイニング収益」より低い場合は、市場でKOKトークンを買い取りウォレ

ットに移動させ、ステーキングや投資機能を活用した方がより効率的である。こうした場合、 KOKトーク

ンの流通量は減少し、市場内での売却が減る要因になる。KOKはこのようなメカニズムを通じ、トークン

の安定的な市場価値形成を完成していく。



KOK生態系は既に存在するデジタルコンテンツのビジネスモデルをDAppの形に改善し、ブロック

チェーンの上に移転する形態を保有している。
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4.1. ロードマップ

KOKプラットフォームの進化
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KOKのライフタイム(Life Time)での総発行量は300億個であり、初期5年間発行スケジュールによって総

量の30%に当たる90億個を採掘する。

4.2. トークン発行

メインネットのローンチング以前のトークン配分はKOKプラットフォームとKOKプラットフォームに搭

載されたDAppの合意のもとにKOKプラットフォームのユーザーに配分される。初期KOKプラットフォー

ムを利用するユーザーのデータ情報提供による報酬や、初期KOKプラットフォームおよびDAppサービス

にステーキングをする方式で、KOKトークンは分配される。

メインネットのローンチング以後、BPはブロック生成による報酬を受け、BP投票およびステーキングを

実行したトークンホルダーはBPの政策により報酬を受けることとなる。

総発行量を300億個に設定したのは、メインネッ以降にBPに対する報酬を維持するためである。実際の流

通量は初期5年間90億個発行されて以来、次第にトークンを焼却して総流通量を減らしていく。

前に述べた通り、KOKプラットフォームの売上の一部はプラットフォームのユーザーにステーキング報酬

として戻され、一部はKOKトークンの価値を高める目的として使用されたり焼却されたりする。KOKプ

ラットフォームは持続的に売上として発生したKOKトークンの一部を焼却し、KOKトークンの価値を高

めるのに貢献する。 一方、ブロック報酬として毎年、安定的な量のKOKトークンをBPに提供しなければ

ならない。

KOKプラットフォームとBPは合意の下、ブロック生成に対する報酬を定める。当該年度のブロック報酬

は、前年度の焼却されたトークンの量を超えてはいけない。 また、ユーザーのステーキングの度合いも把

握するが、前年度の平均ステーキング数量が多ければ多いほど、当該年度のブロック報酬の量を前年度の

焼却されたトークンの量に近くなるように定めることができる。

KOKの生態系の総合と見られる「KOKプラットフォーム」およびKOKプラットフォーム内部の「メディ

アフラットフォーム」「ゲームプラットフォーム」「ショッピングプラットフォーム」を構成する初期

KOKの生態系の発展に貢献したDAppには、90億個のKOKトークンを5年間順に配分する。

配分されたトークンは、当該DApp を利用するユーザーとステーキングトークンに比例して再分配される。

DAppのポリシーにより異なる報酬構造で異なる期間配分される。
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4.2.1. KOKトークンのKOKコインへのスワップ

初期にERC20の形で発行されたKOKトークンは、KOKプラットフォームのメインネットおよびKOK生

態系の基軸コインが準備できたとき(Milestone 5)、当該起点まで発行された量でKOKコインに1:1ス

ワップする。
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ファン・ドンソプCEOは現在、(株)ザ・グルーブカンパニーの総括代表であ

り、(株)ザ・グルーブエンターテインメントの創業者、(株)コムピクチャー

ズの共同代表取締役、(社)韓国芸能制作者協会の理事を務めている。

CEO

ファン・ドンソプ

5.1. 経営層

受賞履歴には2016年韓国コンテンツ振興院長賞の大衆文化芸術文化産業発展部門の功労牌、2014年韓国コ

ンテンツ大賞の海外進出有功褒賞文化交流貢献部門の文化・体育観光部長官表彰、2014年韓国芸能製作者

協会の大衆文化産業発展貢献部門の功労牌、第21回大韓民国文化芸術大賞のドラマOST製作者像などがあ

る。最終学歴は延世(ヨンセ)大学言論広報大学院で広告広報の修士号を取得した。

韓国の芸能制作者としてレコード、ドラマ、映画、バラエティ番組まで様々

なコンテンツを制作しており、フリースタイル、MCハンセ、ビッグママソウ

ル、ウォンテッドのキム・ジェソク、パク・ヘギョン、ハンビョルなどの歌

手のアルバムを制作、MBC「最高の愛」、MBC「ロードナンバーワン」、

KBS「ワンさんの家族」、JTBC「パダムパダム」、SBS「リメンバー」、

KBS「グッドクター」などのドラマOSTを制作、MBN「ときめき注意報」の

共同制作、映画「トクグ」「真犯人」「第8日の夜」などの制作に参加した。

KOK PLAYを開発して運営する主体は、KOK Foundationである。 ( https://kok-play.io/ )

KOKプラットフォームチーム
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チェ・ヨンギュCTOはICObenchの評価委員(Expert)であり、Crypto Valley 

Lab, Incの創業者およびCEOであり、延世(ヨンセ)大学工科大学の兼任教授

である。

CTO チェ・ヨンギュ

4世代暗号通過とDAppのプラットフォームであるカラープラットフォームのCo-Founder/CTO/技術総括

代表を歴任した。米国ノースカロライナ州立大学でソフトウェア工学科システムソフトウェアを専攻し、

BMC SoftwareのサンホセLab、サムソン電子の技術総括SW研究所、NVIDA韓国研究所、SKハイニックス

の米国先行研究所、3Ksoftware USA、成均館(ソンギュングァン)大学ソフトウェア大学などで勤務し、理

論と実務、そして技術経営の力量を見せてきた。特に、ブロックチェーン分野では、概念設計や

Architecture設計、RevisedおよびReverse ICO、オンチェーン-オフチェーンの統合についての専門家とし

て活動してきた。

リナックスなどのオープンソースソフト生態系の拡散のためにも活発に活動している。韓国ブロック

チェーン産業振興協会(KBIPA)の創立時取締役を歴任した。チェ・ヨンギュCTOはCrypto-Financeおよび

Cybersecurity専門会社である3KFinanceのCSOも兼ねている。1980年、ソウル大学原子核工学科を卒業し

た。(https://www.linkedin.com/in/young-choe-8033684/ )

様々なグローバルブロックチェーン課題の諮問役を務めてきたが、その代表

例としてはQ DAO、EdenChain、GBC Korea(UCX)、EOS Chrome(Ledgis)、

EDCブロックチェーン、ACCBYチェーン、ID&D(EDコイン)、Bolttプロト

コルなどがある。ブロックチェーン分野の時事月刊誌「ブロックチェーン・

トゥデイ」の編集委員としても活動している。

5.1. 経営層

KOK PLAYを開発して運営する主体は、KOK Foundationである。 ( https://kok-play.io/ )

KOKプラットフォームチーム
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カン・ジウォンCOOは(株)ネクソンコリアの子会社である(株)スーパーア

シッドの代表取締役で共同創業者であり、(株)ザ・グルーブカンパニーの

COOを務めている。

COO

カン・ジウォン

韓国コンテンツ振興院の外部執筆委員として2013年から2014年にかけてコンテンツ白書の製作に参加した。

翰林(ハンリム)大学大学院の兼任教授を歴任し、最終学歴は漢陽(ハンヤン)大学大学院国際観光大学院エ

ンターテインメントコンテンツ学科の修士である。(https://www.linkedin.com/in/g1-kang-6b134567/)

モバイルゲーム開発者として多様なジャンルのゲームを開発しており、代表

作としてはネイバーウェブトゥーン「三国戦闘紀」を素材とした「三国戦闘

紀」モバイルを開発し、(株)スマイルゲート、中国チュコンとパブリッシン

グ契約を締結した。

現在は(株)ネクソンコリアから計700万ドルの投資を受けたモバイルアクショ

ンRPG「マキア：カルマサガ」を開発し、世界130ヵ国以上でサービスを提

供している。

5.1. 経営層

KOK PLAYを開発して運営する主体は、KOK Foundationである。 ( https://kok-play.io/ )

KOKプラットフォームチーム
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パク・ソンジュンCSOはKOK財団でプラットフォーム設計および戦略を担当

している。(株)ネクソンで世界1位のゲームであるダンジョンアンドファイ

ターとサイポジュのサービスに参加し、(株)ハイパーコネクトで世界的に2億

のユーザーを持つアザールサービスの有料化モデルおよびゲームサービスを

担当した。

CSO

パク・ソンジュン

特に、ゲーム開発スタジオであるNetker incの代表であり創立者として、オ

ンラインゲームのVersus、モバイルゲームのメビウスを開発し、スマイル

ゲートなどの会社から300万ドル以上の投資を誘致したことがある。2010年、

ソウル大学経営学科を卒業した。

5.1. 経営層

KOK PLAYを開発して運営する主体は、KOK Foundationである。 ( https://kok-play.io/ )

KOKプラットフォームチーム
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インダストリー4.0 & クリエイティングニューモメンタムソウル2019

KOK財団は9月30日、ソウル龍山区ドラゴンシティホテルで「インダストリー4.0&クリエイティング

ニューモメンタムソウル2019'を開き、第4次産業革命期に従来型産業と融合して再誕生した有望分野の

企業事例を紹介し、KOKプラットフォーム戦略とビジョンを宣した。

1部イベントでは、与野党議員と各主要産業分野の代表の未来産業に対する考え方と方向性を共有する時

間を持ち、2部では第4次産業革命の革新技術力を基盤として作られたKOKプラットフォームが集中的に

紹介された。

ブロックチェーン産業とKOKのビジョン

ノ・ウンレ

国会科学技術情報通信放送委員長

ノ・ウンレ科学技術情報通信放送委員長(共に民主

党)は「第4次産業革命とコンテンツ産業が一緒に

交流する社会全般的な変化と革新が世界的に起き

ている」と前提した後、「韓国が5G(第5世代移動

通信)を先導するIT強国として認められているだけ

に、5Gの先端技術やKポップ、Kドラマ、Kビュー

ティーなど、韓国コンテンツ産業を連携して発展

させなければならない」と強調した。そして「国

会レベルでブロックチェーンに関連する未来産業

の育成のために力を入れる」と付け加えた。

キム・ソンドン

自由韓国党議員

キム・ソンドン国会第4次産業革命フォーラム委

員(自由韓国党)は「(今は)融合と複合の時代で

あるだけに、IT、文化コンテンツ、金融を総括

するKOK財団の新しい試みを高く評価する」と

いい、「人工知能が人間を超える日があまり

残っていないだけに、新しい時代に迅速に対応

していかなければならない」と力説した。キム

議員は「未来に向けた開かれた心を持って、政

府がブロックチェーンの基盤技術に対する規制

よりは振興と育成ができるように努力する」と

付け加えた。
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キム・ヒョンジュ

韓国ブロックチェーン産業振興協会理事長

韓国ブロックチェーン産業振興協会の

キム・ヒョンジュ理事長は「時代的テーマであ

る第4次産業革命と新しいモメンタム創出を持っ

て話す意味深い席に参加できてうれしい」とい

い、「第4次産業革命にはデータ主権、直接民主

主義の問題などの新しい議題が伴うため、我々

はそれを解決しなければならない」と主張した。

キム・ヨンジン

韓国芸能製作者協会会長

韓国芸能制作者協会のキム・ヨンジン会長は

「アジアを越えて韓流を世界的につくることが

できる一つの役割を果たせるのが今回のKOKプ

ラットフォーム」といい、「韓流コンテンツだ

けでなく、世界的なコンテンツ制作産業で活躍

できるようにサポートしたい」と述べた。

また「ブロックチェーン・AI・ビッグデータ技

術の発展とともに、関連の法制度の見直しを優

先して、国民的な認識も変わらなければならな

い」と強調した。そして「文化コンテンツを活

用してKOKが国民の認識を変えられるような新

しい試みをしていることは、非常に時代的に適

切だ」と評価した。

インダストリー4.0 & クリエイティングニューモメンタムソウル2019

ブロックチェーン産業とKOKのビジョン



44   |  49

パク・ジュンヒョン

東大門ファッション観光特区協議会会長

東大門ファッション観光特区協議会のパク・

ジュンヒョン会長は「流通がKOKプラット

フォームとつながって新しい変化を模索すると

いうことは、現代社会において非常に重要な変

化だと言える」といい、「以前とは違って東大

門に直接顧客が訪れて商品を購入するのではな

く、東大門商人はそのままいるが、流通ハブと

して役割を果たしており、KOKプラットフォー

ムが東大門を利用する国内外の消費者とのつな

がりをさらに円滑にするのに役立つと期待して

いる」と明らかにした。

オム・ヒョンサン

ソウル大学コンピュータ工学部教授

オム・ヒョンサンソウル大学教授(コンピュータ工

学部)は「過去の産業革命とは違って、第4次産業

革命は精神労働に代えている」といい、「ブロッ

クチェーンに対する需要も大幅に増加している」

と提示した。

さらに、オム教授は「エンタテイメント・ビジネ

スを基盤としてコンテンツを提供するKOKプラッ

トフォームで融合コンテンツをつくるのはかなり

重要である」といい、将来のエンタテイメント産

業の拡張を目指す方策を示した。

インダストリー4.0 & クリエイティングニューモメンタムソウル2019

ブロックチェーン産業とKOKのビジョン
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シム・チョルク

タブミュージック代表

タブミュージック(TOWB Music)のシム・チョ

ルク代表は「デジタル音源マーケットは、毎年

速いスピードで成長している」といい、従来の

音源サービスとは差別化されたサービスを提供

することで、KOKプラットフォーム内の音楽関

連のコンテンツを提供するディーアプ(Dapp)と

しての役割を約束した。

ファン・ドンソプ

KOK財団代表

続く2部では、KOKプラットフォームについて、

本格的なショーケースが行われた。KOK財団の

代表であり、ザ・グルーブエンターテイメント

を率いているファン・ドンソプ代表は、「昔か

ら中国や世界的に韓国ドラマのOSTや数多くの

音源を制作、プロデュースしてきており、ドラ

マ制作や多様なコンテンツをつくって成功した

事例をもとに、今回のKOKプラットフォームを

公開することになった」と明らかにした。

タブミュージックを活用すれば、世界中どこで

もブラインドミュージックコンペティション基

盤の自動シェアアルゴリズムにより、手軽に自

分の音源を公開することができる。

さらに「KOKプラットフォームが一つのコンテ

ンツフラットフォームとしてゲーム、音楽、ド

ラマ、映画、インフルエンサー、eコマースまで

一度に手軽に世界の人々が利用できるプラット

フォームを構成する」と明らかにした。

インダストリー4.0 & クリエイティングニューモメンタムソウル2019

ブロックチェーン産業とKOKのビジョン
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パク・ソンジュン

KOK財団CSO

KOKのパク・ソンジュン最高保安責任者(CSO)

は「私たちが毎日利用しているネイバー、ユー

チューブ、バイドゥ、ネットフリックスのよう

なプラットフォームがあるが、当該プラット

フォームが提供する限られたプラットフォーム

を通じてのみ限られたコンテンツに接してき

た」といい、「KOKプラットフォームは限られ

たコンテンツだけを共有する既存のプラット

フォームとは異なり、コンテンツを共有するだ

けでなく、ブロックチェーンによって 正当な収

益を受けられるようにすることで、より広くて

公正な脱中央化コンテンツプラットフォームと

して、多くのユーザーとクリエーターが使用で

きるようにする」と強調した。

チェ・ヨンギュ

KOK財団最高技術責任者(CTO)

KOKのチェ・ヨンギュ最高技術責任者(CTO)は、

従来のブロックチェーンの問題点を指摘し、よ

り良いブロックチェーン技術がKOKプラット

フォームに搭載されることを強調した。

チェCTOは「(KOKプラットフォームには)数多

くのディーアプ(Dapp)が動ける環境をつくる」

といい、「イーサリアムの起案者であるヴィタ

リック・ブテリンが述べたように、ブロック

チェーンは脱中央化を追求しながらセキュリ

ティ側面と拡張性、この3つの問題を全て解決す

ることは容易ではない」と言及した。

インダストリー4.0 & クリエイティングニューモメンタムソウル2019

ブロックチェーン産業とKOKのビジョン
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そして「第4世代ブロックチェーンを追求するKOKプラットフォームは、従来の1、2、3世代ブロック

チェーンの長所を持ってプロトコル化し、データ標準を完全に自動化したAutoXML技術を活用して開発

していく」といい、「ディーアプを構成するスマートコントラクトのプログラミングを行うのではなく、

ドラッグアンドドロップ方式で多くの開発者とユーザーが容易かつ便利にKOKプラットフォーム内で

Dappを開発して利用できるようにする"と述べた。

カン・ジウォン

スーパーアシッド代表

KOK内ゲーム事業部を総括しているスーパーアシッ

ドのカン・ジウォン代表は、既に海外130カ国で

サービス中であるマギーアというゲームがKOKプ

ラットフォームに搭載されると宣言した。

また、チェCTOはブロック生成ノードについて「従来の第3世代ブロックチェーンのように、トークン

をたくさん持っているブロックプロデューサーがステーキングを通じてノードを選抜する形ではなく、

Dapp代表者がノードとして代表の役割する」といい、「代表者は分散帳簿上の合意を形成してDappで

発生する多くのデータを最も速いスピードで安定的に処理可能にすることになる」と付け加えた。

チェCTOは「Dapp(KOKショッピングモール、コンテンツメディア、ゲームなど)の取引内訳を世界の

どこでも見られるP2Pブラウザを作って取引の透明性を高めて、究極的にKOKプラットフォームを

WWW(ワールドワイドウェブ)を越えてWWBW(ワールドワイドブロックチェーンウェブ)を作ってい

く」と明らかにした。

独自のゲームを提供することだけでなく、外部の

開発者が良いゲームを作れるようにオープンデー

タをKOKプラットフォームで提供し、KOKが保

有しているAIシステムを利用してニーズを把握し、

適した消費者を見つけてゲームを供給できるよう

にするという構想も明らかにした。



48   |  49

ユーザーはKOKプラットフォーム内の暗号通過であるKOKトークンを利用して手軽に決済可能となり、ま

た開発会社は、既存のグーグルのアプリストアなどに支払う30%に近い手数料を提供することではなく、

はるかに少ないプラットフォーム手数料だけを払ってユーザーに会えると明らかにした。

今回のイベントは急速に変化する時代に合わせて、第4次産業革命に対する認識の転換およびブロック

チェーン技術が活用されるべき正しい方向について議論する場となった。

KOKプラットフォームは、単に市場で取引される暗号通過ではなく、グローバルコンテンツプラット

フォームを企画して作り出していく中で、ブロックチェーンの持つ長所である「透明な富の分配」と「交

換の利便性」を活かし、文化芸術コンテンツ、ゲーム、金融など、様々な方面からグローバルなサービス

へと成長していくというビジョンも共有する場となった。

これまでの数多くのブロックチェーンプロジェクトが失敗した原因として、専門家は「暗号通過の活用性

の不在」を最大原因として挙げている。実際のビジネスモデルをベースとした融合した一つのプラット

フォームである「KOKプラットフォーム」は、文化コンテンツ、ゲーム、金融をブロックチェーンに組み

合わせて暗号通過を実際活用し、世界の人々が便利に消費してアクセスできるプラットフォームとしての

役割が可能であるという期待を持たせるのに十分な舞台となった。
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KOKコインは証券または株式の法的性格を有しない。したがってKOKコインは配当および利益に対する

いかなる権利も与えない。KOKコインは販売が済んだ場合、払い戻しが不可能となる。KOKコインは株

式の性格を有しないため、KOKコインの保有がKOK財団会議に出席できる権利を保障するのではない。

KOKコインはブロックチェーンのプラットフォーム外部での特定の権利や価値を保障しない。したがっ

て、投機や投資の目標としてKOKコインを使用することはできない。本白書は法的拘束力がなく、いか

なる契約関係を構成しない。

本白書の内容の正確な情報提供に努めるが、掲示されている情報は変更されることもあり、その正確性

および完全性に対していかなる責任も負わない。投資家は直接関連情報および規制に関して精査を進行

した後、プロジェクト投資を決定し、管轄国家の関連法律について投資家本人が熟知していなければな

らない。

KOKコインの取得と保存は様々なリスクを含めることがある。このリスクには、KOK財団がブロック

チェーンをローンチングし、その技術の向上ができない場合や上記のサービスの提供ができない場合も

含まれる。したがって、KOKコインを取得する前に、全てのユーザーおよび投資者は、KOKコインの取

得に伴うリスク、価格やベネフィットなどについて注意深く考えてほしい。必要であれば、関連の専門

家の意見を求めることを頼む。このようなリスクと約款に明示されている別途のリスクについての理解

や受容ができない購入者は、KOKコインを購入しないことを勧める。

KOK財団(または会社)により作成された白書は、KOKコイン(またはトークン)の潜在購入者に提案され

たコインのローンチングに関する情報の伝達を目的とする。白書の情報は完全ではない可能性があり、

契約関係のいかなる要素も暗示しない。この白書の目的は、合理的な情報を潜在保有者に提供すること

である。本白書のいかなる内容も提案書や投資権有の形を帯びず、特定管轄圏内の証券を買うための提

案、あるいはこれに関するいかなる形の請託も含まない。また、本白書のいかなる内容も広告または

マーケティング刊行物を構成せず、管轄圏内に属する有価証券を提供したり買入したりすることとは何

の関係もない。

本白書はKOKプロジェクト(技術ソリューション)についての説明のみを目的としており、いかなる意見

や約束も含まず、本プロジェクトの実現可能性や妥当性および競争力の面で、我々の最終目標が貴下の

期待を満たすとは保証しない。KOKコイン購入者は、本白書及び法的告知について十分に理解し、購入

者の居住地の法規、特にマネーロンダリング、テロ防止などの関連法律を遵守することを約束し、暗号

通過およびブロックチェーン技術についての十分な経験と理解をしていることに同意しなければならな

い。本白書は韓国語および他の言語で配布され、解析上の衝突が発生した場合には韓国語版を優先する。

法的告知


