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注意喚起  

後述のInitial Coin Offering (ICO)への参加意思が定かではない場合は、法律、税、および金融分野の専門家

にご相談ください。 

 

 
 
 

1. 要旨  
 

グローバリゼーションの活用  

グローバリゼーションとは決して「新しい」概念ではありません。コンテナ輸送が初めて導入されて

以来、グローバリゼーションは産業発達の基盤として急速に発展してきました。現代においては、地

球規模での流通、輸送、製造、資源調達が当たり前となっていますが、現代のグローバリゼーション

の始まりは、インターネットの開始より40年も昔に遡ります。 

それでもなお、技術と輸送手段の進歩によって、製造、生産、流通のスピードと効率は地球レベル

で向上を続けてきました。 

 
! 新しい技術と輸送手段によって、世界中に分布している資源、製品、素材の調達

と流通のスピード、信頼性、全体的な効率が向上してきました。  

 
近まで、このような商業グローバル化技術の進歩は、多くの問題とソリューションを生み出して

きました。インターネットとeコマースの広がりによって、かつてない規模で海外市場へ浸透するこ

とも可能となりました。しかしながら、多くの中小企業は国際企業となるための取り組みを 適化

し、管理するための適切なツールを持たぬまま取り残されています。 

経済的に横ばい状態の世界市場に、膨らみ続けるサプライチェーンが相まって、効果的なサプライ

チェーン管理のツールと手法が早急に求められています。グローバリゼーションが進むにつれ、企

業は地球規模で顧客のニーズに応え、運営を統合する必要に迫られています。 

 
! 横ばいの世界経済 + 個々のサプライチェーンの拡大   = 効果的なマネジメントソリュー

ションの必要性  

 
!  どの業界においても差し迫ったグローバリゼーションを無視することはできなくなって

おり、企業はグローバリゼーションの発展に適用していかざるを得ません 
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! 地方では、より多くのビジネスがインターネットの普及を活用して貿易障壁を軽減

させ、グローバル化企業へと変身を遂げています  

 
インターネット技術の成長と国際貿易の障壁の軽減により、地方においてもビジネスの国際企業化が

進んでいます。このような変化によって、従来のサプライチェーン手法には不均等が生じています。

研究によると、効果のない、または時代遅れのサプライチェーン管理手法が原因となり、地方の企業

がグローバリゼーションの恩恵を受けきれずに苦戦している現実が明らかにされています。  

 
! 国際企業への変身を目指す地方のビジネスは、地球規模における効果的なサプライチ

ェーン管理に苦戦しています 

 
グローバリゼーションのセールスポイント  

世界には中小企業が1億2500万社存在しており、その内の8900万社が振興成長市場の企業です。ヨーロ

ッパでは小規模企業の約8％が輸出業を営んでいるのに対し、米国で輸出業者とされている小規模企業

は全体のわずか3.9％です。大まかに見て世界の購買力の70％が米国外にあることを考慮すると、世界

市場への進出は米国企業にとって希望の星となるでしょう。実際に国際輸出業へと進出した米国企業

は、米国内でのみビジネスを行っている競合他社と比較して、倒産する確率が8.5%低くなっています。

米国および全世界の中小企業にとって、海外進出に潜在する収益性を活かさない手はないでしょう。 

 
! 世界には1億2500万社の中小企業が存在しています  

 
!  その内、8900万社が新興成長市場の企業です  

 
!  ヨーロッパでは、約8％の小規模企業が輸出業者になっています  

 
!  米国では、商品を輸出している小規模企業は全体のわずか3.9％です  
 
!  大まかに見て世界の購買力の70％は米国外に存在しています . 

 
!  米国企業は国際輸出業者となることで倒産のリスクが8.5％軽減する傾向があります  
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国際的成長の手段としてのeコマース  

eコマースは工業および商業グローバリゼーションの要です。eコマースビジネスの成長に基づき、米

国以外の国々の購買力は2021年までに4,240億ドルになると予想されています。この予想は、企業、

特に米国を本拠地とする企業にとって、海外市場進出の明確な優位性を示しています。小規模企業は

容易かつ安価な輸出ソリューションとしてeコマースを利用することができます。eコマースプラット

フォームに手軽にアクセスできるにも関わらず、小規模企業全体の28％がeコマースを運営するウェ

ブサイトを所有していません。この大きな落とし穴と様々な弊害要因が相まって、多くの小規模企業

がインターネットと繋がった海外市場に進出するための装備が不足したまま取り残されています。e

コマース販売の約66％で、購入者が自国以外で製造された製品を購入していることからも、小規模企

業は輸出事業の 適化を行う必要があるでしょう。 

 
!  2021年までに米国外の全世界の購買力は4.240億に達する見込み  

 
!  eコマース購入の約66％は海外製品 

 
!  小規模ビジネスの約28％がeコマース用のウェブサイトを所有していません  

 
!  一般的に、大多数の小規模ビジネスは急成長を続ける世界市場に進出するための装備が

十分ではありません 

 
中小企業の国際進出を支援  

SupplyBloc Technology はグローバリゼーションの過程を分散化し、全ての地方の中小企業が効果的

に海外市場に進出するために必要な能力を提供しています。分散化を通して、 SupplyBlocはグローバ

ル化された業界の中で絶えず行われる「栽培者」、「製造者」、「生産者」、「販売代理店」、

「運送業者」、「卸売業者」、「小売業者」、「顧客やエンドユーザー」間でのやり取りや取引に

関連する多くの落とし穴や障壁を取り除くことができます。SupplyBloc Technology は国内のみでビ

ジネスを行う企業を世界規模のサプライチェーン経営を行う企業に変身させるために設計されています。

SupplyBlocは、ブロックチェーン技術を活用してサプライチェーンの関係と運用を改善することで、

あらゆる規模のビジネスの海外市場進出を支援しています。 
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海外進出の困難に立ち向かう  
ブラジリアのジレンマ  パート1 

 
 

世界のファッション業界の小規模企業について考えてみましょう。南米に「ブラジ

リア」という名前の独立した洋服デザイナーがいて、国内で会社を経営していると

します。ブラジリアはビジネスを海外輸出業者として成長させたいと考えており、

できれば世界 大の国際ファッション市場であり、競争は厳しいが高い収益の見込

みがある米国の洋服輸入業界にも進出したいと思っています。彼女が初めに考えた

事業拡大計画はとても単純に思えましたが、ブラジリアは多くの隠された手数料、

取引関係の複雑さ、世界貿易の非効率性、国際商取引に付随する政府間の制約など

を見落としていました。 

ナイキやインディテックスなどの大企業は、このような業務拡大に付随する無数の

課題を企業の垂直統合や水平統合、そして強力な経済力で簡単に打開することがで

きます。しかし、残念ながら、中小企業には大企業と同じだけの機能や財力はあり

ません。多くの場合、ブラジリアの会社のような企業は、企業のリスクとなり得る

障害を避けるために、グローバリゼーションの可能性に背を向けてしまうでしょ

う。 

SupplyBlocはブロックチェーン技術を活用して、ブラジリアがアパレル会社を国際

ビジネスに拡大させようと試みていく中で直面するのと同様の数多くの障害を細分

化することを目的としています。高い信頼性、透明性、取引の効率性を誇る比類な

い基盤を提供することで、SupplyBlocはブラジリアのような小規模企業が従来のよ

うに圧倒的な経済的圧力に押しつぶされるリスクを負わずに国際市場へ進出できる

よう助けます。SupplyBloc Technologyとの統合を通して、ブラジリアは国際ファッ

ション業界の威圧的な力を物ともせず、業界へ進出する真のチャンスを手に入れた

のです。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“私たちは確信していま
す ...20年後ここに座って、
いまのインターネット

について語るように

「ビットコインのブロ

ックチェーン技術」に

ついて語っていること

でしょう。” 
 

—マーク・アンドリーセン 
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2. 概要  
ブロックチェーン技術の利点と課題  

ブロックチェーン技術は革新的かつユニークな方法で、インターネット上での情報の保管、管理、分

配の手法を提供します。この技術はシステム内で行われた全ての取引とやり取りに無限にアクセス可

能な不可逆性のある台帳を含む分散型ネットワークを作成するために使用されています。分散型ネッ

トワークによって、従来の集中型データベース構造が持つ単一障害点や多くの信頼性およびセキュリ

ティの問題を積極的に排除することができます。このように数多くの利点がありますが、ブロックチ

ェーン技術はメンテナンス、スケーラビリティ、デプロイメントの面で独自の課題も抱えています。 

 
! ブロックチェーン技術は主に分散化による集中型データベース構造の単一障害点、信

頼性およびセキュリティの問題やその他の課題の除去に依拠しています  
 

!   ブロックチェーン技術にはメンテナンス、スケーラビリティ、デプロイメントの課題があります  
 

ブロックチェーン技術はデータフローの高度なセキュリティ、不可逆性、透明性などの分野で大きな

進歩を可能にします。このような利点によって、IoT、サプライチェーン、旅行、ヘルスケア、その他の

アプリケーション分野などの業界でブロックチェーンとの統合が進んでいます。ブロックチェーン技術

が持つ無限の可能性に反して、多くのビジネスがセキュアで信頼性の高い効果的なブロックチェーン

サービスを開発する難しさに早々に気付き始めています。 

 
! 明らかな利点があるにも関わらず、ブロックチェーン技術の開発と管理は未だに難易度が

高いままです  

 
ブロックチェーンサービスの効果的なデプロイメントには、ブロックチェーン運用、複合的アプリ開

発、セキュリティプロトコル、インフラストラクチャメンテナンスの分野の専門知識が全て必要とな

ります。広く普及しているイーサリアムのプラットフォームを含め、主要な既存のブロックチェーン

プロトコルアプリケーションの一部では、マルチテナント実行、マルチテナント持続環境、ブロック

チェーンオペレーションをレイヤー化するネットワーキングプロトコルなどの機能が提供されていま

すが、残念ながら、これらのアプリケーションでは分散型サプライチェーン運営においてブロックチ

ェーン技術を使いこなすために必要不可欠な導入サービスやツールが提供されていません。本来、ブ

ロックチェーンネットワークとサプライチェーンシステムは相互に完璧に適合していますが、企業 

にとって自社のサプライチェーンでブロックチェーン技術を 適に統合させることは依然として至難

の業です。 

! ブロックチェーンはデータフローのセキュリティ、不可逆性、透明性を向上させます  
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!  ブロックチェーンサービスの効果的なデプロイメントには、ブロックチェーン運用、

複合的アプリ開発、インフラストラクチャメンテナンスの分野の専門知識が全て必

要となります 
 

!求められるブロックチェーンプラットフォームは現在も存在していますが、これらの

プラットフォームではサプライチェーン運営とブロックチェーン技術の統合を簡単

に成功させるために必要なサービスとツールが提供されていません  

 
SupplyBloc Technology は強く求められている既存のサプライチェーンシステムとブロックチ

ェーンネットワークの橋渡しとなるブリッジを独自に提供しています。SupplyBlocはサプライチ

ェーン管理プロセスを自動化させる分散型アプリケーションデプロイメントを提供しています。 本サ

ービスを使用することで、SupplyBloc Technologyは既存のサプライチェーンシステムとブロックチェ

ーンネットワークを結びつけ、これまでに構築された管理システムに保存されている情報や識別情報

を通してサプライチェーン管理を自動化させることができます。 

SupplyBloc Technologyはブロックチェーン技術の も価値ある側面と従来のサプライチェーンで も

複雑な要素を効果的に活用および統合し、企業が国際企業として拡大するために、真の意味で自動化

された効率的なマネジメントを実現させます。 

本質的に、SupplyBlocは既存のサプライチェーンシステム内での強力な自動化ツールおよび無数の高

度なブロックチェーン技術の使用を可能にします。SupplyBlocはブロックチェーンネットワークの内

部に既存のサプライチェーン情報と識別子を分散させることで前述の目的を達成します。分散化の過

程の中で、SupplyBlocは従来のサプライチェーン運用をブロックチェーン統合システムに変身させ、

自動化のメリットや完全分散型の商業用エコシステムのメリットを余すことなく享受できるようにし

ます。 

SupplyBlocは中小企業が情報フローの自動化、セキュリティ強化、不可逆化、透明化による恩恵を受

けることができるよう、ブロックチェーン技術のメンテナンス、デプロイメント、統合、スケーラビ

リティに重点的に取り組んでいます。 
 

! SupplyBlocは既存のサプライチェーン運用と強力なブロックチェーンネットワーク

のギャップを埋める橋渡しとなります  
 

! SupplyBlocは既存のサプライチェーン運用の中でブロックチェーンネットワークの

インフラストラクチャー、デプロイメント、統合、スケーラビリティを管理します  
 

! SupplyBlocを利用することで、企業はブロックチェーンが可能にするデータ交

換の自動化、セキュリティ強化、不可逆化、透明化のメリットを簡単に受け
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3. サプライチェーン運用管理の課題  
サプライチェーン管理で直面する主な７つの課題  

ほぼ全ての業界において、収益性と信頼性のあるサプライチェーンプロセスの構築と管理するため、

サプライチェーン管理者は次々と増える多くの課題に頭を悩ませています。多角的なマネジメントソ

リューションであるSupplyBlocは、現行のサプライチェーン管理運用を補強することも、現在のシス

テムを完全に置き換えることも可能です。近年のサプライチェーン管理で直面する主な７つの課題は

次のとおりです: 
 

3.1 追跡不足が招く透明性の低下と不正行為のリスク 

! サプライチェーンでの材料、資源、製品の効果のない追跡  
 

!  追跡と取扱サービスが十分に実施されていないと、透明性が損なわれ、私欲による不正行

為が増加します 

 
サプライチェーンでは、物資に対する意味のない追跡によって運用の透明性とサービス品質の間にギ

ャップが生み出されています。追跡の問題は、従来の手法の採用の如何に関係なく、物資をある場所

から別の場所へ移動させる全ての過程に共通して存在しています。しかしながら、この段階における

透明性の損失は、主に不十分な追跡と取扱サービスの実施によって発生します。中には、物流関係者

が私欲のために意図的に透明性を低くする場合さえあります。追跡と取扱のサービスが完全な信用性

を持ち、説明責任を果たせるレベルで実施されていなければ、運用の各過程の透明性の低下に合わせ

てサービス品質も劣化していくことになります。 

SupplyBlocはサプライチェーンに含まれる関係各者と物資の間で行われるやり取りや取引の全てを記

録する、不可逆かつ無限に監査可能な台帳を提供することができます。全てのやり取りが適切に追跡

され、完全な透明性が細部にまで行き渡り、追跡および取扱のサービス品質も否応なしに向上します。 

利己のために透明性を損なう行動を試みる企業があったとしても、サプライチェーンに含まれる全ての関

係者の知るところとなります。ブロックチェーン台帳では関係各者および所有する物資の全ての動きが不

可逆的に記録され、簡単に検索することができるため、全ての関係企業に完全な信頼を求める環境を作る

ことができます。 
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3.2 サプライチェーンにおける顧客窓口の管理 
 

! 非効率な情報/データフローはサプライチェーン上に多くの単一障害点を生じさせます 
 

!  適切な運用管理には正確で迅速な情報フローが必要不可欠です  
 

サプライチェーン管理の主要な機能とは、所定の日時と場所に正しい商品を確実に届けることで

す。とても単純なことのようですが、輸送遅延、誤記、関係各者の利己的な行動や、サプライチ

ェーン上にあるその他の単一障害点を考慮すると非常に難易度が高まります。 

これらの頭が痛くなる問題の多くは、コミュニケーションの透明性の欠如や情報/データフローの不足

が原因となっています。SupplyBlocは既存サプライチェーンシステムとブロックチェーン技術を統合

することで、システム内の全関係者のやり取りを瞬時に認識できるようにします。遅延や住所の変更

があれば、出荷の直前であっても、サプライチェーン管理者がSupplyBlocの技術を利用して、新しい

情報に基づいてオペレーションを評価、調整することが可能です。企業は、従来のサプライチェーン

管理職を簡単に運用できるSupplyBlocプラットフォームに丸ごと切り替えることもできます。 
 

3.3 全体的なコスト削減 
 

! サプライチェーン管理者には徹底的なコスト削減が課せられています  
 

!  透明性が欠如していて、情報が複数の箇所に集中化しているシステムでは、コスト削

減を行うことが非常に困難です 

 
サプライチェーン管理者は多くの場合、業務として運用システム内で徹底的なコストを削減すること

が課せられています。しかし、燃料費の高騰、資源の需要の増加、人件費の増加、商品運賃の増加、

など多くの要因を考慮するとコスト削減は非常に難しくなります。通常、システム全体を手作業で監

査してコスト削減の可能性のあるペインポイントを見つけるのは非常に複雑で至難の業です。透明性

が欠如している分散化されていないシステムでは、このような経済的に非効率な箇所を見つけること

はほぼ不可能でしょう。 

SupplyBloc はブロックチェーン技術を使って、サプライチェーンの全要素を網羅した不可逆性のあ

る台帳を提供します。台帳は完全かつ平等にシステム内の全関係者に分散されます。どの時点にお

いても、関係者はSupplyBlocのプラットフォームを使用して、サプライチェーンを完全に監査する

ことができます。この能力によって、コスト削減が可能な箇所をピンポイントで簡単かつ効率的に

見つけ出すことが可能になります。 
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3.4 サプライチェーンのリスク管理 

! リスク管理には潜在的な問題や障害点をタイムリーに特定できる能力が必要です  
 

!  拡大を続ける市場構造では、サプライチェーンを監査してリスク評価するのは困難で

す 

 
急速に変化を続ける市場構造の中では、効率性を維持するために常にサプライチェーン運用の再評価

と修正を行うことが重要です。新商品の立ち上げ、信用のアベイラビリティ、IP規制の変更、など

様々な要因がシステムを絶えず進歩させています。つまり、サプライチェーン管理者にとって、この

ようなパターン変化に関与するリスクをタイムリーかつ効果的に特定し、潜在的な問題を軽減させる

ことが重要です。 

SupplyBlocはコスト削減を支援するのと同様の方法でリスク管理をサポートします。SupplyBlocは進

化を続ける要因に合わせて変化するサプライチェーンシステムを完全かつ不可逆的に監査可能にする

ことで、サプライチェーン管理者が迅速にリスクを特定し、見つかった潜在的な問題を透明かつ効果

的なコミュニケーション方法で解決するのを助けます。実際のところ、 SupplyBlocの監査ソリュー

ションには必要な全ての機能が揃っており、使い勝手も非常に良いため、当社システムを利用してい

る企業の多くは従来のサプラインチェーン管理者の役割の必要性を感じなくなります。汎用性が高く

効果的なマネジメントソリューションを提供することで、SupplyBlocは企業に現行オペレーションの

補強、または置き換えの選択肢を提供しています。 

 
 

3.5 サプライチェーンシステムでのパートナーリレーションシ
ップマネジメント 

! 従来のサプライチェーンシステムでは、パートナーシップを成功させるために2社以上の

関係者が常にコミュニケーションをとることが必要でした  
 

!  変化し続ける市場に適用するためにシステム内の要因も継続的に進化するため、パートナー

間の関係の維持は難しさを増しています 

 
サプライチェーン運用では、相互に利益のあるパートナーシップ関係を構築し、維持

していくことがシステム成功の鍵となります。市場要因、価格、物流経路、送料、

資源の調達しやすさは常に変化し続けるため、このような関係の管理が難しくなる

場合があります。一貫した透明性のあるコミュニケーションの欠如がさらに状況を
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複雑化させ、システム内に多くの「ブラックスポット」または誤解や 

 
 
 
 
 
 
 

情報の劣化を生じさせます。 

SupplyBlocのブロックチェーン技術は、従来のパートナー間におけるコミュニケーションの必要性を

排除しつつ、一貫した透明性のあるコミュニケーションを実現するネットワークを提供することで、

良好なパートナーシップ維持を容易にします。全てのやり取りとプロセスが記録され、全関係者が不

可逆かつ無限に監査可能な台帳上で記録を見ることができれば、サプライチェーンシステム内で二者

が常にコミュニケーションをとり続ける必要が大幅に減少します。このような台帳を使用することで、

情報の動きの効率性が著しく向上し、透明性の欠如や利己目的によるデータフローの不正行為の潜在

的なリスクを排除することができます。 
 

3.6 能力があり、信頼できる従業員を見つける 
 

! サプライチェーン管理者にとって、適切なスキルを持ち合わせた人材を募集することは難し

くなってきています 
 

!  個々の能力が企業のオペレーションのコアコンピタンスに合致している必要があります  
 

どの業界でも、その業界にあった能力を持つ人材を見つけることが成功の鍵です。サプライチェー

ン管理者にとっては、所属する企業のオペレーションに合った能力を持つ人材を見つけることが必

要不可欠です。残念ながら、近代経済において、優秀な能力を持つ人材をサプライチェーンの職位

に募集することは難しくなってきています。 

既存のサプライチェーン運用を系統的に 適化することで、SupplyBlocは近代経済のおける若くて優

秀な求職中の人材にとって魅力的な企業づくりをしやすくします。このような従来システムの発展を

支援することで、SupplyBlocは既存のサプライチェーンを適切な能力を持った人材が企業に関心を持

つような魅力的で興味深いプラットフォームに変身させます。基本的に、SupplyBlocはブロックチェ

ーン技術を使って、企業のサプライチェーン運用を完全に近代化させ、 能力の高い人材にとって魅力

あるものにすることができます。 
 

3.7 サプライチェーンの関係者間における利害の格差と非効率性 

! サプライチェーン管理者はシステム内における関係者間でのビジョンのずれに対処すると

いう共通の問題の直面しています  
 

!  システム内で関係者間の取引が不十分になると、キャッシュフローに問題が生じ、利益相

反や全関係者に対して不必要なコスト増加が発生します  
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サプライチェーン管理者が直面する深刻な問題に、サプライチェーン内のパートナー間におけるビジ

ョンのずれがあります。このようなビジョンのずれに金融取引の遅延が加わると予想不能なキャッシ

ュフロー管理の仕組みが生じてしまいます。このような取引の遅延と混乱は、主に支払方法が自動化

されていないこと、そしてシステム全体を通してコミュニケーションを透明化するためのツールが有

効に使用されていないことが原因となっています。さらに、キーポイントとなる従業員の多くが既存

のサプライチェーンの金融ツールを有効に活用することができず、透明性のある分散化された取り組

みが欠如していることによる、無数の単一障害点がチェーン上に発生します。 

SupplyBlocは、既存システムをブロックチェーンネットワーク上に効果的に移植することで、瞬間的

で完全な透明性を持つ無限に監査可能な金融取引完結手法を提供します。 弊社のエンドユーザー向け

アプリの開発により、故意または過失によってデータを破損するリスクを負わずに、キーポイントとなる

従業員が重要な金融ツールを簡単に操作できるようになります。これにより、システムの全関係者が明確

にコミュニケーションをとり、金融関係を瞬時に、かつ不可逆的に監視できるようになります。 
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海外進出の困難に立ち向かう  - 
ブラジリアのジレンマ	 パート2 

 
第1章のブラジリアのアパレル事業の海外市場進出の試みを読み直せば、明らかに問

題のあるエリア、すなわちSupplyBlocが実現可能かつ簡単に導入できるソリューシ

ョンを提供できるエリアは一目瞭然でしょう。ブラジリアのサプライチェーンは南

米にある彼女の会社の近くから調達している綿から始まります。服飾デザイナーそ

して製造業者として、ブラジリアがチェーンの2番目にくる 大のノードとなります。 

このような地域レベルにおいても、ブラジリアのサプライチェーンには様々な運送サービ

スが必要となる他、綿農家から衣料品工場までの綿の配送や、 終的な販売先である小売

業者までの商品の配送を適切に追跡管理する必要があります。 

 
ブラジリアが世界市場にビジネスを拡大しようとするならば、このような事務上、管

理上、物流上のハードルは一気に上がります。南米から米国へ洋服を一回配送するだ

けでも、表向きには様々な組織の従業員30人以上が関与し、サプライチェーン内の関

係者と物資の間で少なくとも200回以上のやり取りが行われます。事務処理ひとつだ

けでも、小規模ビジネスの所有者を震えさせるほどの量です。 

 
 

ブラジリアが事業拡大の過程で直面する

多くの落とし穴の原因となる要因: 

 
服飾物資の無意味な追跡 

洋服を購入した顧客と直接やり取りするこ

とができない 

サプライチェーンの関係者間の関係を効率

的に管理できていない 

物資の調達や配送のおける、様々な隠れた

手数料と不要な出費 

チェーン上に無数に存在するリスクと障害

点を把握できない 

 

サプライチェーン全体における、利己的な

企業間における格差 
 

上述の通り、  SupplyBlocは次の機能
を提供することで、系統的にこれら

の問題を排除することができます  : 

 
不可逆性のある効率的な追跡機能でサプ

ライチェーン内における全てのやり取り

と要素を追跡 

透明性のあるデータ/情報フロー 

製造業者と消費者（サプライチェーンシス

テム内に含まれるその他全てのノードと合

わせて）間の直接的な関係を管理 

不可逆性のあるブロックチェーン台帳で簡単に

監査可能な迅速かつ効率的な取引 

サプライチェーン上に存在する障害点を

素早く特定できる能力 

現代化された魅力的なビジネスモデルで能力の

ある優秀な人材を雇用できる 

SupplyBlocを統合することで、ブラジリ
アのシステム内の全関係者間に完全な信

頼性と開示性が生まれる 
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4. 当社の理念  
SupplyBlocは国際的な交易やeコマースにおいて企業が直面する大きな問題、すなわちサプライチェ

ーン管理に関する問題を解決することをミッションとして創立されました。弊社のソリューションは

深く複雑なブロックチェーン技術が必要としますが、企業としての理念はとてもシンプルです: 

工場、畑、農場での注文から出荷、そして完成した商品を顧客の自宅に届ける瞬間まで、サプライ

チェーン全体が完全に統合されたシステムを想像してみてください。次に、分散化されたアプリケ

ーションと透明性のあるブロックチェーンスマートコントラクトが全体に採用されたシステムを想

像してみてください。 

これがSupplyBloc、サプライチェーン管理の未来の姿です。 
 
 

追跡と透明性  

当社はSupplyBlocを使用して個々に暗号化された各スマートコントラクトの地理的なウェイポイント

を追跡し、イーサリアムブロックチェーンを通して配送追跡の統合を行います。このシステムでは、各

ウェイポイントでデータが暗号化され、関係者のみデータを解読することができます。これにより、サ

プライチェーン上での「栽培者」、「製造者」、「販売代理店」、「卸売業者」、「小売業者」、

「運送業者」、「消費者」の完全な可視性が確保され、全てのやり取りや取引におけるコミュニケー

ション、透明性、効率性が向上します。 

積み荷、ジオウェイポイント、コンプライアンスの基本データはSupplyBlocシステム内に不可逆的

に記録され、関係者全員よって検証されます。配達と確認が終了すると、各スマートコントラクト

が完了し、メインのブロックチェーンプラットフォームに記録され、決済エスクローが開示され、

全ての利害関係者が関連する情報に完全にアクセスできるようになります。 

 
! SupplyBlocはイーサリアムブロックチェーンプラットフォーム技術と従来のサプライチ

ェーンエコシステムの間に存在するギャップを埋める橋渡しとなります   

 
!  このような橋渡しを複雑なアプリケーションとスマートコントラクト開発と合わ

せて提供することで、SupplyBlocはサプライチェーン内の物資と関係者間における

全ての取引ややり取りが不可逆的に記録され、簡単に監査できるようになります   

 
!  このような情報フローの透明性と物資の追跡可能性により、サプライチェーン上で

の非効率性や不正行為を減少させ、サービス低下を軽減することができます 
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既存の運送業者との統合  

SupplyBlocはトラック運送会社、インターモーダル企業、国際海上貨物運送業者、主要な航空会社を

統合して結び付け、マルチモーダルなブロックチェーンベースの追跡システムを作り上げます。各運

送業者による内部確認を自動的にブロックチェーンシステムに記録し、運送業者を内部追跡すること

が統一化の 初の手順となります。個々のパレットやクレートは搭載されているコンテナのアドレス

に結び付けられ、コンテナは全体を一つとして追跡されます。時間の経過とともに、事業開発がこれ

らの運送業者が基礎内部追跡をSupplyBlocに置き換えるのを後押しし、全てのマルチモーダル運送パ

ートナー企業がより高いレベルの可視性を持てるようになるでしょう。 

 

! SupplyBlocは既存の運送業者のブロックチェーンの基本追跡機能と構築済みシステム

を統合させます  

 
!  同一サプライチェーン上にある複数のパートナー企業がビジネス開発を始めて

SupplyBlocの技術を取り入れるにつれ、  全体のコミュニケーション、追跡、取引

の方法が、完全にブロックチェーンシステムを取り入れられるよう、やがて再開

発されることになるでしょう  

 
サプライチェーン管理の分散化  

現在のシステムでは、サプライチェーン全体での取引を容易化するため、「栽培者」、「製造者」、

「販売代理店」、「卸売業者」、「運送業者」、「小売業者」、「消費者」から管理者が所定の手

数料を徴収します。SupplyBlocは従来の費用がかかる非効率なサプライチェーン管理を価格、距離、

交通、天候、燃料などのような要因に基づいてマルチモーダル輸送を選択して自動化することで完

全に置き換えます。 

そのために、SupplyBlocはシステム内の関係者間でスマートコントラクトを生成し、送金の条件が整

うまで支払金をエスクローで保持します。また、ブロックチェーンプラットフォームは、貨物の安全

の追跡と監視にも使用されます。こうすることで、全てのやり取りと取引が分散化された方法で記録

および完了され、透明かつ不可逆的になります。その結果、ボトルネックとなりやすい特定の監査者

や類似した権限を持つ個人にデータが集中することがなくなり、不正行為や過失が起きなくなる他、

システム内の単一障害点やサービス劣化を削減できるようになります。 

. 
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! SupplyBlocは非効かつ非効率で不正を招きやすいサプライチェーン管理者への権

限集中の必要性を排除します  

 
!透明かつ効率的な取引を実現するためにスマートコントラクトを使用し、サプライチ

ェーン上の全ての物資を安全に監視することで、SupplyBlocはシステムの全ての可

動部を管理するユニークで持続性のある方法を提供することができます  

 
4.1 比類ない資産保護の創造 

ブロックチェーン技術をサプライチェーン業界に展開させて地理情報をコード化すると、貨物の可視

性が高まり、その結果盗難が著しく減少します。アクセス権の付与、不可逆性、暗号化はブロックチ

ェーン技術から受け継いだ強みです。関係各者はSupplyBlocの重要な輸送データを追加することや、

データにアクセスして調査することはできますが、既存データに変更を加えることや削除することは

できません。プロセスの全過程に説明義務を課すことで、関係者間における「責任のなすり合い」が

なくなります。完全な信頼性と透明性がブロックチェーンネットワークでのサプライチェーン運用の

未来標準なのです。 

 
! SupplyBloc Technologyはカーゴの可視性、アクセス権の付与、不可逆性と暗号化を向上

させ、盗難、不正行為、物資の  混入を大幅に削減できます  

 
4.2 関係者間の信頼と関係を本質的に改善 

 
貨物に含まれている注文の把握が可能なウェイポイント情報をコード化および暗号化することで、

物資が本当に貨物にまで到達したのか公平に評価してデジタルエスクローを使用できるようになり

ます。発注されると、不可逆的なSupplyBlocプラットフォーム内で資金がエスクローに留保され、

全関係者が取引を監視することができます。取引が完了すると、資金がエスクローから自動的に解

放され、全体のプロセスがブロックチェーン台帳上に永久的に記録されます。 

この仕組みによって、理論的には個々の関係者が不正行為を行うことや、取引に関する重要な情報を

伏せることは不可能になります。 

 
! SupplyBlocを使ったサプライチェーン内では、関係者と物資の間で行われる全ての

取引ややり取りが記録され変更を加えることができなくなり、関係各者間の信頼

関係が大きく改善します。  
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4.3 サプライチェーンの一元管理 

公平かつ安全な物資輸送ブロックチェーンシステムの導入後、SupplyBlocはchain-link™を

構築します。 chain-link™は、より大規模なSupplyBlocプラットフォーム内でスマートコン

トラク生成システムとして機能する重複システムです。このシステムは弊社のエンドユーザ

ーアプリケーションと併用することで、サプライチェーン全体に現代的で便利なサービスを

提供することができます。 

SupplyBlocはオープンエコシステムの構築に専念しており、 SupplyBloc APIが初のアプリ

ケーションとなるものの、弊社のchain-link™スマートコントラクトシステムは他の数千の

プラットフォームを自由に構築することができる基礎となるでしょう。分散型のSupplyBloc

ソリューションは、「栽培者」、「製造者」、「販売代理店」、「運送業者」、「卸売業

者」、「小売業者」、「消費者」を結びけることで市場を活性化させます。 

 
! SupplyBlocはSupplyBloc APIの開発を通してオープンエコシステムとして  始動します 

 
! 弊社のchain-link™スマートコントラクト開発システムは、多様な関係各者をカバー

するサプライチェーン管理を一元化する二次プラットフォームとなるでしょう  

 
!その他のプラットフォームは弊社のSupplyBloc APIとchain-link™上で、独自にカスタ

マイズ可能なシステムを自由に開発できるようになります  
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海外進出の困難に立ち向かう  
ブラジリアのジレンマ	 パート3 

 

ブラジリアのアパレル会社の事業拡大をもう一度見直してみましょう。

SupplyBlocと統合した後、ブラジリアは、透明性、有効かつ永久的に記録され

た取引履歴、既存の運送業者との共同作業とコミュニケーションの容易化、分

散型サプライチェーン管理システムなどの重要な要素を通して、詐欺行為、不

正行為、浪費、非効率性を軽減する能力を手に入れました。 

SupplyBlocの技術とサプライチェーンとの統合後、名簿や材料の調達元をチ

ェーン上で確認できるようになり、ブラジリアの事務処理費用が瞬く間に減

少しました。チェーン内でのすべてのやり取りが瞬時に閲覧可能となり、承

認され、変更されることなく記録されるので、関係者間でのコミュニケーシ

ョンに費やしていた時間や労力も減少しました。さらに、地域レベルでは利

用することすらできなかった方法で、ブラジリアはサプライチェーン全体を

通して自社のアパレル商品のあらゆる要素を効果的に追跡し、監査できるよ

うになりました。この時点で、SupplyBlocはブラジリアの会社が元々のビジ

ネスに負わせるリスクを 小限に抑えながら無限の可能性を秘めた良い結果

を出せるようにし、地方企業からグローバルなファッション業界で国際的な

競争力を持つ企業へと成長させることに成功したと言えます。 
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現代の業界の問題に対する実践的なソリューション  
SupplyBloc シード・トゥ・セール API: 大麻業界向けアプリケーション開発プ

ラットフォーム 

 
 

「シード・トゥ・セール」は大麻業界におけるサプライチェーンの透明性と追跡可能

性を 適化するために特化して設計された管理ソリューションです。Supply Bloc シ

ード・トゥ・セール APIでは、ブロックチェーン技術とシード・トゥ・セール管理の

概念が完璧に統合されており、各関係者に植物の栽培（シード）からエンドユーザー

による消費（セール）まで登録、追跡、監査する独自の能力を提供します。  

 
大麻分野の開発で大きな問題となるのが、複雑さを増す規制環境、急速に変化する

操作の難しい業界の環境、そして、各業界関係者の個別志向が生み出す無秩序と格

差です。 

 
SupplyBloc シード・トゥ・セール APIは、大麻サプライチェーン管理のシード・ト

ゥ・セール方法論を完全に統合したブロックチェーン技術に基づいたアプリ開発プ

ラットフォームです。 弊社のカスタマイズ性の高い APIを使用して、SupplyBloc 

Technology は法的規制による監査とコンプライアンスをより効率的かつ容易にし、

分散した業界関係者を単一の分散型プラットフォームに統合し、製品のライフライン

の各過程を通して取引の流れを 適化することにより、これらの問題に対するソリュ

ーションを提供しています。 

 
ユーザーインターフェースアプリケーション「Leaf」  
LeafはSupplyBloc シード・トゥ・セール APIに合わせて構築されたユーザーインタ

ーフェースアプリケーションです。Sup plyBloc Technologyは大麻業界におけるブロ

ックチェーンベースのサプライチェーン管理のためのターンキーソリューションとし

てLeafを開発しました。 Leafは大麻の栽培、収穫、品質保証試験、輸送に加え、調

剤管理、患者/顧客登録および認証、そして法的規制監査とコンプライアンスをコン

トロールできる無類のユーザーインターフェースを提供しています。 
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 SupplyBlocプラットフォームの利用者全員に シード・トゥ・セールAPI を使用して

独自のインターフェースを開発する選択肢が提供されますが、すぐに導入可能で、企

業がこのAPI とシード・トゥ・セール管理システムを 大活用できるよう予め完成さ

れたLeafも利用可能となります。Leafを使用すると、大麻業界のサプライチェーンに

含まれる関係者たちが自分たちのビジネスにシード・トゥ・セール方法論を迅速かつ効

率的に導入することができるようになります。 

 
 

• シード・トゥ・セールとは大麻業界を 適化するために設計された管理

方法論のことである  

• SupplyBloc TechnologyはSupplyBloc シード・トゥ・セール APIをブロッ

クチェーンアプリケーション開発プラットフォームとして大麻業界の利

用者に提供する  

• SupplyBlocのシード・トゥ・セール  APIは法的規制監査とコンプライアン

スに加え、大麻サプライチェーン上に存在する取引ややり取りの全般的な非効

率性の問題も解決する  

• Leafは  SupplyBlocがシード・トゥ・セール APIを使って設計したユーザ

ーインターフェースアプリケーションである 

• Leafはシード・トゥ・セールアプライチェーン管理方法論をビジネスに

導入するためのターンキーソリューションとして利用者に提供される 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術
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5. 技術  
 
 

 

 

 
エコシステムとの繋がり  

SupplyBlocは、ブロックチェーン、スマートコントラクト、APIゲートウェイ、SDK、独自のユー

ザー向けアプリケーションを用いて様々なプロバイダーを単一の同次情報システム内で結び付け

ます。 

5.1 分散型アプリケーション 

SupplyBloc Technologyは認証済みの不可逆的な安全性の高いブロックチェーンサービスの運用とイン

テリジェント自律システム、アイデンティティ管理、サプライチェーンプロトコル、機密情報データ

の保管の機能を組み合わせたシステムを提供しています。こうすることにより、SupplyBloc 

Technologyは分散型サービスアプリケーションを開発する強力なプラットフォームとなります。技術

的な観点からいうと、パブリックブロックチェーンがSupplyBlocの要です。 

 
! SupplyBlocは進化を続ける既存のサプライチェーンエコシステムでブロックチェー

ンの統合や導入のあらゆる可能性を提供するため、幅広い技術開発プロジェクトを

通して懸命に取り組んでいます  
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SupplyBlocのブロックチェーン使用の技術的仕様は次の通りです: 
 

ブロックチェーン技術 : イーサリアム  

SupplyBlocは初期設定でイーサリアムとインフラストラクチャーを分岐させます。この決断は、イ

ーサリアムの分散型アプリケーションインフラストラクチャーとしての普及度とコミュニティーサ

ポートが決め手となりました。 

 
! SupplyBlocは既存のイーサリアムプラットフォームの独自の別バージョンを作成し、

技術的機能とアプリケーション開発の土台にします 

 
デプロイメントの種類とコンセンサスアルゴリズム  

プルーフ・オブ・ステーク対プルーフ・オブ・ワークとブロックチェーン技術の絶え間ない進化   
 

SupplyBlocはイーサリアム固有のプルーフ・オブ・ステークを導入、またはピアコインで初めて導入され

た貨幣コンセプトを軽量サイズで導入できるApplicature イーサリアム・プルーフ・オブ・ステーク技術を

使用します。 

プルーフ・オブ・ステークプラットフォームはブロックチェーン開発初期の旧式のプルーフ・オブ・ワーク

採掘システムが論理的に進化したプラットフォームです。プルーフ・オブ・ステークシステムには、費用対

効果を数千倍にできる可能性があります。これは進化を続けるブロックチェーン技術の世界のほんの一例に

過ぎず、SupplyBlocは 新の機能を弊社システムに導入するために献身的に取り組んでいます。  

SupplyBlocは合意プロトコルに対してさらに取り組みを深めていき、サイドチェーン、パーシャル

バリデーション、そしてHashgraphが提唱したゴシッププロトコルを組み入れることでシステム全体

の効率を向上させます。 

 
! SupplyBlocはプルーフ・オブ・ステーク同意アルゴリズムを採用したパブリック型

とパーミッション型モデルを組み合わせています   

 
! イーサリアムによって提供されている既存の技術を使用することで、

SupplyBlocは強固な基礎の上に展開しつつも、弊社システムの利用者に適した独

自の製品を作成することが可能です  

 
オープンソースブロックチェーン  

SupplyBlocは次の内容を実現するため、オープンソースでブロックチェーンのさらなる開発を行います: 
 

a. SupplyBlocのコンポーネントとインストールして使用を開始する前に、ネットワーク 
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の全利用者がSupplyBlocのビジネス論理と固有のコードベースを検証することができ、

SupplyBlocと連絡を取り合うことができます。 

 
b. コントリビューターをプロジェクト開発に簡単に追加でき、プロジェクトのプラットフォーム

を分岐させながらも、業界の全体的な効率性を向上することができます。 

 
! 大部分をオープンソースにすることで、SupplyBlocは導入システム内で全利用者が平

等にアクセス権を持つことができ、透明性を持って技術の開発を行えるよう  にします  

 
ブロックチェーンインフラストラクチャー 

 
 

 
 

自立型ブロックチェーンインフラストラクチャー  

SupplyBlocはサプライチェーンプロセスの関係者によって実行されるノード式ネットワーク上に展開

する自立型ITインフラストラクチャーと位置付けられます。これにより、全ての関係者がシステムの

機能について同等の発言権を持ち、個々のサプライチェーン上でどのようにブロックチェーンを導入

し、機能させるかを民主的に決定することが可能なエコシステムを創造します。 

 
! オープンで透明性のあるシステムで  ITインフラストラクチャーを開発することで、シ

ステム全体が 先端のコーディングと開発手法によって継続的に更新および管理さ

れるようにします  
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イーサリアム仮想マシン  

スマートコントラクトの開発と生成にはイーサリアム仮想マシン(EVM)が使用されます。 既存のサプ

ライチェーンエコシステム内で弊社がこの技術の導入が進めるにつれ、SupplyBlocはEVMのさらなる

改良を行うことが想定されます。 SupplyBlocはEVMに対する提案や改良を全てイーサリアムのメイン

リポジトリに提出します。許可された行動の自由の中で、SupplyBlocはEVMをわずかに修正し、長期

に渡る実行時間/GAS、およびC++、Javaなどの強く型付けされたコンパイル可能な手続き型/OOP 言

語で知られている追加のシンタックス能力を必要とする場合のある現実世界のアプリケーションをよ

り良く 適化しています。 

 
! EVM (イーサリアム仮想マシン )はスマートコントラクト生成の基盤として機能し、

新たな技術的洞察と技術革新によって積極的に開発されます   

 
イベントソーシング 

 

 
イベントソース化アーキテクチャ  

イベントソーシングとは、ソフトウェア設計の高度なアプローチの一つで、ドメイン駆動設計と組み

合わせることにより、ソフトウェア開発者がドメイン集約型システムデザインで成功を収めるのを助

けます。イベントソーシングの重要な原理とは、システムの現状況を通して発生するイベントのログ

の優位性です。イベントソーシングパラダイムは、システムに対して発生した全イベントに基づいて

システムの状況を再構成できるようにするだけでなく、関係各者がイベントログのタイムライン上の

どの時点においても自由にシステムの状況を構築することができるようにします。 
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弊社の見通しでは、ブロックチェーンはイベントログの基礎として機能し、基礎上で機能する複数の

アプリケーションが分散型台帳に保存されている情報を使用して領域特化型の視点、データ可視化、

さらなる意思決定を行うための結論や提案を提供できるようにします。 

 
! SupplyBlocはイベントソーシングアーキテクチャを活用してシステムが以前に

構成されたデータポイントに基づいて不可逆的にコピーされるようにします  

 
! これにより、比類ないイベントログ機能を可能にし、SupplyBloc システム上で機能する

様々なカスタマイズ性のあるアプリケーションのオープンソース開発を促すことができます 

 

5.2 スマートコントラクト 

SupplyBlocのスマートコントラクトは従来の信頼性の低い環境の中で高い信頼性を実現するために必

要な不可逆的なアプリケーション です。重要なドメイン固有ロジックの実装、関係各者によるビジネス

ルールの管理や決済の容易化を可能にし、スマートコントラクトとブロックチェーンにおける運用の即時

性によって迅速化します。これは、手作業に頼っている従来のお役所仕事的なシステムとは全く対照的で

す。SupplyBlocのスマートコントラクトはイーサリアムEVM上で実行されます。 

SupplyBlocは、将来予想されるあらゆる認証や監査のプロセスに対して、メインのイーサリアムブロ

ックチェーン上における状態ハッシュストレージ機能もオプションとして提供しています。

SupplyBloc上にある関連する分散型アプリケーションで個別の追跡ウェイポイントとデータ読み込み

も保存および認証することができます。 

 
! SupplyBlocはサプライチェーンシステム全体において二者の間に発生する全てのやり

取りと取引を容易化する機能を有するイーサリアムEVMプラットフォームをベースと

スマートコントラクトを開発します  

 
! SupplyBlocは関係各者がSupplyBlocプラットフォームに加え、メインのイーサリ

アムブロックチェーン台帳機能にデータを保存できるようにする機能を提供しま

す。これにより、全関係者が台帳の複数の変化のないイテレーションにアクセス

できるようになり、これらの２つのプラットフォーム上に保存されている利用可

能なデータに基づき消費者向けアプリケーションの開発ができるようになります。  

さらに、これによりSupplyBloc内で行われる全てのやり取りと取引に対して二次的な安全対

策とバックアップを講じることが可能です。 
 

5.3 SUPPLYBLOC API 
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SupplyBlocはSupplyBlocシステムとブロックチェーンの一部ではない外部サービスを統合する方法 
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として、アプリケーション開発者向けにAPIを提供しています。このAPIを使用することで、開発

者は管理業務、金融データ、サプライチェーン業務などの運用のためのサービスアプリケーション

にSupplyBloc の公開インターフェースを導入することができます。SupplyBloc システムとのやり

取りはメッセージバスを使用して行われます。全てのコミュニケーションメッセージはデータベー

ス構造内で手動による検索が可能なインデックス内に保管されます。各ユーザーが個別に入力した

イベント関連クエリは現在のイベントデータに対してリアルタイムに実行されるか、または「オン

デマンド」方式で過去のデータ記録に対して実行されます。このデータベースは、過去のデータに

対して設定されたイベントプロセッサによるイベントバッチ上における検索クエリのスケジューリ

ングにも対応しています。コールバック機能を使用することで、SupplyBlocシステム上特定の目的

を持った操作を実行し、イベントプロセッサ上にクエリを作成することもできます。SupplyBlocで

使用されるイベントプロセッサアーキテクチャ はスケーラビリティを持った設計となっており、

将来的な拡張とサービス拡大を考慮した柔軟性を持っています。 

 
 

スマートコントラクトビジネスフロー  
 

1) プロジェクト導入の後期段階では、製品の出所がブロックチェーン台帳上に記述

され、製品の起源および要素が提供されます。  

 
2) 顧客が注文すると、スマートコントラクトへの入力が開始されます。顧客が製品を

受け取ると、コントラクトへのエントリに、起点となる住所、 終配達地、使用

される運送業者、積荷に含まれるアイテム数、重さ、寸法、数量、HSコード、中

間データ、その他該当する追加情報を含む出荷情報のハッシュサムシグネチャが

含まれます。  

 
これらの値の有効なコピーを持つユーザーであれば誰でもメインのイーサリアムブロックチェーン上

で署名を認証してコントラクトの有効性を表明することができます。これにより、ビジネス内での立

場がどれだけ高い従業員であっても関係なく、全従業員が改ざん不能で完全に正当化された方法で認

証を与えることが可能となります。これは、分散型の無限に監査可能なエコシステムが提供する重要

な機能であり、それに伴ってもたらされる良い結果です。 

 
3) コントラクトへの出荷エントリは、認証とウェイポイントがブロックチェーン上に適

切に記録され、配達時に完了されます。全てのウェイポイントにおける認証が確定さ

れると、決済が実行されます（各エントリには、第三者調停を含むいくつの紛争が解

決されるか独自の条件を定めることが可能）。追跡システムと併用して、フルカーゴ

検証システムが実装されます。運送業者はSupplyBlocの追跡システムからデータを引

き出し、自社システムやウェブサイトに投稿して様々に利用することができ、追跡シ
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ステムを一元化することで複数の内部追跡番号の必要がなくなります。   
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5.3 SUPPLYBLOC API 
 

RESTful API SDK 

ユーザー用アプリケーション  メッセージバス  

 
SupplyBlocは他サービスとSupplyBloc システムを統合する方法として、開発者向けに独自のAPIを提

供しています。このAPIを使用することで、開発者は管理業務、金融データ、サプライチェーン業務

に特化したアプリケーションを実装することができます。全てのコミュニケーションメッセージは

データベース構造内で手動による検索が可能なインデックス内に保管されます。各ユーザーが個別

に入力したイベント関連クエリは現在のイベントデータに対してリアルタイムに実行されるか、ま

たは「オンデマンド」方式で過去のデータ記録に対して実行されます。 

このデータベースは、過去のデータに対して設定されたイベントプロセッサによるイベントバッチ

上における検索クエリのスケジューリングにも対応しています。コールバック機能を使用すること

で、SupplyBlocシステム上特定の目的を持った操作を実行し、イベントプロセッサ上にクエリを作

成することもできます。SupplyBlocで使用されるイベントプロセッサアーキテクチャ はスケーラ

ビリティを持った設計となっており、将来的な拡張とサービス拡大を考慮した柔軟性を持っていま

す。 

 
! APIを提供することで、SupplyBlocはサプライチェーンシステム内で開発者が

SupplyBlocブロックチェーンプラットフォームを日常業務の導入の基盤として用い
たカスタマイズ性のあるアプリケーションを幅広く作成できます 

 
! このAPIはコールバック機能にも対応しており、システム内の自動検索をスケージュ
ールする能力を有すため、関係各者がサプライチェーン上での部品の動きを照合お

よび監査するための機械的なシステムを効率的に作成できます  
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弊社の市場浸透戦略は上述のプロバイダーに大きく依存していますが、SupplyBlocはサプライチェー

ンのあらゆる段階で成熟したユーザー体験をお届けすることを目的として、独自のユーザー向けアプ

リケーションを増強していく予定です。 

 
! SupplyBlocはブロックチェーン統合型サプライチェーンシステムのあらゆる側面を全

関係者に提供するため、上述の基礎技術に基づいて、独自のユーザー向けアプリケ

ーションを作成することを計画しています  

 
! 本質的に、各関係者はユーザー向けアプリケーションを使用するか、それとも独自

に開発するか選択することができますが、全ての技術的なアプリケーションは

SupplyBlocシステムに包括されて機能します  

 
 
 
 

 
 

 
 

    

  
 

 

   

  
 

     

 

 

 

   
  

 
SDK優先順位  

弊社の開発チームはSupplyBloc によって作成され、取引先によってインストールされているSDKの使

用を優先しています。このアプローチは、APIゲートウェイの形式の集中型アプリケーションが存在

しない場合に、システムの分散特性を維持するのに有利です。 

 
! 弊社のSDKはカスタマイズ性のある幅広い方法で弊社システムの開発や統合を継続的

に行えるようにします  

 
! SupplyBlocは集中化した開発権限の制約を一切受けないシステムの作成に専念してい

る。SupplyBlocは必要不可欠な橋渡しと基礎を提供し、各関係者が自由な方法で利用で

きるようにします。   
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弊社の多岐にわたるAPI/SDK開発プロジェクトと対象となるエンドユーザーの一覧は以下の通りです: 

eコマース  API 
「eコマースAPI」はeコマースプラットフォームの接続性を提供します。 

荷主API / SDK 
「荷主API」は一般的にジャストインタイム方式の生産者、商社、倉庫などに対する接続性を提供し
ます。 

発送API / SDK 
「発送API」は 「デジタル貨物マッチング」プラットフォームに対する接続性を提供します。 

運送業者API / SDK 
「運送業者API 」は運商業者の発送管理システムに対する接続性を提供します。 

顧客API / SDK 

「顧客API」はエンドユーザーに対する接続性と透明性を提供します。 
 

5.4 SUPPLYBLOCの論理 

SupplyBlocの論理は、サプライチェーン運用の自動化を可能にするシステムのユニークな処理プロセ

スアーキテクチャを参照しています。この論理機能はサードパーティのデータやクエリにリアルタイ

ムで直接アクセスすることができ、「オンデマンド」や自動化された方法でアクセスすることも可能

です。SupplyBlocの論理がコード単位を生成してサプリチェーン運用で求められる機能を実現してい

ます。 すなわち、これらの機能がエンドユーザーがSupplyBlocのプラットフォーム上で実行する操

作機能となります。 

全ての機能操作はブロックチェーンデータベースとは別の隔離されたサンドボックス環境で実行され

ますが、操作の結果はロックチェーンデータと相互作用させることができ、ブロックチェーン上にデ

ータを保存することも可能です。SupplyBlocプラットフォーム内の論理機能は、外部呼出し、API入

力、サードパーティサービス、SupplyBlocサービスからのコミュニケーションメッセージ、プライベ

ートメッセージなど、多岐にわたる方法で発動させることができます。この論理機能によってシステ

ムは自動化されたサプライチェーン管理プロセスをホスティングすることが可能になります。 

 
! SupplyBlocの論理とは、SupplyBlocのあらゆる要素におけるエンドユーザー機能

の使い勝手を向上するために必要不可欠なコード  

 
! ユーザーによって入力された各コマンドは、実際のブロックチェーンデータベ

ースの外部で安全に実行されますが、SupplyBloc内の論理機能によってこれらの

コマンドを重要なデータと安全に相互作用させることができます  
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! SupplyBlocの論理によって、公式なブロックチェーン台帳に保存されたデータの

損失を与えるリスクなしに、システム全体および全ての内外部機能を容易に導入

し、自動化することができます  

 

5.5 SUPXトークン 

SupplyBloc アーキテクチャ内でのSUPXトークンの使用は、特定の支払周期の完了までにかかる時間

を 短にするよう設計されています。また、サプライチェーン運用における金融取引の安定性の向上

を補助しています。SUPXトークンはシステム全体によって不可欠な機能であり、第７章で詳しく説

明されている通り、様々な方法で機能します。 

 
 

シード・トゥ・セールAPI / Leafユーザーインターフェースアプリケーション  

「シード・トゥ・セールAPI」は大麻業界のサプライチェーン管理に対して包括的なソリューショ

ンを提供するブロックチェーンアプリケーション開発プラットフォームです。 

「Leaf」はSupplyBlocの「シード・トゥ・セールAPI」と共に開発されたユーザーインターフェース

アプリケーションであり、ブロックチェーン技術が使用されているため、構築済みのターンキーソ

リューションを利用してシード・トゥ・セール手法を即時に導入することができます。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eコマース 
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6. eコマース  
技術とビジネスエコシステムとの間の繋がりには、製品プラットフォームと組織のネットワーク

が関与しています。このネットワークには「生産者」、「供給者」、「販売代理店」、「運送業者」、

「競合他社」、「政府機関」などが含まれ、これらの全関係者が戦略的な競争や提携を通して特定の

製品やサービスの販売に関与しています。このような関係性は、進化を続けるプラットフォームによ

って構築され、それぞれが自立した関係各者によって作成されるアプリケーションによって補強され

たコア構成要素によって定義されます。 

 
eコマース統合、SupplyBloc API、SUPXトークン  

eコマースの世界市場規模は2019年までに3兆ドルを超えることが予想されています。だからこそ、

SupplyBloc Technologyは、SupplyBlocトークン(SUPX)依存型のアプリケーションプログラムインター

フェース(API)を開発し、あらゆるeコマース企業やサプライチェーン企業と簡単に統合できるブロック

チェーンプラットフォームの開発を行っているのです。 

SUPXトークンは組織ネットワークの作成を促進するために設計されています。このネットワークに

は、ビジネスの競争と提携の両方を通して弊社のブロックチェーン技術の利用や普及に関与する「生

産者」、「供給者」、「製造者」、「販売代理店」、「小売業者」、「卸売業者」、「運送業者」、

「顧客」、「競合他社」が含まれます。弊社の SupplyBlocシステムを使用する企業が増えるにつれ、

それらの企業は必然的に多くの競合するプラットフォームや補助プラットフォーム間から製品やサー

ビスの購入者を惹きつけることになるでしょう。 

 
 

SupplyBlocの需要開発  

SupplyBloc Technologyビジネス開発グループは 分散型システムによる運用( B2B、B2C、P2Pに関係

なく)の採用を希望する企業に対して弊社のブロックチェーン技術のマーケティングを行うことに集中的

に取り組んでいます。利便性、透明性、安全性、銀行/商取引の手数料削減が世界中でSupplyBloc 

Technologyブロックチェーンスマートコントラクトの使用が広がる主な導入動機となるでしょう。 
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典型的なeコマースサービスアーキテクチャの構造には、次のような要素が含まれています: 
 

• eコマースプラットフォーム、通常はウェブサイト  
 

• 販売チャネル管理用のソフトウェア  
 

• 基幹系情報システム (ERP) 
 

• 顧客とのやり取りが行われるマーケットプレイス  
 

• CRMソフトウェア（顧客関係管理）  
 

• 在庫管理ツール  
 

• 出荷管理ツール  
 

• 会計システム  
 

• 電子決済を簡易化するための支払ゲートウェイ  
 

• デジタルマーケティングツールとプラットフォーム  
 
 

ERPシステムの入れ替え /補強  

中小企業は提携先や競合他社との間でシームレスな運用フローを実現するために複数のシステムを

統合させる必要があるため、eコマースエコシステムが も複雑になっています。通常、より大規模

な企業は単一システムを統合させたERPシステムを採用することができます。SupplyBlocはあらゆる

規模の企業が個々のビジネス主体の間における関係性を損失または創生することなく、簡単に複数

のシステムを水面下で統合し一元化させることを可能にします。 

 
 

! eコマースの世界市場規模は2019年までに3億ドルを超える見込みです  
 

! SupplyBlocは素材や製品をA地点からB地点へ配送、購入する方法を 適化できる

よう、サプライチェーン企業とeコマース企業の両者に向けたプラットフォーム

を開発しています   

 
! SUPXトークンはシステムの全関係者がこれらの取引を容易に行えるようにし、効

率性の高い取引フローと透明性のあるコミュニケーションを構築します  
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! 小規模企業は世界規模のサプライチェーン上に複数のノードを所有していないた

め、自社のeコマースエコシステムの海外市場進出により苦戦を強いられていま

す  

 
! SupplyBlocは個々の思惑を持つ企業を完全な透明性と簡易化された効率的な取引を実
現した単一の提携システムにまとめあげ、これらに付随する悩みの種をほぼ全て解消

します   

 
! SupplyBlocは必要不可欠な補助システムであり、場合によっては非効率な既存

のERPシステムの代替えシステムとなるでしょう  

 
 
 

海外進出の困難に立ち向かう  
ブラジリアのジレンマ  パート4 

 
 
 

ブラジリアのファッション事業拡大を 後にもう一度見直してみると、

SupplyBlocが彼女の事業に対してブロックチェーン統合型eコマース導入を助け

ることができる様々な場面が見つけられます。高い費用がかかる非効率な従来

のERPシステムの必要性を置き換えていくことで、SupplyBlocはブラジリアがサ

プライチェーン上の全てのノード間における取引を包括した複雑なプラットフォーム

を構築するのを助けます。 

SupplyBlocのAPIとSDK、弊社のSUPXトークン、そして弊社の基礎となるブロ

ックチェーンプラットフォームによって、高いカスタマイズ性を持ちながらも

弊社の飛躍的に効果的な技術に依拠した、広範で汎用性の高いユーザー向けア

プリケーションをブラジリアのビジネスが作成できるようになります。そうす

れば、ブラジリアはサプライチェーン上の顧客に対して報酬としてSUPXトーク

ンを提供してロイヤルティを高めることができ、分散化の進む企業の中におけ

る真のグローバル企業としての雰囲気を作り上げることができます。 後に、

SupplyBlocは、全ての取引を簡単に追跡/監査できるようにし、全関係者間にお

ける透明性を持ったコミュニケーションができるようにすることで、国際的なe

コマースシステム内でのコストの高いノードの所有または運用におけるブラジ

リアのあらゆるニーズを置き換えることができます。eコマースの 適化と世界

市場への進出という新境地に立って、ブラジリアは遂に彼女の夢である、収益
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性の高い国際ファッション企業を所有し、運用することが可能となるのです。 
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7. 構造  
ICOフェーズ完了時に、全てのコントリビューターはイーサリアムブロックチェーンシステムで利

用できる ERC20で交換可能なSUPXトークンを獲得します。 SupplyBlocの完成したエコシステムで

は、SUPXトークンがコア要素の役割を果たしており、あらゆる種類のサプライチェーン管理業務を

行う上で必要不可欠となります。このような仕組みから、SupplyBlocの経済構造ではこれらのトー

クンが主要な経済推進力となり、システムの機能で本質的な役割を果たします。 

SUPXトークンはユーザー間で分配でき、価値の一部を委譲することもできるように設計されていま

す。残りの全てのSUPXトークンとトランザクションは SupplyBloc自動化システムによって管理され

ます。トークン盗難、サプライチェーン契約の妥協、またはトークン機能の価値を崩壊させるような

イーサリアムネットワークに対する重大な変更が行われた場合などの稀なケースでは、 SupplyBlocは

問題となる既存のトークンを凍結させ、登録データに基づいて元の所有者に対して残高と同額の

SUPXトークンを新たに発行する権利を留保します。  

 
! SupplyBlocは弊社のブロックチェーン統合型サプライチェーンエコシステム

内におけるトランザクションを簡易化するためにSUPXトークンを使用しま

す  

 
! SUPXは多数の暗号通貨プラットフォームで交換可能で、SupplyBlocプラットフォ

ーム内における支払いや報酬付与の方法として高い機能性を持つERC20トークン

となる予定です   

 
! SupplyBlocは本来のトークンやプラットフォームに甚大な改変や危殆化が加えら

れるような稀な場合であっても、トークン保持者全員が同等の新規に設立されたト

ークンを受け取ることができるよう懸命に取り組みます 

 

7.1 SUPXトークンのコントラクト詳細 
 

全販売構造 
 

トークン供給  750,000,000 

開始レート  0.15米ドル 
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トークン配分 
 

購入者  60% 

報奨金  5% 

アドバイザー  5% 

SBTチーム  25% 

初期購入者  5% 

トークンプレセール開始日時  2018年5月15日 午前12時00分（米国太平洋標準時） 

トークンプレセール終了日時  2018年6月15日 午前12時00分（米国太平洋標準時） 

クラウドセール開始日時  2018年8月1日 午前12時00分（米国太平洋標準時） 

クラウドセール終了日時  2018年9月1日 午前12時00分（米国太平洋標準時） 

トークンセール中に受付可能な

通貨  

 
BTC、ETH、LTC 
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7.2 SUPXトークンの使用 

SupplyBlocエコシステムには、複数の報酬が SUPXトークン形式のみで存在します。さらに、SUPX

トークンはプラットフォーム上で使用可能な支払方法の一つとしても機能します。SupplyBlocは将来

的にはSUPXトークンに使用をSupplyBlocパートナーやその他のサービスプロバイダの補助プラット

フォームで利用可能な支払方法として展開させていく計画です。 

SUPXの利用方法: 
 

SupplyBlocシステム内の複雑なスマートコントラクトを簡易化  する支払方法とし

て  

消費者から製造者まで、システム参加者への報酬として  
 

SupplyBloc API/SDKプラットフォームをベースにして開発された補助システム内

における支払や報酬として  

 
 

トークンメカニズムを介したインセンティブ : 
 

対象  方法  
 
 
1. 先発者とアンカープレーヤー. 

エコシステムへの先発参加者および大きな好影響

を与えた大量購入参加者にはインセンティブとし

てより大きな割合の報酬が付与されます。 

 
 
 
 
2. ネットワーク内での可用性。長期保有者。 

よりお得な機会や取引への参加を希望する参加者

はシステムへの参加によるステーキングに招待さ

れます。参加者が特定のSLA と可用性を確約し、
同意した条件を満たさない場合、ペナルティーと

して「Burn」 またはトークン削除のメカニズムに
よってステークの一部が破壊されます 

 

3. ステークホルダー 
ステーキングと特定の追加権限に対する閾値超過

に貨幣パラメーターが使用されます。 
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eコマース運用での利用  

SUPXトークンは既存の、または新たに開発されたeコマース運用において利用可能な支払方法の

一つとして使用されます。 

製造者向け  (企業の所有権および販売代理店を含む) 

報酬: 様々な種類の報酬（フィードバック報酬、クロスプラットフォームマーケティングイ

ンセンティブ、販売促進プログラム、ロイヤルティプログラム報酬など）の分配方法は

SUPXトークンに限定されます。 

低限残高: SupplyBloc内で有効に参加するために必要な 低限残高を保持する方法とし

てもSUPXトークンが使用されます。 

トランザクションの簡易化: SupplyBloc内の様々なパートナー間における取引を簡易化する

方法として、利用可能な支払方法の一つにSUPXトークンが利用できます。 

顧客向け  

報酬: 紹介、ロイヤルティ、販売促進プログラム、その他の様々なインセンティブ付与の方

法として、SUPXトークンが顧客に報酬として付与されます。  

トランザクションの簡易化: SUPXトークンは顧客がSupplyBlocのメンバー（製造業者、

生産者、栽培者など）との取引を完了するために利用できる支払方法の一つとなります。 
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7.3 SUPXトークンの普及 

数あるSupplyBlocの主目的の中でも特に重要なものとして、分散型マーケットプレイスを開発し、ブ

ロックチェーンや暗号通貨の技術に詳しくない場合もある顧客に対してマーケットプレイスを普及す

ることがあります。SupplyBlocのビジネスモデルは暗号通貨で使用されている技術に依拠しています

が、より幅広いジャンルのオーディエンスが使用する完全なエコシステムを開発することにより、仮

想通貨の範囲を超えたシステムとなっています。 

顧客にこのプラットフォームを使用して効率的なサービスを提供するためには、ブロックチェーン

技術への深い造詣に加え、現代経済と市場トレンドについての専門家レベルの理解が求められます。

弊社の開発チームはブロックチェーン技術とサプライチェーンをベースとした国際市場の分野で豊

富な経験を持っており、システム内のあらゆる点におけるお客様のニーズを全てくみ取ることがで

きます。 

弊社の目標と業務方針は、SupplyBlocを顧客にとって魅力的で使い勝手の良いプラットフォームにし、

顧客がSUPXトークンを使ってサービスを購入でき、さらには報酬プログラムやロイヤルティプログ

ラムを通して弊社ネットワークで買い物をすることで現金を獲得できるようにすることです。

SupplyBlocは全関係者がSUPXを保管する安全で機能性の高い暗号通貨ウォレットのシームレスな開

発を容易化させます。 

. 
 

! SupplyBlocは分散型市場システムをこれまでこの種のショッピング環境に慣れ親しんで

こなかった顧客に対しても普及させていくことの重点的に取り組んでいます  

 
! サプライチェーンに含まれる製造業者、生産者、およびその他の業界側の関係者が、

SUPトークンを使用してカスタマイズ可能な報酬およびその他の販促ロイヤルティプ

ログラムを提供できるようにすることで、SupplyBlocには必然的に消費者が比類ない

ロイヤルティを持ち、製品の供給者と深くやり取りを行うことができる独自のエコシステ

ムが構築されることになります。  

 
! SupplyBlocシステムは暗号通貨開発をベースとした技術に依拠しており、弊社の包

括的なミッションは複雑ながらも全関係者にとって利便性のあるエコシステムを

開発し、効率性、透明性の高く有意義な究極の手法を作り上げることです。  
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8. トークンセール  
トークンセールの開始日: 2018年5月15日  午前12時00分（米国太平洋標準時） 

 
利用可能な支払方法: BTC、ETH、LTC 

 
ソフトキャップ  = 1,000,000米ドル 

 
ハードキャップ  = 40,000,000米ドル 

 
 SUPXトークンの初期交換レート  = 0.15米ドル= 1 SUPXトーク

ン トークン供給総額  (上限): 750,000,000 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

トークン 低購入数量: 1,000 SUPXトークン	 	 	 	 	 	  	

ティッカーシンボル: SUPX 

 
 
 

8.1 ICOボーナス 
 

 
! ICO期間終了後、追加のSUPXトークンは一切作成、採掘、鋳造されません。  

! ICOフェーズ中、プロジェクトがソフトキャップゴールに達しない場合は、投資さ
れた資金が返金されます。  

! ICOフェーズが既定のハードキャップに達した時点で、 ICOは即時終了します。  

! SupplyBlocの開発者への分配が予定されているトークンは ICOフェーズ後2年間ロ

ックされ、4～6ヶ月のバージョン期間が予定されています。  

!アドバイザーおよびプロジェクトのアーリーサポーターのSUPXトークンには6ヶ月間のロッ

ク期間が設けられます。  

1 SUPX = 0.18 USD 1 SUPX = 0.21 USD 1 SUPX = 0.24 USD 1 SUPX = 0.27 USD 1 SUPX = 0.30 USD 
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8.2 褒賞および紹介キャンペーン 
 

活動内容  報酬割合（%） 

「BITCOIN TALK」署名キャンペーン  30% 

ブログ記事と動画キャンペーン  20% 

ソーシャルメディア  (FACEBOOK、INSTAGRAM、
TWITTER) 

20% 

翻訳  15% 

TELEGRAM 2% 

その他 13% 

 
ICOプロセスの終了時点において 、販売済みの全てのSUPXトークンはトークン利用可能総額の60％の

割合を占めることになります。トークンの25%はSupplyBlocプロジェクトの開発者用に留保され、ト

ークンの5%はアドバイザー用に確保され、5%はアーリーバイヤーに配分され、5%は上述の報酬プロ

グラムに使用されます。 

 
8.3 トークンセール売上の配分 

 
 

 
SupplyBlocのためのロードマップでは、エコシステムの機能と多機能アプリケーションが網羅されて

います。 また、マーケティング運用による強力な推進力で、プロジェクトのリリース後には高い売

り上げを達成することが予想されます。また、顧客、企業、供給者、製造者間でこのプラットフォー

ムの採用が急速に広まるでしょう。 
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研究開発運用に割り当てられた費用の内、開発と設計業務にかける全費用でスマートコントラクト

の設計、SDK開発、API設計、SupplyBlocプラットフォームなどの運用費がカバーされます。  

研究開発運用のために留保された資金は、SupplyBlocで作業を行う20人の開発者を雇用するソフ

トウェア開発に特化した研究開発センターの開設資金にもあてられます。 

管理および運用部署のために留保された資金は、SupplyBlocプラットフォームで勤務する研究開発

センター従業員を除く全従業員および開発者の給料をカバーします。 

マーケティングと営業の運用費として配分された予算は、プラットフォームにおける顧客と供給

者の獲得に重点的にあてられます。 

法関連費用は運用、契約情報に関連する費用、および今後予定されるSupplyBlocプラットフォーム

の海外への普及に関連する費用を全てカバーします。 

! SupplyBloc ICOで集められた資金の内、特定の金額は研究開発費として留保され

ます  
 

! この資金は20人のソフトウェア開発者が同時にプロジェクトで業務を行うことができ

る特殊な研究開発センターの創設にあてられます 
 

! この資金分配はSupplyBlocが今後も可能な限りシステムの開発と拡大を続けていく意

思の表れであり、投資家にその意思を保証する根拠となります 
 

!資金の一部はSupplyBlocの管理および運用部署に配分されます  
 

! これらの資金は研究開発の開発者を除くSupplyBlocの事業に携わる全従業員の給料を

カバーするために使用されます 
 

! さらに資金の一部は弊社の大規模な世界的に広がるマーケティングと営業事業

を通したシステムの宣伝と販売のために留保されます  
 

! ICO資金の 後の一部はSupplyBlocプラットフォームを適切に国際規模で拡散

するため法務チームに分配されます  
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8.4 顧客確認 (KYC) 

SupplyBlocでは、暗号通貨が法律で禁止または適用される規制体制によって何らかの形で制限され

ている地域や国へのトークン分配は行っておりません。SupplyBlocはSUPXトークンの保有者が法

的制限のある地域や国に所在する人物や企業に対してトークンの再販や譲渡を行うことも禁止して

います。このポリシーはSupplyBlocとの合意が有効化した後に暗号通貨を使用した取引が禁止また

は制限される可能性のある地域や国に対しても適用されます。  

SupplyBlocは暗号通貨の使用が制限されている人々によるいかなる形の参加も積極的に阻止します。 

SupplyBlocにおいて、弊社は制限のある人物に対するトークン販売を拒否する権利を留保する他、独

自の裁量において制限のある人物によって購入されたSUPXトークンをキャンセルする権利も留保し

ます。顧客によって提供されたKYC情報が不完全、誤解を招く、不正確である場合や、その人物が暗

号通貨を使用した取引を禁止されている人物であることが判明した場合に弊社は前述の制裁を執行し

ます。 
 

8.5 エスクローでの販売留保 

SUPXトークンの販売で取得された現金は全額がマルチ・シグネチャセキュリティをサポートしたウ

ォレットを使用してエスクロー機関にて保管されます。ウォレットの鍵は開発チームおよびアドバ

イザーの複数のメンバーによって保持されます。 

 
 

ロードマップ  
 

マイルストーン  達成までの期間（月単位）  資金  

 
Rinkebyテストネット用出荷スマー
トコントラクトライブラリv.0 

 
 

3 

 
 

$370,000 

 
SupplyBloc TestNetをデプロイ 

 
6 

 
$560,000 

 
サードパーティDFMとの統合 

 
3 

 
$345,000 

 
トップTSPとの統合 

 
6 

 
$1,000,000 

 
IBuyriteとの統合 

 
3 

 
$210,000 

さらに5個のeコマースウェブサイ
トと統合 

 
12 

 
$557,500 
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9. 財源と予算  
SupplyBlocは責任を持って資金を活用します。可及的速やかに 良のソリューションを生み出すた

めの、適切な部署配置計画の詳細は後述の通りです。弊社はクラウドファンディングによる義援金

の上限を4千万米ドルに定めています。 
 

9.1 研究開発 

SupplyBlocはブロックチェーン技術の 先端となることを目標にしています。このためには、

「Solidity」、UI/UX向け弊社ウェブサイト、フロントエンド、バックエンド、APIを専門とするフル開

発チームの発足が必要不可欠です。SupplyBlocはハードウェアとIoT開発者たちによって、追跡可能な

データ量を大幅に増加させることも必要です。サプライチェーン技術の分野における研究開発は継続

的に行われ、弊社チームは世界規模商業に対するソリューションを必要とする既存の企業と統合し、

プラットフォームの物理的な開発と利用を加速化させていきます。 
 

9.2 運用 

運用および開発チームの業務は米国内で開始されますが、南米、アジア、ヨーロッパにもサポートを

提供し、より多くの運送業者との提携関係を築いていきます。問題のトラブルシューティングやERP

システム統合を処理するためにはサポートチームの拡大が必要となります。APIに合わせてクラウド

およびサーバのインフラストラクチャー開発も必要となるでしょう。 

 
! SupplyBlocは米国内での運用先行開始、および世界中でプラットフォーム開発を

開始するための堅固な計画が立てられています  

 
! SupplyBlocは多様なチャネルとプラットフォームで弊社システムを 適化するため、

複数の複雑な組み合わせの開発者チームが必要となります  

 

9.3 マーケティング戦略 

SupplyBlocチームは、サプライチェーンソリューションを活用するあらゆる規模の国際商業企業や事

業、ブランドエバンジェリスト、その他のパートナーと同盟を結びます。これはイーサリアムが企業

とのパートナーシップを形成するために用いた「 Enterprise Ethereum Alliance」と同様の機能を果

たします。このイニシアティブは弊社戦略の重要な部分で、マーケティングの観点では勿論のこと、

弊社が開発するエコシステムの幅広いサポートを強化する方法としても重要です。今後の数ヶ月間で、

SupplyBlocはこの活動努力を支援してくれるパートナーシップを発表します。 
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SupplyBloc Technologyの中核を成す経営陣とアドバイザーは、マーケティングと広報の分野で合わ

せると1世紀分にもなる経験を持っており、その多くが何十年もの間有名ブランドの宣伝やソーシャ

ルメディアインフルエンサーとのやり取りに従事してきました。経営陣にはユニークな才能が備わ

っており、 直接的または補助的な関係を通してマーケティングキャンペーンを実施し、弊社のメッ

セージを広く伝え、弊社がサプライチェーン業界の代表ブランドに必ずなれるよう導きます。

SupplyBlocは関連するプラットフォームで宣伝を行い、様々な種類の重要な国際通商の分野で正しい

人々にリーチしていきます。 

SupplyBLocは内部およびサードパーティの両方のP.R.とコミュニケーションを取り組み、開発、イニシア

ティブ、新規の関係について弊社のコミュニティを常に 新の状態に保ちます。弊社のコミュニケーショ

ン戦略はプレスとマーケティングに加えて、弊社のコアチームを通じたコミュニティーエンゲージメント

が含まれます。 

 

! SupplyBlocはコアチームが持つ広範かつ豊かな経験により、サプライチェーン技術業界への進出に

比類なく適しています 

 
! SupplyBlocは内部およびサードパーティの請負業者の両方における全てのP.R.、コ

ミュニケーション、マーケティング活動に取り組み、 国境を越えたプロジェクトの継続

的な開発に取り組みます 

 
! SupplyBlocシステムの全利用者は運用全体の成長に関連するプラットフォーム開発

とマーケティング活動  に関するアップデートを常に受け取ることができます 

 

9.4 ビジネス開発 

SupplyBlocチームは米国内および国際的な会議の両方に参加し、ネットワーク構築と新規リードの開

拓に取り組む計画です。SupplyBlocは米国のコマース企業との１対１のプライベートな関係作りに重

点的に取り組みます。 

 
SupplyBlocは様々な都市で「イブニングセミナー」を開催し、現地の会社所有者を集め、弊社プラ

ットフォームへの参加を呼びかけます。 

SupplyBlocは導入と普及を迅速に進めるため、提携および政治レベルにおける国際的な戦略パート

ナーの開拓にも重点的に取り組みます。チームは国内および国際的に広く進出し、よりリーチを広

げるため、米国東西両方の沿岸地域に進出します。 

弊社の事業を 大限に拡大するための様々な取り組みに加え、SupplyBlocはヨーロッパからチ

ームメンバーを少なくとも1人雇用し、地理的により広範な地域を網羅します。チームは、

世界中の会議を網羅し、より多くの潜在的な戦略的パートナー、顧客と出会う機会を設け、 
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より多くの関係を構築していきます。 

 
! SupplyBlocは多様な事業開発戦略を用いて、プラットフォームの成長を 適化します 

 
! SupplyBlocはSupplyBlocシステムの普及を急速に進めるため、コアチームのキーメ

ンバーを世界中に配置します  
 

9.5 法務 

法的な事案に対して適切な管理を行うことはシステム開発における重要な側面です。

SupplyBlocは世界的なeコマースとサプライチェーン管理の分野で豊富な経験を持つ外部弁

護士を雇い、 良の実用性とコンプライアンスを実現したフレームワークの開発を開始しま

す。SupplyBlocの知的財産ポートフォリオの拡大と重要な技術の取得を同時に進めることも

非常に重要です。SupplyBlocはプラットフォームを用いた概念実証実験を行うよう、戦略パ

ートナーと共同で政府や行政機関に働きかけます。 

SupplyBlocは「栽培者」、「製造業者」、「生産者」、「販売代理店」、「卸売業者」、

「運送業者」、「小売業者」、に対してSupplyBloc技術の採用を支援する法務担当者を雇

用します。SupplyBlocは、国内および国外の戦略パートナーを開拓し、政府および企業の

両レベルにおける弊社技術の普及を推し進めます。 

 
! SupplyBlocのコアチームは重要な技術の開発、取得、保持におけるセーフガー

ドとなるトップレベルの法務推進者の必要性を理解しています。  
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10. 収益モデル  
SupplyBlocは国際通商ビジネス、暗号金融、法人向けプラットフォーム開発に焦点をあてた3種類

の収益モデルを採用しています。 

収益モデルの内容は次の通りです: 

 
10.1 SUPPLYBLOCメンバーシップ 

SupplyBloc Plusメンバーは会社APIと成長を続けるブロックチェーン技術による数々のサービスを

利用することができ、SUPXトークンとブロックチェーン技術を使用した際の取引手数料が免除さ

れます。非メンバーはブロックチェーンやトークンを使用する際に少額の手数料の支払いが必要と

なります。 

 
! SupplyBloc PlusメンバーにはSUPXトークン報酬を獲得できる機会が設けられてお
り、ビジネス開発、後続エコシステムへのアクセス権が優遇されている他、

SupplyBlocシステム内において非メンバーが取引する際に発生する全ての手数料
が免除されます   

 
10.2 SUPXトークン 

SUPXトークンは「栽培者」、「製造業者」、「生産者」、「販売代理店」、「卸売業者」、「運

送業者」、「小売業者」、「消費者」がサプライチェーンに資金を融資する際に使用することがで

ます。トランザクションごとに少額の手数料が発生します。 

 
10.3 SUPPLYBLOCエンタープライズ 

SupplyBlocは多様なデータソースと情報を使用する必要のある大規模企業に向けたカスタムのブロッ

クチェーンソリューションの開発も行います。SupplyBlocはメインのブロックチェーンと新たな

「chain-links™」を連動させ、開発請負業者として開発行います 。開発費はクライアントごとの見積り

となりますが、定期的に億単位以上の収益がある規模の企業における大規模なERP導入が対象となり

ます。 

 
! SupplyBlocはシステム内で興味を持っていただいた企業から開発を請負い、弊社の

API/SDKキットをベースとしたアプリケーションの開発を積極的に支援します  
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ICOロードマップ 
 
 

期限  説明 

2018年5月15日 プレ ICOフェーズ開始  

2018年6月15日 プレ ICOフェーズ終了  

2018年8月1日 クラウドセール ICO開始  

2018年9月1日 クラウドセール ICO終了  

2018年11月1日 SUPPLYBLOC開発  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チーム 
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ROBERT MCNULTY/ 
共同創立者兼CEO 

 
 
 

 

 

RUDY BRATHWAITE/ 
共同創立者兼CIO 

 
 
 
 
 

McNulty氏は、無摩擦ビジネスと破壊的技術の熱烈な支持者です。 現在、ブ

ロックチェーンと暗号化通貨からスマートコントラクトまで様々なアプリケ

ーションを併用した取引の合理化に重点的に取り組んでいます。McNulty氏

は、専門小売店、eコマース、ブランドコンシューマ製品、小売店の起業、小

売業界での新しい概念や技術プラットフォームの開発の分野で35年以上の豊

富な経験を持った、 一流の企業家です。 
 

McNulty氏はキャリアの初期にShopping.comを創立し、社長兼CEOを務めま

した。Shopping.comは幅広いコンシューマブランド製品を25の主要カテゴリー

に分けて販売する世界初の複合オンライン小売サイトで、2,000,000 SKU が提

供されています。Shopping.comは 終的にコンパック・コンピュータ社によ

って2億2千万ドルで買収されました。Shopping.comの創立前には、McNulty氏

は 「Home Club」を創立し、会長兼CEOを務めました。Home Clubは急成

長を続ける請負業者やDIY顧客向けのホームインプルーブメント倉庫型チェ

ーン店で、米国西部地区の州で38店舗が展開されています。 近では、

McNulty氏は完成引き渡し型のオンラインストアプラットフォームソリュー

ションを販売するSaaS技術サイトである ibuyrite.comを創立しています。 

 
 
 

Rudy Brathwaite氏は20年以上に渡る物流とサプライチェーンの技術ソリュ

ーションをSupplyBlocチームにもたらす存在です。これまでの経歴を通して、

Rudy氏は民間セクターおよび公的機関の顧客に画期的な技術とパフォーマ

ンスを提供してきました。技術革新、ソフトウェア開発、輸送管理システム、

エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）が求められる物流およ

びサプライチェーンの分野での顧客へのサービス提供を専門としています。 
 

2015年に、Rudy氏は業界の豊富な知識を活用して、発送者と運送業者が直

接やり取りをして、貨物と輸送の照合や実行をすることができる、貨物照合

と運輸実行機能を統合させたプラットフォーム「LoadExpress」を創立しま

した。 LoadExpressはその後、未公表の金額で買収されています。 
 

Rudy氏はクライアントの持つ戦略、顧客ロイヤルティ、大規模コスト削減、

ソフトウェア開発、組織変革など幅広い問題に対処してきました。さらに、

国内および国際物流およびサプライチェーン用ソフトウェアソリューション

の設計、 適化、導入でも数多くの成功を収めています。 Rudy氏は物流IT

システムの開発と導入、ベンダーリレーションズ、コンプライアンスを専門

としており、物流の運営と管理でも豊富な経験を持っています。 
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JEFFREY AARONSON/ 
高財務責任者  

 
 
 
 
 
 
 

 
EVERETT CONRAD/ 
ソフトウェア開発

責任者  
 
 
 
 
 
 
 

 
IHOR PIDRUCHNY/ 
ブロックチェーンおよび

スマートコントラクト開

発者  

 
 
 
 
 

Jeff氏は、財政分野の卓越したエグゼクティブとして広く知られたエネルギッシュな

人物で、初期ステージおよび動的成長企業の企画や管理の適任者です。熟練した財務

エグゼクティブではありますが、Jeff氏はビジネス運用の分野でも豊富な起業家とし

ての経験を持ちます。 
 

2003年にJeff氏はOTCBBとアメリカン証券取引所の上場企業である「Diasys Corp.」

の社長、CEO、および取締役員に就任し、2007年まで役職を務めました。「Diasys 

Corp.」の退社後より、Jeff氏はプライベート・エクイティと公開会社の両セクター

で財務および運用の職務を歴任してきました。Jeff氏はマンハッタンのミッドタウン

で小規模の専門会計事務所の監査責任者を8年間務め、ニューヨークのアデルフィ大

学の会計学専攻で経営管理学位を取得しています。 

 
 
 
 

Everett氏はソフトウェアシステム構造と戦略の定義、設計、実装を牽引してきた

豊富な経験を有します。同氏は経営陣と共同で事業および組織の目標に沿った技術

ソリューションの開発を成功させてきた熟練の開発者です。 
 

Everett氏は卓越したコミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキル、エグ

ゼクティブレベルのインフルエンシングスキルを持ち合わせています。同氏はIT 部

門および企業全体の首脳部との効率的に共同作業を行う能力に長けており、Everett

氏がビジネスと技術の間に存在し続けるギャップを埋める橋渡しとなります。

Everett氏は難解な技術論理をジネス用語に置き換え、経営陣やビジネスの各部署の

管理部に分かりやすく説明することができます。このような同氏ならではの多才な

能力によって、Everett氏は結果志向のチープレイヤーとして成熟し、従業員の求人、

鼓舞、指導で成果を上げています。 

 
 
 
 
 

Ihor Pidruchny氏はブロックチェーン、スマートコントラクト、ICO、ウォレット、

決済ゲートウェイ、民生用アプリケーションの戦略的な導入に重点的に取り組むブ

ロックチェーン開発者です。同氏は世界中で企業のビジネスプロセス 適化を支援

し、ブロックチェーン技術の利点を 大限に活用してきました。同氏は前回のICOで

1億ドル以上の集金に貢献しました。 
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ANDREW ZUBKO/ 
ブロックチェーンおよび	 	

スマートコントラクト開発

者  

 
 
 
 

 
GLENN HAWKINS/ 
デジタルマーケティング	

責任者  
 
 
 

 
MEREDITH MENTZER/ 

 
 
 
 
 
 
 
ブロックチェーン技術の熱烈な支持者であるAndrew氏は、ブロックチェーン開発、

拡張可能アプリケーションの構造設計、および複雑なシステムの現実世界での実装に

おいて豊富な経験を持ちます。同氏はネットワーク構造、クラウドサービス（AWS、

Rackspace)）を使用してフォールトトレラントシステムを提供するソフトウェアの構

造、オープンソースクラウドサービス（OpenStack）を含むプロジェクトインフラス

トラクチャー全体を設計してきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glenn氏は結果志向の人物で、10年以上のデジタルマーケティングの経験があります。

同氏はフォーチュン1000の企業に対して、数百万ドル規模のデジタルマーケティング

キャンペーンを牽引しました。Glenn氏は現在、全国自動車グループ、主流のヘルス

システムおよび小売業者の企業に対するデジタルマーケティング戦略、イノベーショ

ン、実施を監督しており、企業レベルの分析とプラットフォームを活用して年額数千

万ドルを超える規模の宣伝活動を行っています。Glenn氏はカリフォルニア大学サン

タバーバラ校で文学士号を取得しています。 

 
 
 
 
 
 
マーケティングおよび広報の戦略家である、Meredith氏は高位の企業目標やイニシア
ティブをブランドの方向性を反映させた創作物に落とし込み、幅広いユーザーオーデ

ィエンスを魅了します。Meredith氏はマーケティング戦略統合、新製品の立ち上げ、
販促キャンペーン、大規模イベントやトレードショーの管理、そして増え続ける従業

員に対して企業の取り組みを日常業務として指示するなどの場面で、11年間の広報の
経験を持ち、数々の成功を収めてきました。マスコミとジャーナリズムのバックグラ

ウンドを持つMeredith氏の業務のほとんどは、創作コンテンツの開発および様々な戦
略の成功度の計測に向けられており、常にオーディエンスに適した広報手法を採用し

ます。 

広報責任者	 	 	 	 	 	 	 	
共同リーダーであるMeredith氏は広報スキルを活かして2011年から「UPS Store, 

Inc」の女性リーダーシップ開発に専念し、秘書兼会計役、イベント管理共同議長兼
イベントコーディネータなどを含む、様々な役割を歴任してきました。 近では、 
Meredith氏はSDX (旧「San Diego Ad Club」)の募金コーディネータを務めました。 



第11章  チー
ム  

59 

 

 

 
 
 
 

12. アドバイザー  
 

 
 

RHETT MCNULTY/ 
スタートアップ起業家	 	

兼アドバイザー  
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTHONY SHIPP/ 
「M. Dyer & Son, Inc.」
CEO	 	 	  

 
 
 
 

 
BO WHITE/ 
「Click Here 
Publishing」
CEO 

 
Rhett McNulty氏は初期ステージスタートアップ、チーム構築、複雑な業界の問題に

対する革新的ソリューションの創生の分野で20年間の経験を持ちます。同氏はマイア

ミ大学で文学士号を取得しています。同氏の情熱の対象は技術開発、高速成長市場お

よび振興市場、および顧客獲得全般です。 

Rhett氏は1999年にCompaq Computers [HPQ]によって2億2千万ドルで買収された

「Shopping.com」設立メンバーの一人です。「Shopit.com」の 高執行責任者兼共

同創立者でもあるRhett氏は、2007年に同社をFacebook内 大のeコマースプロバイ

ダに成長させました。「Shopit」は2009年7月にAtrinsic [ATRN]によって買収されまし

た。Rhett氏の 近の取り組みとして、傑出した資金が投入されたメディアサーバー

スタートアップ「younity」で 高会計管理責任者を務め、9ヶ月間に渡り顧客獲得コ

ストを97％削減しました。 

 
 
 
 

Anthony氏はサプライチェーン、物流、運送のエグゼクティブであり、技術イノベー

ターでもあります。同氏はサプライチェーンシステム、物流、海上輸送、NVOCC、

空輸、輸送運用、倉庫運用、保険、リスク分析、ビジネス管理のあらゆる面で指揮し

た経験を持っています。Anthony氏は、いつでも担当する企業とその従業員に対して、

特出したサービスと成功に導くリーダーシップを提供することができます。 

 
 
 
 
 
 
 

Bo White氏はデジタル企業を先導してきた4分の1世紀分に値する経験を持つインター

ネット起業家です。同氏の成功例の中には、 流星のごとく現れ、90年初頭に同氏が設

立したデジタルエージェンシー「Click Here Publishing」が含まれます。Bo氏は成長

を続ける同氏のデジタル企業「Beyond Commerce」（ラスベガスを拠点とする上場技

術スタートアップ企業）での 高執行責任者として運営に携わった経験があり、 

「NewOrleans.com」の共同創立者と社長を兼任しています。 

Bo氏はその他にも複数の「.com」プロジェクトや企業に積極的に投資を行っています。

同氏は主要な自動車グループ、OEM、政府機関、主要な病院システム、有名な弁護

士や法律事務所に加え、業界 大手のGoogle、Facebook、Adobe、Microsoftとも密

接に業務を行ってきた経験があります。 
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ALEX HINOJOSA/ 
「HCRM Corp」	
社長  

 
 

 
ROB DIXON/ 
「CDW」地域セール
スマネージャー   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alex氏19年間の情報技術と人材創出の実績を持つハンズオンの人材配置およびリクル

ートのエグゼクティブです。同氏は米国内でフリーランス、契約雇用、正社員雇用な

どの職位に様々な職種の人材配置を行ってきました。Alex氏は経営幹部レベルのエグ

ゼクティブ(CEO、CIO、CFO)からプログラムマネージャー、ウェブ開発者、分析専

門家、Microsoft Dynamics CRM、AX、GPの能力者、クリエイター、マーケティング

専門家などの人材配置を行ってきました。 

 
 
 
 

Rob氏は個人貢献者およびチームリーダーとして販売目標、新規顧客獲得と開拓、収

入増を達成してきた14年間の実績を持つ一流の技術セールス専門家です。同氏は好循

環ワークフローと文化の創出と実施を行ってきた結果志向型のセールスおよび運用ス

ーパーバイザーであり、業績不振の営業チームを常に期待以上の結果を出す優れたパ

フォーマー集団へと変身させます。 

Rob氏は才能ある交渉人でもあり、無形で複雑なバリュープロポジションのすり合わ

せや、高価値なプラットフォーム間における技術的ソリューションの利用を官僚機関

に合意させ、マーケットシェアと収益性を上げることができます。 
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STEVE BENSON/ 
「Mirum Agency」

品質保証責任者  

 
 
 
 
 
 
 

 
JESSICA 
VELAZQUES/ 
「 JV & Associate」

パートナー、公認

会計士  

 
 
 
 

 

DAVID MOTTA/ 
起業家および戦略

家  

「 Global Digital Agency」傘下の「North American Operations」で品質保証責任者

を務めるSteve氏は、過去13年間に渡ってアカウント、プロジェクト、クライアン

トチーム間におけるフルイド・ダイレクションや助言を提供し、リスクを軽減させ、

配達の完全性を確保してきました。デジタル業界における品質保証実務で一目置か

れる存在になる以前、Steve氏は ミネアポリスにある小規模のリバースロジスティ

ック企業で、リード生成やコンタクトマネジメントの責任者である「営業およびマ

ーケティングコーディネーター」を務めていました。同社に在籍中、Steve氏は社

内の販売サイクルの見直しを行いながら商品の返品プログラムソリューションに重

点的に取り組みました。Steve氏は、エンターテイメントソフトウェア、ラジオ配

信営業および広報でも職務に就いた経験があります。 同氏は継続的に自身のスキル

とミネアポリスのBrown Instituteで取得した「ラジオおよびテレビブロードキャスティ

ング」の学位、およびミネソタ大学で取得した「ビジネス教育」の学位から得た知識を

活用しています。 

 
Jessica氏は流通市場の企業およびその所有者に対して実用的な会計、税、助言サービ

スを提供する「JV & Associates」の創設メンバーの一人で、公認会計士です。15年以

上に渡り、Jessica氏はビジネスオーナーおよび 経営幹部レベルのエグゼクティブに対

して税およびビジネス事案全般に対するガイダンスを提供し、ビジネス目標を達成す

る支援を行ってきました。Jessica氏は幅広い経験を活かして、非公開企業はもちろん

のこと、ゲーム、小売、製造など様々な業界の多国籍上場企業とも密接な関係を築い

ています。 

Jessica氏のキャリアの起点は会計事務所である「PwC, RSM & EY」で様々な職位を

歴任した2002年に遡ります。  同氏は2008年に会計事務所を退社し、電子小売業者で

ある「Zappos.com」の税監督者、そしてゲーム製造の上場企業である「SHFL 

Entertainment Inc.」で企業税務責任者に就任しました。2013年に、同氏は非公開企業

を対象とした所得税プランニングおよび戦略的ビジネスコンサルティングに重きを置

いた独自の取り組みを開始しています。 

「CoinTelegraph」、「HACKED.com」、「Ethereum World News」やその他の媒体

で紹介されている通り、David Motta氏はデジタル起業家、マーケッター、投資家、

そしてビジネスコンサルティング会社「ACQURE Business Solutions」の 高経営責

任者です。同氏は暗号通貨のアーリーアダプターとして知られており、過去数年に渡

り、同氏のビジネスベンチャーで暗号通貨を取引方法として積極的に使用してきただ

けでなく、数多くのICOやブロックチェーンプロジェクトにも参加し、成功を収めて

きました。David氏は暗号/ブロックチェーンの熱狂的な支持者および提唱者であり、

世界中の暗号支持者の同志の教育に携わり、大規模コミュニティを構築してきました。  
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BENJAMIN 
BUNKER/ 

所有者  / 管理弁護士  

 
 
 
 
 

 
SAM OSBORN/ 
ビジネスインテリジ

ェンス  

Benjamin Bunker氏は「 Bunker Law Group, PLLC」の所有者および創立者です。同

氏は、ユタ州プロボのブリガムヤング大学の学士課程で学術奨学金を受けて勉学に励

みました。法科大学院卒業後から、Bunker氏は弁護士としてネバダ州の顧客に対し、

個人の負傷、土地所有者責任、製造物責任、欠陥工事、ビジネス訴訟、知的財産、ビ

ジネス構造、保証人保護、専門職業責任などの様々な分野での民事訴訟と取引を行っ

てきました。現在、同氏はラスベガス地域の小規模ビジネスや零細企業にサービスを

提供する小規模法律事務所の所有者であり、オペレーターを兼任しています。 

Bunker氏はネバダ州南部に所在する電子小売業者、インターネットベース広告/マー

ケティング企業などを含む複数の時価総額が1億ドルを超える上場企業で社内弁護士

を務めてきました。 

 
 
 

Sam Osborn は顧客がビジネス運営を改善するお手伝いをマネジメントコンサルタント

です。Sam氏は10年以上に渡って新興市場の理解や認知を高めてきた経験がありま

す。. 

「New Frontier Data」の副社長として、Sam氏はを全てのカスタムリサーチと製品開

発活動を牽引してきました。同氏が持つマクロおよびマイクロレベルにおける大麻業

界への深い浸透力により、Sam氏は大麻情報とデータを具体的な ビジネスインパクト

と統合させた先駆者的専門家の一人です。 

Sam氏は前職で「Frontier Strategy Group」のグローバルリサーチの責任者である、

実践責任者を務めました。Sam氏のリサーチは大きなトレンドをマクロ経済に落とし

込み、パフォーマンス向上、戦略計画、需要予測を向上させることに重きを置いてい

ます。さらに、Sam氏は新興市場における 良の市場進出手法、ポートフォリオアロ

ケーション、通貨の予想変動率を対象とした分析を行っています。 
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法的放棄声明  

目的  
 

このホワイトペーパーは、本書面内で提案されている「ICO」に関連して将来トークン保持者となる可能性のあ

る方々にSupplyBloc, Inc. (以下「SupplyBloc」と呼ぶ)およびSUPXトークンについて紹介することを目的として

います。下記の情報は必ずしも網羅的ではない場合があり、いかなる契約関係も意味しません。潜在的なトーク

ン保持者がSUPX トークンの取得を意図した上で企業の詳しい分析を実施するか否かを決断できるよう、関係性

のある合理的な情報を提供することのみを目的としています。当ホワイトペーパーのいかなる部分もいかなる類

の目論見書として見做されるべきではなく、いかなる管轄においても投資勧誘の目的は一切ありません。 

当書面は作成にあたり、投資家保護のために策定されたいかなる司法管轄区における法律または規制にも準じて

おらず、また対象にもなりません。プロダクトトークンは電子通貨、証券、商品、およびいかなる種類の金融商

品でもなく、潜在的なトークン保持者の在住国を含む米国内のいかなる州および米国外のあらゆる国の「証券法」

に登録されていません。 

証券募集の不実施  
 

SUPXトークンは当ホワイトペーパーに記述されている以外の投資、投機、またはその他の金融目的を含むがこ

れに限定されないいかなる目的においても使用されないものとします。下記の記述で明示されている権利以外、

SUPXトークンは所有権、再販権（利益を含むが、これに限定されない）、償還権、清算権、財産権（あらゆる

形式の知的財産権を含む）、その他の金融に関するまたは法的な権利を含むがこれらに限定されない、いかな

る形式の権利も付与しません。SUPXトークンは企業内におけるいかなる権利も付与するものではなく、企業へ

の参加を表すものでもありません。SUPXトークンは 機能ユーティリティとしてのみ販売されます。 

弊社の法的アドバイザーの見解では、Howey Testに基づき、弊社のSUPXトークン(SUPX)は証券と見做され

るべきではなく、証券として登録する必要はありません。SUPXトークンは法的な証券ではありません。  

購入者は、SUPXトークンを所有することにより、購入者に対して利益、収入、またはトークンを取得、所持、

管理、破棄、使用、償還、期限切れすることで発生するその他の支払や返金を受理する権利が付与されるもので

はなく、SUPXまたはSupplyBlocプラットフォームまたはその他のあらゆるSupplyBlocの所有物においていかな

る権利、利子、称号、利益が全部または一部においても付与されるものではないことを認識し、理解した上で同

意します。SUPXトークンはいかなる形式の公認または法的拘束力を持つ投資ではありません。  

リスクおよび不確実性  
 

SupplyBlocプラットフォームは未だ完全に開発されておらず、発売開始前に変更、アップデート、調整が行わ

れる場合があります。前述またはその他の理由により、SupplyBlocプラットフォームの開発およびSupplyBloc

の将来的な取扱商品の立ち上げが完了しない場合があり、販売が開始される保証は一切ありません。SUPXの購

入はご自身の 責任において行ってください。さらに、新規に実施された規制によって費用、財政などが一定の限界値

を超えた場合は、規制を順守するためにSupplyBlocプラットフォームの維持およびSupplyBlocの将来的な取扱商

品の構築および販売が商業的に実行不可となる場合があり、企業はSupplyBlocの開発と運用を中止する場合が

あります。 
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弊社は将来的に予定されている報酬を支払うことができない場合があります。SupplyBlocプラットフォームに十

分なエンゲージメントがあること、およびあなたがいかなる報酬や割引を享受できるという保証は一切ありま

せん。弊社があなたに報酬の支払いを行う能力は今後の運用状況および弊社の事業や経済状況に依拠します。 

ICOで集められた資金には盗難のリスクがあります。弊社は資金がブロックチェーンウォレットまたはエスクロ

ーサービスのリポジトリに安全に保管されるよう 大限の努力をします。そのような安全対策を講じながらも、

ハッキング、高度なサイバー攻撃などの結果、盗難が発生しないという保証は一切ありません。 そのような事由

が発生した場合、ICO が完了した後であっても、弊社は売り上げた暗号通貨を受け取ることができない場合があ

り、SupplyBlocがそれらの資金をSupplyBlocプラットフォームの開発に使用できなくなる可能性があり、

SupplyBlocプラットフォームの販売が一時的、または永久的に抑制される場合があります。 

キャンセルおよび返金不可  
 

SUPXトークンの注文は全て確定かつ 終的と見做されます。購入者は、いかなる状況においても全部または

一部の還付を要求する権限を持たないことを完全に認識するものとします。提唱されるトークンの販売は厳密

に経験豊富なプロの顧客向けに実施されるため、購入者はSupplyBloc に対していかなる返金を求める権利を主

張することはできません。 

取引の不保証  
 

弊社は市場におけるSUPXトークンの循環およびトレードに関して一切の責任を負うものではなく、推進するも

のでもありません。 Trading of SUPXトークンのトレードは 、弊社のいかなる影響力も及ばない、関連市場の参

加者間における価値付けの結果のみに依拠します。 

将来予想に関する記述上の注意  
 

本SupplyBloc ホワイトペーパー、SupplyBlocウェブページ、Supply Bloc Technologyによるプレスリリースで提

供される全ての宣伝文句および記述、およびSupplyBlocの代表として行動するチームメンバーによる口頭による

声明のうち、達成済みの事実を述べていないものは 「将来に関する記述」を表している場合があります。 

次のような用語が含まれている記述を「将来に関する記述」と見做すことができる場合があります:「していく」、

「見通す」、「計画する」、「目指す」、「目標とする」、「期待する」、「推測する」、「目論む」、「志

す」、「予測する」、「場合がある」、「信じる」、「の場合」、その他のあらゆる類似する用語。さらに、前

述の用語は必ずしも「将来に関する記述」を特定するものではありません。財務予測、見積り、計画、可能性の

あるトレンド、リスク、暗号通貨の将来の予測を含むがこれらに限定されない内容を含む全ての記述も「将来に

関する記述」として見做されます。 

これらの「将来に関する記述」は「現状有姿」で提供されるものであり、未だ達成されていない事実であるため、

SupplyBlocは上述の「将来に関する記述」で表示された将来の結果に対する責任を負わず、保証もいたしません。 

このホワイトペーパーに含まれるいかなる情報も確約、約束の提示、または保証と見做されるべきではなく、

SupplyBlocプラットフォーム、SUPXトークン、またはその他のSupplyBlocエコシステムのあらゆる要素の今後

の運用実績を保証するものではありません。弊社は本書を変更する権利を留保します。 
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(1) https://www.worldfirst.com/downloads/US/worldfirst_infograph 

(2) https://www.census.gov/topics/business/small-business.html 

(3) https://smallbiztrends.com/2017/11/small-business-export-opportunities.html?tr=s-ep 

(4) https://www.logisticsbureau.com/how-blockchain-can-transform-the-supply-chain/ 

(5)http://www.supplychain247.com/article_why_blockchain_is_a_game_changer_for_the_supply_chain 

 


