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要約 

 

多くの人が投資の習慣を学びたいと思っていますが、実際にそれを実行している人はほと

んどいません。暗号通貨への投資は、資産の揮発性と投資家が噂に基づいて投資する傾向

を考えると特に難しいです。 私たちは、暗号通貨に投資する最善の方法は、マイクロ投

資であると考えています。 私たちのチームは、ユーザーが暗号通貨で行う各取引に投資

できるプラットフォームを設計しました。 Skraps は、ユーザーがリスク選好度に基づい

て選択したポートフォリオに投資できるマイクロ投資プラットフォームです。取引で希望

した小数点値を四捨五入し、専門家によって管理された暗号通貨ポートフォリオで小銭を投資

することができます。 

 

1. はじめに 

 

投資を始めることが良いことは誰もが知っています。しかし、実際に投資する人はほとんど

いません。その理由には投資に関する知識の欠如、投資する金額、投資する場所、投資する

時期について一連の決定を下す経験不足による負担などがあります。この調査[1]によると、

ミレニアム世代の 40％が株式市場への投資を開始するのに十分な資金を持っていないと感

じており、始めるには多額の資金が必要だと考えています。多くのフィンテック企業は、投

資をより簡単にし、投資プロセスを不確実にするよう努めてきました。 Wealthfront や

Betterment のようなロボアドバイザーは、ユーザーが数回のクリックで投資を開始できる

ようにします。 

Acorns や Stash のようなアプリに余分な投資をすることで、ユーザーの各取引に予備の金

額を投資して、投資を決意する負担を取り除くこともできます。 Bitcoin や Ethereum のよ

うな暗号通貨での最近の成長で、多くの人々は暗号通貨への投資に取り組んでいます。 

Fred Wilson [2]や Chamath [3]のような有名な投資家の中には、少なくとも 1％のポート

フォリオを暗号通貨に投資する必要があると主張しています。 



これにより、Bitcoin やその他の暗号トークン（図 1）が急増し、最近数ヶ月でこの資産ク

ラスに投資家が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.今年の BTC、ETH などの時価総額の上昇（出所：bitinfocharts.com） 

 

しかし、暗号化された通貨とトークンの不安定な性質を考慮すると、規律ある投資アプロ

ーチをとることが最も重要です。 むしろ購入価値が上昇するものに投資するのではな

く、規則的な間隔、組織的方法で投資するべきです。私たちは、暗号通貨への投資はリス

ク選好度にもとづいてポートフォリオの暗号トークンに余った小銭を投資することが最良

であると考え、Skraps を通じて投資の認識的負担を取り除くことによって、暗号投資を

シンプルかつ楽しいものになる事を目指しています。各暗号通貨の少額取引は私たちのプ

ラットフォームを通じて、リスク調整された選択したポートフォリオに投資されます。 

これらのポートフォリオは、プロフェッショナル・ポートフォリオ・マネジャーによって

管理され、最高の投資収益率を保証します。 

 

2. 動機づけ 

 
多くの人々は投資の一般的な価値を理解していますが、ほとんどの人が複合力を理解して

いません。 前述したように、今日、ミレニアム世代の人々は株式市場に投資するのに十分

な資金を持っていないし、それを始めるために多額の資金が必要だと信じています。彼らは

投資を早く始めれば始めるほど、利益の恩恵を受ける可能性が高いことに気付いていませ

ん。 図 2 に示すように、今日 20 ドル/週のレートで投資を開始すると、5 年間で投資額は

5,746 ドルに、20 歳では 34,388 ドルに増加し、年間平均成長率は 5％と仮定します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.複合的な通常投資の成長力 

 

したがって、投資を始める若者を引き付けるには、投資を簡単にすることが非常に重要です。

彼らの小銭を投資できるようにする習慣を教えることは素晴らしい方法です。毎日コーヒ

ーを買うように小銭を投資することは、投資される量さえほとんど気がつかれません。 取

引は定期的に行われるため、投資は一定の間隔で行われ、小銭投資の合計はかなりの額にな

ります。 

この投資方法は、Acorns などの従来のマイクロ投資関連のアプリケーションから爆発的な

成長を遂げています。 Acorns は 200 万以上の投資口座を誇り、2017 年だけで 60 万口座を

オープンしました。 彼らは今年も１億の取引をする軌道に乗っています。これらの業績は、

ベイン・キャピタル・ベンチャーズ、ペイパル、グレイクロフト・グロース・ファンドなど、

世界有数のベンチャーキャピタル企業からの投資で 9,600 万ドルを超える見込みです 

ブロックチェーン業界が拡大し、暗号資産の数と価値が高まるにつれて、暗号投資と投機市

場も拡大すると考えています。 伝統的な市場とは異なり、暗号市場は 24 時間年中無休で国

境を越えており、規制が最小限に抑えられ、大きな成長の可能性を秘めています。これらの

特徴により、暗号市場は伝統的な市場を超え、投資家のために信じられないほどの機会を表

しています。暗号市場、暗号化された通貨とトークンへの投資の場合、年間収益率は 15〜

20％以上になる可能性があります。 図 3に示すように、人が今日 20 ドル/週のレートで投

資を開始すると、5 年間で投資額は 7,085 ドルに、20 年後は 119,779 ドルに増加し 1 年に

つき 15%の平均成長率を呈します。 このように、暗号投資は投資の非常に高いリターンを

もたらす可能性があります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.暗号投資ははるかに高い率で成長することができます 

 

毎日 50 万件を超えるユニーク暗号化関連の取引が発生しています。ユーザー、企業、政府

などが、彼らの日常生活で潜在通貨を取り入れてはじめ、この数は上方を傾向になっている

だけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1. S＆P 500 の暗号通貨 

 

上記の表 1に示すように、執筆時点の暗号化通貨は、S＆P500 のトップ 28 に近い 1630 億ド

ル（4 ドル）の時価総額を有していました。Skraps では、Acorns のようなプラットフォー

ムを作成することを想定しています。 ユーザーは暗号化された取引で余った小銭を投資す

ることができ、この金額は自動的に選択したポートフォリオに投資されます。 

 

 

 

 



 

 

 

なぜ "余った小銭を投資"が暗号通貨のために理にかなっているのか？ 

 

1. Skraps プラットフォームは、投資する時間を取るために認知的負担を感じることなく、

投資する資産を選択することなく、人々が簡単に暗号通貨に投資するのを助けます。最良

の投資家であっても、市場を完璧に時間を割くことはできないことを私たちは知ってい

ます。最良の戦略は、リスク選好度に基づいて多様なポートフォリオを構築し、規則的な

投資を行うことです。すなわち、指定された金額を一定の間隔で投資し、時間平均化はき

っちり市場の時間を図る必要性がなくなります。 

 

2. Skraps は、暗号トークンに対するこのような規則的な投資を促進するユニークな方法で

す。 

特に、暗号トークンは非常に変動が激しいため、人々はアップスウィングで購入してダウ

ンスウィング販売する傾向があります。これは良い戦略ではありません。これらのケース

では、人々は噂に反応しているので、これは良い戦略ではありません。 Skraps は投資に

対する認識重荷を取り除き、日々の取引業務の時間節約を援助する。 

３．来たるべき時代には、ますます多くの取引が暗号通貨で起き、それゆえに、人々は小銭

を投資することによって高額なお金を貯めることができると信じています。 

 

3. Skrap デザイン 

 

基本的に Skype は Acorns のように動作しますが、暗号通貨の購入には使用できません。ユ

ーザーは、Skrypts プラットフォームで小銭を暗号通貨に投資して、一貫した投資報酬を得

ることができます。暗号通貨に投資するために、暗号通貨ウォレットを Skraps プラットフ

ォームにリンクする必要があります。 

ユーザーが購入や取引を行うたびに、四捨五入された金額が Skraps ポートフォリオに投資

されます。ユーザーは、自分が望むポートフォリオのタイプを選択できます。 

ユーザーは、リスク許容度に基づいて投資したいポートフォリオのタイプを選択すること

ができます。 

 

たとえば、アリスがビットコインを使用してエアバルトの航空券を購入しているとします。

飛行チケットの価格は 12.98BTC です。彼女はチケットのために 12.98BTC を支払います。そ

れから彼女は Skraps のアプリを呼び出して、取引を 13 BTC に切り上げます。したがって.02

が投資されます。0.02 BTC は彼女の選択したポートフォリオに投資します。 アリスが保守



的なポートフォリオへの投資を選択したとします。その後、0.02 BTC は、Skraps プラット

フォームの保守的なポートフォリオに投資されます。 

同様に、不換紙幣での取引された小銭は、選択した暗号通貨ポートフォリオに投資されます。

シナリオは同じです。アリスが 3.75 ドルでコーヒーを購入すれば、彼女は$ 4.00 に取引を

を切り上げることができ、その差額（$ 0.25）が投資されます。 

したがって、ユーザーが Skraps プラットフォームに投資し続けると、その暗号通貨の投資

の価値は増加します。投資は、各トランザクションで発生するので、どれくらい投資するか

など決めるための精神的な負荷がありません。私たちの使命は、投資をとても簡単にするこ

とで、直感的に誰もが規律ある投資の収益の恩恵を受けることができるようにすることで

す。 

 

Skraps プラットフォームは、初めに 5つの異なるポートフォリオを提供します 

 

●保守的 

●中等度の保守的 

●中程度 

●中程度に積極的 

●積極的 

これらのすべてのポートフォリオは、選択したポートフォリオのリスクリターンプロファ

イルに基づいて経験豊富な暗号通貨マネージャーによって資産投資されます。これらのポ

ートフォリオは、ユーザーは無料でアクセスできます。ユーザーは、これらのポートフォリ

オを見ることができ、それを使用するためにコピーすることができます。図 3は、暗号通貨

のサンプルのポートフォリオの資産配分を示しています。時間の経過とともに、経験豊富な

ユーザーが作成したポートフォリオを紹介し、他のユーザーもそのポートフォリオに投資

することを選択できるようなります。ポートフォリオ作成者は、他のユーザーが自分が設計

したポートフォリオに投資した金額に対して一定の手数料が支払われます。 

 

Skraps は主に暗号通貨の取引から暗号通貨のポートフォリオへ小銭投資することを焦点に

当てていますが、暗号ポートフォリオへの投資をより多くの人に知ってもらうために、暗号

ポートフォリオにも通貨を提供します。したがって、ユーザーが不換紙幣で決済を選択する

こともでき、これらの取引からの余分な金額は Skraps プラットフォームの暗号ポートフォ

リオに投資されます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.ポートフォリオの資産配分の例 

 

4. 特徴 

 

私たちは人々が投資を開始するときに、人々が向かうプラットフォームであるように Skrap

を設計しました。私たちは、誰でも彼の投資の旅を始めることができるようユーザー体験を

非常にシンプルで直感的に保つことを重点に置いています。各取引で発生する自然な引き

金が投資にはあります。行う投資は、「余分な小銭」での取引であるため、ユーザーは投資

する前に考なおす必要はありません。それはコートのポケットに小銭を入れて忘れていた

のと同じぐらいでよいのです。 

 

Skraps プラットフォームの鍵となる特徴は、以下の通りです： 

 

1. 簡単に投資できる 

 

3 つのステップを実行することで、誰もが簡単に Skraps プラットフォームへの投資を開始

することができます。 

 

●ウォレットを接続する - ユーザーはまず、Skrap プラットフォームで購入するため

に使用する暗号化ウォレットを接続する必要があります 



 

●購入をする - ユーザーは普通にお金を使うことができます。彼らが取引をしたあと、

最も近い小数点にいくら処理したいか決めることができます。たとえば、24.356 BTC の

購入をした場合、24.36 BTC、24.4 BTC または 25 BTC に購入を切り上げることができま

す。 

 

●あなたの小銭を投資する - 余分な小銭は自動的に自分の選択したポートフォリオに

投資されます。ユーザーは何もする必要はありませんが、富が増えるのを見ることがで

きます。 

 

2. 低認知負荷 

 

すべての投資は余った小銭の取引から行われるため、ユーザーはどれくらい投資したいか

など意思決定をする必要はありません。すべての決定は引き受けられています。どれだけ切

り上げたいのかを選択するだけで、余分な金額は自分が選んだポートフォリオに直接投資

されます。金額が非常に小さいので、人々は投資する前に考え直す必要もなく、それぞれに

投資することがもう一つの習慣になります。 

 

3.リスク好感度に基づいてポートフォリオを選択する 

 

Skraps では、ユーザーはリスク選好度に合ったポートフォリオに投資することができます。

ユーザーが若くて、リスクを取りたい場合、積極的なポートフォリオに投資することができ

ます。このポートフォリオは高い収益率を生み出すことができますが、市場リスクはより高

くなります。退職した老人にとって、保守的なポートフォリオは、貯蓄を危険にさらしたく

ないので、より適しています。彼らはリスクの高いものではなく、低いリターンで大丈夫な

のです。 

したがって、異なるユーザセグメントは、財務目標およびライフステージに基づいてポート

フォリオを選択することができます。 

これらすべてのポートフォリオは、経験豊富な暗号通貨マネージャーによって作成される

ため、ユーザーが選んだリスクプロファイルのベストリターンが保証されます。 

 

4.独自のポートフォリオを作成し、ネットワークで共有する 

 

最初は、上記で述べた経験豊富な暗号化マネージャーによって作成されたポートフォリオ

から始めます。しかし、当然のことながらユーザーが独自のポートフォリオを作成し、

Skraps ユーザーと共有するための機能を導入する予定です。Skraps プラットフォームのユ



ーザーは、ユーザーが作成したポートフォリオに投資し、他のユーザーの専門知識も活用で

きます。 

 

Twitter には大量の「エキスパート」がたくさん集まっています。 フォロワーが投資でき

るように、私たちのプラットフォーム上にポートフォリオを作成するように促すことがで

きます。これにより、ユーザーは幅広いポートフォリオを選択できるだけでなく、エキスパ

ートユーザーに、暗号通貨ポートフォリオ管理で自分の腕を試す機会を提供できます。 

 

自分のポートフォリオを作成し、それを公開して投資するユーザーは、少額のサービス手数

料も受け取ります。この手数料は、他のユーザーが作者のポートフォリオに投資した金額に

基づいています。図 5のサンプル参考にしてください。 

 

5 投資する金額を完全に管理する 

 

大部分の暗号通貨（BTC、ETH、Litecoin のような）は、わずかな金額で取引を可能にしま

す。各ビットコイン（BTC）は小数点第 8位まで割り切れるため、各 BTC は 100,000,000 単

位に分割できます。ビットコインの各単位、すなわち 0.00000001 ビットコインは、satoshi

と呼ばれています。Satoshi は Bitcoin の最小単位です。 ETH の最小単位は Wei と、1x10 

-18 ETH 呼ばれています。 

 

他の多くの暗号通貨でも小数点以下 18 桁まで許容されているので、ユーザーには四捨五入

する完全な柔軟性を与えたいと考えています。Skraps プラットフォームでは、ユーザーは

小数点以下 18 桁まで小さくできます（暗号通貨の取引で許容する小数の数に応じて）。たと

えば、ユーザーボブが 0.000087 ETH のコーヒーを購入した場合、彼は自分の好みに基づい

て ETH を 0.00009 または 0.0001 に切り上げることができます。それぞれ 0.000003 ETH ま

たは 0.000013ETH のスペア金額が Skraps プラットフォームに投資されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.ユーザーが作成したポートフォリオのサンプル例 

 

6.煩わしい要求がない 

 

我々は、可能な限りシンプルで直感的な暗号通貨の投資を行うこと計画しています。これを

達成するために私たちは、現代の投資プラットフォームユーザーに強いている不必要な必

要条件を全て切り離す必要があると我々は考えています。 

ユーザーにおいて人為的な要求を課す政策に従いません。 

私たちのプラットフォームの顕著な特徴のいくつかは次のとおりです。 

●投資において最小または最大額はありません 

●最小残高または最大残高なし 

●引き出し手数料なし 

●即時支払い処理支払い遅延はありません。 



●匿名、社会保障番号は必要ありません。 

 

 

7.セキュリティ 

 

すべてのユーザーのデータは 256 ビットの暗号で保護されており、デバイスに保存される

ことはありません。 

顧客の安全が最優先です。 Skraps では、ユーザーの皆様を保護するため、 

不正なアカウントへのアクセスを防ぎ、異常な動きを通知することができます。 

 

8.リーダーボードとコミュニティ 

 

Skraps プラットフォームのユーザーポートフォリオは、リーダーボードでランク付けされ

ます。他のユーザーは部分的にリーダーボードのポートフォリオを見れますが Skraps トー

クンを支払えば、ポートフォリオ全体を見ることができます。 

この手数料の一部はポートフォリオ所有者に支払われ、一部は SKRAPS に支払われます。手

数料が支払われると、ユーザーはこれらのポートフォリオをリーダーボードにコピーして

自分自身で使用できます。 

 

リーダーボードで継続的に上位をキープしているユーザーの場合は、報酬が追加されます。

毎週トップ 10 に入っているユーザーは、Skraps トークンをいくつか受け取るでしょう。ユ

ーザーがプラットフォームに参加して、使用できるポートフォリオの質を向上させるため

暗号専門家ユーザーを奨励するということです。これによりリーダーボードでユーザー間

の競争を促すことによって、プラットフォームに対する健全な社会的側面が生まれるので

す。 

 

4.1 Skraps - 技術的な詳細 

 

スマート契約の設計の原則 

 

各ユーザーのポートフォリオには、ポートフォリオ・マネージャーによって作成されたマス

タースマート契約から継承されるスマート契約によって管理されます。 

また、ユーザーポートフォリオは、リーダーボードのユーザーのポートフォリオから継承す

ることもできます。 

 

ポートフォリオ管理者が管理するマスタースマート契約は、ポートフォリオ管理者と



Skraps 管理者の両方からのキーが必要なマルチシングスマート契約になります。 これによ

り、Skraps の管理者によって承認されたスマートな契約だけがマスタースマート契約の一

部となることを保証します。 

 

以下の表は、SKRAPS プラットフォームのいくつかの主要 API の詳細を示しています 

 

masterPortfolioContract この API は、マルチシグ所有者を返します。

（SKRAP キーとマスターリストに新しいポ

ートフォリオを書き込むことができるおよ

びポートフォリオマネージャ） 契約のポー

トフォリオ契約、所有者（ポートフォリオ

マネージャ）、および名前（ENS）のリスト

を返します。 また、新しいポートフォリオ

契約を更新/作成する方法も提供します。 

multisigSignMasterContracts ポートフォリオマネージャは、ポートフォ

リオを更新する場合、API にを介して業務

を推進します。 Skraps 管理者が変更をレ

ビューすると、取引は共同署名され、マス

ター契約は新しいバージョンのポートフォ

リオに更新されます 

exchangeEngine ユーザーが暗号トークンを（クレジットカ

ード、銀行口座を介して）交換する機能を

提供します。 kraken、poloniex、cex に接

続します。 

createCustomPortfolio ユーザーは、カスタムのポートフォリオを

作成し、名前（ENS）を定め、マスターポー

トフォリオ契約メソッドはリスト化されま

す。 

send2Portfolio ユーザのポートフォリオの選択に従ってユ

ーザの財布からの実際の資金を適切な暗号

資産に送信する 

表 2：主要 API の Skraps プラットフォーム 

 

セキュリティ 

 

Skraps プラットフォームは、最先端の BIP 32 準拠の暗号を 12 単語キーに基づいてサポー



トします。非 BIP 32 対応ウォレットとプラットフォームの場合、同じ 12 語のキーが使用

されます。 

コインウォレットアドレスとキーを含む文字列は、上記の標準で暗号化され、ユーザーの登

録メールと Skraps バックエンドに送信されます。 

12 語のパスフレーズは、ユーザーのフロントエンドアプリにのみ表示されます。 ウォレッ

ト・キーは復号化でき 12 ワードのパスフレーズがなければ解読されないためユーザーの取

引は完全に管理されています。 

 

Oracles 

 

異なるトークンの価格を取得するために、現実世界からの暗号トークンの正しい価格をブ

ロックチェーンに掲示し、oracle サービスのサービスを使用します。これは、異なるポー

トフォリオのパフォーマンスの定期的な追跡を可能にします。 

私たちは、グランドトゥルースをもとに、監査可能な 2つの oracles を使用します。 Skraps

は独立した Oracle を維持します。外部の２つ oracles が同意しない場合、真実を仲裁し問

題を解決します。 

 

スマート投資 

 

公的なブロックチェーンによって課される取引手数料は、ユーザーが投資の最大価値を得

るために注意深く管理する必要があります。Skraps のフロントエンドには、マイニング料

金が低いときに「スマートな送信」を行う能力があります。例えば、週末は資金を送る良い

時期であることが知られています。 

すべての取引は、ユーザーがキーを用意し、署名が必要となるため、取引署名はアプリを開

いたときのみ発生します。ユーザーの投資に対する取引手数料を最低限に抑えるために、私

たちは「スマート送信」メカニズムを考案しました。 

 

アプリは、アプリを開いたときに「送金する」ようにユーザーに求めます。しかし、実際に

はファンドは送られません。 

バックエンドに署名された取引を保存し、バックエンドシステムは署名された取引を最適

なタイミングで送信します。SKRAP サーバーは、個人的なキーを保存しません。署名された

取引のみが一時的に保管され、料金が最も費用効率が良い時に送信されます。 

 

簡単に発見しやすいポートフォリオスマート契約 

 

Skraps プラットフォームは ENS サービスを使用し、ユーザーがスマート契約を簡単に発見



できるように名前を付けます。ENS は、読み取り可能な簡単な名前を使用して、ブロックチ

ェーン内外のリソースに対処するための安全かつ分散された方法を提供します。これによ

り、ユーザーは他のポートフォリオを容易に発見でき、投資することができます。 たとえ

ば、スマート契約 0xFFFAAAxdb にコインを送信する代わりに、ジョンの Emerging Crypto ポ

ートフォリオに送信することができます。 

これにより、特定のポートフォリオに関する詳細を他のユーザーと共有するのにも役立ち

ます。 

 

交換と暗号の変換 

 

Skraps wallet は、ethereum（ユーザーが fiat を持っている場合）を最も最適な交換で購

入するために、フロントエンド APIを介して 3つの異なる取引所（Kraken、Poloniex、cex.io）

に接続されます。 Ether は、shapeshift.io API を使用して目的の暗号通貨を購入するた

めに使用できます。 Skraps wallet は Shapeshift と統合され、1つの暗号トークンから別

の暗号トークンへのリアルタイム変換を可能にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.Skraps 技術的な構造 

 

なぜトークンを発行しているのか？なぜ、BTC / ETH の取引手数料を取るだけではないの

か？ 

 

我々をトークン販売に向けた鍵となる理由は、以下の通りです： 



 

１. 初期の投資家はトークンを低価格で購入し、ますます Skraps プラットフォームに導入

されるように伝道者の役割を果たし、トークンはプラットフォームの成長を助けます。

より多くの人が Skraps プラットフォームに加わることで、トークン価格が上昇するで

しょう。これにより早期投資家は投資によってかなりの収益を得ることができます。ト

ークンの発行は、ほとんどのプラットフォームに影響を与えるコールドスタートの問題

を解決するのに役立ちます。より多くの人々が Skraps プラットフォームに加わるにつ

れ、より低い取引手数料でサービスを提供することができます。 （より大きなミュー

チュアル・ファンドは、より多くの顧客に固定費が配分されるため、取引手数料を低く

することができます。） 

 

２. SKRAPS トークンは、プラットフォーム内のポートフォリオマネージャへ支払うために

使用されます。これにより、ポートフォリオ管理者のインセンティブが Skrap プラット

フォームのインセンティブと一致するようになります。ポートフォリオ管理者はトーク

ンで支払われるため、トークンの価値が上がると利益を得ることができます。ポートフ

ォリオ管理者が高い利益を生み出すことができれば、顧客は投資のために Skraps に引

き付けられ、トークンの需要とその価格を高めます。これは、ポートフォリオ管理者と

プラットフォームの両方にとって有利です。 

 

３. トークン販売（ICO）は、製品の早期開発とマーケティングに資金を供給することがで

き、初期投資を生成するための良い方法です。 

 

 

5.市場と市場勢力図 

 

5.1 ビジネスモデル 

 

Skraps は、各口座に投資される額に関わらず、1ヵ月につき 1SKRAP トークンを各口座に請

求します。シンプルで、手間のかからない価格設定が、ますます多くの顧客を引き付ける真

の意味の投資となると信じています。 

 

5.2 競争的景観 

 

良い成果を出した「小銭」投資プラットフォームがいくつかあります。 

不換紙幣ポートフォリオに不換紙幣に投資する鍵となるプレーヤーは： 

 



１. Acorns 

Acorns は、2012 年 2 月に設立されました。個人の購入を切り上げることを可能にす

る金融会社です。小銭を自動的に投資します。 

Acorns は 200 万以上の投資口座を誇り、2017 年だけで 60 万口座をオープンしまし

た。世界有数のベンチャーキャピタリストからの投資で 9,600 万ドル以上を増やし

ました[5]。 

２. Stash 

Stash は 2015 年 2 月に設立され、マイクロ投資サービスを備えたモバイルアプリを

提供する米国の金融テクノロジー会社です。 投資を簡単にし、よりアクセスしやす

くすることを目的としています。2016年12月現在、ユーザーはアプリを通じて2,500

万ドル以上を投資しています。 2017 年 10 月までに、アプリは約 120 万人のユーザ

ーが利用しています[6] 

３. Clink 

Clink は、マイクロ投資を可能にし、ミレニアム世代にも投資を簡単にすることに

重点を置いたアプリケーションです。 Clink は 2015 年に設立され、2017 年 10 月

に 2.1 百万ドルの資金調達を行いました。 

 

暗号化のポートフォリオに不換紙幣を投資する主要プレーヤーは次のとおりです： 

 

１. Coinflash --Coinflash は暗号通貨に不換紙幣を投資します。Plaid を使用して、ユ

ーザーのクレジットカードとデビットカードの口座にアクセスできます。ユーザー

の投資設定に基づいて、ユーザーの不換紙幣での取引の余分な小銭は暗号通貨に投

資されます。執筆時点では、Coinflash は Bitcoinand Ether への投資のみをサポー

トしていました。 

２.Dust-今のところ Dust は活動しておらず、興味のある顧客の電子メールを収集す

るためのリンク先ページしかありません。 

 

Skraps は、小銭を暗号に投資する他のプロジェクトとどう違うのですか？ 

 

Dust と Coinflash は、不換紙幣に暗号通貨を投資します。 

Skraps は、暗号通貨/暗号資産に、暗号通貨と不換紙幣を投資します。 

 

6. SKRAPS トークン 

 

SKRAPS トークンは、Skraps プラットフォームのネイティブトークンです。 シンボルは SKRP

です。 



 

6.1 トークンの使用 

Skraps トークンは、次の目的で使用されます。 

 

1. Skraps プラットフォームのサービス料金は、SKRAPS トークンで請求されます。 

上記のように、各アカウントには、毎月 1 SKRAPS トークンが課金されます。 

 

2. SKRAPS トークンは、プラットフォーム内の暗号通貨ポートフォリオを管理する

プロフェッショナル・ポートフォリオ・マネージャーに支払うために使用されます。

これは、プラットフォームの成功とポートフォリオ管理者のインセンティブをに

役立ちます。ポートフォリオのパフォーマンスが良好であれば、ますます多くのユ

ーザーが Skraps プラットフォームに魅了されます。トークンの価値が上昇すると

ポートフォリオ・マネージャーの収入も高くなるでしょう。 

 

6.2 ICO の詳細 

 

今作成される SKRAPS トークンの総数は 110 万です。 このうち 6600 万は、ICO とホワイト

リストのトークン販売の一環として利用可能になります。 11,000,000 トークンは、それぞ

れ創設者とアドバイザー/チームのために予約されます。 5.500 万のトークンは、マーケテ

ィングおよびバウンティのプログラムでの支出用に予約されます。 16.500 万のトークンは

ICO の時点で発行されず、将来のトークン発行のために備蓄されている。（図 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 7.トークンの供給 

 

人々は BTC または ETH で支払うことによってトークンを購入することができます。価格は

BTC と ETH で修正されます。ICO の初期投資家を奨励するために、価格は週ごとに増加する

でしょう。ホワイトリストステージの投資家の場合、0.00005 BTC に対して 1つの SKRP ト

ークンが利用可能になります。 ICO の開始後、第 1週の投資家は 0.00006BTC で SKRP トー

クンを購入することができます。その後、毎週 0.00001BTC の価格が上昇します。図 8はト

ークンの価格スケジュールです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTC 図 8 トークンの価格表 

 

以下の図 9は ETH での投資家の購入のためのトークン価格スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9. ETH におけるトークン価格スケジュール 



 

6.3 ICO からの資金の運用 

 

ICO から調達された資金は、主にプラットフォームの開発とユーザー獲得のためのマーケテ

ィングに使用されます。私たちの焦点は、できるだけシンプルな投資を行い、新しい顧客セ

グメントを投資に導入することにあるので、当社のプラットフォームとサービスに関する

認識を広げることは、当社の成長戦略の重要な部分です。 残りのファンドは、チームおよ

びポートフォリオ管理者、法的手数料および為替手数料の支払いに使用されます。計画され

た資金使用の詳細は図 10に示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10. ICO からの資金の使用 

 

6.ロードマップ 

 

図 11は、Skraps プラットフォームのロードマップを詳細に示しています。 まず初めに 2018

年 4月までに Skraps プラットフォームのデスクトップアプリケーションを作成することに

焦点を当てます。デスクトップアプリが安定したら、モバイル版のアプリを作成し、2018 年

6 月までにモバイルアプリの一般公開を予定しています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11. Skraps プラットフォームのロードマップ 

 

7.要約 

  

Skraps はマイクロ投資プラットフォームであり、ユーザーは暗号取引で取引を四捨五入し

て投資することができます。余分な小銭は、リスク選好度に基づいてユーザーが選択した暗

号通貨のポートフォリオに投資されます。これらのポートフォリオは、専門的な暗号マネー

ジャーによって管理され、投資収益率が最大になるようにします。Skraps プラットフォー

ムでの取引手数料やポートフォリオ管理者への専門家費用を支払うために使用されます。

私たちのビジョンは、暗号化の投資を非常にシンプルにして、誰もがわずか数回のクリック

で投資を開始できるようにすることです。 Skraps プラットフォームはその方向性の第一歩

です。 
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