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免責事項
所定のホワイトペーパー文書はプラットフォームの潜在的参加者およびその開発への貢献に関心がある方
へUbexプロジェクトを紹介するために考案されています。以下に設定されている情報は消耗性で、契約関係
を意味するものではありません。唯一の目的は潜在的なトークン保持者へ情報を提供することです。それに
よって、UBEXトークン取得の目的で当社を解析するかどうかを決定することができます。 

所定のホワイトペーパーのどの部分も貢献に対する説明や勧誘を考えて構成されておらず、提提供物また
はどの管轄区においてもいかなる証券の購入に対する申し込みの勧誘にはどんな形であれ関係していませ
ん。

所定の文書は、貢献者保護を目的とするどの管轄権のどの法律または規制にも従わずに構成されており、対
象となっていません。

所定のホワイトペーパーに含まれるある一定の記述、予測、財務情報は、前向きな記述となるものです。この
ような前向きな記述あるいは情報はリスクおよび不確実性であると考え、暗示された、あるいは表現された
予測や成果とは実質的に異なる実際の成り行きや結果となる場合があります。

所定の英語のホワイトペーパーは、Ubexプロジェクトおよびそのトークン立ち上げに関する主要かつ唯一の
公式情報源です。ここに含まれる情報はその他言語に翻訳される、または潜在的なパートナーあるいはプロ
ジェクト貢献者との書面あるいは口頭におけるコミュニケーションチャンネル構築のために使用される場合
があります。翻訳の結果として、ここに含まれる一部の情報は省略される、破損している、誤って伝達される場
合があります。いかなる翻訳あるいはコミュニケーションと所定の公式の英語のホワイトペーパー間の矛盾
がある場合には、与えられた英語のオリジナルの文書の規定が第一の地位であり、優勢であるものとします。

Ubex AI AGは与えられたホワイトペーパーへの変更を導入する権利を有しています。違い、あるいは文書の
バージョン間の差異がある場合には、ubex.com ウェブサイトで公開されている最ホワイトペーパーの最新
版が優先であるものとし、すべての過去に公開されたバージョンは、その反復と表現すべてに関して無効と
みなします。

Ubexはいかなる種類の資本管理も避けるためにプラットフォームのユーザーを禁止し、ならびにいかなる
方法でも海外資本で貢献を実行することを許可しません。

本ホワイトペーパーおよびubex.comに含まれる情報は、記述的な性質なだけであり、トークン生成イベント
の取引条件を（以下「条件」とする）保証せず、築きません。特に、UBEXトークン購入は高リスクを伴うことがあ
ることをご承知おきください。詳しい情報については、条件のリスクセクションをご参照ください。

UBEXトークンを購入前には、必ず条件の各セクションに明示された正式な告知と保証の提供をできるよう
にしてください。

https://www.ubex.com/jp/
https://www.ubex.com/jp/
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公あるいはその他の点において与えられた文書のいかなる配分およびUBEXトークンの提供かつ/あるいは
販売は、一部の管轄では法律で規制される場合があります。いかなる規制の遵守に対する不履行も、違法行
為となる場合があります。現在、UBEXトークンは1933年証券法（以下「証券法」）の下にて、あるいはいかなる
州の証券監督当局または米国領域のその他管轄において登録されていません。UBEXトークンは、いかなる
米国の永住権保持者、米国民または米国永住者（税金あるいはその他の点において）、あるいはプエルトリ
コ、米国バージン諸島またはその他米国所有領域など米国に主要居住または住まいを保有する（税金ある
いはその他の点において）個人の口座に、あるいは免税のために提供・売買をしないものとする、かつ、でき
ません。

UBEXトークンはシンガポール国民または永住者（税金あるいはその他の点において）、あるいはシンガポー
ルに主要居住または住まいを保有する人に提供しないものとする、かつ、できません。

UBEXトークンはカナダ国民または永住者（税金あるいはその他の点において）、あるいはカナダに主要居住
または住まいを保有する人に提供しないものとする、かつできません。

当社は、上述の条件が履行されることに関して保証を提供せず、かつできず、一切責任を負いません。トーク
ン販売は、上述の参加者または貢献者の居住または住まいの国の適用法令の元で禁じられていないことを
保証することは、読者および潜在的な参加者または貢献者の単独責任です。
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実施要領
デジタル広告市場は過去4年間で積極的に成長しています。その規模は2017年にはテレビ分野の規模を超
えました。これは、広告市場において歴史的な出来事。デジタル広告の最も将来有望な分野は、プログラム
広告。平均成長率は非プログラム広告の成長率が4％に対し、23％以上となっています。Magna Globalの予
想によると、広告ソフトウエアの市場規模は2020年には420億ドルに達するでしょう。

しかしこの明確な変遷にも関わらず、デジタル広告市場には低い対象効率、不透明な取引先との関係、高い
詐欺レベルなど多数の問題があります。その結果として、関係のすべての面において損害をこうむります – 
広告主は関連する各クライアントに過払いとなり、発行者は少なめの報酬を受け取り、広告消費者はその質
に失望しています。

Ubexは、単一のシステムでプログラム技術、ニューラルネットワーク、ならびにスマートコントラクトのすべ
ての長所を組み合わせてこういった問題の解決を提案します。このアプローチを通じて、Ubexは伝統的なペ
イ・パー・クリック スキームから、すべての市場参加者にとって最も公平で関心あるモデルであるターゲティ
ングアクションの支払いへと移行させます。

当社はUbexプロジェクト- ニューラルネットワークとスマートコントラクトを基盤としたプログラム広告のグ
ローバルな分散的エクスチェンジ – にあなたをご招待いたします。Ubexの使命は、高レベルな信頼関係と
最大高率でグローバルな広告エコシステムを作成することです。

広告主は、Ubexシステムを利用して自動的に広告枠を購入することができます。支払いはユーザーによるタ
ーゲティングアクション達成時に行われます。広告獲得はスマートコントラクト適用のニューラルネットワー
クを基盤として、プログラム技術を用いてリアルタイムで行われます。

他のアドエクスチェンジと比較したUbexの長所：

ニューラルネットワークが購買効率を最大化。

Ubexの広告購買アルゴリズムの中心にはニューラルネットワークがあり、メンバーネットワークの
ウェブサイトへ各訪問者に関する情報を処理します。ニューラルネットワークはユーザーの関心を
査定して、全広告主の提供物のターゲティングアクションの見込みを計算し、最も適した広告を選
択します。このおかげで、メンバーネットワークウェブサイトの訪問者は、自分たちの関心に最大限
に制限され、かつ最大限の可能性でターゲットアクションを満たすことを納得させる広告だけを見
ます。このように、Ubexは広告主に広告のターゲティングと経済効率を最大化します。

1.
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ブロックチェーンベースのスマートコントラクトが加入者のリスクを
最小化。

Ubexはデジタル広告購入における低い信頼の問題を解決することを目指します。スマートコント
ラクトは広告主と発行者（サイト上の広告枠所有者）の関係構築を可能にします。できるだけ透明
性があって公平なほか、全当事者のリスクを最小化します。このようなアプローチを適用すること
で、Ubexは従来のペイ・パー・クリック スキームから、広告主にとって最も公平で関心あるモデル
であるターゲティングアクションに対する決済モデルへの移行を可能にします。

当社のチームは、マーケティング、ニューラルネットワーク、ブロックチェーンの分野で幅広い経験
を備えた高レベルな専門家で構成されています。この技術のすべての長所を完璧に知り、理解して
いて、最大の成果達成のために効果的に適用することができます。当社が開発したインフラで、我
々は新しいレベルへの広告購入とその経済効率の処理を可能にします。

2.
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市場
プログラム広告とは？簡単な英語では、オークションベースで購入するリアルタイム広告。ソフトウエアのコ
ンセプトは確実に幅広く、限定オークションや広告の直接販売も含んでいます。

一般に、プログラム広告は自動システムとアルゴリズムを利用して、インターネット上で広告を購入する一連
の方法で、プラットフォームと広告主の両方に利用可能な社会人口統計学的ならびにユーザーに関する行
動データに基づいて、人間不参加で取引に関する決定をします。

それは以下のように機能します：ユーザーがウェブページを訪問する際に、ユーザーに広告が表示されます。
ウェブサイトがロードしている間に一瞬で、システムはウェブサイトのターゲット層の構成を解析し、クライア
ントのターゲティングにこのデータを相互に関係を持たせ、適切な広告形式を選択します。その後、ターゲッ
ト層がウェブサイトのこの特定の訪問者に一致して、広告を表示したい広告主の間でオークションが行われ
ます。オークションの間、最高入札とオークションの勝者が選択されます。勝者の広告がウェブサイトにアップ
ロードされて、ユーザーに表示されます。

ビッグデータ処理のすべての過程とオークション開催には100～200ミリ秒かかります。すべての作業はアル
ゴリズムによって実行され、人は獲得した結果を管理するだけです。

Magna Globalによると、グローバルな広告市場規模は2015年には4,650億ドル、2016年には4,930億ド
ル、2017年には5,000億ドルでした。
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当社がさらに詳しく広告市場全体の分割を解析すると、2つの鍵となる競合分野に分けることができます：デ
ジタル分野とテレビ分野。全体の市場傾向の一部として、2017年まではテレビ広告費用はインターネット広
告の費用を上回っていました。2017年に広告市場で歴史的な出来事がありました - インターネット広告の世
界市場量が初めて従来のテレビ広告量を上回り、1,920億ドルに達しました。
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多数の国において、デジタル分野はすでに市場の過半数を占めています。過去5年に渡るデジタルコンテン
ツ市場の成長への主な貢献は、東欧、中東、および南米に提供されてきました。
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Dentsu Aegisの予想によると、インターネット広告シェアは、2018年にはオーストラリア、ニュージーランド、
中国、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オランダ、英国などの国々で合計広告市場の過半数を超える可
能性があります。

Ubex（プログラム広告市場）の対象市場はデジタル広告市場の一部です。基本的に、オンラインビデオやバ
ナーを通じて宣伝される広告のこと。下記の表は2015年からの広告ソフトウエア市場の原動力を表していま
す。
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プログラム広告市場は、広告市場における他のどの分野よりもかなり早い成長率を表して、年間25%以上成
長し続けており、昨年は240億ドルに達しました。広告ソフトウエアの市場規模は2021年には420億ドルに達
し、市場の旧式に取って変わり続けながらそのシェアは非プログラム分野を超えるでしょう。

もちろん、プログラム広告登場前には、広告は手動で売買されていました。広告ネットワークは、オンライン
の発行者から完全に異なるウェブサイト上のホールセールの広告表示を買い占め、その後小さな広告主に
不透明な条件で再販しました。

プログラム広告の長所は、購入処理がより早い、より効率的、費用が高くないということです。広告主は広告
キャンペーンをカスタマイズして（適時に適した広告を表示する非常に正確なユーザーターゲティングを通
じて）、戦略的に生産性を管理することができます。このアプローチでは、ターゲティングを著しく向上させる
ことが可能で、実際に購入広告表示からターゲット層の直接購入へと移行します。

それは、プログラム広告市場がこのような目立つ成長率を表す理由です。プログラムアルゴリズムの潜在性
は巨大です。同時に、ブロックチェーン技術とニューラルネットワークの実行なくして、この潜在性を完全に理
解されることはできません。このように、Ubexの出現は、一般的にソフトウエア市場およびデジタル広告の成
長に向けて促進剤となるでしょう。
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市場構造
デジタル広告市場構造は照会される参加者チェーンで構成されています。一方に広告主、もう一方に発行者
がいて、さまざまな機能を実行しながら両者間に多数の仲介業者があります。現在のデジタル広告購入スキ
ーム：

大中規模の広告主が、メディアエージェンシー経由でデジタル広告を購入し、代わりに提携トレードデスク経
由または直接以下の3つの方法のうちひとつで直接購入します：

- 発行者から直接。
- バナーネットワーク経由（縦・横ネットワーク）。
- アドエクスチェンジ経由。

需要側プラットフォーム（SDP）、供給側プラットフォーム（SSP）、広告サーバーのような外部技術サービスも
購入やモニタリングに使用されます。この各サービスは一定のタスクを解決しますが、広告主の最終費用を
増やします（このサービス費用はエージェンシーのコミッションに追加されます）。広告主とメディアエージェ
ンシーは広告の効率を上げるために付随的に利用します（クリエイティブな適正化、データ供給者/データ管
理プラットフォーム、リターゲティングなど）。
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Ubexはデジタル広告購入を促します。Ubexデジタル広告購入スキームは以下のように見えます：

広告主は、エージェンシーやその他仲介業者の高価なサービスに頼らずに、Ubexアドエクスチェンジ経由で
発行者から簡単に広告を購入することができます。Ubexは、各発行者の各広告配置のすべての成果指標を
モニターするサービスとアドエクスチェンジの機能性を組み合わせます。それによって、相応の外部ツール
の必要性を省きます。同じように、UbexはDSP/SSP機能を組み合わせます。

Ubexは、発行者から直接、広告枠の供給に対する提案を統合します。追加のデータプロバイダーと組み合わ
せてUbexは相乗効果を与えます。広告材料に反応する各特定ユーザーのターゲティングアクションの可能
性に関して、ニューラルネットワークに入力されるデータが増えるほど、予測がより精密になるからです。
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比較案解析

広告主選択基準

デジタル広告購入方法 会社 購入の複雑性 目標設定力 リードコスト 詐欺リスク 成果報酬オプ
ション

ブロックチェーン、ニューラルネットワーク
ベースのプログラム・アドエクスチェンジ Ubex         低         高         低         低           はい

従来のプログラム・アドエクスチェンジ
DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

        低         普通         普通         普通           普通

メディア/デジタルエージェンシー
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

        低         普通         高         高           いいえ

横広告ネットワーク
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

        普通         低         普通         高           いいえ

縦広告ネットワーク
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

        普通         普通         高         高           いいえ

発行者・広告主間で直接（検索エンジン、
ソーシャルネットワークのバナー広告のコ
ンテンツ連動型広告を含む）

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC         高         普通         低         普通           いいえ

広告主選択基準

デジタル広告販売方法 会社 購入の複雑性 目標設定力 リードコスト 詐欺のリスク

ブロックチェーン、ニューラルネットワーク
ベースのプログラム・アドエクスチェンジ Ubex        低        高        低        低

従来のプログラム・アドエクスチェンジ
DoubleClick, 
RightMedia, OpenX, 
AdECN, PLYmedia

       低        普通         普通        普通

メディア/デジタルエージェンシー
WPP, Havas, OMD, 
Merkle, DigitasLBi, 
Omnicom Group

       低        普通        高        高

横広告ネットワーク
Google, Yahoo, 
Amazon, Microsoft, 
CPX

       普通        低        普通        高

縦広告ネットワーク
Adify, MobSoc, RGM 
Alliance, Inflection 
Point Media, Martini 
Media

       普通        普通        高        高

発行者・広告主間で直接（検索エンジン、ソ
ーシャルネットワークのバナー広告のコン
テンツ連動型広告を含む）

NYTimes, Flickr, 
Craigslist, imdb, BBC        高        普通        低        普通

Ubexは広告主・発行者の両者に鍵となるパラメーターで最大収益を提供します。これによって、高いレベル
の相互信頼で提携するための効果的な環境を作り上げます。



15

広告主：問題とソリューション
広告主は、広告購入への従来のアプローチのために、引きつけられたすべての購入者に対してお金を失い
ます。大抵のケースの場合、広告主は3つの理由で購買者を引きつけるために過度に高いコストを負うこと
を強いられます：

仲介業者の存在=>高いコミッション（顧客獲得費用への効
果：±30%）

大手広告主が自社の広告に最も有効なウェブサイトを簡単にフィルターアウトし、デジタル広告の
メディア予算が効率的に費やされることを確信したままでいられる単一の手段はありません。加え
て、大企業の予算ポリシーは、必要なボリュームでさまざまなウェブサイト（さまざまな法人に属す
る）の広告枠の購入を従業員に許可する十分な柔軟性があることは滅多にありません。

お金の節約とプロセスのスピードアップのために、中堅・大手広告主は、一定期間に承認された予
算内で広告枠購入に従事してその購入の有効性を監視するデジタルエージェンシー（または構造
内にデジタル部署を保有するフルサイクルの広告エージェンシー）経由での作業をむしろ好みま
す。

このアプローチの短所は、サービスに対し、エージェンシーに相当のコミッションを支払う必要が
あることです（約10～20%）。広告主と発行者間のチェーンに存在するその他多数のサービスにも
追加費用が必要で、発行者からの広告料金と比較して、市場予算が2～3倍に上がります。

1.
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発行主の元の料金と比較した広告費用構成

エージェンシーと協同する現在のシステムの別の欠点は、広告予算がどのように使われるか、結果
が効果的に実用資金に保証されることができるかという最新の信頼できる情報を広告主がいつも
受け取るわけではないということです。加えて多くのメディアエージェンシーは、適用するアルゴリ
ズムや、どんなユーザーが広告源に引きつけられたかを開示しません。

Ubexはブロックチェーン上のスマートコントラクト形式にてソリューションを提供します。Ubex購
入システムのおかげで、広告枠獲得および配置の最も効果的なウェブサイト選択プロセスが最大
に簡素化されています。それによって取引リスクは最小限に減らされます。Ubex取引アルゴリズム
は、広告エージェンシーが従来請け負う（多額のコミッション）問題を自動的に解決します。支払が
完了すると、広告主は自動的にターゲット層、地理、表示時間、その他多数のパラメーターなどの特
定の要求セットに従って自動的に広告を購入することができます。加えて、高評価の広告主には支
払延期オプションがあります。このようにUbexの力を借りて仲介業者なしで直接広告を購入するこ
とが可能となり、協同の経済効果が著しく増大します。



17

ペイ・パー・クリック=>詐欺リスク（顧客獲得費用への効果：±30%）

デジタル広告にはさまざまな支払モデルがあります。大抵の場合、広告主はペイ・パー・クリックモ
デル受入れに注力しており、それで発行者の詐欺リスクがもたらされます。

広告主にとって便利ではありますが、ペイ・パー・クリックモデルは詐欺の要因を作り出します。最
も基本的な説明をすると、詐欺とは広告主が設定するKPI履行を目的とした本物のユーザーの行
動模倣で、それで人工的にターゲティングアクションをつり上げて、その結果として広告主の費用
で具体的なフィードバックがないのに高い支払を取得します。プログラム分野の詐欺金額は致命
的なレベルに達しています。

AppLiftとForensiqは両方とも問題に対する研究を実行しており、すべてのモバイル広告表示の約
34％が原点に関する懸念を上げていて、その22％は露骨な詐欺です。Videologyが管理するリサ
ーチに基づいた正確な見積では、詐欺に属する損失は2015年には63憶米ドル、2016年には73憶
米ドルとなっています。Juniper Researchは、詐欺による広告主およびその他市場参加者の損失
は、2022年までに驚きの440憶ドルに達するでしょう。逆に、ボットが広告主ウェブサイトへのすべ
てのトラフィックの52%まで生成し、それによって52%以上に達する広告予算の直接損失になると
Incasulaは予測しています。Forrester研究の結果によると、2018年に100万ドル以上のディスプレ
イ広告の予算がある92%の広告主が主要タスクとして詐欺との闘いであると見ています。

Incapsulaは、広告主のウェブサイトへのすべてのトラフィックの52%
までがボットで生成されると予測。

この場合、広告主にとって最高の代案は、ターゲティングアクション（コスト・パー・アクション）の支
払をすること。例えば：
- ウェブサイト上にて登録 。
- 連絡先情報でフォームを記入 。
- 「コール・ミー・バック」ボタンをクリック。
- 製品購入。

アクションへの支払はシステム内で全参加者の協力に対して動機を作り上げます。

(1)誠実さの最大化：ターゲットアクションの促進は、クリック促進よりももっと複雑で高価です。ター
ゲティングアクションへの支払の場合、広告主は、ユーザーの行動以外には支払をせず、製品への
支払に対するこのような行動からのコンバージョンはクリックの場合よりも大幅に割高です。

(2) 相互作用で広告の有効性を高める。コスト・パー・アクションモデルの元では、広告主はモデル
によって必要とされるもの以外どんな行動にも発行者に対して支払をしません。それによって、発
行者は高品質のトラック生成に利害関係があります。こういった象徴的な関係作りは、関連するす

2.
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べてに変わって詐欺に対する意欲を取り除きます。このフォーマットは、各当事者が築かれた規則
を認めて、見返りに欲しい物を手に入れる相互に有益な協力を前提として推定して確実にします。

同時に、現在の技術はコスト・パー・アクション支払モデルへ切替をすることができません。この場
合、発行者が広告主側の詐欺に対して保証されないからです。発行者の報酬は、広告主の誠実性と
広告主が提供する販売データの信用性によるものです。広告主が実際のターゲティングアクション
に関する情報を発行者に開示しない場合、発行者は技術的に詐欺行為に関して知ることができま
せん。これはターゲティングアクションと指定クリックの支払の時にも現在のシステム内で相互の
信頼や効率を促進しません。従って、市場ではユーザーのターゲティングアクションに関する情報
交換において最大限の透明性を保証し、確実に広告主と発行者が保証されるソリューションが必
要です。現在では市場のどの企業もこのようなソリューションを提供していません。

ブロックチェーンのスマートコントラクトの助けを借りて、Ubexは詐欺とクリックの必要性を除去し
て、支払のコスト・パー・アクションへの移行を可能にします。同時に、Ubexは他のウェブサイトから
コスト・パー・アクションの支払モデルへの移行から生じる問題を解決します。Ubexは発行者サイト

（同時にユーザーが移動した場合には広告主のサイトも）上のすべてのユーザーのアクションを
追跡し、ブロックチェーンですべてのデータを保存するからです。発行者が簡単にブロックチェーン
で確認できる実際の行動の成果に基づいて、支払はターゲティングアクションだけに行われます。

脆いアルゴリズム=>役立たないターゲティング顧客獲得費用への
効果：±20%）

現在のアルゴリズムでは広告主の製品のターゲット層の部分を構成しないユーザーへの広告を表
示します。これは、ペイ・パー・クリックモデルと併せた両方で、ターゲティングアクションの支払の際

（ターゲティングアクションが実際の購入よりもコンバージョン・ファネルが高い場合）に購入への
コンバージョンを減らします。

ターゲティング広告の本質は、ユーザーの場所、性別、年齢、関心、その他個人のパラメーターに従
って、ユーザーの特定の対象分野に広告を表示する能力です。

ターゲティングは、マーケティング予算の適正化を可能にし、デジタル広告でますます利用が増え
ています。プログラムアルゴリズムなく広告購入が行われる場合、広告主またはデジタルエージェ
ンシーはターゲット層の関心の範囲内にある特定サイトの手動検索に頼ると同時に、該当するウェ
ブサイトへできるだけ多くの訪問者により購入を予測できる社会人口統計学、地理的場所、時間基
準を選択しなければなりません。

プログラムアルゴリズムはターゲティング広告の有効性を著しく増やすことができます。プログラ
ム広告は検索リクエスト履歴、ファイルのダウンロード、アプリのインストール、オンライン購入に
基づき、ユーザーのターゲット層を深く査定します。このようなアルゴリズムは、ユーザーをクッキ
ー識別子としてみなすだけなので、個人データのプライバシーに関してどんな法律も犯していませ
ん。そこで、ユーザーが車のテーマでリソースを一貫して訪問すると、ドライバー分野を参照するこ
とはかなり筋の通ったことです。興味深いことは、ユーザーに関する相互関係にあるオンライン・オ

3.
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フライン情報の可能性でもあります。後者は公の場やイベント訪問、海外旅行、ショッピングなどが
あります。プログラムのその他の重要な機能には、同じユーザーのさまざまなデバイスでの広告表
示や「ユーザーツインズ」の検索があります。例えば、顧客が旅行やサイクリングに興味があること
が分かると、プログラムアルゴリズムは同じような関心があるユーザーを探してターゲット層を拡
大します。

それにもかかわらず、利用できる代案ではフィルターをかけてやや狭い範囲の設定を利用するの
で、ターゲティングレベルは低くなります。そのアルゴリズムはニューラルネットワークを使用しな
いので、有効性を著しく妨害します。加えて、広告主はターゲット層外のユーザーに広告を表示でき
る可能性に影響を与えられません。

その結果として、広告主はマーケティング費用の適正化の問題に直面します。広告に使用される一定のチャ
ンネルの有効性に関して予備統計を手に入れるために、キャンペーン中にデジタル広告において相当な費
用を費やす必要があります。各「チャンネル+広告材料」の組み合わせには、このようなテストのために別々
の予算が必要です。加えて、広告主は実験のために長期的に資金を充てる必要があり、大抵は最低3カ月継
続し（コスト・パー・アクションの場合）、さらに結果解析が必要です。個々の広告材料に得られるさまざまな
チャンネルの予測効力に関する情報は重要な財政および時間コスト（実験に全予算を費やさざるを得ない
ので、広告予算が少ない広告主には極めて困難を与えます）となります。そして数年後にはすたれてしまうの
で、取得したデータには限定の「有効期限」があります。現在、さまざまな広告主の特定の広告材料に対する
個々のプロモーション方法向けの柔軟で明確な予測を提供するサービスがないので、問題は未解決のまま
です。

ニューラルネットワークと蓄積データを利用して、Ubexアルゴリズムは、特定の訪問者に関連付けした最新
の広告提供物を選択し、ご希望の成果を取得する可能性を最大限にします。さらに、Ubexニューラルネット
ワークは標的のユーザー行動の見込みを査定します。このようなアプローチを提供して、Ubexアルゴリズム
は各特定ユーザーへのさまざまな広告オプションの表示に対する経済効果を査定します。ニューラルネット
ワークの利用のおかげで、広告効力の予測性と一緒に広告表示の関連性が増し、試行錯誤のアプローチに
おける予算消費の必要性が減ります。
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Thus, with the help of Ubex, advertisers will reduce the average cost of attracting customers by 50%.
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スマートコントラクトへのすべての取引移行とニューラルネットワークによるターゲティングの適正化のお
かげで、広告主への顧客ひきつけ費用の減少が可能になります。

問題 ドライバーの損失 技術 ソリューション

高コミッション (1) マーケティング
予算 ブロックチェーン スマートコントラクトを通じて、不要な仲介業者を

削除

詐欺リスク
(2) ターゲティングアク
ションへのコンバージ
ョン %

ブロックチェーン ブロックチェーンですべてのユーザー行動を保存し
て、コスト・パー・アクションへの移行を完了する

非有効なター
ゲティング

(3) 購入へのコンバー
ジョン %

ニューラルネット
ワーク

ニューラルネットワークを利用して広告の関連性を
増やす
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発行者：問題とソリューション
最適以下の販売システムのために、発行者は広告枠から十分に収益を得ません。発行者が収益を最大化し、
ユーザー契約の成長に資金をもっと与えることを妨げる複数のバリアがあります：

購入アルゴリズムの低有効性=>最適以下の広告枠ロード

高品質のユーザートラフィックの高ボリュームの場合でも、そのプロフィールは社会的人口総計学
のパラメーターと関心の両方に従った特定の広告主には理想的ですが、発行主は広告枠のローデ
ィングで問題を実感する場合があります。

広告売買に振り当てられる現在のサイトの有効性におけるこのような「ギャップ」は、　発行者の広
告枠間で提供物を分配するように設計されたアルゴリズムの不完全な性質によるものです。

Ubexプラットフォーム上のニューラルネットワーク基盤のスマートアルゴリズムは、広告主からオ
ンラインで何千もの広告を最適に配布することができます。Ubexアルゴリズムは、最大ロード容量
で、最も有効な広告枠を用いて発行者の収益を最大化します。

1.
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非有効なターゲティング=>ターゲティングアクション数が少ない

一部稀な例外はありますが、市場で利用できるターゲティングアルゴリズムの不完全性によって、
広告主は「比例原則」という諺の戦略に固着せざるを得ず、一定のマージンを節約して、ターゲット
層にたどり着こうとします。

広告予算の分別のない利用に加え、このアプローチの裏目は発行者ウェブサイト上の非関連広告
量は巨大です。つまり、各広告枠がひきつける標的が少なければ、コスト・パー・アクション支払モ
デル経由の発行者の収益が少ないということです。

Ubexニューラルネットワーク・ソリューションは広告ターゲティングを増やすので、広告主へ関心の
あるユーザーが実行するターゲットアクションの見込みが最大限になります。

広告主側の透明性の欠如=>広告費用未払の問題

コスト・パー・アクションベースで機能する際に、発行者には鍵となるリスクが3つ存在します：

(a)  値引きは、発行者ウェブサイトへの広告で引きつけられたユーザーによるターゲティングアク
ションの履行という事実の広告主による隠ぺい。 

(b)  両当事者で確認されたターゲティングアクションの広告に対する支払不履行は、発行者にとっ
て非常に割高で労力のいるプロセスとなる負債収集の民事訴訟への依頼につながります。

(c) 広告の支払滞納は、基本的に支払不履行よりも一般的ですが、発行者の財政パフォーマンスへ
不利益でもあります（追加の営業資本損害への資産に非流動性売掛金が増えます）。

値引きリスク、サービスに対する未払、広告主の広告に対する支払滞納などの問題へのソリューシ
ョンは、ブロックチェーン技術に基づく3つのメカニズムを適用してUbexで達成されます。

(i) 追跡。Ubexアドエクスチェンジに接続すると、広告主と発行者は追跡サービスをインストールし
ます。この追跡サービスの力を借りて、コンバージョン・ファネルのすべての段階でユーザーの動向
を追跡することが可能です。ユーザーが、発行者ウェブサイト上のバナー形式で特定広告主（例え
ばオンラインストア）の広告を見て、その後自分のブラウザ検索バーにオンラインストアのウェブサ
イトアドレスをペーストすると（バナーリンクのクリック、またはウィジェット経由での購入の代わり
に）、Ubexアルゴリズムは、購入に対する支払へのプロモオファーの表示からユーザーの全ルート
を追跡することができます。

(ii) 評価メカニズム。Ubexアドエクスチェンジ上の相手方の評価に対する複数レベルのシステム
は、システム参加者が終えたすべての取引、その取引量、および支払の適時性のほか、完了した結
果または取り消された取引に従った不平、要求、およびレビューなどを考慮します。各参加者の評
価はアルゴリズムで使用され、指定の広告枠での表示に対する広告主のオファーの選択に関して
決定します。発行者の各広告枠での配置を目的とした複数の代替提供物からの選択を可能にする
要因のひとつとして、評価はニューラルネットワークによって考慮されます。

2.

3.
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(iii) エスクロー/ファクタリング。すばやい決済とスマートコントラクトの確認を可能にする一方で、
他方では広告主の予算をエスクローにキープして、Ubexは仮想通貨のプラットフォームの利用で
支払滞納の問題を解決します。評価の低い広告主は、個人アカウントに前払いをして、ターゲティン
グアクションに対する支払は、アクションが行われてから発生します。逆に、発行者はどんなターゲ
ティングアクションが行われたか、該当期間の間、特定広告主ごとにどんな範囲だったかという詳
細情報を手に入れます。発行者は広告主にいくら支払われるのかを見ることもできます。ターゲテ
ィングアクションとその値に関する情報は、ブロックチェーンシステムに基づいてスマートコントラ
クトに保管されます。このように、どのプラットフォーム参加者やUbexチームでもどんなフォーメー
ションの偽造もすることはできません。

エスクローはUbexが提供する唯一のソリューションです。大きな広告主の場合、営業資本の点か
ら財務のKPI履行のための支払延期のタスクは、妥当な場合があります。ファクタリングオプション
は高評価で支払滞納がない広告主限定で利用することができます。未払または支払滞納によって
発行者の損失の結果となる場合には、広告主は一生ファクタリングオプション適用の権利を剥奪
されます。ファクタリングサービスは、「ファクタリングセンター」という第三者機関から提供されま
す。Ubex自体は、評価システムの正確性を保証する以外に金融取引には関係がありません。このよ
うにUbexは発行者のリスクを最小にします。

基本的に、ブロックチェーンだけがターゲティングアクションに対する支払モデルを切り替
えることができます。

ブロックチェーンは以下の実行を可能にします：(1) ターゲットアクションの追跡、ならびに
すべての参加者のために透明性のあるデータベースにその行動を保存、(2) 信頼できる評
価を作成、(3) 相互解決を保証するメカニズムを作成、(4) 発行者および広告主のファクタリ
ングセンター向けに広告枠をトークン化、(5) 消費者関連情報に対する分配されたデータマ

イニング

広告枠向けのマネタイゼーションシステムの未開発=> 代替の収益源
の欠如

多数の発行者は、広告表示減少によって収益を失います。主に、ユーザーによるアドブロッカーの
使用増大によってヒット数が少なくなります（IAB研究によると、デスクトップブラウザユーザーのア
ドブロッカーの浸透は25%以上）。これは営業資本量の減少につながり、広告主またはデジタルエ
ージェンシーからの長期的な支払滞納によってよく制限されます。財政困難は、出資、ウェブサイト
の開発、および今後の広告収益増大に対する新たな資金調達源を発行者に探させざるを得ませ
ん。

Ubexは発行者に広告枠のトークン化の機会を提供します。ユーザーの全統計、およびエクスチェ
ンジ内で利用できる広告プラットフォームを活用して、Ubexアルゴリズムは潜在的な発行者収入

4.
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の予測を提供し、必要な評価が利用できるのであれば今後の収入の予測をする機会を与えます。
このようにトークン化を通じて発行者は、財務業績を向上させることができます。今後の収入のト
ークン化はブロックチェーンに基づいたスマートコントラクトがベースとなり、同時に潜在的な今
後の収入はニューラルネットワークによって予測されます。

非有効なターゲティング=>アドトラフィックの一部損失

ユーザーは関連性のない広告表示に関してますます苦情を言っています。IAB UK研究によると、関
連性が少ないために46％のユーザーは広告をブロックしています。ユーザーの約55%は、広告は
イライラさせるだけであると苦情を言っています。アドブロッカーを使用しない人（例えば、この存
在を知らないために）は、面倒な関連性のない広告がロードされ過ぎ、そのようなウェブサイトを
避けることが広告を見ずに済む唯一の手段なので、さほどウェブサイトを訪問しなくなります。逆
に、これは発行者に対する広告収益の減少につながります。そのために発行者は、イライラさせな
い関連性がある広告だけを直接ユーザーに見せることに関心があります。広告選択に現在利用で
きるアルゴリズムは不適切な広告でユーザーをオーバーロードするので、それによって発行者と
適格な収益性に対する広告トラフィックの維持にはほとんど関与しません。

ニューラルネットワークベースのアルゴリズム利用のおかげで、Ubexはユーザーに最も関連性の
ある広告オプションを提供します。関連する全当事者の収益はこのアプローチで最大化されます。
これには広告主、発行者、ユーザーが含まれていて、関連性のない広告を見ることが少なくなりま
す。Ubexエクスチェンジを通じてウェブサイトに広告を配置するおかげで、発行者は関心に一致し
ない広告に悩まされるユーザーの流出を減らします。逆に、ユーザートラフィックの維持は、発行者
への収益増大を可能にします。

Ubexの力を借りて、発行者は効果的なサイトから著しく収益を増やすでしょう。

5.
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スマートコントラクトでの広告主のすべての取引の移行とニューラルネットワークによるターゲティングの適
正化よって、発行者に対する広告枠からの収益増大が可能となります。

問題 ドライバー損失 技術 ソリューション

広告枠ロードが少ない (1) 広告量 # ニューラルネット
ワーク

分配するアルゴリズムは、最適な方法でリアルタイム
にて広告社から提供。

ターゲティングアクショ
ン数が少ない

(2) ターゲティング
アクションへのコ
ンバージョン %

ニューラルネット
ワーク

広告標的レベルを増やすアルゴリズム、それでターゲ
ティングアクション数を最大化。

広告費用の未払 (3)未払の負債 ブロックチェーン
ユーザーのターゲットアクション追跡と全参加者に透
明性のあるデータベースにアクションを保存。複数レ
ベルの評価システムのほか、相互解決を保証するエス
クローメカニズム。

収益代替源がない (4)その他収入
ニューラルネット
ワークとブロック
チェーン

発行者によって広告枠トークン化が可能（今後の計画
された収益の収益獲得）

広告トラフィックの一部
の損失 (5)トラフィック ニューラルネット

ワーク 各ユーザーに対する広告関連性の最大化。
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製品
Ubexアドエクスチェンジはubex.comにあり、パソコン、タブレット、およびモバイルデバイスからの交換サー
ビスで機能する便利なインターフェースを備えています。広告主および発行者の主要のふたつのセクション
は、ウェブサイトで紹介されています。相互作用の原理は以下に記述されています。
 

Ubex:広告主向けサービス
広告主は、数回のクリックで広告キャンペーンを設定して作動されることができます。デジタルマーケターチ
ーム全体に必要なタスクは、今からUbexアルゴリズムで引き継ぐことができます。

広告キャンペーンは、簡単な4つのステップで作成します。

(1) オファーを作成して、商条件を明記。
ユーザーは広告費用、または販売のパーセンテージのほか、後払い（高評価の広告主向け）を明記します。ま
た広告主は発行者に支払をしたいターゲティングアクションを選択します。

(2) ウィジェットの選択、または自分で作成。
広告主はウィジェットをパーソナル化することが可能で、エクスチェンジによっても提供が可能です（例えば、
マイクロクレジット取得の形式であるペイデイローン）。ウィジェットをパーソナル化する場合、バナーやビデ
オをアップロードして、個人アカウントで入手できる手軽なデザイナーを通じてすべての必要なフォームを
設定するには十分です。もっと複雑な設定のためには、ウィジェットはカスタム化Java scriptコードで書くこ
とができます。

(3) ターゲット層の関心、表示時間、場所、その他基準を選択。
ウィジェット設定後、広告主は広告表示規則を設定します。それによって、広告はできるだけターゲット層に
関連付けされます。設定と並行して、ニューラルネットワークはカスタム化された広告キャンペーンの有効性
に関して予測します。

(4) 広告キャンペーン立ち上げと結果の監視。
Ubexシステムの個人アカウントの力を借りて、広告主は作成した広告キャンペーンに対するすべての鍵とな
るメトリックスをリアルタイムで監視することができます。このメトリックスには実行したターゲティングアク
ション、その時間、プラットフォーム広告が表示された発行者、広告キャンペーンの発行者のアクティビティな
どが含まれます。ニューラルネットワークも広告キャンペーンの有効性に関する更新レポートを提供します。

https://www.ubex.com
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支払はオファーで指定されたターゲティングアクション完了時に行われます。資金はUbex仮想通貨プラット
フォームのエスクローシステムに保持された金額から、またはスマートコントラクトで示した時の広告主アカ
ウントから（高評価の広告主向けのファクタリング決済の場合）支払われます。

Ubex：発行者向けサービス
発行者は、Ubex広告プラットフォームに広告枠を素早く便利に接続して、ニュートラルネットワークによる一
層の解析のためにトラッキング・アドオンがサイトトラフィックに関する十分なデータを蓄積するとすぐに稼
ぎ始めます。Ubexシステムへの接続には簡単な4つのステップがあります。

(1) 広告枠登録。
広告主は、ウェブサイト上で広告ユニットの枠を割り当て、特殊な識別子でマークして、エクスチェンジの
Java Scriptコードを置きます。広告主の必要性によって、十分なボリュームの一般ユーザートラフィックがあ
るインターネットリソースのどの所有者も登録承認を受け取ることができます。申し込みをレビュー後に、発
行者は通知メールを受け取ります。

(2) 広告テーマ規制を調節。
Ubexインターフェースでは、発行者はウェブサイト上の配置を許可するテーマを選択します。例えば、寄付金
のインターネットリソース所有者は金融サービス限定の広告テーマに絞られます。発行者は、リソースに最
も関連があるとしてニューラルネットワークが選択した広告表示の最初の結果を見てから、将来的に新しい
規制を追加することができます。

(3) 場所、ユーザーの関心、ソーシャルパラメーターを指定。
一般サイトのディレクトリでリソースの索引付けを促進するために、発行者は広告主の検索をする際に、アカ
ウンティングに追加データを指定することができます。このパラメーターは、発行者が所有のウェブサイトで
トラフィック・トラッキング設定を拒否する場合には、ニューラルネットワークが考慮します（アルゴリズムは
リソースにトラッキングをインストールした発行者だけを優先します）。

(4) ウィジェットと広告主の規制を設定。
発行者は各テーマの既存ウィジェットを見て、選択したものを無効にすることができます。例えば、貴金属寄
与に関する品目があるリソースの保有者は、リソースを離れずに、仮想通貨購入に使用されるウィジェットを
オフにしたいかも知れません。また発行者は自分たちのリソースで見せたくないウィジェットを備えた特定
の広告主の「ブラックリスト」を作成することができます。

支払はオファーで指定したターゲティングアクション終了後にのみ行われます。資金は、またはスマートコン
トラクトで示した時の広告主アカウントから（高評価の広告主向けのファクタリング決済の場合）支払われま
す。
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Ubexプラットフォーム
Ubexプラットフォームは発行者・広告主だけでなく、ユーザーデータの回帰解析が必要な企業にも十分な機
会を提供します。広告材料のライフサイクルの前段階で決定をするシステムのニューラルコアは、携帯企業
に提供することができるアクセスであるAPIを保有します。

行動の意思決定のブロックチェーンは、ユーザーデータ査定と認められたユーザーの興味に関する判断を
可能にします。この回帰予測は、広告材料表示だけでなく、その他の目的にも使用することができます。APIは
それぞれユーザーデータの疑問に基づく予測を備えた予期するカテゴリーを回復する機会を提供するでし
ょう。

関連する正確な予測を手に入れるためのシステムコアトレーニングは、面倒な手順です。これに関しては、プ
ラットフォームがサイトユーザーアクションへ統計データを追加する能力を提供し、システムコアのトレーニ
ングサンプルとして使用することができます。データを提供したサイト所有者は、システムコアトレーニング
向けに提供されるデータ投稿に釣り合った報酬を受け取ります。こういったアクションは、ユーザーが労働集
約作業に対して報酬を得るマイニングに似ています（トレーニングサンプルの形成に対する統計データを提
供）。

Ubexウォレット
UBEXトークンはUbexプラットフォームで支払単位として機能します。トークンの必要性は、購入した広告材
料の表示のために、広告主のアカウントからの資金預金の必要性に基づいています。一般的な仮想通貨は、
第三者の許可があったとしても、第三者アカウントから資金の預金を許可しません。トークンは、アドレスの
所有者がアカウントで入手できる資金を利用することができる特定のアドレスに割当（許可）を設定すること
ができます。クレジットは、アカウント所有者が割当サイズを設定して、割当が発行されたアドレスから限定
という条件に限り利用できます。それ以外では資金を預金することはできません。

加えて、前節で記述通り、Ubexプラットフォームは、システムコアトレーニングに対する統計テータを提供し
ているウェブサイト所有者にアクション（マイニングに似ている）の報酬としてUBEXトークンを受け取ること
を可能にします。Ubexの全取引からの収入の5%はデータ提供者に分配されます。特許トークンの利用は、ス
マートコントラクトを可能にして、表記通り、こういったアクションの許可を与えます。この機能をUbexデータ
マイニング（UDM）と呼んでいます。

Ubexプラットフォームは、システムへのトークン入力ならびにさまざまな仮想・不換通貨の出力を可能にし
ます。交換レートは市場の必要性によって決定され、UBEXトークンの取引データに基づきます。
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技術
機能方法：システムのニューラルコアとブロックチェーンを用いたその相互作用

先進分散化広告マーケティング（Advanced Decentralized Advertising Marketing）（ADAM）という名のシ
ステムコアは、広告材料の表示決定をする役割を担っています。この決定はブロックチェーンに保管された
データのほか、内部で保管されているニューラルネットワークのモデルデータに基づいています。

ウィジェットのライフサイクルでシステムの主な機能を説明することができますが – (1)広告主、(2) 発行主、
ならびに(3)ユーザーそれぞれ、から車保険サービスを促進します。



31

(1) 広告主：広告主が登録して、保険サービス促進オファーを追加した後に、ウィジェットはシステムに現れま
す。各参加者はEthereumブロックチェーンのシステム スマートコントラクトで取引エンティティがあるので、
登録手続きの間に、システムがブロックチェーンでエンティティの作成、一般データの記入、訪問者関連の係
数の初期化を手掛けます（意味は後ほど説明します）。提供エンティティは、広告主が管理インターフェース
内で作成すると、ブロックチェーンで作成されます。その他プロモ材料と併せて、広告主はウィジェット登録、
スタートバナーのロード、フォーマット・ユーザー要求のフィールドリストの設定をすることができます。加え
て、広告主は提供するプロモ材料とウィジェット（対象、地理データ、訪問者の関心リスト、年齢、検閲規制な
ど）の表示に対するパラメーターを特定します。同様に、大抵のこのパラメーターはEthereumブロックチェー
ンのスマートコントラクトに保管されますが、外付けストレージに保存されている、またはURL経由の提供エ
ンティティへリンクされている重たいデータは除外します。システム分散化という事実を考えると、広告主は
Ubexエクスチェンジネットワークのメンバーであるどの提携サイトでも登録することができ、データはいず
れにしろ徐々にブロックチェーンに追加されます。広告主のデータ、オファー、プロモ材料のほか、ウィジェッ
ト表示のパラメーターは、必要な評価とアクセスレベルがあるエクスチェンジのどのメンバーでも使用する
ことができます。

(2) 発行者。ウィジェットは、発行者が登録してKYC手続きを通過し、配置スペースを追加するとすぐに発行者
のウェブサイトで作動開始することができます。登録処理の間、発行者のすべてのデータを利用してエンティ
ティはEthereumスマートコントラクトで作成されます。配置スペース作成時に、発行者は広告主同様、パラ
メーター（対象、場所、ウェブサイト訪問者の一般的な関心、年齢、検閲限度など）を特定します。作成した配
置データは、同様にエンティティとしてブロックチェーンに向かいます。より良い成果を達成するために、発行
者はエクスチェンジの追跡サービスを統合することができます。これで訪問者に関する広範な統計を提供し
ます。広告主の場合のように、分散化によって、Ubexネットワーク上で利用できるどの提携ウェブサイトでも
登録することができます。データはメインシステムデータ保管としてブロックチェーンに追加されます。Ubex
エクスチェンジ内で運営されるどの意思決定サービスでも、すべての発行者スペースデータを使用すること
ができます。

(3) 訪問者。最初のリクエストは訪問者のブラウザからトラッキング・バランサーに入ります。このバランサー
の役割は、訪問者のリクエストを、何百もの追跡マイクロサービス・インスタンス（トラッカー）のひとつに切
り替えることです。トラッカーは訪問者リクエストの管理処理の責任を担っており、それには含まれるが限定
されず、訪問者テータ収集・ニューラルネットワークノードの相互作用・予備結果の保持・レンダラーインスタ
ンスへ/からのデータ転送・最終広告ウィジェットでの訪問者対応などがあります。Ubexエクスチェンジは、何
十ものニューラルネットワークの自動意思決定ノードを操作します（DSP - デマンド・サイド・プラットフォー
ム）。パラメーターリスト取得、かつ予備成果の通信度合を表す単一番号（または単一番号リスト）で反応で
きるブラックボックスとしてこのようなノードを考えてみてください。各DSPは、分散化保存としてブロックチ
ェーンと通信可能な小さな精通したニューラルネットワーク・モデルです。最初のこのようなDSPノードは、ト
ラッカーが訪問者データをフィードした後に作動開始します。
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DSP-1（挙動解析）。DSPは入力ステージでトラッカーから何十ものパラメーターを受け取ります。それには発
行者データ、配置スペースデータ、現在の訪問者データ、統合の場合の認定ユーザーの広範なデータ、現在
のユーザーのマーケティング履歴などがあります。トラッカーはブラウザにいる現在の訪問者をマークし、同
じ訪問者が別のウェブサイトで広告材料の表示のリクエストをしている時に理解します。加えて、発行者ウェ
ブサイトの訪問者のアクティビティの履歴も提供されます。例えば、オンラインストアの場合には、これは訪
問者の過去の注文やその特定の訪問者に関連する利用可能なその他の情報が含まれます。この段階では、
トラッカーは発行関連ならびにスペース関連係数を含むEthereumブロックチェーンからの通信データを
読み取ることができます。この係数は、ニューラルネットワークに特定の発行者ウェブサイトの特定の各訪問
者に対する石決定力を与える正確なチューニング・メカニズムとして作動します。入力データの提供が増え
れば増えるほど、ニューラルネットワークが正確に訪問者の関心を理解できるようになります。その結果とし
て、DSP-4はそれぞれの取引番号があるコアシステムカテゴリー（タグ）の点から、訪問者のトップの選択を
選ぼうとします。例えば、タグ「エレクトロニクス」、「通貨」、「ブロックチェーン技術」の成果は、それぞれ0.15 
(15%)、0.35 (35%) 、0.41 (41%) という数字です。トラッカーはDSP-1に戻されるすべてのデータを収集して、
チェーンに沿ってさらにDSPと相互作用する準備をします。

DSP-2（オファー選択）。DSP-2は、広告材料や訪問者への潜在的な関心があり得るウィジェットなどの見込み
の候補リストを選択しなければなりません。トラッカー（前のDSP-1から低入れた）からインプットを受け取る
ことで、現在のDSP-2は前のステップで選択したタグによって、すべての利用できる広告材料の回帰査定を
行います。DSP-1のケースのように、トラッカーはEthereumブロックチェーンから広告主関連係数を手に入
れ、前のステップで受け取ったすべてのデータを含め、DSP-2にフィードすることができます。その結果、トラ
ッカーは各材料の決定数を受け取ります。例えば、「TVバナー」、「自動車保険ウィジェット」（この場合、検討中
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のウィジェット）、「プロパティ・モーゲージ・バナー」を含む3つの材料では、それぞれ 0.1 (10%)、 0.65 (65%) 
、0.73 (73%)を手に入れます。

ご注意：通信が最大限なので、現在、大抵の既存プログラム exchangesは、すでに「プロパティ・モーゲージ・
バナー」表示を決定しています。しかいUbexはしていません。

DSP-3（最終決定）。入力段階では、次のDSP-3は現在のクエリでトラッカーが収集したすべてのパラメーター
を受け取り、前のステップで選択した材料からひとつ（そしてひとつだけ）選択します。統計データはトラッカ
ーによって解析され、DSP-3に解析のために提供されます。最終DSPは最も関連するものだけでなく、最も財
務的に有効な結果（発行者と広告主の両方に利益となる）を選択します。この目的のために、ニューラルネッ
トワーク回帰は広告材料における各ユーザーの行動に対して実行され、マップは予測インジケーターを入
れて作成されます。

レンダリングとユーザーに対する対応。次のステージでは、トラッカーは表示するバナー/ウィジェットをすで
に分かっています。それが、スクリプト、css、表示されたウィジェット向けの画像を築く何千ものマイクロサー
ビス（レンダラー）のひとつにタスクを与えます。この最終的なコードと利点のバンドルは、発行者ウェブサイ
トの訪問者へ戻されます。

解析、クリック、広告材料との相互作用などの今後のすべてのユーザー行動は、トラッカーによって供給され
ます。ユーザーがウィジェットと相互作用する場合には、発行者・広告ny氏塔的に反映され、Ethereumブロッ
クチェーンに保存される発行者関連、スペース関連、広告主関連係数につながり、今後の決定に徐々に影響
します。

このように、当社は広告材料表示のすべての段階において、小さな決定をする膨大なDSPを構成する非常に
組織化されたインテリジェントシステムを手に入れます。
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ニューラルネットワークのモデル
システムの一部として、何千ものDSPが特定の結果に応じて、質的・量的インジケーターの回帰予測を実行し
ます。

各DSPはニューラルネットワークです。

入力層パラメーターは、標準化単位当たりインジケーターで構成されています。出力段階では、ニューラルネ
ットワークは、出力特性のセットに関する標準化単位当たり判断を与えます。

ネットワークの隠れ層内の各ノードはニューロンです。最初の概算では、人工ニューロンは生体ニューロン
を模倣します。出力段階では、人工ニューロンが一定数のシグナルを受け、それぞれが別のニューロンの出
力です。各出力は、シナプス力同様に対応重みと掛けられ、全製品が合計され、ニューロン活性化レベルを

（図4.1） - ニューラルネットワークのモデル
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決定します。ズ（図4.2）はこの考えを理解するモデルを表しています。ここではx 1、x2…、xnと表示される入力
シグナルセットは人工ニューロンに達します。これらの入力シグナルは生体ニューロンのシナプスに達する
シグナルに対応します。各シグナルは対応重み w1、w2…、wnに掛けられ、Σで表示される合計ブロックに送
られます。各重みはひとつの生体シナプス結合の「強度」に対応します。生体要素の多数に対応する加算ユニ
ットは、出力NETを作成しながら、重み付け入力を代数の方法で組み合わせます：

与えられた説明は以下の方程式で表すことができます

w0はバイアス
wiはi-thニューロンの重み
xiはi-thニューロンの出力
Nは処理したニューロンを入力するニューロン数

w0シグナルは、バイアスと呼ばれていて制限値機能を表示します。シフトとしても知られています。このシグ
ナルはアクティブ化機能源のシフティングを許可し、さらに習得速度を上げます。このシグナルは各ニューロ
ンに追加され、全ての他のスケールのように学び、その機能は、以前のニューロンの出力ではなく、+1シグナ
ルへ連結されることです。

（図4.2） ― 最初の概算としての人工ニューロン
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受け取ったNETシグナルは通常、アクティブ化機能によって処理され、出力ニューラルシグナルをOUTにしま
す（図4.3）。

アクティブ化機能はNET値の範囲を絞るので、各NET値にはOUT値が特定範囲または有限区間に属してい
て、それから機能Fは絞り込み機能と呼ばれています。ロジスティックまたは「S字型」機能は、このような機能
の場合によく使用されます。この機能は数学的に次のように表されます：

このような機能の主な長所は、シンプルな導関数があることで、全ての横座標軸に沿って識別します。機能グ
ラフには以下の形式があります（図4.4）

（図4.3） ― アクティブ化機能の付いた人工ニューロン
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 機能は弱いシグナルを拡大して、大きなシグナルからの飽和を防ぎます。

ニューラルネットワーク・モデル
最初のユーザークエリを解析する行動DSPを考えると、入力パラメーターは以下のようにできます：

•	 ...
•	 国 - 米国(0/1)
•	 国 – 英国(0/1)
•	 ...
•	 iPhoneデバイス(0/1)
•	 ...
•	 クロム・ブラウザ(0/1)
•	 サファリ・ブラウザ(0/1)
•	 ...
•	 サイトへの訪問数(0 … 1, S字型,  0 – インジケーターなし, 1 – infinity)
•	 広告材料の表示数(0..1)
•	 材料クリック数(0..1)
•	 材料との相互作用数（形式送信）(0..1)
•	 ...
•	 「技術」カテゴリーのヒット数(0..1)
•	 「保険」カテゴリーのヒット数(0..1)
•	 ...
•	 「保険」カテゴリーのヒット数(0..1)

（図4.4） ― S字型アクティブ化機能のタイプ
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•	 「保険」カテゴリーの行動範囲(0..1)
•	 ...
•	 発行者関連係数 1 (0..1)
•	 発行者関連係数 2 (0..1)
•	 発行者関連係数 3 (0..1)
•	 ...
•	 スペース関連係数 1 (0..1)
•	 スペース関連係数 2 (0..1)
•	 スペース関連係数 3 (0..1)
•	 ...

ここでは、ヒット数は集合インジケーターです。オンラインストアでは、これはカテゴリーからの製品購入、フ
ォーラムではカテゴリーのトピックの閲覧数などになります。類推法によって行動範囲も集合パラメーター
です。オンラインストアではカテゴリーからの製品購入量で、フォーラムではカテゴリーのユーザーが書いた
投稿数になります。発行者関連・スペース関連係数は特定の発行者およびその独特のスペース統計の点か
ら正確なチューニングのために使用されます。いずれかのユーザー行動後に、システムがその係数を変更し
ます（表示、クリック、行動など）。これらの係数はEthereumブロックチェーンで保存され、どんなDSPも使い
ながら分散化の方法で回帰予測を可能にします。

エクスチェンジカテゴリーに対する行動DSPニューラルネットワークの出力では、標準化単位当たりインジケ
ーターがあるべきです。例えば：

•	 ...
•	 技術 – 0.023
•	 保険 – 0.321
•	 モーゲージ – 0.003
•	 ...

ニューラルネットワークに教え込むために、Ubexは、広告エージェンシーの表示に同社戦略パートナーの
Big Dataビッグデータ統計を利用します。ニューラルネットワークを教えることは、特に適切なトレーニング
データセットを取得がシステムコアの最も挑戦的な部分です。それだからこそUbexはマーケティングデータ
提供に対してUBEXトークンの利益を得る能力を導入しました。エージェンシー/発行主ウェブサイトで小さな
追跡スクリプトコードをインストールして、適切な報酬を受け取ることを可能な限りシンプルにできます。

選択DSPは行動DSPで計算されたすべてを考慮します。行動ニューラルネットワークと同じように、調整の広
告主関連係数は選択出力に入力もして個々の結果を手に入れます。

各広告材料に対応する選択DSPニューラルネットワークの出力では標準化単位当たりコンプライアンスイン
ジケーターでなければなりません。例えば

•	 ...
•	 iPhoneバナー – 0.043
•	 保険会社ウィジェット – 0.134
•	 為替換算バナー – 0.002
•	 ...
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最終決定を行う最終DSPは、各広告の各ユーザー行動に対する標準化係数を計算しなければなりませ
ん。iPhoneバナー表示は一つのニューラルネットワークによって計算され、保険会社のウィジェットにおける
行動は別のニューラルネットワークで実行されるなど。入力段階では、各ニューラルネットワークは訪問者の
行動インジケーター（行動DSP同様）および発行者関連・スペース関連・広告主関連係数を受け取り、出力段
階でひとつの標準化インジケーターを受け取ります。

前節の例に戻ると、2つのバナーだけを考慮することができます – 「プロパティ・モーゲージ・バナー」と「自動
車保険ウィジェット」（当社のウィジェット）です。

「プロパティ・モーゲージ・バナー」で受け取るのは：
クリック0.1 (10%)
行動0 (実行なし)

「自動車保険ウィジェット」向け：
クリック(12%)　
行動0.025 (2.5%)　

最終的な重み付け決定には、以下の法廷s機を利用して広告材料配置の予測費用を計算するこが必要です：

C = Se * Sc + Ce * Cc + Ae * Ac

それぞれ
Se – 広告予測を表す
Sc – 広告費用/料金を表す
Ce – 広告クリック予測
Cc – 広告クリック費用
Ae – ユーザー行動予測
Ac – ユーザー行動費用

「プロパティ・モーゲージ・バナー」に対する広告主の支払を推定しましょう：
表示は10ユニット
クリックは120ユニット
行動は0ユニット
従って、C = 10 * 100% + 120 * 10% = 22

「自動車保険ウィジェット」に対する広告主の支払いは：
表示は5ユニット
クリック は90ユニット
行動は400ユニット
従って、C = 5 * 100% + 90 * 12% + 400 * 2.5% = 25.8

お気づきの通り、表示あたりの料金は半分、クリックあたりの料金はほぼ半分ですが、「自動車保険ウィジェッ
ト」表示ではより有益に儲かります。
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このように、ニューラルネットワークの利用によってUbexアルゴリズムは、広告表示およびその経済効率の
関連性の両方に影響を与える様々な要因を考慮することを可能にします。Ubexアルゴリズムは、行動、場所、
訪問時間、関心などの各特定の発行者、そのスペース、および広告主のプロフィールに関するデータを収集
し、各個々の広告に対するターゲティングアクションの見込みを計算します。Ubexニューラルネットワークに
データが通過すればするほど、タスク解決がより効果的になります。
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ロードマップ

Q4	2016
Payday	Loans

促進のために広告
プラットフォームを作成

Q1	2017
発行者ウェブサイトおよび
マーケティングキャンペーンの
関連付けのために統合ツールを開発Q3	2017

広告スペース登録の
ために発行者が使用する
APIインターフェースの導入

Q1	2018
広告主オークションの導入

May	2018
広告主アプリケーションの
デスクトップおよびモバイル

アルファ版の販売

October	2018
システムのニューラルコア・
プロトタイプの開発および
ニューラルネットワークの

初期トレーニング

December	2018
報酬交換におけるトレーニング

データ共有（データマイニング）向けの
APIプロトタイプの導入

March	2019
運営アプリケーションおよび

スマートコントラクトの初期版の販売

Q4	2017
新しいタイプの広告
ツールおよびウィジェット・
カスタム化の追加

April	2018
基本情報保存のために、
エクスチェンジ・スマートコントラクト・
プロトタイプを開発

August	2018
発行者アプリケーションの
デスクトップおよびモバイ
ルアルファ版の販売

November	2018
ブロックチェーンでニューラル
ネットワーク隣接係数の
保存を可能にする
スマートコントラクトの導入

January	2019
広告主および発行者アプリ
ケーションのベータ版の販売
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チーム	&	アドバイザー
Artem Chestnov
@artem-chestnov-aa5461

Ubex	CEO	兼	共同設立者
ベルギー	AB	Inbevの元マーケティングディレクター
アーテムはマーケティング、主に欧州市場に注力する経歴を備えたシリアルアントレプレナ
ー。フランスおよびシンガポールでINSEADマスタープログラムを卒業し、有名な消費者製
品企業でマーケティングかつ革新のリーダーとしてオランダおよびベルギーでキャリアのほ
とんどを築きました。（2017年には個人管理の予算は4億米ドルで、売上は560憶米ドル）。 
LAToken、Reborn、Medviserなど複数のテック&ブロックチェーンプロジェクトでさまざまな
トップマネジメントの役割を果たしました。

Daniel Biesuz
@biesuz

Ubex法律責任者	兼	共同設立者
スイスのチューリッヒ	ILFPのパートナー
Daniel Biesuzはスイス企業のM&Aプロセスを手助けしながら、法律スペースでキャリアを
築いてきました。ブロックチェーンおよびICOスペースの企業のコンサルティングをしてい
て、その後アーテムに会い、人工知能ベースの広告の考えに時間とお金を捧げることにしま
した。Global Blockchain Technology Fonds、Lapo Blockchain、およびInsurePal社などの
過去のプロジェクトの経験は活動促進と法および出資ブロックに役立ちました。

Dan Gartman
@dan-gartman

Ubex	CTO

ダンはエンジニアファミリーの中で育ちました。数学の才能溢れる子供で、12歳の時に最
初のゲームをリリースしました。卒業後、電磁波と固体物質を研究し、同時にウェブ開発者
として務めました。プロとしてのキャリアの最初の5年間で、仕事と研究のベースとしてC++
、PHP、Javascriptをマスター。その後、丸6年間の間に人工ニューラルネットワークおよびイ
ンターネット技術における影響の研究に従事しました。過去2年間以上、仕事範囲に分散化
を追加し、音声認識のモデルを実施。常にチャレンジを求め、分散化マーケティングエクス
チェンジは彼のすばらしいスキルを実証する驚くべき機会です。

人工ニューラルネットマスター
Google	TensorFlow,	GoLang,	Solidity	and	React.jsで経験を備えた
資格保有データ科学エンジニア

https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/artem-chestnov-aa5461/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/biesuz/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/
https://www.linkedin.com/in/dan-gartman/


43

Andrew Rippon
@arippon

Ubex	COO
ブロックチェーン技術スペシャリスト、
the	Smart	Dubai	Platformの元デザイナー責任者
政府、企業、および不動産開発者へのブロックチェーン専門アドバイザー。HH Mohammed 
bin Rashid Al Maktoumの専用オフィスのイニシアティブSmart Dubai Office社への元アドバ
イザー。データ組織化/ビッグデータ、余地解析、統合運営センター、スマートシティプロジェク
トの革新に基づきクレバーICTサービスを通じて都市を向上させるために、政府、不動産開発
者、および電話会社と協同。

Kathrin Anthony
@ekaterina-anthony-mba-a293aa1

Ubexグローバルセールス代表
スイス	Finvestech.chの設立者
カリフォルニア大学の金融管理でMBAを取得して経営学部を卒業。スイスを基盤として、積極
的にICO市場および仮想資金提供開発に従事。ツーク市 Crypto Valleyの活動的なメンバーで
す。
販売および事業開発管理において20年以上の経験があります。2005～2010年には終値指定
注文  (MOC)コモディティ取引プラットフォームの分配・ライセンシングを率いるMcGraw-Hill 
Platts社の部門代表として活動しました。
ロンドンのグローバル事業ディレクター兼オフィス代表として、RTS Exchangeに加入し、欧州
および米国の機関貢献者からエクイティおよびデリバティブ商品の収益を最大限にしました。

Cooz Komei Tokita
@coozkomeitokita

取締役	事業開発

カリフォルニア州ロサンゼルスの日本人-米国人は、西洋と東洋の文化背景を提供。2013年に
日本で最初の地元のビットコイン取引所および医療技術・自動車販売・個人金融/資産プラニ
ング・不動産などのその他事業ベンチャーを築きました。仮想通貨およびブロックチェーン技
術の初期適応者。政府および監督当局向けの機密報告書の著者。市場の90%を作るトップ30
のデジタル資産を追跡するCCI30に従った規制仮想通貨指標ファンド、Cryptos Fundを紹介。

Alexander Stepochkin
@alexander-stepochkin

機械学習チームリーダー
Alexander Stepochkinは,フルスタックの開発スキルを持つ,データサイエンティスト,経験豊
富なソフトウェアアーキテクトです。IT業界で20年以上のプロフェッショナルとしての経験を
持ち,Yandex Mail Storageなどの信頼性の高い分散システムを作成することで実績がありま
す。彼の専門的な経験には,幅広いプログラミング言語とプラットフォームが含まれています。
彼は優れた数学的な素養を背景に,エレガントなシステムを構築し,データサイエンスを活用
してインテリジェントなものにすることに熱心です。Ubexプロジェクトのフレームワークの中
で,Alexanderは機械学習チームリーダースペシャリストの役割を果たします。

https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/arippon/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-anthony-mba-a293aa1/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/coozkomeitokita/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
https://www.linkedin.com/in/alexander-stepochkin-04685743/
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Alex Korobkov
@alexeykorobkov

Ubex	IRディレクター
4Blocks	Capital	Partnersのゼネラルパートナー
アレックスは、出資＆戦略役員、成功した事業家、仮想通貨寄与者、ICOおよびVCアドバイザ
ー。Vimpelcom, SAP, i-Free, 4Blocks Capital Partnersなどの企業で13の海外市場においてベ
ンチャーキャピタル、プライベートエクイティ（VC&PE）、情報・通信技術（ICT）、IT&事業コンサ
ルティングの経験を18年備えています。

Iyke Aru
@iyke-aru-85b193110

コミュニティディレクター	アフリカ
アイクはアフリカの優れたブロックチェーン教育者。ライターでもあり、複数の成功的なICOの
仮想通貨貢献者。メインストリームとインターネット寄与の両方15年以上の経験を備えていま
す。様々なトップブロックチェーンや仮想通貨ニュースリソース向けに仮想通貨に関する記事
を書いています。

Alberto Maiorana
@albertomaiorana

Ubex戦略パートナー

アルベルトはマーケティングおよび事業開発において15年以上の経験。海外事業の深みの
ある見地を備え、消費者製品・スポーツ・娯楽に特に注力。GM, Star Wars, English Premier 
League, KHL, UEFA Champions Leagueなど大手ブランドで海外レベル、特に欧州で務めまし
た。専門は新製品販売、販売設定・成長、および商業提携の案出です。直接2件のスタートアッ
プにも従事し、それぞれ成功的な成果をおさめています。

Igor Selivanov
@igor-selivanov-a0ba03159

シニア	フルスタック	&	ブロックチェーン	エンジニア

イゴールは子供の頃から科学とコンピューターゲームが大好きでした。学校の早い時期から、
特に問題解決の重要なアルゴリズムの選択分野において、コンピューターサイエンスで驚くべ
き能力を表していました。大学ではQtライブラリを利用したC++デスクトップアプリケーション
を開発しました。大学卒業後、金融分野の複数の企業で務め、ウェブサイト開発、コーポレート
CRM、請求システムなどの主要プロジェクトに貢献しました。最近では、積極的にブロックチェ
ーン技術を利用したプロジェクトに務めています。テクノロジースタックには以下のプログラム
言語が含まれています：GoLang、C ++、Qt、Java、Javascript、Solidity、ReactJS。コンピュータ
ーサイエンスも学び、余暇を利用してスクラッチから「スマートホーム」を作っています。

https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/alexeykorobkov/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/iyke-aru-85b193110/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/albertomaiorana/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/
https://www.linkedin.com/in/igor-selivanov-a0ba03159/


45

Ubexチームは30名以上のスペシャリストで構成されています。チームメンバーの詳細については、こちらか
らご覧いただけます  - https://www.ubex.com/team/

Eugeny Matveev
@eugeny-matveev-12a769163

フルスタック	マネージャー

大学卒業後、ユージーンはHTML、CSS、jQueryを勉強するデザインスタジオで実践経験しま
した。2015年までにバックエンド・テクニック（PHP、Ruby）から、フロントエンド・テクニック

（VanillaJS、Vue）を分ける方を好んでいます。

Igor Vatamaniuc
@igor-vatamaniuc

ジャバスクリプト	フロントエンド	エンジニア

イゴールは、ユーザーインターフェースがインターネット技術の中心であると考えています。そ
れだからこそウェブインターフェース開発において世界で認められている専門家なのです。ウ
ェブサイトのビジュアルコンポネントの開発においてすばらしい成功を収めています。ページ
のプロトタイプ、HTML、CSS、ジャバスクリプトのアニメーションなど。訪問して楽しいウェブサ
イトがあるようでしたら、多分それはイゴールの作品です。

Alex Zhmurin
@alex-zhmurin-18188532

シニア	ジャバスクリプト	エンジニア
アレックスは趣味として情報技術を学び、大学卒業後に専門としてウェブサイト開発を選択し
ました。便利で豊富なユーザーインターフェースを作成するために、ジャバスクリプトの勉強
に何年も費やしました。現在では開発分野で10年以上の実践経験があり、Javascript Prototy
pe、jQuery、ReactJS、Material-UI、Redux分野の確固たる知識を実証しています。スポーツとコ
ンピューターが好きで、現在ニューラルネットワークの助けを借りて、人間の行動のモデリング
を勉強中です。

https://www.ubex.com/jp/team/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/eugeny-matveev-12a769163/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/igor-vatamaniuc/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/alex-zhmurin-18188532/
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Ismail Malik
@Blockchain

マーケティングアドバイザー
Blockchain	Lab	設立者
ロンドン	Chief	ICO	Crowdエディター
イスマイルはBlockchain Labの設立者でICO Crowdマガジンの発行者。ロンドンのブロックチ
ェーンの初期のファンで、2013年初期から業界で務めています。業界最高にコネのある人で、
ロンドンおよびソウルを基盤にチームのプロジェクト開発に力を貸しています。Ubexにマーケ
ティング戦略と実行のほか、人材発掘において力を貸す責務を担っています。

Arie Orlovsky
@arie-lev-orlovsky-5545021

アドバイザー	イスラエル
Booz&Co,	IBMの元戦略コンサルタント
Arie OrlovskiはイスラエルのTechniconを卒業し、フランスのINSEADでアーテムと一緒に勉強
していました。経験豊かな事業家、戦略コンサルタント、技術者、事業開発エグゼクティブ。

Michael Gord
@mgord

技術アドバイザー
MLG	Blockchain	Capital	Board	of	Directors	Bitcoin	&	Blockchain
カナダ	Alliance
マイケルはブロックチェーンのシリアルアントレプレナー。MLG Blockchain, StratX and 
AirdropXなどの企業を設立または共同設立。マックギル大学でDesautels Faculty of 
Managementを卒業し、起業、マーケティングおよび情報システムに注力。

Sergiu Draganus
@sergiudraganus

アドバイザー
Cryptocoin.Proの共同設立者、CEO

Sergiu DraganusはシリアルアントレプレナーかつITスペシャリスト。18年の経験を備えていま
す。キャリアを通じてSergiuはさまざまな業界の企業でさまざまな地位を占めてきました。I主
要IT企業やランク入りしているエージェンシー、仮想通貨プロジェクトのCEO、コンセプト企画
者、役員、技術アドバイザーなど。務めた企業にはVirtual Invest, eRanker, BoostIT, IPSX, Swiss 
Crypto Exchange AGなどの高名な企業があります。CryptoCoin.Proの設立者でもあります。

https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/Blockchain/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/arie-lev-orlovsky-5545021/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
https://www.linkedin.com/in/sergiudraganus/
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Sergio Pereira
@sergiopreira

アドバイザー
ComparaJáの共同設立者および専務取締役

Sergio Pereiraは15年以上の経験を備えた金融エキスパート。ロンドンのImperial College
電気電子エンジニアリング・マネジメントを卒業、そしてINSEADの経営学でMBAを取得以来
自動車製造からコンサルティングに至るまでさまざまな業界に携わってきました。2015年に 
ComparaJá 財務比較プラットフォームの共同設立者となり、現在に至るまで専務取締役として
務める前には、Sergioは全キャリアにおいて、ToyotaやBCGなどの有名企業で管理職を担って
きました。

David Lim
@david-lim-6680a614

中国	&	韓国のアドバイザー
中国における事業開発ディレクター
Davidはアジアの事業開発で15年以上の経験を備えています。ネイティブの韓国人で10年以
上中国に住んでいます。フランスでArtemと勉強したINSEADのMBA。グローバルな主要物流
会社中の1社にて中国の事業開発ディレクターです。MBAの前にはソウルにある韓国政府のた
めにさまざまなマーケティングおよび投資プロジェクトに従事していました。実業経験は民間
企業および政府機関の両方を包括しています。Davidは上海、シンガポール、香港、ジャカルタ、
ソウルに在住・勤務していました。現在は上海を基盤としてデジタルトランスフォーメーション
の新たな事業開発に注力しています。中国のデジタルトランスフォーメンションに関する最初
の本を執筆中で、2019年に発売を予定しています。

Mickey Choi
ブロックシャインアドバイザー
MickeyグローバルビジネスCEO

Mickey Choiは、韓国の株式市場コミュニティの代表者として活躍しており、2007年から様
々なビジネス分野で小規模株主としての経験を積み重ねてきました。 現在、彼はブロックチ
ェーンの生態系では、世界の多くの国での投資家の立場からの正確なICOプロジェクトの分
析とマーケティングのインキュベータとコンサルタントをしている初期投資であり、実業家
です。

https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/mgord/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/sergiopreira/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/ursbolt/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
https://www.linkedin.com/in/david-lim-6680a614/
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Ali Kassab
@ali-kassab-70657015

アドバイザー
Centurion	&	Co.の会長	&	CEO

Ali Kassabは、独立独行の事業家で、複数のクラウドソフトウエアおよびデジタル決済会社
で20年以上の経験を備えたシリアルアントレプレナー。得意分野は、最初からMENA地域で
アントルプルヌールシップ・エコシステムを育てて築くこと。革新者で、テクノロジー狂です
欧州、北米、および中東のプロジェクトを成功に導きました。

Javier Gonzalez

アドバイザー
VentureSpecの設立者

Javier Gonzalezはスタートアップ設立者として豊富な経験を備えています。元Rocket 
Internetの取締役で、現在はベンチャー向けに専門助言サービスポストシードを提供してい
ます。JavierはINSEADのMBAのほか、フランスのENSEAの通信エンジニア修士号、マイアミ
大学のシステム分析およびその他専門証明書を保有しています。

@javieregonzalez

Timo Trippler
@timotrippler

アドバイザー
Timo Tripplerは,FinTechとInsurTechの業界経験を持つICOアアドバイザー兼起業家です。彼
は金融市場とリスク管理の専門家で,12年間の金融取引経験があります。 彼はさまざまな成功
を収めた ICO プロジェクトに助言を与え,複数の暗号ファンドのフォトフォリオを管理しました. 
Timo Triplerの経験と,ブロックチェーンおよび暗号通貨業界における豊富な専門知識は,マー
ケティング,パートナーシップ,および拡張戦略を開発する際に非常に重要です.

https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/ali-kassab-70657015/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/javieregonzalez/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
https://www.linkedin.com/in/timotrippler/
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リスク
緩和に対するリスクと戦略

リスク 緩和戦略 重要性 見込み

1 大きなプログラムデジタルマ
ーケティングの競合先。

技術的利点開発に戦略的に注力（プラットフォーム参加者内にて広告提供物においてアルゴリズムの有効性増大）。 3/4 2/4

2 鍵となる管轄でブロックチェー
ンにおける説得力のある規則
を導入。

地理的分布および鍵となる市場におけるブロ
ックチェーン技術規制のポリシーで考えられる
変更に関する情報監視を通じた戦略。

3/4 1/4

3 最初の公開向けUbexベータ
版の開発の遅れ。

開発者スタッフの拡大および外注スタジオや
請負業者に重要でないモジュールの開発を移
行。

2/4 2/4

4 消極的なマクロ経済状況の結
果として、市場における広告予
算を削減。

鍵となる地理的エリアにおけるデジタル広告
養蚕を考慮して、市場予算のフレックスな再分
配。

2/4 1/4

5 取引の模造を通じて評価を増
やし、ニューラルネットワーク
アルゴリズムを騙そうとする。

参加者の一部において、自動的に明らかにされ
る疑わしい行動パターンのリアルタイム解析。 1/4 2/4

6 異例な価格上昇の結果とし
て、UBEXトークンの流動性が
減少。

トークン分裂を増やし、コミッションの一部か
ら安定化資金を作る。 1/4 1/4
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法的考慮点（L）

UBEXトークンの法的意義
UBEXトークンはブロックチェーントークンで、分散化ソフトウエアプロトコルの一部としてブロックチェー
ンで作成されるデジタルトークンです。UBEXトークンは、仮想トークンでERC20標準契約をベースとして
Ethereumプラットフォームで発行されます。UBEXトークンは支払トークンでUbexプラットフォームにおける
取引を支援するために設計されています。Ubexは所持者の所有権あるいは社の資産、あるいは会社の管
理・指示・決定に参加する権利を承諾しません。個人、事業、およびその他組織は、UBEXトークンのリスク・費
用・メリットに慎重に重み付けをしなければなりません。当社は、固有価値の約束、継続的な支払の約束、お
よびUBEXトークンが価値を下げない、または特定値を維持するという保証を含めてUBEXトークンの今後の
実績や価値に関する約束をしません。UBEXトークンは返金不可となっています。Ubex購入者はUBEXトーク
ン購入に対する単独で排他的なリスクを承認するものとし、Ubexプラットフォームは現在開発中であること
を認識するものとします。ならびに重大な変更を受ける場合があります。本取引条件の関連節にてUbex取得
に関するリスクを参照してください。この概念はUbexプラットフォームの目的の基本です – 世界経済への仮
想通貨展開のために。

購入制限およびUBEXトークンの使用。
米国法的制限

2017年7月、証券取引委員会は、一部のトークンは証券であると考慮できるために、エージェンシー規約を条
件とすると規定しました。決定は、ICOに1.5億ドル資金調達をしたDAO（自律分散型組織）と呼ばれるグルー
プで裏付けを取り、あるドイツの会社へのSEC調査に従いました。DAOは、配当同様報酬を受け取るために
トークン所有者に権利を与える自動貢献戦略追求を目的として使用されたコインを発行しました。詳細につ
いては
 https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

SECはチャンネル収入に対する見返りに、コンテンツクリエーターにファンや貢献者からの資金受け取りを
許可する分散化アプリケーションProtostarrも押し入って、トークン販売の半ばでシャットダウンされました。

個人および収益分配制の提供により、こういった会社は明らかに証券を提供していて、米国最高裁判所が作
った証券査定のハウイー・テストに失敗しました。

https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf
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ハウイー・テストの下で、以下の取引は貢献契約となります：

- 資金貢献である。
- 貢献から収益予想がある。
- 金銭貢献が共同事業にある。
- 特定の取引が「貢献契約」として資格があるかどうかを決定するプロモーターまたは第三者の努
力から得るいかなる利益。

UBEXはUbexプラットフォームサービスに対する支払いで使用される支払トークンです。UBEXトークンは実
際の資産にはリンクされず、会社のいかなるシェアの保持者所有権またはいかなるの配当承諾しません。こ
のようにUBEXトークンは証券として解釈されず、以下のようにハウイー・テストを合格しました：

• UBEXトークンは潜在的評価において、利益予想で購入されるものではない。
• UBEXトークンは、UBEXプラットフォームが貢献の提供前に使用できるので、共同事業を意味しな

い。
• UBEXトークンはアフェリエイト、発行主、およびその他ネットワーク参加者、またはUbexプラットフ

ォームにおけるサービスの事前購入ためにそのサービスプロバイダーに購入されるものとする。
• UBEXトークンは起業またはその他の管理努力からの利益予測がある貢献契約を意味しない。
• UBEXトークンは貢献または通貨投機を目的としておらず、UBEXは、意図された目的に対してトー

クン購入の真実の目的を証明しないいかなる購入者へも、トークン販売を拒否する権利を有して
いる。

• すべての貢献決定はUBEXトークン所持者、UBEXトークンのその他保持者の独立者、またはUbex
プラットフォーム管理で直接行われる。

カナダ、シンガポール、香港の法的制限
シンガポール、カナダ、および香港にはすべて、トークン販売における法的制限が課されています。2017年7
月にシンガポール金融庁（MAS）は、トークンが「証券先物法」の下で規制された製品で構成されている」場
合には、管轄の下でトークンはなくなると述べました。提供は、SFAに基づくものもあればそうでない場合も
あります。デジタルトークンのすべての発行者、デジタルトークン取引を促進するデジタルトークンおよびプ
ラットフォームの提供を促進あるいは広告を出す仲介業者は、従って、確実にすべての適用法令を遵守する
ために自主的に法的助言を求め、MAS公式で述べられているように該当する場合には、MASの意見を聞い
てください。

2017年8月、カナダ証券管理局（CSA）は、トークンが証券定義の下にてなくなるという決定に対するハウイ
ー・テストに言及し、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）への通知46-307を発表しました。

2017年9月初旬、香港の金融監督機関である証券及び先物事務監察委員会（SFS）はICO経由で発行されたト
ークンは証券として分類される場合があると発表しました。
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米国同様、カナダ、シンガポール、および香港の国民・居住者は、プラットフォームサービスで支払う、または
資産にリンクされていないその他仮想トークン（例えば、BitcoinやEtherなど）と交換するためにUBEXトーク
ンを利用することができます。

韓国（大韓民国）の法的制限

2017年9月末に、韓国金融監督機関は、国内企業のICO参加を禁じることにしました。Ubexマネジメントは、
もし金融監督機関が、オフショア・トークン販売で韓国居住者・国民の参加を禁じる場合には、韓国でのUbex
提供を停止する権利を保有しています。

スマートコントラクト実践の法的意義
UBEXトークンは、ブロックチェーンプラットフォームのスマートコントラクトをベースに発行されます。スマー
トコントラクトは、プログラムアルゴリズム経由の遂行のためのデジタルな手段です。Ubexスマートコントラ
クトは、あらゆる点で適用する法令を完全に遵守するものとし、情報の機密性に適する法的要求に必ず従う
ものとします。

データ保護
Ubexプラットフォーム上のUBEXトークン販売の売買は、個人データ提供を必要とする場合があります。個人
データは、個人確認のために使用されます。収集される個人データの例には、名前・住所・メールアドレス・電
話番号・ファクスナンバーなどが含まれる場合があります。個人データは、プロジェクトウェブサイト・郵便・電
話・ファクス・メールなどさまざまな方法で取得される場合があります。当社は社内のプライバシーポリシー
実践を通じて個人データ保護を保証し、利用条件を遵守します。一般的に、個人は、バンキングシステムから
のこのような業務に関連するいかなるデータ除去も目的とするいかなる取引をも締結した銀行を必要とす
る権利を有します。よって、UBEXトークンの購入かつ/あるいは処分に関連付けされたブロックチェーン経由
で取引を実行するどのユーザーも上述の事実を理解することを示して保証するものとし、かつブロックチェ
ーンからいかなる当該データの削除も必要とする権利を放棄する放棄証書を提供するものとします。当社は
考えられる法的および規制リスク管理に非常に重点を置き、ユーザー保護に向けて非常に名声ある国際法
律事務所と緊密な関係で取り組みます。
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KYCおよび詐欺防止
当社は、顧客および仮想通貨保持者に安全で最低源のリスクを伴う透明な事業モデルを提供するために、
顧客身元確認と詐欺防止問題に非常に注意を払っています。当社のサービスが、犯罪の動機を進める違法
な要素で利用されていないことを保証するために、当社は以下のことを用いて、運営を促進することを目指
しています。(i) 当社顧客に関する十分な情報を取得および顧客身元確認、(ii) Ubexプラットフォームで行わ
れるデューデリジェンス操作を継続的に実施、(iii) 疑わしい顧客および操作に集中する。
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