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1.1. サポートする15の理由

1� このプロジェクトは、人（特に有名人）をトークン化する初めてのプロジェクトです。

2� �このプロジェクトは、テニスとサッカーのバーチカルからスタートし、次に共通のインフラを使い新しいバー
チカル（ポーカー、バスケットボール、アイスホッケー、俳優、女優、モデル、音楽家など）を開始します。サッカ
ー「ゴール」トークンの販売は同時に開始されます。サッカーのホワイトペーパーもご覧ください。

1
2

3

我々は世界的に人気のある
スポーツから始めます。

その後、その他のスポーツの
バーチカルを追加します。

また、スポーツ以外の有名人も取
り組みます。(俳優、女優、モデル、
バンド)

3� スポーツに特化したトークン(サッカーは「ゴール」、テニスは「エース」トークン、その他は後に追加されます)
を共通な「スター」インデックストークンに変える事ができます。早い段階でサポーターになった方はそのバ
ーチカルを占有する事になります。

「
AC
E」
�(テ
ニ
ス
)

「スター」のインデックストークン

ポ
ー
カ
ー

「
GO
AL
」�
(サ
ッ
カ
ー
)

俳
優

音
楽
家

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

ホ
ッ
ケ
ー

モ
デ
ル

初めてのトークン 第2段階 第3段階

4� 「ACE」は将来性のある若い選手の重要な成長期に資金とプロモーションを提供します。それによって才
能のある若者がプロになることを諦めず、成功のチャンスを手にすることができます。また、「ACE」はすでに
プロになった選手にも代理業やプロモーションのサービスを提供します。特に、スポンサーにとって魅力が
あるのに、一般のエージェンシーに見落とされてしまっているプロ選手なども対象にします。

5� 成功したテニススターは賞金をもらいます。400位以下の選手はおよそ100万ドル、トップ５に入る選手は
6000万ドル以上になります。そしてセレブになり、スポンサー契約を結びます。契約の金額は賞金の5倍か
ら10倍になるのが通例です。

6� ACEは、質の高い候補者が途切れず入ってくるよう、タレント・ソーシングをグローバル・スカウト・ネットワ
ークに分散します。社内スカウトの数が限られている従来の機関とは異なり、ACEはグローバルスカウトネ
ットワークを構築し、最も才能のある選手がACEプラットフォームに来れるように、バランスのとれたインセ
ンティブによりスカウトを後押します。

7� ACEは、PROプレーヤーがより多くの広告契約を獲得できるようタレントのプロモーション・プロセスを分
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散します。ACEは、グローバル・プロモーター・ネットワークを構築し、タレントのプロモーションのインセン
ティブ(契約の最大10％)を用いることにより、選手がスポンサー契約が途切れずになされるようにします。

8� ACEは重要な決定をするためにDCV方式(分散コミュニティー投票)を使います。独自の判断によるスポー
ツ・エージェントを頼らず、信頼できる分析レポートを参考にすることができます。

 

01 02 03

01 02 03

01 02 03

スカウトのグ
ローバルネッ
トワーク

プロモーター
のグローバル
ネットワーク

隠れた才能を探す 選手を評価する 契約を結ぶのに手
伝う

社会的ネットワークで選手の
ファングループを作る

メディア掲載とPRする スポンサーを募集する

役目の分散

DCVメカニズム

選手の選考、契約更改を
投票する

スカウトのリーダーとプ
ロモーターを選ぶ

運営チームに案を提出
する

アナリスト
*スカウトとプロモーター、および
全てのトークン所有者を含む

9� 「ACE」のコンセプトは実績のあるTMA(Talent�Management�Agency)ビジネスモデルに基づいていま
す。すなわち、プロジェクトのリスクは、技術の障壁や、プロダクトとマーケットがフィットするかではなく、プロ
ジェクトの実行そのものであるという事なのです。

10�「ACE」は一流のアドバイザーを集め、テニスおよびビジネスの経験の両方がプロジェクトの成長を促すよ
うにします:

• アナスタシア・ミスキナ：WTAランキングの2位、全仏オープンのチャンピオンです。

• セルゲイ・デメヒン：ベラ・ズボナレバ選手の監督（WTA２位）

• マイヤ・クリロワ：オクタゴンの元取締役、テニス・タレント・マネジメントの経験は�11年です。

• エレーナ・マソーロワ：起業家です。3回�EXITしています。グルーポン・ロシアの設立者です（450日間で
月収を0から150万ドルまで上昇させました）。そして、Pixonic、�Eduson�、AddVenture�資金に参加
しました。

• クセニア・チャバネンコ：Mail�Ru�グループの元コミュニケーションの副社長�(市場資本：89億ドル)。

• イリーナ・シャシュキナ：グルーポン・ロシアの元CMO、�Rambler&Coの元COO�(市場資本：6億ド
ル)�

• アレックス・ストラティラトフ：JAMIの共同創立者兼取締役(ロシアの電子エージェンシーのトップ5)。

11�「ACE」はすでに実績のあるビジネスコンセプトを持っています。弊社はプロ選手になったベロニカ・クデル
メトワ氏と初契約を結びました。クデルメトワ選手は19の国際トーナメントに優勝し、現在WTAのシングル
スで200位であり、ダブルスのランキングは66位です。ベロニカ選手の初広告契約の締結の準備も完了で
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1�http://fortune�com/global500/list

す。

12�「ACE」は10億人のテニスファンをブロックチェーンの世界へ招き入れます。トップ20の選手はアクティブ
なファンが約1億7千万人います。その中から特殊なファンを除き、一般のファンを対象としてマーケティン
グとプロモーションに力を注ぎます。未来のロジャー・フェデラーの成功に貢献し、スターからの特別なオフ
ァーをもらえた時、大きな喜びとなるでしょう。

13�「ACE」は巨大かつ急成長する市場を対象としています。スポーツ・タレント・マネジメント・エージェンシー
の上位50社は、400億ドル以上の契約を運用しており、新日鐵住金、タタ・モーターズ、�現代重工業等の企
業もしくはセルビア�(EU)、バーレーン、キプロス�(EU)などの国々のGDPを上回ります。1�スポーツ産業の成
長は著しいですーグランドスラム選手権の賞金総額は、過去15年間で4倍に急増しました。�当プロジェクト
は、巨大な既存のビジネスを混乱させ、獲得した利益をコミュニティーのメンバーと共有します。

14�「ACE」はグローバルなプロジェクトであり、世界中から選手及びスポンサーを募集しています。市場の規
模が一般のエージェンシーより大きく、地方条例の依存性は低く、多様性の高いプロジェクトです。

15�最後に一番大事なポイントです。プラットフォームを通してACEトークンを利用することにより、トークン保
有者は様々な独占サービスおよび製品へのアクセスを得られる可能性があります。スター選手との特別なコ
ミュニケーション、マンツーマンの練習、VIPチケットや書籍、通常価格以下での広告など。

ブロックチェーンを使う事で、今まで考えられないアスリートのクラウド・ファンディングを提供できます。スカウ
ティングとプロモーションと言うキープロセスを分散し、コストを劇的に抑え、獲得した利益をコミュニティーに
戻します。

このドキュメントではテニス選手のトークン化について説明します。��
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1.2. トークンセールの概要

トークンセールのターゲットの金額: $7,500,000

販売されるトークンの最大数(上限): 99,000,000

作成されるトークンの最大数(上限): 165,000,000

セールの地域：

ACEトークンは、（i）アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を
含む)�、プエルトリコ、米国領バージン諸島、アメリカ合衆国のその他
所有地、または（ii）いかなる方法であれデジタルトークンとの取引が
禁止されていたり、適用される法律または規制により制限される国ま
たは地域の市民、個人および法人、常居所、所在地または所在地を
有する人に提供もしくは分配せず、またトークン所有者により再販あ
るいは譲与する事はできません。

トークンセール時のトークンの価格: 0�0001�BTC

トークンの分配:

60トークンが全て売却されると、20トークンが作成され、チーム、パ
ートナー、コンサルタントに引き渡します。そして、20トークンが作成
され、コミュニティーに分配されます。分配さないトークン（作成され
たトークンの最大数と実際に配布された数の差）は作成されません

ホームページ:� http://tokenstars�com/ace/

決済方法: Bitcoin�(BTC),�Ethereum�(ETH)

プレセール開始日時: 2017年8月1日12時00分�PDT

プレセール終了日時: 2017年9月9日12時00分�PDT

プレセール期間中の最小購入数: 10,000ACEトークン

プレセール期間中の最大購入数: 上限無し

セール開始日時: 2017年9月10日12時00分�PDT

セール終了日時:�
2017年10月31日12時00分�PDT(または、ほぼ上限に達する時ま
で)

�取引毎の最小限の個数: 100ACEトークン

セール期間中の最大購入数: 上限無し

I最初のトークンの分配日時:�
2017年11月7日12時00分�PDT(または、ほぼ上限に達する時ま
で)
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1.3. スポーツプロやセレブのトークン化の紹介 

プロスポーツ選手やセレブは資産として考える事ができます。

アスリートは、自分のスキルを改善し、ユニークな能力を身につけ、よりスキルの高い相手と競争し、さらに自分の
スキルを向上させます。我々はそれを「自己強化プロ意識サイクル」と呼んでいます。�

同時に、素晴らしい成績を上げるとファンを引きつけます。そして、スポンサーの興味の対象となります。このスポ
ンサーは有名になった選手に過度に多額のお金を払い、その選手はセレブな生活を始めます。そして、ファンをも
っと引き付けて来るようになります。それを「自己強化セレブ・ステータス・サイクル」と呼んでいます。

大きいファングループ

巨額の収入 新しいスポンサー

ユニークな能力を身に
つける

素晴らしい成績を見
せる

よりスキルの高い相手
と競争

自己強化
セレブ・ステータス・サ

イクル

自己強化プロ意識サイ
クル

数年間で「無一文から大金持ち」になった選手はスキルのカテゴリーでもセレブリティーとしても自分の価値を
劇的に向上させています。

アスリートがプロとして成功し有名になると、早くサポーターになった方に対して多くのことをお返ししてくれま
す。

• 所得をシェアします。（直接間接に問わず）

• 広告やソーシャルメディアにて、通常価格以下でサポーターのビジネスを支援してくれます

• トレーニング�(個人的、グループ、またはオンラインレッスンを受けられます)

• ファンとのコミュニケーション�(ビデオチャット、テキストチャット、特別なオフラインミーティング、セルフィ
ーの撮影など)

• 商品や書籍にサインしてもらう事

• イベントのチケットなど
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2. 若いテニスプレイヤーは資
金が必要です。
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2�http://www�sportspromedia�com/quick_fire_questions/how_to�����_be_an_img_tennis_agent_part_i
3�https://en�wikipedia�org/wiki/Mansour_Bahrami�11�
4�https://www�forbes�com/sites/kurtbadenhausen/2016/03/08/how-maria-sharapova-earned-285-mill-during-her-tennis-career/#4b-
3521b778e2

2.1.  費用の内訳

８歳〜18歳の若い選手は大会の賞金を初めてもらえるようになるまでに、相当な金額を消費しなければなりま
せん:

ランキング・ポイントを取得するための大会への旅費�

テニス・アカデミーでの学費�

プロの監督の指導やフルタイムのパートナーの給与

�テニスコートのレンタル料金

設備

特別な医療保険など�

現在スターになった選手も、ジュニアの時に直面した一般の問題は資金不足です。�

2.2. 推定費用

ジュニアの選手の予測した練習費用はおよそ10万ドル/年2です。その金額の一部は、テニス連盟、スポーツウェ
アやラケットの契約やIMG、CAA、Octagonなどのエージェンシーがカーバーします（セクション4をご覧くださ
い）。

2.3. シャラポワ、サフィン、バーラミのケーススタディー

ケース�1��子供の時、イラン出身のテニス選手であるマンスー
ル・バーラミ3はテニスラケットを買う金銭的余裕がなく、10歳
までフライパンでテニスをしていました。また、テニスコートの
料金を払えなかったため、夜中に、水を抜いたプールで練習を
しました。そして、幸運にも後にバーラミ選手の監督になる方
に見出され、プロの選手になり、グランド・スラムの全仏オープ
ン大会の決勝に出場しました。�

ケース2��ロシアのマラト・サフィンは14歳の時、IMGエージェンシーのサポートが中
止になり、多くの選手と同じように、辛く苦しいスポンサー探しをしなければなりませ
んでした。イスラエルのビジネスマンであるブルース・ラパポートはテニスについてほと
んど何もわかりませんでしたが、サフィン選手の費用をサポートしました。サフィン選
手はATPランキングの一位まで上がり、デビス・カップを獲得し、グランド・スラムの２
つのトーナメントを含めて１７のテニス大会に優勝し、テニスの殿堂入りしました。そ
して、総額14�3百万ドルの賞金を獲得しました。

ケース3��9歳のマリア・シャラポワはソチ市から引っ越し、招待状なしでフロリダ州に
あるニック・ボロテリーのアカデミーに来ました。アカデミーに受け入れられはしまし
たが、アメリカで生活するために、マリアのお父さんは皿洗いをしました。シャラポワ選
手はグランド・スラムの5つのタイトルを獲得しました。（17歳の時ウインブルドン選手
権大会優勝）。オリンピック大会では銀メダルを獲得、WTAの39の大会に優勝しまし
た。彼女は、WTAのランキングの１位になり、36�5百万ドルの賞金とスポンサー契約
で285百万ドル4を獲得しました。

53,9

21,1

9,2

7,9

2,6
5,3

53,9

21,1

9,2

7,9

5,32,6
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2.4. 資産流入の現在

若い選手にとって資産を集める選択肢は：

• 両親のお金

• 友達か支援できる個人（銀行からお金を借りるのは非常に困難な為）

• IMGのようなタレント開発エージェンシーからの補助金

• テニスの国民連盟からの補助金（通常は少額です）
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3. 成功したテニス選手は百
万を稼ぐ
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5�http://www�atpworldtour�com/en/players/roger-federer/f324/overview
6�http://www�wtatennis�com/players/player/230234/title/Serena-Williams�
7�http://www�atpworldtour�com/en/players/sebastien-grosjean/g379/overview�
8�http://www�atpworldtour�com/en/players/kevin-anderson/a678/overview�
9�http://www�wtatennis�com/players/player/312280/title/yifan-xu-0�
10�https://www�statista�com/statistics/277002/tennis-players-worldwide-by-career-prize-money-earnings/�

3.1. 収入内訳

テニススターの収入は:�

• トーナメントの賞金
• スポーツ用品やウェアメーカのスポンサー契約�(Quiaodan,�Yonex,�Uniqlo,�Head,�Wilson,�Babolat,�
Adidas,�Nike�など)

• 一般の広告契約�(Evian,�Lotto,�Mercedes,�Porsche,�Tag�Heuer�など)
• 参加報酬�(一般のトーナメントにスター選手として招かれ参加報酬をもらう)
• 名前とイメージのライセンス�(ゲーム、衣類、香水など)
• エキシビション出演料

3.2. 賞金

選手がキャリア期間中、獲得する賞金の総額は、リーグによって違います。�

• スーパースターはキャリアにわたって、賞金だけで6000�万ドル以上稼ぎます。ロジャー・フェデラー選手は
1�04億ドル5の賞金を獲得しました。セリーナ・ウイリアムズ選手は84406�万ドルを獲得しました。��

• 1つ以上、最大5つのトーナメントに優勝した選手は�500-900万ドルを稼ぎます。フランスのセバースティア
ン・グロジャン選手は�(4つのタイトル)�8107万ドルを獲得しました。オーストラリアのケヴィン�・アンデルソ
ン選手（3つのタイトル）は7808万ドルを稼ぎました。

• ランキングが低い選手のキャリア中の賞金総額は百万ドルを大きく超える事はごく稀です。例えば、ランキ
ング400台にいる中国の徐一幡(Yifan�Xu)は現時点で�0989万ドルです。

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Pete Sampras

Andre Agassi

David Ferrer

Stan Wawrinka

Tomas Berdych

Boris Becker

Yevgeny Kafelnikov

Ivan Lendl

Lieyton Hewitt

Andy Roddick

有名な選手たちのキャリア期間中の賞金総額（百万単位）10

109,77

107,31

86,09

60,79

43,28

31,15

30,60

30,25

28,00

25,08

23,88

21,26

20,72

20,64

以上の金額は税金を引かれる前であり、エージェンシー料金や監督費などの費用込みです。
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11�https://www�forbes�com/profile/kei-nishikori/�
12�https://www�forbes�com/profile/li-na/�
13�http://www�wtatennis�com/players/player/120330/title/Na-Li�
14�https://www�forbes�com/athletes/list/#tab:overall

3.3. スポンサーと広告 (推奨広告)

3.3.1. 錦織圭選手と李娜選手(Li Na)

ケース 1。 日本人のテニススター錦織圭選手はユニクロ(5000万ドル)、ウイルソン、アディダス等とスポンサー
契約を結んでいます。さらに、カップヌードル、タグホイヤー、ウイダー、ジャックス、日清食品、エレクトロニック・
アーツ、WOWOW、エアウィーヴなどと広告契約を結んでいます。

フォーブス社の予想によると、錦織選手の推奨広告収入は、2016年におよそ3000万ドル11のようです。トーナ
メントの賞金は360万ドルですから、賞金と広告契約収入の割合は、ほぼ1対10になります。

ケース 2. 中国のテニススター李娜選手（Li�Na）はWTAランキング２位、グランド・スラムのトーナメントを２
回優勝しました。李娜選手は、ナイキ、バボラ、メルセデス・ベンツ、ビザ、ロレックス、SpiderTech、クラウン・リゾ
ート、サムソン、ハーゲンダッツなど多くのスポンサーと契約しています。また、Taikang�Insurance,�Kun�Lun�
Water,�Yiliグループなどの中国の広告主とも契約があります。 

2014年に、李娜選手は推奨広告だけでおよそ1800万ドル12を稼ぎました。キャリアにわたって、李娜選手の収
入は賞金167013万ドルを含む総額6000万ドルに上ります。

3.3.2. 典型的なスポンサー契約

知り得る情報が全てではありませんが、通常、選手のランキングが高ければ高いほどブランドが払う金額は高く
なります:�

• アメリカのスター、セリーナ・ウイリアムズは、ナイキと５年間5500万ドルの契約を結んでいます。

• イギリスのアンディ・マレー選手は、アンダーアーマー社と4年間2100万ドルの契約を結んでいます。

• スイスのロジャー・フェデラー選手はナイキと10年間1億ドルの契約を結んでいます。
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15�http://www�stuff�co�nz/sport/opinion/65231157/Reason-Tennis-stars-like-Federer-Nadal-and-Djokovic-only-care-about-cash-not-
fans

2016年の推奨広告の予想金額はフォーブスによるものです14:

• ロジャー・フェデラー選手は一年で5400万ドルを稼ぎました。（賞金は600万ドル、やはり広告契約は賞金
の約10倍です）

• セルビアのスター、ノバク・ジョコビッチ選手は2800万ドルを稼ぎました。�(賞金は960万ドル)。

3.4. 出場金

一流ではないトーナメントは、優勝してもランキング・ポイントが比較的高くありません。ですから、人気のある選
手に出場金を払って参加してもらうのです。ニュージーランドで行われる「Heineken�Open」の代表取締役カー
ル・バージ(Karl�Budge)によると「５年間に選手の賞金は大幅に上昇してしまいました。2年前は、TOP30に入
っている３人の選手に出場金を払う必要がありませんでしたが、現在では、TOP30の選手でも払わないといけ
ないようになりました。15”�

• 19歳のドイツの上昇中のスター、アレクサンダー・ズべレフ（ATPの20位）はシュトゥットガルトのトーナメン
トに出場しないことにしました。出場金が低かったためです。�

• ロジャー・フェデラー選手はイスタンブールの選手権に出場するために百万ドルをもらったと報告されてい
ます。�

• ノバク・ジョコビッチ選手はドバイのトーナメントに出場するために百万ドルをもらったと報告されています。�

3.5.  エキシビション出演料

ロジャー・フェデラーとアンドレ・アガシは�「ブルジュ・アル・アラブ」のドバイ市にあるホテルを宣伝するためにヘ
リコプター発着場で試合を行いました。�

引退したテニス選手は、5万〜25万ドルでエキシビジョン・トーナメントによく参加しています。



 

TokenStars Company White Paper

4. 従来のスポーツ・エージェン
シー
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16  https://www.forbes.com/sports-agencies/list/#tab:overall
17  Their business is not limited to tennis, it includes golf, models etc.

4.1. 従来のスポーツ・エージェンシーはヘッドハンティング、投資家、広報プロバイダーとし
て機能しています。

現在、スターになるための資金調達の問題は、エージェンシーが解決します。エージェンシーは１３歳〜１５歳の
選手と契約を結んで財政的支援を提供します。エージェンシーはIMGのようにテニス・アカデミーを所有してい
るケースがあります。例えば、IMGは人気のあるニック・ボロテリー・テニスアカデミーを購入しました。若い選手
はATPのランキングが上がると、エージェンシーが広告取引の仲介を行い、選手の収入の20%を取得します。そ
して、コストを掛ける優先権を取得します。

日本の錦織圭選手は１４歳
の時にIMGと契約を結びま
した。１９歳の時、錦織選手
は初めてATPトーナメントに
優勝しました。ATPの最高ラ
ンキングは4位で、オリンピッ
ク大会の銅メダルを獲得し
ました。

スペインのガルビネ・ムグル
サ選手は１４歳の時、IMGと
契約を結んで、19歳で初め
てWTAのトーナメントに優
勝しました。23歳のムグルサ
選手の償金額は1�1千万ド
ルです。�

4.2. スポーツ・エージェンシーは数十億の巨大ビジネスです。

トップ10のタレント・エージェンシーは総額253億ドル16の契約を運営しています。仲介料金は11�9億ドル、契
約している総合年数は、のべ3731年になります。�

その業界の規模はセルビア�(EU)、バーレーン、ブルネイ、�キプロス�(EU)、マルタ島�(EU)、�ジャマイカ、コートジ
ボワール、ボリビアなどのGDP以上です。

テニス・タレント代表及びスポーツ・マーケティング会社であるWME-IMG�エージェンシーは市場のリーダーで
あり、IMGの時価総額は55億ドルです。17�

「ACE」モデルの場合、その大量のバリューはスカウトやプロモーターやトークンの所有者のコミュニティーに
分配されます。

エージェンシー名 ランク
エージェンシー 
仲介料, $M

運用契約金額, 
$M 契約年数

Creative Artists Agency 1 290.6 7,900 1128

Excel Sports Management 2 149.6 3,100 264

Boras Corp 3 132.3 2,200 62

Wasserman Media Group 4 115.7 2,300 529

Octagon 5 104.9 2,400 401

Independent Sports & Entertainment 6 104.7 2,200 407

Mondial Sports Management 7 101.9 1,000 309

Gestifute International 8 72.7 727 190

Newport Sports Management 9 58.4 1,500 318

ACES 10 55.4 1000 123

Legacy Agency 11 49.5 801 107

WME-IMG (sports division) 12 42.8 271

…
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18�http://www�nytimes�com/2013/12/12/sports/tennis/federer-and-his-agent-start-their-own-firm-representing-athletes�html
19�https://www�theguardian�com/sport/2013/sep/11/andy-murray-77-simon-fuller
20�http://www�austlii�edu�au/au/journals/ANZSportsLawJl/2006/6�pdf

エージェンシー名 ランク
エージェンシー 
仲介料, $M

運用契約金額, 
$M 契約年数

 Team8�(ロジャー・フェデラー) 35 13.1 74.3 —

…

77 management (アンディ・マレー) 47 3.2 20 —

4.3. 多くのアスリートは現状に不満を感じています。

IMGはテニスをほぼ独占しています。彼らは選手が参加するトーナメントから練習スケジュールまでを決定しま
す。しかし、市場規模の小さい国からプレーヤー外すなど、適切でない判断を行う場合があります。

ロジャー・フェデラーはIMGをやめ、Team818��と言う自分のエージェンシーを創立しました。彼はブルガリアの
グリゴール・ディミトロフとアルゼンチンのフアン・マルティン・デル・ポトロを含め、何人かのTOP10プレイヤー
と契約を結びました。

アンディ・マレー選手は「Lagardere」のエージェンシーをやめ、「77」と言う自分のエージェンシーを始めました。
「77」と言う名前は、2013年にアンディ・マレー選手がイギリスの選手として77年ぶりにウインブルドン男性シ
ングルスに優勝したことからきています。

自分のエージェンシーを設立した事について、マレー選手は、意思決定が自由になり、ビジネスに深く携わる事
ができるためと言っています。19

エージェンシーと選手の摩擦で際立ったものの一つに、グランド・スラムのトーナメントを７回優勝したとい
う、間違いなくATPトップ・プレーヤーのイワン・レンドルのケースです。トップになった時、イワンはエージェン
トの配慮が足りないことに不満を感じていました。「Proserv」エージェンシーは他のプレイヤーをより悪い条
件で引き付けるためにイワン・ランドルの名前を使っていた事が明らかになっています。イワン・レンドル選手は
「Proserv」を去り、自分のエージェンシーをスタートしました。20�

ACEは設立者であるプロ選手とも協力関係にあります。トップ300の選手の２０％の選手は従来のエージェン
ジーに軽視されますが、我々は彼らに対しても熟練したサービスや広告を提供します。

エリート選手もエージェントを変える事があります。ACEが起動した後でも、可能性を考慮します。
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5. 企業組織とACEトー
クン
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5.1. ACEプロジェクトの企業組織の概要

ACEトークンは、イギリス領バージン諸島にある会社登録番号195316の会社「TokenStars�Group�
Limited,�BVI」�(以下「甲」)により作成されます。甲の主な目的はACEプロジェクトの資金調達を行うため
に、ACEトークンセールのプロセスを準備と実行する事です。

ACEプラットフォームは甲と連携した「TokenStars�Group�Limited,�Cyprus」と言う会社に開発や運営され
ます。この会社はACEプラットフォームを開発し、ACEプラットフォームのコミュニティーを運営します。

5.2. ACEトークンの概要

5.2.1. ACEトークンとは何ですか？

ACEトークンとは暗号化を適用した要素が入っているソフトウェアです。ACEプラットフォームのユーティリティ
として開発したものです。ACEトークンはイーサリアム・プロトコル通りに開発したもので、ERC20に準拠してい
ます。

ACEトークンは�ACEトークンの所有者がACEプラットフォームのルールで決まった用途でACEプラットフォー
ム内でしか利用できないユーティリティとして開発されており、その作成は、ACEコミュニティ間の透明かつ公
平な関係を確立するACE生態系で内部経済を発展させる必要性があることを条件としています。ACEトークン
は将来的に、新規のサービスや機能などを導入する事かその他の理由があり次第、用途の内容は拡張される可
能性があります。

ACEトークンはブロックチェーン・システムと暗号トークンを使った取引のエキスパートを対象としています。

5.2.2. ACEトークンの使い方について

ACEプラットフォームとのやりとりの方法。�ACEトークンはACEプラットフォームの基礎的な機能性を形作っ
ています。ACEトークンの所持者だけACEプラットフォームの全機能へアクセスする事ができます。我々は、暗
号トークン取引所にACEトークンを上場し、公に購入する機会を（トークンの購入が地元の法律に違反してい
ない国々の居住者に）提供する予定です。ユーザーは当該の仮想通過取引所でACEトークンを購入するために
ACEプラットフォームに加入します。ユーザーがACEをやめたい場合は、ACEトークンを仮想通過取引所で売
却する必要があります。しかし、米国やシンガポールなどの特定の国における証券の流通に関する法律は、これ
らの国々の居住者にACEトークンの販売を禁止する可能性があります。�ACEトークンを購入する場合、購入者
はその後の販売に関する制限を認識し、それによって他のユーザーに転売する際に、我々および/または取引所
の指示に従うことの義務を有します。

コミュニティーの意思表示の方法。ACEプラットフォームは分散コミュニティー投票（decentralized�
community�voting�-�DCV）のメカニズムを持って、ACEエージェンシーのビジネスの運用問題に対してACE
トークンの所持者に意思表示する方法を提供します。詳細については、ホワイトペーパーのセクション7�1をご覧
ください。�

ACEエージェンシーの経営者はDCV�メカニズムで表した意思表示をガイドラインとして使います。エージェン
シーの経営チームと役員は常に、ACEコミュニティーの意思表示である投票結果を慎重に閲覧し、意思決定を
行います。�

決済方法。ACEプラットフォーム内のトランザクションの決済方法として利用されます。�具体的に言うと、ACEト
ークンの所持者はACEプラットフォーム内で提供されるサービスや商品を購入できるようになります。その内容
はホワイトペーパーのセクション�7�2にて説明されています。�

ACEプラットフォーム内の報酬方法。�ACEプラットフォームには�役割をよりよく果たし、ACE生態系全体の効
率およびACEコミュニティへの恩恵を高め、特にスカウト、プロモーターと広告者と言うプラットフォームのエー
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ジェントを後押しするバランスのいいモチベーション制度を設けています。

ACEトークンを利用するモチベーションを更に上げるために、エージェントはこのホワイトペーパーのセクショ
ン6�2と6�3の通りACE生態系に活発に参加することにより報酬をもらう事ができます。エージェントはACE生
態系の成長に貢献できるように、報酬はACEトークンで支払われます。

5.2.3. ACEトークンが意味しないもの

ACEトークンはどこの管轄の有価証券ではありません。 このホワイトペーパーは証券や投資などのオファー
をするドキュメントではありません。そして、新規公開株（IPO）や株式売出や債券・証券のオファーでもありませ
ん。ACEトークンは法律や規定によって、登録かライセンス化が必要な管轄区においても、制限や禁止された管
轄区においても、促進、販売オファー、購入、販売などの行為をする意思や目的はありません。

ACEトークンは甲に対する融資（ローン）ではありません。�ACEトークンは債券類や公社債もしくは甲になさ
れた融資などではありません。�トークンセールや取引所などでACEトークンを購入しても、ACEトークンの甲に
対する請求権を得られません。

ACEトークンは甲の株式や財産ではありません。�ACEトークンはACEトークンの甲の所持権を与えませ
ん。ACEトークンの購入はシェアや知的財産を含むいかなる形態の甲の株式もしくは甲の財産の代わりに実行
する仮想通貨のトランザクションではありません。�ACEトークンの所持者は�配当をもらう権限や利益の分配に
参加する権限や投票権限などは約束されていません。�

ACEトークンは返金不可です。�甲は、トークンを所持者に対して、ACEトークンの返金をする義務はありませ
ん。ACEトークンの所持は返金・返品をカーバーするお金や補償がありません。ACEトークンの内在価値や継
続的支払い、ACEトークンの将来的な価格を含めて、ACEトークンに対する価値や価格や実績に関して一切約
束しません。�
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6. ACEモデル
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6.1. コミュニティーの３つの役割：スカウト、プロモーター、分析

トークンの所有者は３つの役割を果たせます。�

• スカウト

• プロモーター

• 分析�(トークンの全所有者)

 

01 02 03

01 02 03

01 02 03

スカウトのグ
ローバルネッ
トワーク

プロモーター
のグローバル
ネットワーク

隠れた才能を探す 選手を評価する 契約を結ぶのに手
伝う

社会的ネットワークで選手の
ファングループを作る

メディア掲載とPRする スポンサーを募集する

役目の分散

DCVメカニズム

選手の選考、契約更改を
投票する

スカウトのリーダーとプ
ロモーターを選ぶ

運営チームに案を提出
する

アナリスト
*スカウトとプロモーター、および
全てのトークン所有者を含む

皆はDCVメカニズムを通して決断に参加します。�(セクション�6�1をご覧ください。)�

6.2. タレント・スカウティング

6.2.1. フルタイムのタレント・スカウティングにもデメリットがあります。

「我 I々MGのテニスチームには60人ぐらいいます。彼らにはコネクションがあります。錦織圭の状態は日本テニ
ス連盟のメンバー経由で把握しています。」名刺で関係を建てると言うアプローチにもアドバンテージがありま
す。しかし：�

• 高い�(６０人の正社員の予算は旅費別で４００万ドルです)、「IMG」はモンスターですが、より小さいエージ
ェンシーは多くの社員を採用する余裕がありません。

• スケーラビリティーに欠ける�(エージェントは、ブラジルやインドなどのテニスの実績のない国を軽視してい
ます。)��

• 主観的�(プロ選手まで行けなかったエキスパートの第六感を信頼しすぎる)

• 賄賂に弱い�(候補者の評価がよく見えるように、スカウトに契約金の一部をリベートとして払うケースもあり
ます。)
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21�http://www�imdb�com/title/tt1210166/
22�http://www�instatfootball�com/
23�http://www�instatfootball�com/products/

6.2.2. スカウトは第六感より、指標に頼るべきです。

多くの組織は、スカウティングへのアプローチを劇的に変え、指標に駆られるようになりました。マネジャーは成
功を予測出来ると信じるようになりました。野球界で、分析的なアプローチ及びその影響については「マネーボ
ール」と言う映画に見る事ができます。21�

サッカーの場合、スカウトとマネジャーは「InStat」22��と言うシステムを利用しています。�そのデーター分析会
社は「Barcelona」から「Chelsea�FC」までの1300のクライアントを持っています。当社は二流のリーグも監視
し、若いタレントの選手も早い段階で発掘する事が出来ます。

「InStat」の報告書の例23:

残念ながらテニスのトランスフォーメーションはまだありませんが、我々はこれに向けて変えていく予定です。�(�6�2�4�をご覧ください)
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24���「RPM」とは1分毎の回転数です。比較してみると、ピート・サンプラスとアンドレー・アガッシのトップスピーンの回転毎分は1800�rpmです。ロジャー・フェデ
ラーのは2500�rpmです。�

6.2.3. ラファエル・ナダルとエレーナ・オスタペンコのケーススタディー

ケース 1. スペインのラファエル・ナダル選手は8歳の時、ジュニアのテニス選手権で3歳上の選手を破り優勝
しました。12歳になるまでに、自分の年齢階級で、スペインとヨーロッパ両方のタイトルを手に入れました。ナダ
ルの叔父さんは引退したプロテニスプレイヤー�兼コーチです。彼は左利きなので、相手はいつも困っていまし
た。5000�rpm24のトップスピンのシュートを持ち、クレーコートで生まれました。彼の練習の自制心もコートで
のエナジーレベルも目立ちます。

ナダル選手の成功は完全に予想できる事でした。そして、実現されました。オリンピック金メダルを２つ、１４のグ
ランド・スラムを含むタイトルを８４（グランド・スラムの１０は全仏オープンテニス）を優勝し、8500万の賞金を
稼ぎました。

ケース 2. 19歳のラトビアのエレーナ・オスタペンコ選手はフォア
ハンドのシュートのスピードはおよそ１２２km/hです。それはアン
ディ・マレーを含め、多くのトップ男子選手よりも早いのです。そんな
フォアハンドのスピードはレアなスキルです。将来の成功のインジケ
ーターです。�２０１７年の全仏オープンテニスに優勝したのは当然
ですね。

6.2.4. 「ACE」のスカウティングモデル

従来のスカウティング・プロセスは分散したアプローチに置き換えるべきです。ローカルテニス連盟の会長の友
達になるように頑張っている60人のフルタイムの正社員より、全世界に分散し、金銭的な動機のある600人の
パートタイムアナリストからなるグローバル・スカウティング・ネットワークの方が効率いいでしょう。�

ACEチュートリアルの助けでスカウトは:

• 現地の子供やジュニア・ランキングやローカル選手権の結果などのデーターを処理して魅力のある候補者
を見つけます。

• 現地のソーシャル・ネットワークによって、プレイヤー、両親、コーチ、テニスクラブのオーナーなどとコミュニ
ケーションが取れます。

• ACEのホームページ経由で、フールタイムスカウトに申請をできます。

• 地方のプレイヤーの評価がその場でできます。「IMG」が普通に行なっている、HQが出費する世界への２週
間旅行も不要です。

• 最新のシステムを利用できます。例えば、サーブスピードやスマッシュのヒットマップ、ラリー時間などを集約
した「Babolat」スマートラケットが利用できます。

• ユニークなプレイヤーチェックリストを使ってください。�(技術的なスキルや選手の性格及び心理的タイプや
家族関係など、５０以上のパラメーターがチェックリストに入っています)�これにより標準値が構築され、根
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25�そのホワイトペーパーでは報酬の計算をより簡単にするために�「1ACE�=�1$」に定義します。実際のトーク�
ン単位での報酬についてはトークンセールのイベントの直前に告知させていただきます。

拠のあるプレイヤー比較ができるようになります。

• DCVメカニズムを通し、プロフェッショナルなプレイヤーの評価報告書を「ACE」に送信してください。(セク
ション�6�1をご覧ください。)

6.2.5. スカウトの報酬

モチベーションを保つようにスカウトは多くの成功推奨金をもらうべきです。下の表にある通り、ACEプラットフ
ォームを通してなされた仕事に対してのみ、スカウト報酬を受け取るという点に留意して下さい。個々のアクショ
ンを取らない場合、スカウトに報酬を支払われません。

対象となっている国の多くではテニスコーチの給料は月1000ドル以下です。我々は年収どの１万ドルのオファ
ーをしています。トークンの価格が上がれば上がるほど、モチベーションも高くなり、より多くの良い候補者を紹
介してくれます。

スカウトのアクション スカウトの報酬 25 コメント

「ACE」にプレイヤーの初期の申請
を行う

100�ACEトークンまたは、$100�
(ACE単位)のどちらかを支払います。
価値が高い方を支払いますが上限は
$120に設定されています。

対詐欺の対策付きのメカニズムです。
偽造申請のペナルティーがあります。申
請の上限が設定されています。

申請が承認され、評価されるプレイヤ
ーが招待される

900�ACEトークンまたは、$900�
(ACE単位)のどちらかを支払います。
価値が高い方を払いますが上限は
$1080に設定されています。

プレイヤー評価をサポートし、評価チェ
ックリストをACEに送信する

500�ACEトークンまたは、$500�
(ACE単位)のどちらかを支払います。
価値の高い方を支払いますが上限は
$600に設定されています。

プレイヤーが選ばれ、契約を結ぶ 8,500�ACEトークンまたは、$8,500�
(ACE単位)のどちらかを支払います。
価値の高い方を支払いますが上限は
$12,750に設定されています。

トータル 1,000�ACEトークンまたは、$1,000�
(ACE単位)のどちらかを支払います。
価値の高い方を支払いますが上限は
$14,550に設定されています。

ボーナスは何人かに分割する事が可能です。両親やコーチも報酬をもらえます。我々はそれを悪い事とは考えて
いません。逆に、候補者の成長への良い刺激になると考えています。また、最初のコーチがプレイヤーの将来の成
功に貢献できるという事は健全だと考えます。
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6.3. タレント・プロモーション・プロセスを崩壊させよう

6.3.1. 報奨金プログラム 

プロモーターはソーシャル・ネットワークでプレイヤーのファンページを管理し、質の良いコンテンツを作り、定
期的にアップデートします。そうやってファンを増やしていきます。プロモーターの結果に満足しない場合、ACE
コミュニティーはその方を投票により解雇する場合があります。�

プロモーターはPR代表としても活躍できます。また、「ACE」の宣伝資料を使い、地元のメディアで宣伝する事が
できます。

プロモーターは「ACE」が用意した資料を使い、広告主にプレゼンテーションする事が出来ます。契約を結んだ
広告主のボーナスは初契約の10%です。次に契約した場合のボーナスは２%です。

6.3.2. プロモーターの報酬

プロモーターにもモチベーションがあるように、十分な報酬をもらいます。下の表にある通り、ACEプラットフォ
ームを通してなされた仕事に対してのみ、プロモーター報酬を受け取るという点に留意するのは重要です。個々
のアクションを取らない場合、プロモーターに報酬を支払われません。

プロモーターのアクション プロモーターの報酬 コメント

１つのSNS、１つの言語、１つのファン
アカウントを管理する

100�ACEトークンまたは、$100�
(ACE単位で)のどちらかを支払いま
す。価値が高い方を払いますが上限は
$120に設定されています。

１人あたりの上限は500�ACEです。

ACEのニュースフィードを１言語アッ
プデートする

300�ACEトークンまたは、$300�
(ACE単位で)のどちらかを支払いま
す。価値が高い方を払いますが上限は
$360に設定されています。

１人あたりの上限は1500�ACEです。

ローカルのメディアで宣伝して、そのユ
ニーク性をコントロールする

100�ACEトークンまたは、$100�
(ACE単位で)のどちらかを支払いま
す。価値が高い方を払いますが上限は
$120に設定されています。

初期選考を通過した将来性のある広
告主を引き合いに出す

200�ACEトークンまたは、$200�
(ACE単位で)のどちらかを支払いま
す。価値が高い方を払いますが上限は
$240に設定されています。

初期選考を通過した将来性のある広
告主との契約締結

初契約の場合10%です。同じの広告
者とのその次の契約の場合、ボーナス
は２%です。

（現地での）税抜き

採用情報は弊社のホームページで公開されます。トークンを所持している候補者の優先度は一般の候補者より
高くなります。
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6.3.3. ネットワークの効果と広告主を引き付ける事

一般のエージェンシーと同じように、我々にもスポンサーを引き付ける小さなチームがあります。対象となるのは
人気のあるブランドと広告代理店です。ポジティブなネットワーク効果により、同時に多くの魅力のあるプレイヤ
ーを売り込む事が出来ます。

IMGと違い、我々のセールスチームは完全にテニスプレイヤーに集中しています。IMGは1000人以上のアスリー
トを取り扱っていいますが、テニスは7%にすぎません。

6.4. 「ACE」タレント・エージェンシーの報酬について

「ACE」エージェンシーの基準仲介料は賞金の20%（税抜き）と契約金額の20〜25%です。�スポンサーを惹き
つけた広告者の仲介料は初契約の場合10%です。その次の契約の場合、仲介料は契約金額の２%です。�

ACEエージェンシーの初期資金は返済されるまでに、ACEは収入の分配の優先権利を持っています（賞金かス
ポンサー契約金の75％まで）。�

完全に返済をするまでに、契約は満了するか、何らかの理由で(ACEエージェンシーもしくはプレイヤーにより)�
停止にされる場合、プレイヤーは累積債務を持ち、返済しなければなりません。�(プレイヤーが医療上の理由に
より、引退する場合を除く)��

スポンサーとプレーヤーは、スポンサーとプレーヤーは市場でトークンを購入する義務があり、ACE代理店手
数料と手数料をトークンで支払う必要があります。�ACEエージェンシーの収入が高いほど、より多くのトークン
が市場で購入される事が見込まれます

6.5. プレイヤーとエージェンシーのタイムライン

我々は13-14歳のプレイヤーとの契約にサインする予定です。そして、14歳の時、初スポンサー契約を結ぼうと
したとします。一般的に契約は比較的小さく、スポンサーごとに�1-3万ドル/年です。もちろん例外はあります。マ
リア・シャラポワは9歳の時、3�6万ドルの契約を結びました。�

• スカウトは選手と連絡する。

• 申込書を書き入れる。

• オフラインで選手を評価する�。

• 契約の交渉と調印。

• DCVメカニズムで投票する。

13
歳

14
歳

• スポンサーとの当初契約の調印
(Nike, Adidas, $1万以上)。

• 進行の追跡、選手のスキルアップ、ラン
キングポイントの獲得。

• 新しいスポンサーの募集。

• 進行の追跡とジュニアランキン
グに基づいてスポンサーとの
契約の再交渉（$3万以内の長
期契約）。

16
歳

17-18
歳

• トーナメントでの�初優勝。デビスカッ
プ、連盟カップの試合では、テニスで
最も才能のある人に勝った。

• 3-10人のスポンサーとの契約を結
び、成功した選手。

ACEは一般のエージェンシーに軽視されたプロテニスプレイヤー（ATP/WTAの200位代）と契約を結ぶ予定
です。彼らは自分の費用をカーバーできるような賞金を獲得するので、ACEが彼らの練習や旅行費などの費用を
賄う必要はありません。プロになった選手はブランドや広告者から見ると既に魅力があり、潜在的に25-40万ド
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26�http://www�sportspromedia�com/quick_fire_questions/how_to�����_be_an_img_tennis_agent_part_i

ルの広告・スポンサー契約を結ぶ事ができると考えられます。�

ACEは既に、名声を確立したプロプレーヤー、19の国際トーナメント（WTAランキング66位、シングル200位
以内）で優勝したベロニカ・クデルメトワと初契約を締結しました。�ベロニカと初の広告契約を間もなく締結す
る見込みです（2017年9月の予定)。

19-29
歳

• プロ選手との契約調印。
• 自動車、電気製品、消費財などのブラ
ンドとの広告契約とスポンサー契約。

6.6. ジュニア・プレイヤーの年齢層の内訳について 

予想するプレイヤーの内:

• ３分の２は13〜14歳です。３分の１は�15〜16歳の年層�(ちょうど２年の契約が切れ、若いプレイヤーとそ
の両親がエージェンシーに失望する時期です)

• 男子50%、女子50%です。�(男子の賞金は女子より高いですが、ブランドは女子を広告のモデルとしてより
よく選ばれます。)

• ３分の２〜２分の１は、テニスの実績のない国から選びます。

日本、中国、インド、ブラジルなど、テニスに強くない国を特別に注目する予定です。なぜなら、その国のプレイヤ
ーの結果がそこそこだったとしても、ブラジルのグスタボ・クエルテン選手のように、一生アイドルとして扱われる
ということがあるからです。

国内市場の規模は大事な条件です。もし、クロアチアの若者のタレントがいたら、彼は本当に成功しなければな
りません。もし彼がATPの50位になった場合、我々はサービスを提供できなくなります。同じ50位の選手でも、
日本国籍と中国国籍では全く違う状態になるのです。�26
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7. トークンを使う
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27�選手によって、サービスの価格は違う可能性があります。

ACEトークンは、プロモーターとスカウトの報酬以外にも、ACE生態系に幅広く使われます。特に、分散管理シ
ステムの実行時や、ACEが提供するサービスにアクセスする時にも使われます。

7.1. 分散化したコミュニティー投票(DCV)メカニズム

コミュニティーは特定の運営決定に関する重要な意思決定に参加し、ACEエージェンシーの経営に重要な影
響を与えます。ACEプラットフォームを通し、ACEトークンの各保有者は以下の点に関し意見を述べる機会があ
ります:

件名 定足数 通過させるために必要な票数

スカウトのリーダーの報告書に基づいて新しいプレイヤーと
契約を結ぶ�

20%+1 50%+1

プレイヤー契約の継続更新�(2年後、成績のいいアスリート
にリソースを再分配するか)

20%+1 50%+1

契約終了�(プレイヤーの不正行為やドーピング疑惑などに
よる)

20%+1 2/3�以上

スカウトのリーダーの契約の継続更新か終了�(一年毎)� 20%+1 50%+1
成績の悪いプロモーターの変更 20%+1 50%+1
オペレーションチームへの提案� 1%+1 10%

DCVを通じた投票の基本ルール:

• 投票についての情報は、少なくとも４８時間前にACEトークンの所有者に提供されます(ホームページで公
開、メールによる送信もしくはその他により連絡されます)。

• 個々の投票手続き開始後４８時間以内に、各ACEトークンの所有者は意見を述べる機会があります。

• ACEトークンの所有者はこの投票期間が終わるまでに投票しない場合、その意見はACEエージェンシーに
より考慮されません。

• 一つの�ACEトークンは1票の意味です。

7.2. トークンの経済

スカウトとプロモーターの報酬に加え(セクション�6�2と6�3をご覧ください)、ACEトークンは次の１８の使用事
例にも可能です:

トークンの使用事例 価格27 コメント

プラットフォームをスカウトやプロモーターとして利用するケース
1 スカウトとしてプレイヤーの申請を申し込む事 1�ACE 登録のハードルが低い�

偽造のペナルティーあり�
2 プロモーターとしてスポンサーの候補を申し込

む事
1�ACE 登録のハードルが低い

広告をスポンサーかトークンの所有者として購入する事
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トークンの使用事例 価格27 コメント

3 スポンサーや広告会社としてスポンサー料を支払
います(ACEエージェンシー料はACEトークンに
て支払われる必要があります)

契約金はプレイヤーの
希望でトークンかドル
で支払われます。

金融モデルのセクションで、予測値を
ご覧ください。

4 トークンの所持者のビジネスの宣伝やキャンペ
ーンを行う（例えば、ソーシャル・ネットワークで
の投稿）

500ACE�か�500ド
ル�(プレイヤーの希望
による)

SNSの規約にあって、プレイヤーにも
承認された場合�(アルコールやタバコ
やギャンブルなどはNGになる場合が
あります)

5 トークンの所持者のビジネスや公益事業の宣伝
キャンペーンを行う（写真広告やプレイヤーの発
言を引用する等）

1,500ACE�か�1,500
ドル�(プレイヤーの希
望による)

広告はプレイヤーに承認される場合(
アルコールやタバコやギャンブルなど
はNGになる場合があります)�撮影は
最長3時間、場所はプレイヤーが指定
するか移動費も別途負担する必要があ
ります。製作費別です。

6 トークンの所持者のビジネスや公益事業の宣伝
キャンペーンを行う（ビデオ広告）

3,000ACE�か�3,000
ドル�(プレイヤーの希
望による)

広告はプレイヤーに承認される場合(
アルコールやタバコやギャンブルなど
はNGになる場合があります)�撮影は
最長4時間、場所はプレイヤーが指定
するか移動費を負担する必要がありま
す。製作費別です。

プライベートなトレーニングに参加
7 マンツーマンのテニスレッスン�(1時間) 200ACE�か�200ド

ル�(プレイヤーの希望
による)

１プレイヤーあたり年に最大20時間で
す。旅行費と設備費は別です。プレイヤ
ーのスケジュールによります。

8 グループのテニスレッスン�(1時間) 300ACE�か�300ド
ル�(プレイヤーの希望
による)

グループは6人以下。１プレイヤーあた
り年に最大20時間です。旅行費と設備
費は別です。プレイヤーのスケジュール
によります。

9 オンライン・テニス・レッスンへのアクセス 10�ACE 主にマーケティングのために行います。
新しいファンを増やすためです。

プレイヤーとプライベートなコミュニケーションをする事
10 グループ・ビデオ・チャット�(30分) 20�ACE マーケティングのために行います。プレ

イヤーのスケジュールによります。
11 プライベート・ビデオ・チャット�(15分) 120�ACE プレイヤーのスケジュールによります。
12 グループ・テキスト・チャット�(30分) 10�ACE マーケティングの目的で行います。プレ

イヤーのスケジュールによります
13 プライベート・テキスト・チャット�(15分) 80�ACE プレイヤーのスケジュールによります。
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トークンの使用事例 価格27 コメント

14 オフライン・グループ・ミーティング 10�ACE マーケティングの目的で行います。１プ
レイヤーあたり年に最大20人。ミーテ
ィングの長さは30〜60分です。招待リ
ストは非公開です。セルフィーは可能で
す。旅行費は別です。プレイヤーのスケ
ジュールによります。

特別なオファー (商品、チケットなど)
15 プレイヤーにサインされた商品 10�ACE/

アイテム
配達費は別です。

16 プレイヤーにサインされた書籍 10�ACE/
アイテム�

配達費は別です。

17 プレイヤーの試合のチケットの１枚� 10�ACE プレイヤーのスケジュールによります。
旅行費と設備費は別です

18 練習セッションの観察者パスの１枚 10�ACE トーナメント規約やプレイヤーのスケ
ジュールによります。旅行費と設備費
は別です

サービス料は各テニスプレーヤーにより異なる場合があります

他の使用事例についてはホームページにて告知する予定です。

ACEトークンか通貨での収益とその他の利益などは契約に定められた割合でプレイヤーとエージェンシーの間
に分配されます。

スポンサーや広告会社はACEエージェンシーへの支払いをトークンで行う義務があり、スポンサーとプレーヤ
ーは、スポンサーとプレーヤーは市場でトークンを購入する必要があります。�ACEエージェンシーの収入が高
いほど、より多くのトークンが市場で購入される事が見込まれます。

プレイヤーは、(広告主およびスポンサーとの）大抵のスポンサー契約か広告契約の支払いの形を決めることが
出来ます。しかし、我々は両方（トークンと通貨）を利用するようにお薦めします。そうすると、自分の費用を通貨で
カーバーし、トークンを所持することでACEの生態系により利益を得ることができます。

ACEトークンは「株式トークン」ではありません。会社の利益�やプレイヤーの収入の分配の権利なども与えませ
ん。収入は、トークンの所持者への支払いのために利用しません。ACE組織および経営陣が必要とみなす場合、
収入の一部はトークンの購入およびトークン消化のために使われる可能性があります。しかし、その可能性は２
０１８年の第一四半期以降になります。�
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8. 展望と計画
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28�http://www�newsday�com/business/income-wealth-of-some-famous-norwegians-1�1541941

8.1. フルサイクルのタレント・マネジメント・エージンシーに成長したい

我々の展望は分散したタレント・スカウティング及び分散したタレントプロモーティングのプロセスを採用した
フルサイクルのタレント・マネジメント・エージェンシーを目指しています。

技術プラットフォーム
法的支援と財務

スポンサーシップ部
共有したPRとマーケティング

共有資源と同様
のプロセス

バーチカル テ
ニ

ス

サ
ッ

カ
ー

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ

ー
ル

ホ
ッ

ケ
ー

ポ
ー

カ
ー

俳
優

音
楽

家

モ
デ

ル

ここからスタート 第2段階 第3段階

広告リソースを共有したり、いろんな部門のさまざまなプロセスでシナジーが発生します。そうして、新規の「バー
チカル」を簡単に起動する事ができます。

8.2. 水平・垂直・深層的なスケーラビリティー

我々はテニスとサッカーから始めました。�(サッカーのホワイトペーパーはこちらでご覧ください。)　一番人気
がありわかりやすいからです。しかし、我々は他のスポーツにも拡張する予定です（水平スケーラビリティー）。ま
た、熟練したプロ選手も引きついて、深層的に拡張する予定です。そして、垂直的に拡張するように、モデル、俳
優、女優などと言うスポーツ以外の分野にも進出する予定です。�

我々は次々に
1��新しいスポーツのバーチカル
を加え、

2��既存�するスポーツのバーチ
カルにもっとセレブを加え、

3��スポーツ以外の新しいバーチ
カルを加えます。

ここからスタート

「ACE」 「GOAL」 3 4

俳優 音楽家 モデル ブロックチェーン�のセレブ

「ACE」のプロ 「GOAL」のプロ 3�プロ 4�プロ

8.3. 最初の垂直（バーティカル）を選ぶ基準

我々は９つのパラメーターを分析しました。

• 世界中のファンの人数

• プレイヤーの報酬のレベルと、そのスポーツがどれだけ商業化されているかの相関関係を調査しました。（
例えば、オリンピックで金メダルを5個獲得したノルウェーのオーレ・アイナル・ビョルンダーレンと言うバイ
アスロン選手の財産はおよそ41�5万ドル28です。それは、二流のジュニアホッケープレイヤーの年収より小
さいのです。）
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• エージェントの仲介料の上限（例えば、ゴルフとNFLの場合上限は�3%,�NHLとNBAだと4%です。MLBは
5%です。FIFAは10%です。）

• エージェントの規約�(必要なライセンスなど)

• エージェンシーの間の競争�(例えば、アメリカの野球市場やNFLやNHLやバスケットボール等はひどく混雑
しています。)

• アスリートの成功の確率�(例えば、F1かボクシングでトップまで登る事のは極めて少数ですが、ポーカーは、
数千人がトーナメントに参加できます。)

• トップのアスリートの人数の合計�(F1の場合、20人にすぎません)。

• ジュニアの期間の練習のための資金の需要度

• 国籍に対するスポーツの開放性�(例えば、相撲は外国人は簡単に参加できないぐらい閉鎖的なスポーツで
す)。

これらの分析結果に基づき、魅力のあるスポーツである、テニスとサッカーを選びました。

8.4. テクノロジーとビジネスのロードマップ 

我々はまず間違いなく大人気のスポーツであるテニスとサッカーから始めます。（ホワイトペーパーをご覧くださ
い）そしてその後、横方向に他のスポーツに大きく広げていきます。（ベテランプレイヤーも加えます）また、縦方
向にも広げます。（俳優やモデルなど、タレントマネージメントの分野も加えていきます）
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8.5. ビジネスKPIと公開の実績報告

過去に成功したスタートアップの経験によると、測定可能な事しか管理することは出来ません。そして、スタート
アップの問題やプログレスや達成率や成績などをオープンにすることは、スタートアップに損をもたらした事があ
りません。そういう理由で、我々は毎月コミュニティーに�KPIを公開する予定です。

 

選手との契約の件数評価の数承認された申し込
みの数申し込みの数

社会的ネットワー
クでの投稿件数

「いいね！」の件数
と視聴回数 登録者の人数

申し込みの数 承認された申し込
みの数

スポンサーとの契
約の件数

スポンサーが支払っ
た協賛金

ジュニアランキ
ング

新しい�/
全て

新しい�/
全て

新しい�/
全て

新しい�/
全て

スカウトのKPI

プロモーターのKPI

宣伝部のKPI

選手の進行

我々のチームは、外からのプレッシャーが強ければ強いほど良くなります。�

8.6. ユーザーインターフェース

我々はACEのスカウトとプロモーターとアナリストのために数十のインターフェースを開発しました。以下はそ
のUIの例です。�
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スカウトは大量のデーターを分析しています。�
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スカウトは、プレイヤーが投票されるように報告書を書き送信します。�

プロモーターはソーシャル・ネットワークのアカウントを管理し、広告の取引を準備します。�
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アナリストはプレイヤーの統計を分析します。�
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アナリストはプレイヤーに票を入れます。�

皆さんは、違うスポーツのトークンに交換できます。�
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皆さんは、違うスポーツのトークンに交換できます。
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9. チーム & アドバイザー達
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9.1. チーム

   

パーベル・ストゥコロフ、CEO
• 投資専門家です。ストゥコロフさんはシステマ社のメディアビジネスの元
M&A(合併買収)とストラテジー・ディレクターです。システマの資産評価は
9�5千万ドルです。

• ストゥコロフさんは2�5億ドルのベンチャー投資やM&Aや負債資金調達の取
引を成立させました。

  

イリーナ・シャシュキナ,�CMO
• グルーポン・ロシアの元のCMOであり、53の都市で活躍しました。�

• Rambler&Coの元COOです。Rambler&Coの資本金は6億ドルです。�

• LinguaLeo社の元CEOです。

  

エヴゲーニー・�ポタポフ,�CTO
• ロシアとサンフランシスコにオフィスを持つ、社員60名のDevAps社IT�
Summaの創設者兼CEOとして10年の経験があります。�

• IT�Summaは、世界中でDevOpsサポートおよびインフラ管理サービスの完
全なパッケージを提供します。�IT�Summaのクライアントリストには、300社
以上の企業が含まれています。

 

ウラジミール�・�シュミット、CFO
• デジタル�ビジネスで10年以上の経験があります

• ウラジミールは、teamo�ru�(プレミアム�デート�サービス)の共同創設者で�
mamba�ru�(契約締結後の時価総額は$1億)�に売却しました�

• Renaissance�Capital、GE�Money�Bankの金融アナリストとして、モバイル
ロイヤルティスタートアップ�Sberbank�(620億の時価総額)の�元コマーシャ
ルエグゼクティブとして働きました。

 

マディーナ・フック-�スポンサーシップのリーダー
• Visual�DNAの元COO、グルーポンロシアの元局長�

• グルッポ�モール�(スペイン)�ロシアの元コマーシャル�ディレクター

• 旅行代理店でキャリアをスタートし、2007年に成功裏に売却しました。スペ
インとベルギーに数年間住み、働きました。

mailto:pstukolov%40tokenstars.com?subject=
https://www.facebook.com/pavel.stukolov
https://www.linkedin.com/in/pavel-stukolov-760558a
https://www.instagram.com/s2k_/
https://www.facebook.com/irina.shashkina
https://www.linkedin.com/in/irinashashkina/
https://www.instagram.com/mudrenka/
https://www.facebook.com/vreemde
https://www.linkedin.com/in/nikolay-grigoriev-6269051/
https://www.instagram.com/vreemde_ii/
https://www.facebook.com/vv.shmidt
https://www.linkedin.com/in/vshmidt/
https://www.facebook.com/madihooke
https://www.linkedin.com/in/mkuyaeva/
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アントン・ブドーヴィン、スカウティング・アナリスト
• HULT国際ビジネススクールの国際ビジセス修士取得者です。

• ブドーヴィンさんは学生数学と化学の都市及び全ロシアのコンテストの優勝
者です。�

• ジュニアの時、地域テニストーナメントに参加し、テニスプロ選手の等級を持
っています。

 

イリーナ・ソシンスカヤ、�ローカライズマネージャー
• Evernoteロシア(世界中のユーザーの人数は2億人以上。ホームページは
23の言語にローカライズ)�の元総括マネージャーおよびローカライズ担当者

• それ以前は、装飾商業照明および不動産会社の総括マネージャー

  

マクハイリウス・デルカッチ、デザインアドバイザー
• LeoBurnettモスクワの元アート・ディレクター。アート・ディレクター�クラブ・
ロシアの会員。カンヌライオンズを2度受賞�

• と言う雑誌の創設者。数多くのマーケティングおよび広告フェスティバルでロ
シアや世界各国で認められたデジタルプロジェクトに参加。デザインおよびユ
ーザビリティの専門家。

ドミトリー�・�ロディチェフ、開発者
• 10年以上の経験を持つフルスタック・ソフトウェア開発者および設計。Web
向けHA/FTソリューションの設計を行います。

• ソフトウェアのセキュリティー、侵入テスト、�DDoS�、ハッキング対策を行いま
す。データベース、分析、およびネットワークが大好きです。ブロックチェーンの
早期採用者。

 

ティムール・ガヴリーロフ、製品部門の責任者
• Lingualeo社の元プロダクト・ディレクター（ユーザーは1,700万人で世界ト
ップ5）、ABBYY社のプロダクト・マネージャー、Flocktory社(Qiwiが800億
ロシア・ルーブルで売却�の製品およびR＆Dマネージャー、グルーポンの地域
ディレクター。

• 2011年からITで働いています。製品戦略の豊富な専門知識があります。

mailto:avdovin%40tokenstars.com?subject=
https://www.facebook.com/Fenimorka
https://www.linkedin.com/in/antonvdovin/
https://www.instagram.com/_dmbh_/
mailto:isoshinsky%40tokenstars.com?subject=
https://www.facebook.com/isoshinsky
https://www.facebook.com/mikhailius
https://www.linkedin.com/in/mikhailiusderkach
https://www.instagram.com/mikhailius
https://www.linkedin.com/in/noroot/
https://www.facebook.com/timur.gavrilov.9
https://www.linkedin.com/in/timur-gavrilov-69653855/
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9.2. テニスアドバイザー

 

アナスタシア・ミスキナ、テニスアドバイザー
• 史上最高のWTAランキングは2位です。�

• 全仏オープンのチャンピオンです。フェドカップを2回優勝し、そして21回国際
トーナメントで勝ちました。�

• 現在、ロシアのフェッドカップのチームのキャプテンであり、ロシアのテニス連
盟のバイスプレジデントです。

セルゲイ・デメヒン、�コーチング&スカウティングアドバイザー
• テニスコーチの経歴は8年で、元ATP選手です。

• 2010-2011年にはベラ・ズボナレバ選手(WTAの2位)の主任コーチとして
活躍しました。デメヒンコーチの指導の間、ズボナレバ選手は22位から2位ま
で上昇しました。2010年に、ウインブルドンと全米オープンの決勝まで進出
する事が出来ました。2011年に全豪オープンテニスの準決勝まで進出しま
した。

• デメヒンさんはGPTCA「グローバルプロフェショナルテニスコーチアソシエイ
ション」のレベルAの証明書を持っています。

  

マイヤ・クリロワ、タレントマネジメントアドバイザー
• オクタゴンの元取締役です。テニス・タレント・マネジメントの経験は11年間
です。

• クレムリンカップのマーケティングマネージャーです。

• アンナ・クルニコワ、エレーナ・デメンチェワ�(オリンピックの金メダルの獲得者
です。WTA3位)、�エカテリーナ・マカロワ、エレーナ・ベスニナ�(WTAダブルス
のトップ5。2017年ウィンブルドン選手権、2013年に全仏オープン、2014年
全米オープン優勝)。

https://www.facebook.com/anastasia.myskina.1
https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasia_Myskina
http://www.gptcatennis.org/sergey-demekhine
https://www.facebook.com/maya.belyaeva
https://www.linkedin.com/in/maya-kurilova-665a003/
https://www.instagram.com/mayakurilova/
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9.3. ビジネスアドバイザー

  
 

エレーナ・マソーロワ、投資家
• ３社の起業家(3回EXIT)です。グルーポン・ロシアの設立者であり、450日
間で月の収入を0から150万ドルまで上昇させました。そして、Pixonic、�
Eduson�、AddVenture�資金に参加しました。

• マソーロワさんはアレクサンドル・オベチキンと同じようにフォーブスの「30�
under�30」のインターネット起業家のトップ30に入りました。「WSJ」、
「BusinessWeek」、「Forbes」、「RBC」、「Channel�1」でも特集されまし
た。

• アマチュアテニストーナメントの受賞者であり、生涯にわたり大テニスファン
です。

   

クセニア・チャバネンコ、マーケティング＆PRアドバイザー
• Mail�ruグループとMy�comの元コミュニケーション&ビジネス開発バイスプ
レジデントです。Mail�RUの市場資本はおよそ89億ドルです。�

• 受賞したA-TAKと言うコミュニケーション・エージェンシーの創立者であ
り、PRや電子ツールやイベント等を持ってスタートアップと会社のゴールを達
成するように�徹底していました。�

• クセニア・チャバネンコさんはツイッターについての世界初の本を書きました。
この本の各文章は140字からなっています。

 

アレクサンドル・ストラティラトフ、広告&ブランドパートナーシップア
ドバイザー
• JAMIの共同創立者兼取締役です。JAMIはロシアの電子エージェンシーのト
ップ5に入っている会社です。「Tagline」、「Silver�Mercury」、「NeForumе」
と言う国際的な賞を受賞した会社です。�

• アレクサンドルは「Samsung」、「Coca-Cola」、「Sprite」「Powerade」
「VW」の需要顧客管理を行いました。

 

エフゲニー・クズネツォフ、アドバイザー
• ユーザー獲得およびユーザー維持の専門家

• Welltoryの投資家兼CMBO�(最高ビジネスモデル責任者)��

• S7航空、UTair、M�Video、フィリップ�・�モリス等のクライアントを持つCRM
エージェンシーWIMを設立

• エフゲニーは、2年間の収益率が45%を達成したエージェンシーMyLeadを
設立し、その後売却。

https://www.facebook.com/masolova  
https://www.linkedin.com/in/masolova/
https://www.instagram.com/elena_masolova/
https://twitter.com/masolova
https://medium.com/@masolova
https://www.facebook.com/ksenia.chabanenko
https://www.linkedin.com/in/kseniachabanenko/
https://www.instagram.com/ksenia.valley/
https://medium.com/@ksenia_valley
https://www.facebook.com/astratilatov
https://www.linkedin.com/in/stratt/
https://www.facebook.com/mr.ekuznetsov
https://www.linkedin.com/in/evgeny-kuznetsov-31451053/
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10.1. モデル

我々は選手の成績によって、キャリアを４パターンに分けてみました：スーパースター（トップ５）、トップ５０、トッ
プ２００、そして成功せず引退したプレイヤーです。その４パターンのプレイヤー収入のシミュレーションを作って
みました。�

30人のジュニア・プレイヤーと10〜20人のプロ選手を、消極的、現実的、積極的に分け検討してみました。�

消極的 現実的 積極的

ジュニア 30 30 30

スーパースター（トップ５） 0 0 0

トップ５０ 1 2 3

トップ２００　 9 15 17

成功してない選手 20 13 13

プロ 10 15 20

モデルの前提:

• ジュニアの３０人�(トークンセールで�15,000,000ドルを調達できる場合です。最終の金額が違ったら、モ
デルも比例的に調整されます。

• 10〜20のプロ選手�(スポンサー契約のあるプロ選手)��

• どのシナリオにもスーパースターを含んでいません。�

• トップ２００のプレイヤーの収入は最低でも５千ドル以上になると推定しました。実際には、５００位以上の
選手でも、エージェンシーの費用を賄う事ができます。

• 26歳になると、一般のアスリートのキャリアは低速になります。30歳になると、キャリアが終了するケースが
多くなります。しかし、その統計に反してある選手は30歳以降でも成績を改善し、キャリアを続ける事ができ
ています。例えば、セリーナ・ウイリアムズとロジャー・フェデラーは36歳ですが、かつてないほど成功してい
ます。�

• スポンサー契約による収入は賞金の2倍です（実際には５倍に近いです）。
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モデル:
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重要な結論:�

• 消極的なシナリオでも、各グループは19〜21歳ごろ損益分岐点を超えます。

• それぞれのグループ毎のエージェンシーの推定収益は3970万ドル、6060万ドル、7820万ドルに達しま
す。この金額の３０％は賞金です。残った７０％はスポンサー・広告会社との契約金です。(スポンサーが市場
で購入済のトークンにて支払われます)

• プロ選手のプロモーション契約からの収益は、最初の数年の収入を安定化させます。ジュニアのグールプか
らのキャッシュ・イン・フローにより、ビジネスをスケール・アップさせるはずです。�

10.2. 計画した資金の使い方

トークンセールの結果によって、既に安定した収入のあるセレブリティーの選手と契約することができる可能性
があります。そして、フルタイムコーチを採用して、ACEのジュニアの小さなアカデミーを開設する事ができます。
この場合、練習の費用を劇的に引き下げる事が出来ます。

$750万 $1500万 $3000万 トップ

選手の人数
10人以上のジュ

ニア
30人のジュニアと
10-20人のプロ

60人のジュニアと
30人のプロ�(2-3人
のセレブを含む)

60人のジュニアと
30人のプロ�(4-7人
のセレブを含む)

フルタイムでのコーチを雇う ＋ ＋
「ACE」ジュニアのために小さい
アカデミーを開設する

＋（見積り原価は
一年で$200万�）

プロモーションのために内部の
写真と映像の製作

＋ ＋

フルタイムでスポンサーと働い
ているマネージャーの人数

1 2人以上

2人以上。後は、10
人以上の現地代理
人をリセラーとし

て雇う

2人以上。後は、20
人以上の現地代理
人をリセラーとし

て雇う

750万ドルの資金しか調達できなかったシナリオの場合、52%は補助金に利用し、28%はブロックチェーンワ
ールド外でテニスファンを注目するPRやマーケティングのために使います。最後の16�6%はチームの費用です�
(IT、広告セール、スカウティング、�運用など)。

3,9%
4,6%

1,9%
2,3% 2,7% 1,5%

3,9%

8,4%

19,3%
12,9%

38,6%

初期プレーヤー補助金
レーヤー補助金
マーケティング
PR
オペレーションチーム
ITチーム
広告セールスチーム
スカウトチーム
その他の費用（チーム）
その他の費用
法律
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29�http://edition�cnn�com/2011/SPORT/tennis/06/03/china�li�na/

• 初期プレーヤー補助金�(38�6%)�-�ジュニアプレーヤーへの基本的な支出:テニス・アカデミー、コーチング、
旅費、備品等。

• プレーヤー補助金�-�最も将来有望なジュニアプレーヤーへの追加支出

• マーケティング(19�3%)�–�スカウト、プロモーター、新規ユーザーおよびプロプレーヤー獲得の為のACE�
プラットフォーム・プロモーション�

• PR�(8�4%)�–�ACE�イベントおよびトーナメント、PR-エージェンシー・パートナーシップ

• オペレーションチーム(3�9%)�–�経営陣およびオペレーションチームの給与（税込み）

• IT�team�(3�9%)�–�コーダーおよび技術プラットフォーム開発者の給与(税込み)

• 広告セールスチーム(4�6%)�–�スポンサーセールス代表者(社内)の給与(税込み)

• スカウトチーム(1�9%):�スカウトおよび社内/外部コーチの給与および手数料(税込み)

• その他の費用(2�7%):�会計監査、旅費、家賃

• 法律�(1�5%):�ブロックチェーン・リーガルコンサルティング、プレーヤー契約書の草稿

10.3. 選択したリスク

• 収入はプレイヤーそれぞれに見合った金額が分配されます。トップ500に及ばない選手は、ACEのへ資金
を返済する事ができないと考えています。プレイヤーをグループ化して、そのリスクを緩和します。

• 様々な国内法律や規約によって、リスクがあります。例えば、中国のテニス連盟はプレイヤーの収入の65%
の分を預かります。�しかし、李娜選手は2008年にその条件について交渉し、見直す事ができた事例がある
ので、そう言うオプションもあります。29��
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11. ブロックチェーンワールド以
外のファンを引き付けよう
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30�http://bleacherreport�com/articles/1936141-li-na-gaiing-steam-as-chinese-megastar-with-2014-australian-open-title
31�As�of�June�2017��
32�https://www�forbes�com/sites/kurtbadenhausen/2016/09/09/novak-djokovic-and-serena-williams-are-tennis-biggest-social-media-
stars/

11.1. Top２０のプレイヤーは、世界的に1.72億人以上のアクティブなファンがいます

我々は、ブロックチェーンの外にいる人々にプロモーションすることが重要だと考えています。世界にはテニスの
ファンが10億人います。今こそブロックチェーン・コミュニティーは現実世界と積極的に交流し影響を与える時
です。一般の方に、仮想通貨やブロックチェーンや分散、分散コミューネティー投票による管理方法などのコンセ
プトを紹介していく必要があると考えています。

ターゲットとする市場の一つは中国です。中国はテニスが爆発的に発展しています。テニスプレイヤーの人数は
1�5千万人を超えています。1�1億人以上の中国人が李娜(Li�Na)選手の全仏オープンテニスに優勝した事をテ
レビで見ました。その勝利は中国のテニスの発展に極めて大きい影響を与えました。李娜選手がいなければあ
り得なかった事でしょう30。�現在、11人の中国の選手がWTAのトップ２００に入っています31��

トップ２０のテニス選手にはソーシャル・ネットワークに1�72億人のフォロワーがいます。ラファエル・ナダルは
Facebook、Instagram、Twitter�などを合わせて2千632百万人のファンがいます。李娜(Li�Na)は２位で、2千3
百万人のフォロワーがいます。サニア・ミルザ選手（ダブルス・ランク1位）は中国とインドにおいて、テニスへの関

心の高まりを確信しています。

11.2. ブロックチェーンワールド外の方々に対するPRとマーケティング 

我々は、ACEとACEに加入したプレイヤーを促進させるために以下のように行動する予定です：

• プロモーターと協力して、プレイヤーのソーシャルメディアを質のいい写真、動画、郵便などで定期的にアッ
プデートします。

• スポーツメディアやテニス新聞などに、宣伝します。

• スポーツ報道機関などのメディアと協力関係を築きます。

• 宣伝資料（プレスキット）を準備し、プレイヤーのメディア計画を立てます。

• 通常のPR活動の全てを行います。�(PR巡業、宣伝、標的に絞ったメディアと記者リストなど)

• プロによるプレイヤーのフォト・ビデオセッションを実施します。

• ビデオ・テキストチャットの実施にプレイヤーへ支援します。
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• アクティブな購読者を増やすため、魅力のある投稿や記事をソーシャル・ネットワークで選び低予算でプロ
モートしていきます�(偽造ユーザーやボットなどはNGで、質の良いユーザーのオーディエンスを集めたいと
思います)。

目標は少なくとも１人のプレイヤーの登録者の人数で、プレイヤーとの契約の2年後にはトップ20に入りたいで
す。（50万人の登録者が必要です。大きな数字ですが実行可能です。）

12. 次のステップ

1� お問い合わせは、こちらのメールに連絡下さい：�ask@tokenstars�com

2� トークンセールに参加したい方は公式ホームページをご利用下さい：�http://tokenstars�com/ace/�

3� 当社のサッカープロジェクトも御覧下さい。(テニスとサッカーのトークンセールは独立し、かつ同時に実施
されます)。�

13. 免責条項

このホワイトペーパーに載っている情報は、決して完全ではありません。また、契約的な意味はありません。この
ホワイトペーパーの内容は、当社に対し拘束力を有するものではなく、プラットフォームの継続的な研究開発に
伴い変更される場合があります。このホワイトペーパーは、投資、法律、税務、規制、財務、会計またはその他のア
ドバイスを構成するものではなく、ACEトークンの取得に関する取引のいかなる評価の唯一の根拠とされるも
のではありません。�購入見込みの方は、ACEトークンを取得前に、その取引の潜在的な利益、負担およびその他
の結果を判断するために、ご自分の法律、投資、税務、会計およびその他のアドバイザーに相談する必要があり
ます。

ホワイトペーパーには投資を勧誘すると見なされる内容は一切ありません。さらに、どちらでもの管轄区内で、
証券などの購入オファーではありません。このドキュメントは、電子トークンを規制する管轄区内の法律や規則
に従って作成したものでも、電子トークンのトランザクションや取引を禁止する法律や規則の対象でもありませ
ん。

ホワイトペーパーに記述されている特定の文章、予測、財務情報などは、予想・予測の情報を構成しています。そ
の将来的な意見や情報は、既知・未知のリスクや不確実性を含んでいます。その既知・未知のリスクや不確実性
の影響で、実際のイベントが起こり、予想・予測と物質的に異なる結果を得る可能性があります。

Aceトークンは、アメリカ合衆国（その他の州やコロンビア特別区を含めて）、プエルト・リコ、アメリカ領ヴァージ
ン諸島などのアメリカ合衆国の領土及び法律により電子トークンの取引とトランザクションが禁止されている国
などに住んでいる永住者や常居住のある市民・個人・法人に対して分配、販売、転売、引き渡しなどを一切行いま
せん。法律による規制の対象となる方は、ACEトークンを手に入れ、所持になる場合、それは越権行為、違法の
行為として見なされ、この事の皺寄せをもたらす場合があります。

会社は、デジタルトークンに関するあるいはその使用を伴う取引が制限された規則に該当する、または会社の登�
録や適用される政府機関とのライセンスを必要とするシンガポールや中国またはその他の国や地域で、ACEト
ークンの�提供、分配または事業を営むことはしません。

ACEトークンの各購入者は、購入者の管轄権の法律に従って合法的に文書が提示される可能性があることに
基づいて、このホワイトペーパーが提示されたことを銘記します。�購入者が購入者の管轄区域内のACEトーク
ンを合法的に購入できるかどうか、および購入者がACEトークンを任意の管轄区域の別の購入者に再販できる
かどうかを判断するのは、ACEトークンの購入見込み者の責任です。

mailto:ask%40tokenstars.com?subject=


58

このホワイトペーパーの原文である英語版はACEプロジェクトの公式な情報源となります。その情報はある時
には多言語に翻訳される可能性があります。翻訳の経過中には英語版のドキュメントに入っている情報は失わ
れたり不正確に伝われたり損傷されたりする可能性があります。そのような多言語へ翻訳の正確性は保証され
ません。翻訳したドキュメントの間に何の競合や不一致が発生しても、公式の英語のホワイトペーパーはその他
の言語の翻訳版より最優先になります。
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ACEトークンの取得には高いリスクが伴います。購入の際は、事前に取得の危険性に関する以下の項目を熟読
の上ご購入ください。以下の事項が発生した場合は、ACEのプラットフォーム及びトークンに何らかの悪影響が
及ぼされている可能性があります。

プラットフォームの購入及び使用に際して、このホワイト・ペーパーに記載されている危険性及び不確実性は全
ての可能性を網羅しているとは限りません。予測されていない危険性及び悪影響がACEトークンの価値または
ACEプラットフォームに与えられる可能性も考えられます。

1. ACEトークンの価値に関するリスク

1.1. 権利・機能性・特徴。

ACEトークンはACEプラットフォームでの権利・使用・目的・属性・機能性・特徴を含めて、（明示的か黙示的か
を問わず）権利・使用・目的・属性・機能性・特徴を保持していません。またACEトークンが権利・使用・目的・属
性・機能性・特徴があることを証明することを保証するものではありません。

1.2. ACEトークン市場の未整備。

ACEトークンは現時点において市場流通を行った前例がありません。そのため、トークンセールは、流動性の高
い現在の市場において確実性を保証するものではなく、商品の価格は大きく変動する可能性があります。トーク
ンが流通市場で取引可能であっても、実際にはアクティブな買い手や売り手が存在しないか、または呼び値スプ
レッドが広すぎる可能性があります。トークン所有者は、トークン投資を簡単に「売却」出来ない可能性がありま
す。流通市場が発達していない最悪のシナリオでは、トークン所有者は、トークン所有権を一切清算することが
できない可能性があります。トークンの流通市場での取引を促進する取引所またはプラットフォームは、適用さ
れる法律によって規制されない場合があります。

1.3. 投機的取引価格に関連するリスク。

流通市場に於けるデジタルトークンの価格は通常、透明ではなく、投機的です。トークンは当社の資産に対する
所有権を有していませんので、有形資産に裏付けられていません。トークンの取引価格は短期間で大きく変動す
る可能性があります。トークン所有者が全ての出金額を失うリスクが高く、最悪のシナリオでは、トークンは無価
値になる可能性があります。

1.4. ACEトークンの市場価値に関するリスク。

トークンはその価値が確定しておらず、流動性に対する保証もありません。当社はトークンのその市場価値、取
引能力、市場流動性、また第三者を通したACEトークンに関して、一切の責任を負い兼ねます。

1.5. トークンは返金不可です。

会社は何らかの理由によりトークン所有者にトークンに関連する払い戻しを提供する義務はありません。また、
トークン所有者は払い戻しの代わりに金額やその他の報酬を受けません。トークンに関しての固有価値、継続
的な支払い、特定の価値を含む、将来の業績や価格の保証はありません。したがって、費やされた資金の回収は
不可能になるか、外国の法律または規制の対象となる可能性があります。また、その法律と規制はトークン所有
者の私法と異なる可能性があります。
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2. ブロックチェーンとソフトウェアに関するリスク

2.1. ブロックチェーンにおける遅延発生のリスク。

BitcoinとEthereumブロックチェーンにおけるブロックの生産時期は、プルーフ・オブ・ワーク（仕事量による証
明）により決定されます。例として、トークンプレセールやセール期間の最終段階に行われた暗号通貨取引は、そ
の期間の取引として含まれない可能性があります。購入者は、BitcoinまたはEthereumブロックチェーンにおけ
る売買取引では、購入者が希望した時点での取引を含めない可能性があり、その際、トークンを受け取りができ
ない場合があることを認識およびご理解ください。

2.2. ブロックチェーンにおける輻輳のリスク。

BitcoinとEthereumブロックチェーンは間欠的な輻輳を起こしやすいため、取引処理の遅延及び損失が発生
する可能性があります。特定の個人が暗号トークンを購入する際に利点を得るため、それぞれのネットワークに
意図的に輻輳させる可能性もあります。購入者は、BitcoinまたはEthereumのブロック発行者は購入者が希望
する取引の一部もしくは全てを含めない場合があることを認識およびご理解ください。

2.3. ソフトウェアの欠点に関するリスク。

ACEトークンの作成と配布のメカニズムを作成するトークン・スマート・コントラクトの構想（トークン・スマー
ト・コントラクト）とその基盤ソフトウェア（すなわちEthereumブロックチェーン）はまだ開発の初期段階にあり
ます。そのため、ACEトークンの発行過程が継続的かつ誤りのないものになるという表示や保証はありません。
このソフトウェアには、脆弱性、バグ、とりわけACEトークンの暗号の完全な消失といった固有の危険性が存在
します。

2.4. 新たな技術としてのリスク。

ACEプラットフォーム、ACEトークン、またホワイト・ペーパーに記載される情報は新しく、十分な検証が行われ
ていません。ACEプラットフォーム及びACEトークンは完了、作成、実装、または採用ができない可能性がありま
す。ACEプラットフォームを利用しているブロックチェーンが、立ち上げられない可能性も考慮する必要がありま
す。将来にわたって、ACEトークンの購入者は、ACEプラットフォーム、トークン・スマート・コントラクト、または
プラットフォームに関するトークン受け取り能力に頼るべきではありません。ACEプラットフォームが完成し、実
装され、採用された場合も、それは意図したとおりに機能しない可能性があり、ACEトークンに望ましい価値が
付与されるとは限りません。また、関連技術が急速に進歩しているため、ACEプラットフォーム及びACEトーク
ン自身が、最新の技術を反映したコンテンツではなくなることも考えられます。
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3. セキュリティーリスク

3.1. 秘密鍵の損失に関するリスク

購入したACEトークンは、買い手がデジタル・ウォレットまたは金庫に保管することができます。デジタル・ウォレ
ットまたは金庫へのアクセスには秘密鍵または秘密鍵の組み合わせが必要となります。したがって、トークンを
格納している、購入者のデジタル・ウォレットまたは金庫に関連する必要な秘密鍵を失った場合、トークン、購入
者のトークン残高および/または第三者が作成したブロックチェーンの残高へのアクセス権限を損失する恐れが
あります。さらに、秘密鍵が第三者の手に渡った場合、その鍵により、鍵の所属する金庫及びサービスへのログイ
ン権限、所有主のトークンの横領に至ることも考えられます。購入者が使用しホストされているウォレットまたは
金庫のログイン資格情報にアクセスすることを含め、秘密鍵にアクセスする第三者は購入者のトークンを不正使
用することが可能になります。会社当事者はそのような損失に対して責任を負いません。

3.2. ACEトークンのセキュリティー不足

トークンは差し押さえまたは盗難の対象となる恐れがあります。ハッカーやその他の悪意のあるグループや組織
はマルウェア攻撃、サービス拒否攻撃、コンセンサス・ベースの攻撃、シビル攻撃、スマーフ攻撃、スプーフィング
攻撃など、さまざまな方法でトークン・スマート・コントラクトまたはトークンに干渉を試みる可能性があります。
さらに、Ethereumプラットフォームがオープンソースソフトウェアを基盤としているため、Ethereumスマート・
コントラクトにはトークンに悪影響を及ぼし、トークンの制御能力とアクセス能力またはトークンの損失をきた
し得る、意図的または意図でないバグや欠点が含まれるリスクがあります。このようなソフトウェアのバグや欠点
に対して、有効な救済措置が実行できない場合も、トークンの所有者への払い戻しや補填は保証されていませ
ん�。

3.3.  Ethereumに対する採掘攻撃リスク

Ethereumに対する採掘攻撃リスク�トークン・スマート・コントラクトに使用されるブロックチェーンは、二重支
払い攻撃、過半数採掘能力攻撃、自己中心的採掘攻撃、競合状態攻撃などの様々な採掘攻撃を加えられる可能
性があります。これらの攻撃が実行された場合、トークン・スマート・コントラクト並びにトークン処理または契約
計算の予想される適切な実行と順序付けにリスクをもたらします。

3.4. 購入者のアカウントにおける公開鍵の不具合

ACEトークンの購入者が自らのアカウントに適切に公開鍵を配置していない場合、第三者がACEプラットフォ
ームに基づいた新しいブロックチェーン初期残高を設定することができた場合、Ethereumブロックチェーンの
購入者のACEトークン残高確認が行えなくなる可能性があります。

3.5. 互換性のないウォレットサービスにおけるリスク

ACEトークンの取得および保管に使用されるウォレットまたはウォレット・サービス・プロバイダはACEトークン
と技術的な互換性を保持する必要があります。この互換性が保証されない場合、ACEトークンの購入者はACE
トークンへのアクセスを失う可能性があります。
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4. ACEプラットフォーム開発に関連するリスク

4.1. 第三者との提携に関連するリスク

ACEプラットフォームは起動後も、完全にまたは部分的に、一定の機能の採用と実施、またはプラットフォームの
開発・供給などのサポートを継続するために第三者との提携を継続します。これらの第三者が業務を適切に実
行し、全てのニーズを満たす確証及び保証はなく、その義務が適切に履行されない場合プラットフォームに重大
な悪影響を及ぼす可能性があります。

4.2. ACEプラットフォームの上級管理チームへの依存

プラットフォームの競争上の地位を維持する責任を負うACEプロジェクトチームの能力は各々の上級管理チー
ムに大きく依存しています。従って、各々の上級管理チームメンバーの喪失や減少、または上級管理チームにお
いて人材を確保及び継続的な供給を行えない場合、プラットフォームに重大な悪影響を及ぼす可能性がありま
す。適格者の絶対数が少ないため、適切な専門知識を持つ人材確保の競争が激しく、この状況は既存の上級管
理チームの維持または上級管理職に資格のある専門家を新たに確保する際に大きな影響を与えています。ま
た、結果としてプラットフォームにも重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

4.3. ACEプラットフォームの様々な要因への依存

プラットフォームの開発は一般的な関心の欠如、資金不足、商業的成功または見通しの欠如、主要人員の離脱
などの様々な要因により中止される可能性があります。

4.4. ACEプラットフォームへの関心の欠如

プラットフォームが完成し、起動されても、プラットフォームの継続的な成功は開発者などの第三者の関心と関
与に依存し続けます。プラットフォームへの十分な関心を集め続ける確証及び補償はありません。

4.5. ACEプラットフォームへの変更

プラットフォームはまだ開発中であり、時間の経過とともに大きく変化する可能性があります。会社当事者は、こ
のホワイト・ペーパーに記載されている機能と仕様をACEプラットフォームでの実施を試みていますが、そのよ
うな機能や仕様は様々な理由によって変更される場合があり、必ずしもACEトークン購入者の期待に添えると
は限りません。

4.6. 他のアプリケーションに関連するリスク

ACEプラットフォームは、無所属の第三者によって宣伝、促進された代替的なプロジェクトの発生に寄与する可
能性があり、その状況下においてACEプラットフォームが元来の価値を保持できない可能性があります。

4.7. 暗号通貨価値の不利な変動リスク

ACEトークンの売却代金は暗号化され、他の暗号通貨や不換通貨へと変換されます。暗号通貨の価値がトーク
ンプレセールやセール中またはその後に不利に変動した場合、会社当事者は開発資金の提供、及びACEプラッ
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トフォームを計画通りに開発または継続できない可能性があります。

5. 会社当事者の事業に伴うリスク

5.1. 利益相反のリスク

全ての会社当事者は、それぞれ多数の株主または会社当事者が管理し、株主である会社などの関連当事者との
取引に従事することが出来ます。会社当事者の関連会社とそれぞれの会社当事者との間で利益相反が発生し、
結果として市場力によって決定されない条件での取引契約の締結につながる可能性もあります。

5.2. 会社当事者取引の無効化に関連するリスク

会社当事者の行為は、適用される法的要件を遵守しなかったことが報告された場合、無効にされる可能性があ
り、それぞれの会社当事者に制裁が課される場合があります。適用される法律の解釈が異なるため、それぞれの
会社当事者は取引の無効化や責任の賦課、またはそのような脅威に対しての保護を保証することができず、結果
としてACEプラットフォームに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

5.3. 新興市場で発生するリスク

会社当事者またはその一部は新興市場で活動する場合があります。新興市場は先進的な市場と比べ法的、経済
的、政治的に大きなリスクを抱えています。新興市場は先進的な市場と比べ、場合によって法的、経済的、政治的
に大きなリスクを抱えています。急速に発展する経済において変化はとても早く、このホワイト・ペーパーに記載
されている情報が比較的早く最新情報ではなくなる可能性があります。

6. 政治上のリスク

6.1. 不確実な規制枠組み

暗号トークン、デジタル資産、ブロックチェーン技術の規制については、多くの管轄区域では不明瞭で未解決で
す。政府当局がそのような技術を規制するかどうか、あるいはそれをどのように規制するかを予測することは現
時点では困難です。また、政府機関が、暗号トークン、デジタル資産、ブロックチェーン技術、およびそのアプリケ
ーションに影響を与える既存の法律や規制および/または規則をどのように変更するかを予測することも困難で
す。そのような変更は、トークンが登録を必要とする金融商品とする決定などの様々な方法でトークンに悪影響
を与える可能性があります。政府機関によって、非合法的または商業的に継続するに相応しくないと判断された
場合、会社はトークン配布を中止、プラットフォームの開発の中止、特定の管轄区域での運営を中止させられる
場合があります。

6.2. ライセンスおよび許可の取得・維持・更新の失敗

現在トークンセールの開始日に、ACEトークン会社にその活動の実行に必要なライセンスと許可を取得させる
法的要件はありませんが、将来そのような法的要件が制定され、どんな会社当事者にでも関係する可能性があ
ります。この場合、会社当事者の事業は、そのようなライセンスと許可の継続的な有効性及びその条件の遵守に
依存します。規制当局はライセンスの発給と更新の時期及びその条件の遵守の監視について独立した決定を行
います。資格のある人員の募集、必要な技術装置と品質管理システムの維持、業務の監視、適切な申請、要求に
応じて適切な情報をライセンス当局に提出することなどの要件はこれらの当局によって課され、会社当事者に要
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求される可能性があります。そのような事態は費用や時間を伴うため、ACEプラットフォームの起動開始または
継続の遅延を招く可能性があります。更に、個人および公の市場はライセンスプロセスにコメントするか、裁判所
への介入および政治的圧力を含む、別の方法でライセンスプロセスに従事する権利を有します。それに従い会社
当事者が必要とする可能性のあるライセンスが、発給または更新されない、適時に発給または更新されない可
能性もあります。会社当事者がその業務を執り行う能力、または有利に業務を運営する能力を制限する要件を
含む可能性があります。

6.3. 政府の行動・方針に関するリスク

会社当事者の事業は新たなビジネスであり、調査や法的執行を含む監視および統制が行われる可能性があり
ます。政府当局が会社当事者の活動を審査しない、および/またはそれらに対して法的措置をとらない保証はあ
りません。これら全ては会社当事者の判断、和解、罰金もしくは懲罰の対象になる恐れがあります。また、オペレ
ーションシステムの再構築及び特定の商品及びサービスの供給停止などに繋がり、会社当事者の地位の下落
及び運営コストの上昇を招くことにより、ACEプラットフォームの開発及びACEトークンに重大な悪影響を与え
る可能性があります。

6.4. 適用される法律・規制・基準による負荷を招くリスク

既存の法律や規制、または政府検査結果の不遵守、会社当事者の業務に対する政府規制の増加は、会社当事
者の事業とACEプラットフォームに重大な悪影響を及ぼし、結果として相当な程度の追加のコンプライアンスま
たは各種制裁を招く可能性があります。会社当事者の操作および財産は既存の法律、規制および基準の継続的
な遵守に関連して、様々な政府機関および代理機関によって調整されます。規制当局は適用される法律、規則お
よび基準の尊重と解釈に関する問題にかなりの注意を示しています。各当局は、会社当事者の操作および財産
の点検を行う権利を有し、点検は年間を通じて定期的に行われます。そのような点検により会社当事者が法律、
法令または規則に違反していることが発覚した場合、違反解消のために業務上の変更を行えない可能性があり
ます。会社当事者が既存の法律および規制、または政府検査の結果を遵守することができない場合、罰金または
より厳しい懲罰として、会社当事者の事業活動停止、またはそれぞれの役員に対して行政罰が適用される可能
性があります。このような決定、要件、制裁、または当社の事業に関する政府規制の増加は、会社当事者の費用
負担増に繋がり、会社当事者の事業およびACEプラットフォームに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

6.5. 違法または恣意的な政府行為

政府当局は強い裁量権を持ち、時には選択的または恣意的に、聴聞会や事前予告なしで行動することがありま
す。その場合、当局は政治的または商業的な判断により、必ずしも法的根拠に則った行動を行うとは限りませ
ん。更に、特定の状況において政府は、規制や政府の行為によって契約の履行、無効化や終了に介入する権限を
有します。既に違法、選択的または恣意的な政府行為に対しては、ライセンスの拒否、撤回、突然の税務監査、刑
事訴追および民事訴訟が含まれていると伝えられています。また、連邦政府および地方自治体は政治目的のた
めに、裁判所への主張と関連する処理の無効化または取消などの要求の口実として、トークン販売に関する問
題に法律の弱点を利用することがあります。この環境では、会社当事者の競合会社は、政府から優遇措置を受け
て、会社当事者に対して競争優位を獲得する可能性があります。
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