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前書き 

本ホワイトペーパーは読者にドラゴンヴェインプラットフォーム

の技術概要を紹介することを目的とする。前提として読者がクラウ

ドコンピューティング、分散式アプリ、ブロックチェーン、バーチ

ャルリアリティ（以下 VR）について、ある程度理解していること

を想定している。また本文章は VR コンテンツ制作者、VR 技術開

発者に新たなガイドラインを提供することに取り組んでいる。 

本書で多くの読者にVR技術とこの市場への挑戦及び潜在的なチャ

ンスに注目していただくとともに、ブロックチェーン技術が VRに

どんな新しい能力を与えられるかを検討していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ドラゴンヴェイン公式サイト：http://dragonvein.io 

 

 

* 注：本ホワイトペーパーの情報は参考資料とする。製品改良、最適化、プログラ

ム調整により仕様変更される可能性がある。 
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1 ドラゴンヴェインブロックチェーン紹介 

非中央集権型であるブロックチェーン技術は 21 世紀の重要な技術革新であ

る。ブロックチェーンは分散型ネットワークで、Peer to Peer（以下 P2P）で

の通信を実現でき、Internet of Value（IoV、価値のインターネット）と呼ばれてい

るインターネット上での新たな価値の創造の一躍を担っている。ブロックチェ

ーンとエッジネットワーク技術によって、ドラゴンヴェインはユーザーが VR

を体験するためのハードルを大幅に下げ、コンテンツ製作者の利益を保証でき

る。 

VR業界はこれまでの発展によって注目に値するほどの実績を獲得したが、ま

だ問題も少なくはない。現在、VR 業界で解決の必要な問題はソフトウェア、

ハードウェア及び VRプラットフォーム全体を含んでいる。ドラゴンヴェイン

は低コスト、ネットワーク安定性、高い互換性、著作権保護、コンテンツ制作

者へのサポート、とより良い VR体験のプラットフォームを提供することによ

って、根本的な問題を解決している。 



 

図 1 ドラゴンヴェインプラットフォーム仕組み 

 

図 1のように、ドラゴンヴェインプラットフォームのメインは VRレンダリン

グ、VRディスプレイ、VR制作ソフトとハードセット、ブロックチェーンネッ

トワークとエッジネットワークに基づき構築された技術である。コンシューマ

ー、コンテンツ配信プラットフォーム（コンテンツマーケット）、コンテンツ

制作者と VR技術サプライヤーの間におけるデータ保存、転送と交流は全てエ

ッジネットワークによって実現しているが、彼らの間における取引、権利保護

はブロックチェーンネットワークによって実現している。 

ここでは 

新開発の VRレンダリング技術とディスプレイ 



→コンシューマーの VR体験へのハードルを下げる 

分散型ストレージと共通プラットフォーム、クラウド VR 

→制作者の転送速度への要求を満たす 

改ざん可能性の低減、全過程遡及可能、著作権に対する透明性の高いブロック

チェーンスマートコントラクトシステム 

→制作コスト削減、回収期間短縮といった要求を満たす 

1.1 著作権保護 

スマートコントラクトはドラゴンヴェインプラットフォーム全体においてコ

ンテンツの著作権を判断するための中心パーツであり、制作者のリスクを低減

し、権利を保証することを主旨としている。それにより制作者に多くのコンテ

ンツを制作する環境を提供し、VR業界全体で良性的なサイクルに繋がる。ま

た VRコンテンツの再生権利も地域、時間などに差異があるが、この全ては改

竄不可のスマートコントラクトを利用して管理できる。二次的著作物制作者は

スマートコントラクトを通し、権限を購入してコンテンツの制作と配布ができ

る。VRコンテンツの参加者（俳優、脚本家などスタッフ）もスマートコント

ラクトを通し、継続的に収入を獲得できる。一般消費者は賃貸、購入の形でコ

ンテンツを体験できるだけではなく、クラウドファンディングの形で VRコン

テンツ著作権の一部を取得可能である。 



1.1.1 VRビデオコンテンツの著作権保護 

ドラゴンヴェインブロックチェーンはビデオコンテンツ著作権保護において、

ブロックチェーンの分散型台帳という技術特徴を利用し、オリジナル作品へ唯

一のコンテンツフィンガープリントを組み込む。このコンテンツフィンガープ

リントは永久に有効で、改竄不可なものとする。コンテンツフィンガープリン

トを含んだビデオコンテンツを配布すると、ブロックチェーン全体にこのコン

テンツにおける著作権記録が残ることになる。そしてスマートコントラクトの

権利確定システムによって、従来では容易ではなかったオリジナルコンテンツ

への著作権保護が非常に簡単になる。 

ブロックチェーン技術応用の上で、ドラゴンヴェインプラットフォームは VR

ビデオコンテンツのパブリッシュツールを提供している。パブリッシュツール

は VRビデオコンテンツに対して自動的に分散や暗号化作業を行い、クラック

行為が発生した時には完全なビデオコンテンツを獲得できない。同時に、ユー

ザが合法的に VRビデオコンテンツをダウンロード、あるいは観賞する時、関

連するスマートコントラクトはアクティブになり、プレーヤーに暗号解読用の

キーファイルを転送する。 

1.1.2 VRアプリケーション及びゲームの著作権保護 

クラウド化の優位性はレンダリングと演算をクラウドサーバーで実行する点

にあるが、ローカルには実行可能な書類がなく、ユーザの使用権限もスマート

コントラクトによって管理されたもので、クラック不可能なものとなっている。



Steamでも Oculusでも、クラウドベースのレンダリングによって VRイメー

ジを DvBoxに転送し、最終的にユーザの VRヘッドマウントディスプレイに

表示する。ドラゴンヴェインは複雑な演算をエッジネットワークのエッジ演算

サーバーにおいて実行させることにより、端末側に対する要求をネットワーク

接続、周辺接続、ビデオデコーディング及び VR表示機能のみに限定する。こ

れらの要求は一般的な一台のセットトップボックスあるいはオールインワン

VR グラスに備えている基本的な能力である。つまりユーザは常に高性能 PC

や高価なスマートフォンを頻繁に買い換えて対応させる必要はない。ユーザは

一台の DvBoxという非常に安いコストで、最新の VRアプリケーションを利

用したり、高性能プロセッサーとビデオカードによってレンダリングされる

VRコンテンツを体験できる。 

 

図 2 エッジネットワーククラウド化 VR 

VR体験中、必要なディスプレイの応答速度は 16ms以下である。ディスプレ

イの応答速度が 16ms を超えた時、人間の体は明らかな遅延を感じ取り、そ



れによって画面と動きが一致していないことで乗り物酔い症状を起こす。4G

時代のクラウドソリューションにおいてはインターネット速度により 20から

80msまでの遅延がある。これはゲームや普通のクラウドアプリケーションに

おいては許容できる数値であるが、VR においては不可能である。現在 5G エ

ッジネットワークを利用することによりインターネットの遅延を 1-5msまで

抑えられることで、5G 時代はクラウド化 VR アプリケーションの利用を可能

にした。5G エッジサーバーは性能の高い CPU と GPU を使用することで VR

イメージをレンダリングし、リアルタイムコーディングを実現し、RTSPプロ

トコルのビデオによって DvBoxクライアントに転送する。セントラルコント

ロールサーバーによってユーザーのリクエストを承認し、エッジサーバー経由

で演算された VR イメージレンダリングが転送される。5G エッジサーバーは

vGPU対応可能のディスプレイコア、例えば、NVIDIA Tesla V100を、動的

に連動したレンダリングイメージやストリーミングをユーザーにリアルタイ

ムで表示することを可能にする。ユーザの操作データはネットワークを通じエ

ッジサーバーに送付され、エッジサーバーは画面を即時に更新してユーザに転

送する。 



1.2 インセンティブ 

 

図 3 インセンティブモデル 

ドラゴンヴェインプラットフォームとして、やるべきことは最大限に制作者の

情熱を沸き立たせ、プラットフォーム発展のためになる多くのアイデアを生ま

せることにある。そのために制作者の権利の保護とリスクの低減だけではなく、

ドラゴンヴェインプラットフォームはインセンティブ制度を導入した。VR技

術提供者は制作者にコンテンツ制作ツールキット（撮影機材などの設備含む）

を無償提供する。制作者のやるべきことは VR技術提供者より提供された制作

ツールキットを使用してコンテンツを制作し、パブリッシュする。無料で提供

している全ての制作ツールキットにはドラゴンヴェイン SDKを含んでおり、

パブリッシュした全てのコンテンツに対して唯一のデジタルフィンガープリ

ントを付与することができる。ドラゴンヴェインブロックチェーンはフィンガ

撮影設備 

編集ツールキット 

ポスプロツールキット 

パブリッシュツールキット 

ドラゴンヴェイン SDK 

制作 

アップロード 

   技術提供者 

VRコンテンツ制作ツー

ルキット 

VR技術提供者 VRコンテンツ作成者 

（無償提供） 



ープリントのあるファイル購入、再生などによって、VR 技術提供者と VR コ

ンテンツプロバイダーへ規定のドラゴンヴェインブロックチェーントークン

を支給する（詳細：ドラゴンヴェインコインの章参照）。 

1.3 コミュニティ 

著作権と収益の保護、リスク削減と経済的刺激などの複数の機能を通じて、ド

ラゴンヴェインのプラットフォームには多くのコンテンツが生まれることを

確信している。だが、それと同時に発生する問題として、どうやってコンテン

ツの優劣を選別するのか？どうやって問題のあるコンテンツを拒否するの

か？どうやって優秀なコンテンツへ更に多くの奨励を与えるのか？ 

 

まず、ドラゴンヴェインプラットフォームは提出段階で問題のあるコンテンツ

を選別するため、コンテンツ提出システムに自動チェックシステムを採用する。

これによってシステムは問題のあるコンテンツを拒否できる。例えば、著作権

侵害、コンテンツフォーマットの不一致、破損したコンテンツなどが自動チェ

ックシステムによって排除される。 

 

第２ステップは、信頼性の高いコミュニティメンバーによって高ランクの少数

のユーザーをモデレーターとして任命する。多数のクレームを受けたコンテン

ツは彼らに送付される。モデレーターはコンテンツを削除するかクレームを拒

否するかという最終決定を行なう。後者の場合、間違ったクレームをした報告

者のランクを下げるという処置を行う。モデレーターへ送付する問題に必要な



クレーム数については変動する。「いいね」の多いコンテンツ制作者は、新規

アカウントユーザーよりコンテンツ削除にいたるクレーム件数を多く設定す

る。これは新規アカウントにはコンテンツの品質に関する記録が一切ないため

である。必要なクレーム報告の最低数量はコンテンツ制作者「いいね」の合計

によって決まる。例えば、あるコンテンツ制作者のランク評価が 1000 個の

「いいね」に達した時（その制作者の全てのコンテンツから取得した「いいね」

の合計）、クレームの限界値合計は 10から 20に増える。そして、10,000個

の「いいね」に達した時、クレームの限界値合計は 110 まで増える。上記の

ロジックはスマートコントラクトプロトコルへハードコーディングされ、該当

プロトコルはユーザの報告数とクレームの計算を担当し、必要時にコンテンツ

削除を実行する。そしてより「いいね」の多いコンテンツは更に高いインセン

ティブが設定される。 

 

図 4 問題送信に必要な報告時期 

 



1.4 VRをレンダリング可能なマイニングマシン-DvBox 

DvBoxは 5Gゲートウエイ、VRプレイヤー、PoSと PoWマイニングを一体

化したハードウェアである。ドラゴンヴェインプラットフォームのコアハブで

ある DvBox はドラゴンヴェインコミュニティユーザーのための製品であり、

誰もがコンテンツ制作者であり、分散型データセンターの一部であり、プラッ

トフォームの利点を共有することができる。 

 

DvBoxは big.LITTLE技術を使用した強力な CPUを使用し、整数、浮動小数

点、メモリなどに対して大きく最適化を行い、全体性能、消費電力及びチップ

サイズにおいて革命的な向上を実現した。GPUにクアッドコア ARMハイエン

ドプロセッサーMali-T860 を使用し、より多くのグラフィックスとコンピュ

ーティングインターフェイスをサポートしているため、例えば、ASTC、  

ローカルピクセルストレージなど全世代に比べて全体

のパフォーマンスは 45％向上した。 

その他、以下の特徴がある： 

1、USB3.0 Type-C *2。Type-C の Display Port 音

声とビデオ出力対応可能。 

2、デュアル ISP イメージ処理能力が 800MPix/s に達し、デュアルカメラの

同時入力に対応可能、3D、depth 情報の引出しなど高いレベルの処理に対応

できる。 

3、ATWアルゴリズム、90FPS VR出力。 



4、HDMI2.0 ポート、H.265/H.264/VP9 4K@60fps リアルタイムデコーダ

ー。 

5、PCI-eインタフェース付き、PCI-eに基づく高速Wi-Fiとメモリ拡張に対

応可能、ハードディスクは 1TB対応可能。 

6、 5G 通信モジュール、Wifiモジュール 

7、Android、Linuxなどの OSに対応、互換可能。 

 

1.4.1 DvBox の用途 

1、ホームネットワークとエンターテイメント 

DvBox は Androidに基づくシステムで、仕事用、ネットサーフィン、エンタ

ーテイメントなどを可能にする多機能一体型ハードウェアである。一般ユーザ

ーにゲートウェイ中枢を提供し、同時に自信の演算能力を利用したハイエンド

のアンドロイドデバイスであり、またユーザーに VRの世界を体験させること

のできるデバイスである。 

 

2、インセンティブ制度に基づくコイン獲得 

DvBox はドラゴンヴェインインセンティブ制度を利用できる。ユーザは自分

の帯域幅、ストレージ、処理能力とオリジナルコンテンツを共有することでマ

イニングジョブを実行でき、それによりドラゴンヴェインコイン（DVC）を獲

得できる。DVC トークンはインセンティブ制度に基づきアカウントに自動的

に追加される。 



 

3、ドラゴンヴェイン技術に基づく小型マイニングプール 

DvBox は小型マイニングプールとして利用できる家庭用スマートデバイスで

ある。ドラゴンヴェインの SDKを起動するだけで計算力のニーズに合わせて

最適なマイニングソリューションを出力する。 

 

4、ネットワークストレージ共有 

DvBox はデータの信頼性を向上させるために、大規模で、安全で、信頼性が

高く、低コストの CDNクラウドストレージサービルを提供する。ユーザーは

インターネット上のデータにアクセスすることができる。また外部ストレージ

デバイスを介して、ストレージと処理能力のパフォーマンスを拡張することが

できる。DvBox はストレージコストを最適化する多くのオプションを提供す

ることができる。 

2 ドラゴンヴェインコイン (DVC) 

ドラゴンヴェインシステムは国際的な VR コンテンツマーケットプレイスを

開発する意向で、参加者間の商品交換の主な手段として電子通貨を使用する。

電子通貨の統一性と便利性から、電子通貨は C2C 経済往来にとっては最適な

物と言える。さらに、ドラゴンヴェインは既存の暗号化通貨を使用せず、新し

い通貨——ドラゴンヴェインコイン（DVC）を作り出した。VRコンテンツの

ユーザーは、コンテンツ制作者と開発者が販売及び提供している商品にドラゴ



ンヴェインコイン（DVC）を支払うことになる。 

Dragon Vein インフラストラクチャーは、GitHub でソースを公開する EOS

などの高プロファイルの公的チェーンを参照して、当社のビジネスモデルをサ

ポートする自立型の公的チェーンを使用する。トークンの取得やシステムの開

発に支障を与えないように、初期段階においてドラゴンヴェインコイン（DVC）

は ERC-20 Ethereum トークンとして発行され、自己構築したパブリックチ

ェーンが成熟した後にマッピングさせる。 

ドラゴンヴェインは VRコミュニティと暗号化コミュニティを招請し、ドラゴ

ンヴェインコイン（DVC）販売に参加させることで、VRプラットフォームシ

ステムに貢献する。これらのグループによる貢献は VRプラットフォームシス

テム発展のためになり、ドラゴンヴェインの革新的なチャンネル開発を促進す

る。これに答える形で、VR/3Dイノベーターを支援するための寄付を行う。 

2.1 ドラゴンヴェインコイン (DVC)の用途 

ドラゴンヴェインブロックチェーンの統一通貨として、ドラゴンヴェインコイ

ン（DVC）はプラットフォーム内のコンテンツの取引、レンタル、購入、お気

に入りのコンテンツのカスタマイズに使用できる。ビジネスユーザに対しては、

ドラゴンヴェインコイン（DVC）は VRコンテンツの宣伝と広報、知的財産権

の取引、知的財産権の権利確定、機器取引などが実現できる。 



2.2 簡単なマイニング 

ドラゴンヴェインは豊富なマイニング方式を提供している。まず第一に

DvBoxを通して共有 LANの待機計算力、帯域幅とストレージをシェアするこ

とでドラゴンヴェインコイン（DVC）という報酬を獲得する。次に、ユーザー

はクラウドファンディング参加、投票、制作したコンテンツが再生された時な

どもマイニングできる。またユーザーはコンテンツ制作者に技術と設備を提供

することでもマイニングできる。マイニングの方式はコンテンツの制作から発

表までの各段階を含めているので、ドラゴンヴェインに参加している限り、横

になっててもマイニング可能となっている。 

2.2.1 DvBox のマイニング 

DvBox のアイドル状態の処理能力、帯域幅とストレージをシェアすることで

ドラゴンヴェインコイン（DVC）というインセンティブを獲得する、我々はこ

のプロセスを「マイニング」と呼ぶ。ユーザーの処理能力、帯域幅とストレー

ジ（推奨 200G以上）、オンライン時間などのデータによってマイニングの点

数が決まる。その点数がネットワーク全体合計における比重に基づき、ネット

ワーク全体でその日に発生したドラゴンヴェインコイン（DVC）を分配する。 

2.2.1.1 ドラゴンヴェインコイン（DVC）マイニングのコイン発行ア

ルゴリズム 

ドラゴンヴェインコイン（DVC）のマイニングに関するアルゴリズムは下記の



通りである。まずこのカテゴリーでの 1日のドラゴンヴェインコイン（DVC）

の生産量は固定されている。一年目は毎日の生産量が約 273 万個で、365 日

毎に半減する。ドラゴンヴェインコイン（DVC）は DvBoxのハードウェア処

理能力、バンド幅、シェア可能なストレージの大きさ、有効なオンライン時間

などの貢献に基づき、多くの面から採点して DVCスコアが確定する。そして

ネットワーク上の DvBox全体で当日に発生したスコアの比重によって、ドラ

ゴンヴェインコイン（DVC）を分配する。 

2.2.1.2 計算方法イメージ 

M（＝DVCスコア） ＝(ハードウェア計算力*ハードウェア係数+バンド幅*バ

ンド幅係数+ストレージ数値*ストレージ係数)*(オンライン時間/24時間)； 

当日発生した総量=Ct; 

任意の DvBoxマイニングマシン DV1当日生産量は 

（Mn はネットワークで運営している他の異なるマイニングマシンの Dv 点

数を意味する）： 

𝐷𝑉1 =
M1

(M1 +M2 +M3 +⋯+Mn)
∗ Ct 

 

2.2.1.3 計算式分析 

ハードウェア計算力： 

マイニングマシンの CPU、GPU 効率とメモリーのサイズ。現在の DvBox 一



代目のハードウェア計算力は共通で、能力値を 1とする。具体的な比重につい

ては、CPU比重 15、 GPU比重 10、メモリー比重 5となっている。 

帯域幅： 

マスタノードで測定した上方帯域幅。分散型ノードへの参加を促すために、帯

域幅係数は 1-8Mの時に 10であり、9-20の時に 5に減衰し、21-100Mの時

に 1 に減衰する。100M 以上の場合は 100M で計算する。段階累進の計算方

法を採用する（下記例参照）。 

  

ストレージ： 

マスタノードで測定したマイニングに使用可能なストレージ容量、ユーザーに

自分の余剰ストレージをシェアさせるために、余剰ストレージ容量が 200Gよ

り小さい時に 0、200G-1000Gの時に 1、1000G以上の時に 2と設定してい

る。ストレージ係数は 5である。 

 

オンライン時間： 

マスタノードは毎日、前日の有効オンライン時間を集計し、ネットワーク全体

点数の計算とドラゴンヴェインコイン（DVC）の発行を貢献度に基づき行なう。 

 

DVCスコアに関する計算例の説明： 

帯域幅＝1M、ストレージ＝100G、オンライン時間＝12時間の場合 

DVCスコア=[1*(15+10+5)+1*10+0*5]*(12/24)=20 

帯域幅＝8M、ストレージ＝300G、オンライン時間＝24時間の場合 



DVCスコア=[1*(15+10+5)+8*10+1*5]*(24/24)=115 

帯域幅＝9M、ストレージ＝300G、オンライン時間＝24時間の場合 

DVCスコア={1* (15+10+5) +[8*10+(9-8)*5]+1*5}*(24/24)=120 

帯域幅＝20M、ストレージ＝500G、オンライン時間＝24時間の場合 

DVCスコア={1*(15+10+5)+[8*10+(20-8)*5]+1*5}*(24/24)=175 

帯域幅＝21M、ストレージ＝500G、オンライン時間＝24時間の場合 

DVC ス コ ア ={1*(15+10+5)+[8*10+(20-8)*5+(21- 

20)*1]+1*5}*(24/24)=176 

帯域幅＝100M、ストレージ＝500G、オンライン時間＝24時間の場合 

DVC ス コ ア ={1*(15+10+5)+[8*10+(20-8)*5+(100- 

20)*1]+1*5}*(24/24)=255 

* 実際計算数値は運営環境によって異なるため、上記例はあくまで参考のみ

とする。 

2.2.2 コンテンツ制作によるマイニング 

コンテンツ制作者と共有者にとっては、ドラゴンヴェインコイン（DVC）は最

も直接的かつ効率的なインセンティブである。彼らはドラゴンヴェインプラッ

フォームでコンテンツを発表することによって視聴回数に基づくインセンテ

ィブと寄付収入を獲得できる。ドラゴンヴェインコンテンツ制作マイニングは

DvBox 使用によるマイニングのマイナーに類似し、コンテンツ発表者に対し

ドラゴンヴェインコイン（DVC）コンテンツインセンティブアルゴリズムがあ

る。 



2.2.2.1 ドラゴンヴェインコイン（DVC）コンテンツ制作マイニング

のコイン発行アルゴリズム 

コンテンツ制作マイニングによって発生したドラゴンヴェインコイン（DVC）

マイニングに関するアルゴリズムは下記の通りである。まずこのカテゴリーで

の 1日のドラゴンヴェインコイン（DVC）の生産量は固定されている。一年目

は毎日の生産量が約 205 万個で、365 日毎に半減する。コンテンツ制作とシ

ェアに関するインセンティブはコンテンツ発表者がドラゴンヴェインプラッ

フォームにアップロードしたコンテンツの品質、再生回数、ユーザー評価、再

生時間など多くの面から採点してコンテンツスコアが確定する。そしてネット

ワーク上のプラットフォーム全体で当日に発生したコンテンツスコアの比重

によって、ドラゴンヴェインコイン（DVC）を分配する。 

2.2.2.2 計算方法イメージ 

コンテンツスコア M=( 100+コンテンツ品質*品質係数+観賞熱度*熱度係数

+ユーザ評価*評価係数)*（再生時間/24時間）； 

当日発生した総量 =Ct； 

一つのコンテンツ C1のコンテンツスコア 

（Mnはプラットフォーム上全ての VRコンテンツのを意味する）： 

𝐶1 =
M1

(M1 +M2 +M3 +⋯+Mn)
∗ Ct 

コンテンツ制作者 Art1がネットワークで複数のコンテンツを発表した場合、

Art1当日のマイニング： 



𝐴𝑟𝑡1 = 𝑆𝑈𝑀(𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 +⋯+ 𝐶𝑛) 

ユーザ U1がクラウドファンディング参加或は投票した VRコンテンツにおけ

る当日のマイニング獲得(pn はユーザが作品一個での出資比率を意味する）： 

𝑈1 = 𝑆𝑈𝑀(𝐶1 ∗ 𝑝1 +⋯+ 𝐶𝑛 ∗ 𝑝𝑛) 

2.2.2.3 計算式分析 

コンテンツ品質： 

発表したコンテンツの品質はビッグデータ集計分析によって計算される。最低

0点、最高 10点、初期数値 0点、品質係数比重 3点 

観賞熱度： 

マスタノードは毎日、前日の全てのコンテンツにおける観賞熱度累計を集計す

る。最低 1点、最高 10点、初期数値 1点。再生された回数が多ければ多いほ

ど、点数が高くなる。熱度係数比重 5 

ユーザー評価： 

そのコンテンツを再生したユーザーの採点を総合的に計算する。最低 0点、最

高 10点、初期数値 0点、評価係数比重 2点 

再生時間： 

マスタノードは毎日、前日の全てのコンテンツにおける有効再生時間（時間毎

で計算する）を集計し、ネットワーク全体スコアの計算及びドラゴンヴェイン

コイン（DVC）の発行を行なう。 



2.2.3 VR設備と技術提供マイニング 

コンテンツ制作者に制作ツールキットや設備、技術を無償提供している提供者

にとって、ドラゴンヴェインコインマイニングの導入によって、販売、レンタ

ル、制作ツールキット提供は一回きりの商売ではなくなり、派生コンテンツの

再生に伴い継続的に収益が獲得できる構造となっている。 

2.2.3.1 ドラゴンヴェインコイン（DVC） 設備と技術提供マイニング

のコイン発行アルゴリズム 

設備と技術提供によって発生したドラゴンヴェインコイン（DVC）マイニング

に関するアルゴリズムは下記の通りである。まずこのカテゴリーでの 1 日の

ドラゴンヴェインコイン（DVC）の生産量は固定されている。一年目は毎日の

生産量が約 68万個で、365日毎に半減する。派生コンテンツに関するインセ

ンティブはコンテンツ発表者がドラゴンヴェインプラッフォームにアップロ

ードしたコンテンツの再生時間に基づきコンテンツスコアが確定する。そして

ネットワーク上のプラットフォーム全体で当日に発生したパブリッシュスコ

アの比重によって、ドラゴンヴェインコイン（DVC）を分配する。 

2.2.3.2 計算方法イメージ 

パブリッシュスコア M=100*(オンライン時間/24時間)； 

当時に発行した総量=Ct; 

VR技術提供者の当日の生産量 Cは（Mnは他の全ての技術提供者のパブリッ



シュスコアを意味する）： 

𝐶 =
M1

(M1 +M2 +M3 +⋯+Mn)
∗ Ct 

2.2.3.3 計算式分析 

再生時間： 

マスタノードは毎日、前日の全て内容における有効再生時間累計を集計し、ネ

ットワーク全体パブリッシュスコアの計算及びドラゴンヴェインコイン（DVC）

の発行を行なう。 

2.2.4 コイン発行減衰計算法 

1)減衰周期 y: 

毎回の生産量減少における周期設定 y=1 年(365日) 

2)減衰因子 d: 

毎回の生産量減少の比率は半減法を採用し、d=50%に設定する 

3)初期コイン発行量 C: 

マイニング開始時、時間毎に奨励されるドラゴンヴェインコイン（DVC）個数

は総量など総合計算により、DvBox マイニング 273 万/日、コンテンツマイ

ニング 205万/日、VR設備と技術提供マイニング 68万/日と設定する。ドラ

ゴンヴェインコイン（DVC）マイニングコイン発行減衰計算法に基づき、

DvBox マイニングによって発生したコイン総量は 20 億に無限に近づいてい

る。コンテンツマイニングによって発生したコイン総量は 15億に無限に近づ



いている。設備と技術提供マイニングによって発生したコイン総量は 5 億に

無限に近づいている。 

 

* 特別説明：具体的なマイニングインセンティブ計算法と比率は実際の状況

によって調整される可能性がある。 

2.3 ドラゴンヴェインコイン (DVC)の価値 

ドラゴンヴェインプラットフォームでは、ドラゴンヴェインコイン（DVC）の

ユーザー、コンテンツ制作者、設備と技術提供者は積極的なフィードバックグ

ループを形成している。 

1. コンテンツ制作者はコンテンツ制作を通じてドラゴンヴェインコイン

(DVC)を獲得する。そしてコンテンツ制作者は、アプリストアにてアプリ開発

者が自分の開発したアプリには価格決定権を持っているように、自らが著作権

を持つコンテンツに対して価格決定権を持っている。一方、ドラゴンヴェイン

は前の章で詳しく述べたコンテンツ制作マイニングも提供し、コンテンツ制作

者に、VRコンテンツの制作と公開を促進する。 

2.ユーザーはドラゴンヴェインコイン（DVC）を使用して著作権所有者へ支払

うことで自分の興味のある VRコンテンツを獲得すると同時に、処理能力、帯

域幅とハードウェアをシェアすることによってドラゴンヴェインコイン（DVC）

を稼ぐことができる。 

3. VR 設備と技術提供者も設備と技術を提供することによってドラゴンヴェ

インコイン（DVC）を獲得できる。 



ドラゴンヴェインコイン（DVC）の総量が 100 億枚に固定された前提におい

て、その中の 40億枚は前記で説明されたマイニングアルゴリズムによってプ

ラットフォーム上のステークホルダーに分配される。プラットフォーム全体が

拡大するに連れて、システム内部の取引規模と取引速度が向上し、ドラゴンヴ

ェインコイン（DVC）の価値も同時に向上していく。 

2.4 基金 

ドラゴンヴェインは VRコミュニティと暗号化コミュニティを招請し、ドラゴ

ンヴェインコイン（DVC）販売に参加させることで、VRプラットフォームシ

ステムに貢献する。これらのグループによる貢献は VRプラットフォームシス

テム発展のためになり、ドラゴンヴェインの革新的なチャンネル開発を促進す

る。これに答える形で、VR/3Dイノベーターを支援するための寄付を行う。 

 

ドラゴンヴェインコイン（DVC）基金 

VR コミュニティを指示するために、我々は VR イノベーション基金とインセ

ンティブ基金という二つの基金事業体を設立した。 

 

VRイノベーション基金 

VRアプリ開発者とイノベーターのための専用基金とし、より高品質の製品を

多くリリースするために、プラットフォームに提出された VRアプリケーショ

ンプログラムの中で品質の高い製品を提出した開発者にインセンティブを支

払う。 



ドラゴンヴェインプラットフォームに公開して 5 年以内に、開発者へ報酬と

してドラゴンヴェインコイン（DVC）を支給する。開発者は自分の IPを所有

し、自分の意志によって無償あるいは有償の形でアプリやツールを発表できる。

報酬の多さと報酬を受ける開発者の数は資金残高によって決まる。候補者の登

録は一年中オープンで、締め切りは設定されていない。 

インセンティブ基金 

VRコミュニティの開発を支援するための専用基金。最も活動的なコンテンツ

クリエイターとコントリビューターは２週間以内に計画的に報酬を取得でき

る。プラットフォームが正式に発表された後、これらの基金は毎週調査され、

トークン販売収入の 0.2%基金へと分配される。当基金では技術性、チュート

リアルなど様々な面でコンペティションも行なう。 

3 その他のドラゴンヴェイン VRプラット

フォームコンポーネント 

3.1 VR 発展における問題 

3.1.1 使用ハードルが高い 

VR は既に一般消費者の生活内に入ったが、まだ発展初期にある VR は一部消

費者のおもちゃにすぎない。主な原因は下記である： 

 



1,VR のレンダリング技術は多くのグラフィック処理能力を必要とするディ

スプレイ技術であり、2018 年今日、VR を処理可能な設備のコストは 2000

ドル近く、消費者にとって高いハードルとなっている。 

 

2,現在、VRにおいて統一されたインタフェースと基準がなく、未熟なソフト

とハードウェアの環境下では、ユーザーが VRデバイスをインストールして使

用することは困難である。 

 

3,VR ヘッドマウントディスプレイの重量は一般的に 300 グラムから 600 グ

ラムである。現在では VRヘッドマウントディスプレイは主にヘッドバンドと、

ノーズパッドを耐荷重構造として使用しているが、装着時には相当な圧力がか

かり、不快感を生む。ユーザーは長時間装置を使用できず、顔にかかる明らか

な重力と異物感はユーザーエクスペリエンスを大幅に下げしてまう。VRはま

だ発展段階にあり、多くの消費者にとっては軽量で高解像度で低コストの VR

ソリューションが必要とされている。 

3.1.2 バ—チャルリアリティコンテンツ量が少ないこと 

「コンテンツは多くの技術製品を成功に結びつける「燃料」であり、我々のインタビュー

を受けた人から、高い品質と強いコンテンツがモバイル VR 業界を先に発展させる鍵だと

表明している。」 

——Perkins Coie CEO Kirk Soderquist 

 



多くの企業が VRハードウェアを発売したが、それを使用する人がまだ僅かし

かなく、まだ主流製品にもなっていない。その最も重要な原因は魅力的なコン

テンツがないからである。Perkins Coieの調査では、38％の回答者からコン

テンツ不足という問題を指摘された。この調査は IT企業創業者、テクノロジ

ー企業の幹部と投資者などを含む約 650 名へのアンケート調査の結果である。

技術集約型産業のバリューチェーンはインフラストラクチャ、ツール、プラッ

トフォーム及びコンテンツとして説明ができる。全てのセグメントが開発され、

最適化されると、ユーザーの価値が作成される。VRは現在、一種の「卵と鶏」

の状態にある。品質の高いコンテンツとサービスをユーザーに提供できない限

り、VR ハードウェアへのニーズは拡大しない。一方で VR 設備に対して大き

なニーズが現れない限り、コンテンツとサービスは発展に時間を要する。 

多くのコンテンツ制作者はやはり多くのユーザグループを持っている VR コ

ンテンツ配信プラットフォームを期待している。費用を払ってくれるユーザー

が増えると、コンテンツ制作者が更に多くのコンテンツを生み出せる。 

3.1.3 コンテンツ配信ルートの分散化 

現在の VR 業界におけるコンテンツ不足がユーザーに深い印象を残せないと

いうことは現在の VR産業が直面している問題である。さらに我々は VRコン

テンツ配信ルートがそれぞれ独自展開し分散化しているという重要な問題に

目を向けなければならない。現在の市場では、主に Steam、PlayStation 

Network、Oculus Storeなどのコンテンツ配信ルートがあり、各種コンテン

ツの配信ルートはそれぞれ固有の設備にのみ対応している。同時に、優れたコ



ンテンツについてユーザーが更に高い費用を支払い、更に多くの設備を繰り返

し購入することになる。業界発展の弊害となっている。それぞれのプラットフ

ォームは市場を独占し、自らがスタンダートになることを目指しているが、現

実的には VR技術にはまだ多くの発展スペースと可能性があるため、達成する

ことは容易でない。ユーザーは一台の設備で出来るだけに多くのコンテンツを

体験することを期待している。 

3.1.4 コンテンツ制作者の高いリスク 

現在、VRコンテンツの制作はその体験と同じように、「マネーゲーム」となっ

ている。VRコンテンツは従来のエンターテイメントコンテンツと異なり、VR

空間を構築する必要がある。従来のビデオではカメラに映されている映像に注

目するだけで良い。VR は従来のコンテンツに比べ高水準のコンテンツ編集、

デジタル化処理にも専門的な設備が必要なため、コンテンツ制作者にとっても

決して安い投資ではない。現在、コンテンツ配信ルートでは一般的な決算周期

が 1-2 ヶ月であり、一部の遡れない貸倒という問題もあるため、コンテンツ

制作者にとっては回収リスクが増えてしまい、VR業界の夜明け前に倒れてし

まう可能性がある。 

同時に、オリジナルコンテンツを発売するということは著作権処理問題を免れ

ない。自動監視システムのない状況で、伝統的な静的暗号化方法ではコンテン

ツを著作権侵害から守れない。インターネットのグローバリゼーションを考え

ると、一旦、キーが流出すると、制作者が高い投資を使って制作したコンテン

ツは一瞬にしてインターネットのいかなる場所で無料ダウンロードされると



いうことになる。著作権の保護にも管理可能な権利で、追跡可能であり、改ざ

ん不可能で動的に暗号化されたコンテンツ配信環境が必要とされている。 

3.1.5 インターネット帯域幅のボトルネック 

VRコンテンツの転送には従来のハイビジョンビデオと比べると、独自のデー

タ構成のため 8倍の通信速度が必要となる。一般の DVDには 1.5Mbps のデ

ータ通信速度を必要とし、1080P HDハイビジョンには一般 DVDデータ通信

速度の 4 倍、6Mbps が必要となるが、高画質 VR ビデオは同じビデオフォー

マットでは 48Mbpsのデータ通信速度が必要となる。 

しかし最適化されたデータ圧縮方式によって画質に支障を与えない前提で 36 

Mbps まで圧縮可能である。これでも１つの接続だけで 30Mbps 以上の帯域

幅が必要となるので、ビジネス環境でマルチチャンネル同時実行性がある場合、

データセンターの帯域幅限界に容易に到達する。正式運営において大きな障害

となる。ユーザーがスムーズで高画質な VR コンテンツを体験できないため、

ユーザー離れを起こしてしまう。 



3.2 超軽量miniVRゴーグル 

 

miniVRゴーグルは HTC VIVE、Oculus Rift、PSVR などの主流の VRヘッド

セットより鮮明で軽量である。重量は僅か105グラムで、同類製品重量の20％

になっている。高い色域、高画質、800 PPI以上によるハイビジョン VR体験、

長時間使用に適した非常にクリアな VR体験をもたらす。 

 

製品 重量 

片目解析

度 

更新率 

画角シー

タ 

フォーカ

ス機能 

HTC VIVE 550g 

1200 x 

1080 

90Hz 110° 無し 

Oculus Rift 470g 

960 x 

1080 

75Hz 100° 可能 

PS VR 61Og 

980 x 

1080 

120Hz 100° 可能 

miniVR 105g 2400 90Kz 100° フォーカ



x1080 ス調整可

能 

miniVRは完全に SteamVRを互換でき、DvBoxに接続可能となっている。 

3.3 エッジコンピューティング 

ドラゴンヴェインにあるエッジネットワークは主に二つの形態がある。一つは

DRM 暗号化されたビデオファイルの分散ストレージ用に DvBox で構成され

たノードネットワークである。 

エッジコンピューティングはデータソースの近くのネットワークのエッジで

データ処理を実行することによって、クラウドコンピューティングシステムを

最適化する方法である。データソースまたはその地殻で分析とナレッジ生成を

実行することで必要とされる通信帯域幅が圧縮される。エッジコンピューティ

ングは、アプリケーション、データ、コンピューティングパワーを集中化され

たポイントから、膨大な領域に広がる分散ネットワーク全体で演算可能なもの

とする。 

3.3.1 エッジネットワーク分散型 CDN 

ドラゴンヴェインエッジネットワーク分散型コンテンツ配信ネットワーク

（CDN,Content Delivery Network ）は異なるエリアに分散しているノード

サーバークラスタ（DvBox、 パブリックネットワーク CDN、5Gエッジネッ

トワークサーバー）で構成されている分散型ネットワークである。特定のルー



ルにより VRコンテンツソースは、ユーザーの近くにあるネットワークエッジ

ノードサーバーにプッシュされ、ユーザーが必要とするコンテンツをより近く

から獲得できることである。センター化されたネットワークより大容量の VR

コンテンツを送信する時の渋滞を解消し、ユーザの VR体験を改善するための

重要な手段である。共有エッジノードと拡張ノードのレイアウトと量を最大限

に活用し、安定性を高めると同時に伝達距離を「1キロメートル」近く向上さ

せる。 

 

ドラゴンヴェインプラットフォームにおいて、主な保存されているデータは再

生可能なビデオファイルであるため、ドラゴンヴェイン分散型 CDNは完全な

各ビデオファイルを暗号化されたいくつかのファイルに分解し、それぞれのフ

ァイルに全てハッシュ暗号化された固有のデジタルフィンガープリントを与

え、異なる共有ストレージにて別々に保管する。またドラゴンヴェインプラッ

トフォームはネットワークを通して同じハッシュ値を持つ重複ファイルを削

除したり、各ファイルのバージョン履歴を追跡する。各 DvBoxノードは誰が

何を格納しているかを把握するために役立つインデックス情報とともに、興味

のあるものだけを格納する。 

 



4 ドラゴンヴェインプラットフォーム 

4.1 ドラゴンヴェインプラットフォームのキーエレメント 

 

DvBox 

全ての VRデバイスのコアノードのハードウェアデバイスとして、複雑なイン

ストールや設定なしに、電源を入れ、miniVRを HDMIに接続するだけで、多

様な VRコンテンツを体験することができる。 

マーケットプレイス 

プラットフォームにおける VRコンテンツの取引エリア。アプリショップでは、

VR ビデオ、クラウドベース VR アプリ及びゲームとローカル実行可能な VR

アプリという３つの主要製品カテゴリーがある。 

エッジネットワーク 



クラウドベース VRアプリの中核であり、大容量 VRコンテンツの転送におけ

る問題を解決する。クラウド VRで 5Gエッジネットワークを高速化すること

によって 1-5ms低遅延のネットワークデータ転送を実現できる。更にクラウ

ド VRの効果はローカル実行の効果と一致しており、ドラゴンヴェイン全体へ

重要なコンピューティングパワーを提供する。 

ブロックチェーンとスマートコントラクト 

プラットフォーム参加者間の各ドラゴンヴェインコイン（DVC）取引は、常に

ブロックチェーンに保管され、改ざん不可能となっている。取引が成立した場

合、スマートコントラクトに基づいて処理する。ブロックチェーン取引は著作

権、コンテンツ所有者と作者（異なる場合）、ビジネス用途に使用される権利

移行（あれば）、購入とライセンスの詳細情報など関係情報を含めている。同

時に、ブロックチェーンとスマートコントラクトロジックによって、資金補充

と支出を透明化させる。 

ストレージ 

エッジサーバー、DvBoxとパブリックネットワーク CDNを通し、VRコンテ

ンツとアプリケーションは地理的に分散したサーバーとデータネットワーク

の一部として分散格納される（BitTorrentシステムに類似）。 

ソフトウェアと SDK 

ドラゴンヴェインソフトウェア・ツール及び SDK は、VR コンテンツの制作

と埋め込みのために、VR技術提供者または制作者に提供される。公開された

コンテンツはコンテンツのデジタルフィンガープリントで追跡可能であり、関

連する VR技術提供者または制作者は、購入、賃貸、コミュニティからの「い



いね」などの報酬を得た際にトークンを取得する。 

コミュニティ 

コミュニティメンバーの協力により、第二のコンテンツ品質認証が実現する。

利益のために無効なコンテンツを作るのではなく、コミュニティのコミュニケ

ーションと交流を通じてより優れたコンテンツを制作するよう制作者を誘導

することを目指している。 

4.2 ドラゴンヴェイン応用場面 

4.2.1 ユーザー応用場面 

現在、ハイエンドの VRディスプレイは全てホスト PCに接続されている。初

回使用時にはオペレーション環境をセットアップし、ドライバーをインストー

ルする必要がある。インストール終了後に VRディスプレイを接続して調整す

る必要がある。DvBox を使用する場合、関連するディスプレイデバイスを接

続するだけで究極の臨場感あふれる VR世界を素早く簡単に体験できる。 

ユーザーは体験したいコンテンツをクリックすると、5Gエッジネットワーク

を通してアプリやゲームを一切インストールする必要がなく、Steam、Oculus

などプラットフォームの VRゲームとアプリを簡単に体験できる。同じ品質の

VRコンテンツを体験するコストの 1/4で可能となる。 



4.2.2 コンテンツ制作者応用場面 

コンテンツ制作者はドラゴンヴェインスマートコントラクトとドラゴンヴェ

インツールキットを利用してドラゴンヴェインプラットフォームで著作権管

理付きのコンテンツを簡単に公開できる。コンテンツを体験するために費用を

支払ってくれるユーザーがいる場合、あるいは制作したコンテンツがスマート

コントラクトのマイニング基準に達した場合、制作者の収益はドラゴンヴェイ

ンコイン（DVC）で直ちに制作者のアカウントに送られる。制作資金に欠乏し

ているコンテンツ制作者もクラウドファンディング、著作権事前販売、マイニ

ングの方式によって資金を集められる。 

4.2.3 VR 技術提供者応用場面 

VR技術提供者は無料で撮影設備、編集、ポスプロとアップロード配信制作セ

ットを提供する。VR技術提供者より提供した制作セットには全てデジタルフ

ィンガープリントが含まれているので、その制作セットによって制作されたコ

ンテンツが公開され、スマートコントラクトで規定されるマイニング基準に達

した場合、奨励としてドラゴンヴェインコイン（DVC）を獲得できる。 

4.2.4 コミュニティユーザー応用場面 

ブロックチェーンの透明性、改ざん不可、全過程追跡可能な特徴に基づき、コ

ミュニティユーザーはまず、自分の好きなコンテンツに「いいね」と評価でき



る。それによって、コミュニティに好意的な制作者は更なる多くの収益が見込

める。同時に、コミュニティユーザー投票による資金集めを行なうことによっ

て内容をカスタマイズできる。コミュニティメンバーは自分の好きなテーマ、

俳優、ストーリーなどを決められる。制作者はアイディアを展示することでク

ラウドファンディングによる制作が実現できる。 



5 ファンドとチームメンバー 

5.1 中心チームメンバー 

 

Shuto Yamamoto  

創業者&CEO 

2002年早稲田大学在学時に株式会社 Nojimaと提携

し携帯電話ビジネスを行う。2005年 Nojimaの中国

首席代表として中国上海にて現地法人立上げを行った。2008年、Mitsumaru 

East techにてテレビと家電分野において Nojima向け OEMプロジェクトを

開始し、その後ビジネス拡大に伴い Mitsumaru JPへ転籍、プロジェクトマネ

ージャーを務めた。その他中国にて飲食、美容ビジネスを立上げた後、2017

年にブロックチェーン技術応用のため Openlist limitedを設立。 

 

 

 

Tony Shum 

創業者&CMO 

Sanyo semiconductorの華東地区営業総監、香港上

場会社（三丸東傑）董事 

局主席アシスタント、MITSUMARU JPパートナーを

就任し、日本で中国産の MITSUMARUブランドの家電を販売成功させる。発

启ファンドのパートナー。 



 

Jack Zheng 

 

創業者& VP 

 

ゲーム業界の専門家であると共に政府とも強いコネ

クションを持つ。 2009 年から 2011 年にスターフ

ィッシュゲームズの CEO を務め、2011 年から 2013 年まで韓国の Renren 

Networkの代表者を務めた。2014年に iBHSoftの COOに就任。2016年か

らのブロックチェーンベースのゲームソリューションを研究している。 

 

5.2 顧問機関 

星合資本 

2017年からシンガポール機関の Starwin Digital Pte. Ltd.を導き多くのブロ

ックチェーンプロジェクト投資に参加した。主に Loopring、IOT Chain、Gifto、 

Scry、 Measurable Data Tokenなどプロジェクトを含めている。 

 

 

 

 



5.3 顧問チーム 

Kazunori Watanabe 

Funder & President 

NECグループ会社で 20年以上勤務、アジア太平洋地

区、北アメリカとヨーロッパで PCと関係、家電、電

子ゲームとテレビとビデオなど電子製品の世界販売

開発を行う。1985年と 2003年の期間に、ドイツで計 9年間駐在し、デュッ

セルドルフにてドイツ NEC、ミュンヘンで三菱電子と NECの合弁会社でディ

レクターを務めた。2003 年、招請に応じて香港電子企業 MEK 控股有限公司

で実行董事に就任し、2005年に香港にて IPOを成功させた。2007年、日本

にて家電、デジタル TVと PC周辺機器の販売やマーケティングを行う子会社

に代表取締役として就任した。 

 

 

Takechika tsurutani 

Polycom magic CEO 

 

 

 

 



Gunther Roehlig 

Terra Ventures Inc.の総裁に就任し、現在はカナダの

複数の上場会社董事或は高層幹部を勤務している。20

年以上の金融と投資銀行業界経験を持ち、会社の買収

更正分野に専念している。トロント創業取引所（TSX )とカナダ証券取引所

（CSE )で二十回余りの逆買収（RTO）と初回公開株募集（IPO）を企画した。

2015 年からブロックチェーン分野に注目し、2016 年にブロックチェーン市

場進出のために準備を始めた。 

 

徐汉杰 

 

聯夢（China）Holdings Limitedの最高経営責任者

兼永宣ベンチャーキャピタルのパートナー。また徐

氏はいくつかの企業でゼネラルマネージャーを務め

ており、資本運営と海外ベンチャーキャピタルのドッキングに特化しており、

国際的に有名な多くのベンチャーキャピタルと良好な関係を築いている。参加

プロジェクトでは常に高い成功率を誇る。 

 



陳宇 

 

徳弘資産管理会社創業者、仁和智本資産管理グルー

プ創業者。投資家。 

2012年から「江南憤青」という名前で金融論評を

開始し、「浙江省経済」に関するシリーズは金融業界に激震を与えた。金融業

界で最も有名な評論家の 1人。 

 

李波 

 

経済学博士。香港証券業及び中国証券業における資

格所有者。国際産業投資管理、投資銀行業務、M&A

において 20 年以上の経験を持つ。現在は BM 

Intelligenceグループ（上海）のシニアパートナー兼チーフエコノミスト。ま

た、中国本土の有名な国際クラウドファンディングプラットフォームの「同筹

荟（同籌薈）」の社長兼共同創業者でもあり、上海国際社区学院のブロックチ

ェーン・人工知能研究センターのディレクターも務めている。 

李博士は香港と中国本土に上場している 100 以上の企業を指導を行っており、

これまでに 10 冊以上の著作がある。 また、様々な政府、協会、研究機関、

大学の経済コンサルタントや研究者としても活躍している。 

 



張鵬  

天使投資者、聯衆国際の総裁、中国移動グループ会社

で 15年間勤務し、伯楽縦横資本創始パートナー、現

在の思睿黄埔投資公司パートナーを就任。モバイル通

信及びインターネット分野のプロフェッショナル。 

 

 

姚震  

奇快ネット創始者、董事長、CEO、CTO 

経験豊富なゲーム制作者、エンジニア、複数創業者。

ゲーム開発言語 UGL を開発し、国家 863 計画支援

を取得した。ゲーム開発業界に向けの統合ソリュー

ションを提供する QKML プラットフォームを作った。2014 年にソフトやハ

ード一体化製品市場に進出した。 


