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“絆”とは人と人との繋がりを意味する漢字である。	

我々は、KIZUNA（絆）を大切に新たな価値を創出する。	

	

世界で最も有名な日本製暗号通貨を目指して。	
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絆の協会はメイドインジャパンの暗号資産	絆の通貨	KIZUNANO 
COIN (KIZN)をリリースします。私たちは投資家やビジネスパート

ナーたちとの絆を大切にジャパンプロダクツにこだわり「ハイテ

ク」「高性能」「信頼」そして何よりも「品質」をモットーに新し

い暗号資産のジャパンブランドを確立し海外市場でのビジネス展開

を積極的に行って行きます。絆の通貨が世界で日本製暗号資産の代

表として認知される事を目標にしています。	

	

日本は資源のない国です。そのため日本人がグローバル社会で生き

残るためには、海外から新しいものを貪欲に取り入れ熱心に研究し

古来から継承し磨いて来た匠の技術を活用し努力しなければなりま

せんでした。信頼を損なう事がないよう妥協を決して許さず丁寧で

繊細で細やかな最先端プログラミング技術によって作られた絆の通

貨にもそのジャパンスピリッツが宿っています。絆の協会は

TOYOTAやSONY、任天堂やスタジオジブリ、YMOのような世界的

なジャパンブランドを目標に絆の通貨を活用し日本が世界に誇るコ

ンテンツと連携した「絆のプロジェクト」を進めて行きます。絆の

協会は暗号資産の未来と可能性を強く感じ情熱を持った国際的な人

たちによって結成されネクストジェネレーションの暗号通貨ビジネ

スプロジェクトを企画・開発する団体です。現在は非営利団体です

が、2021年法人化を予定しています。協会所在地はロサンゼルス	

リトルTOKYOですが絆の通貨のサーバーセキュリティーの観点か

ら、また協会員はアメリカだけでなく世界各地に住居を構えテレ

ワークによる共同作業と各自の実務を行っている事から世間が詳細

な住所を知る事に意味を成さないため一切公表しません。	
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NANOのシステムはビットコインの欠点を克服し拡張性の高い独自

の進化を遂げる非常に優れた革新的なブロックチェーン理論です。

今後のデジタル通貨における技術革新の先駆けとして注目されてい

ます。ビットコインの特徴である「ブロックチェーン」「マイニン

グ」にはスケーラビリティ（拡張性）に問題があり所有者と取引量

が増加するとマイニング時の承認スピードが遅くなり送金詰まりが

発生、手数料も高くなります。イーサリアムでさえもガス代が至上

最高値となりビットコインの下落に大きな影響を与えました。今後

もこういう事が起きるとなれば実用性に懐疑的です。NANOシステ

ムはこれらの大問題を劇的に改善したシステムでNANOウォレット

アカウント各々が独自のブロックチェーンを持つ「ブロックラティ

スアーキテクチャ（ブロック格子を形成する様式-NANOシステム

を体現する固有名詞）」を採用した暗号通貨です。	有向非巡回グ

ラフ（DAG）の一種であるブロックラティスは、NANOウォレッ

トアカウントを持つすべてのユーザーが自分だけが書き込める独自

のチェーンを取得し全員がすべてのチェーンのコピーを保持する構

造になっています。この構造はビットコインのような共有グローバ

ル台帳を非共有非同期台帳(プライベートネットワークのチェーン

更新は主に送信者と受信者)のセットに変換します。これによりト

ランザクション時間が短縮され、無制限のスケーラビリティ(拡張

性)が実現します。トランザクションはNANOアカウントの残高を

追跡するためセキュリティを損なうことなく積極的なデータベース

プルーニング（余分なデータを排除して軽くすること、剪定）が可

能です。NANOの分散型ネットワークは、不確実なスケーラビリ

ティから実用性に対し疑問を抱かせるビットコインとは全く違い

データの軽量化をせずとも難なく高速でトランザクションを処理す

る事ができ非常に優秀です。		
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Directed acyclic graph!
https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph	
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絆の通貨は新しい科学技術が次々と生み出される現代において、ど

のような新しい分野にもスピーディーに浸透でき日進月歩なデジタ

ル技術革新にレイトする事がない柔軟で常に進化可能な初期プログ

ラムによって構築された日本製の全く新しいローレイテンシーな技

術を有する暗号通貨です。それはジャパンスピリッツによって生み

出されジャパンプランドに拘りリブラやデジタル人民元が全盛とな

る近い将来に適応できるよう、またAIやIoTとの相性を考慮して設計

されたデジタル通貨システムの総称です。近い将来世界のあらゆる

ものすべては数値化を余儀なくされその膨大なビックデータを記録

するテクノロジーはどの分野でも必須になります。その世界を創造

していた我々の優秀なチーフプログラマーDr.クロサワは丁寧で繊細

で細やかな最先端プログラミング技術「kumiko理論」をベースに

KIZUNANO COINテストタイプを完成させ海外の最先端技術を随時

取り入れ	絆の通貨	第壱世代の開発を続けて来ました。絆の通貨を

主力に日本のあらゆるコンテンツを活用し特にクールジャパンに特

化した海外でのビジネス展開を計画した「絆のプロジェクト」を積

極的に行います。また社会情勢やその時代に適した型へと常にアッ

プデートが継続されます。絆の通貨は不必要なマイニングをなくし

高速な取引スピードと手数料ゼロ（＝マイニング報酬ゼロ）を実現

しました。結果として安全で快適、ストレスフリーの迅速な取引が

体感できます。我々独自のDAGT MarkⅢ(Directed Acyclic Graph 
Theory MarkⅢ,有向非巡回グラル理論マークスリー)テクノロジーを

実装。従来のDAGと比較し非常に優秀で動作が安定しています。ま

た取引所間での送受金手数料も安くその相互作用をテクノロジーの

力で強化することをコンセプトにしています。絆の通貨は他の暗号

通貨と比べて最強のアドバンテージがあります。多言語対応である

こと、DAGT MarkⅢにより根本的に取引処理能力がブロックチェー

ンを上回っています。	
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絆の通貨は日本の伝統技術からヒントを得たプライベートネット
ワークKUMIKOCHAIN(組子チェーン)によって構成され如何なる
サイバー攻撃に対しても対処可能な鉄壁の防御システムと正当なト

ランザクション検証ネットワークを有しています。トランザクショ
ンを常に監視する警戒機BLUE EYEとExplorer(サーバー)停止時で

も送受金を難なく可能にするバックアップシステムKIZNANOファ
ンネルによってセキュリティーは万全です。要するに絆の通貨は
サーバーが必須でなく万が一Exploreに障害が起きても送る人と受け

る人のチェーンが動いていれば送受金できるバックアップシステム
を有しています。またシステム障害を引き起こす不可抗力のバグを

探知し発見した場合プログラマーに即時通達する自動プログラム監
視システムCLEVER-DOGも実装しています。絆の通貨は如何なる
外部要因にも影響を受けず間違いなく送受金決済を可能にする暗号

通貨なのです。絆の通貨は従来の不便で不都合を引き起こすスマホ
アプリウォレットと決別しChromeやFirefoxなど随時アップデートさ
れ拡張性がある高性能ブラウザーのテクノロジーを利用するために、

そして直感的で簡単に操作が可能であるブラウザーウォレットを新
たに採用しました。それはPCは得意だけどスマートフォンは苦手、

スマートフォンは得意だけどPCは苦手なあらゆる人たちへのあらた
なソリューションとなります。それはMEW（マイイーサウォレッ
ト）を操作するよりも段違いの簡単さです。ブラウザーを利用する

ことで絆の通貨はあらゆるウェブサービスとの連携に親和性を産み
出す事が可能になりユーザーはそれらウェブサービスを快適に利用

できます。まだ我々が目にしていない新しく産まれるであろうサー
ビスに対してもです。ブラウザーウォレットを採用する事により
ユーザーはIDとPASSさえあれば絆の通貨の資産管理をあらゆる端

末で利用可能となり、場所や時間の制限を受けず便利性が向上しま
す。スマートフォンが故障した場合でも他の端末でアカウントにア

クセスできます。また高パフォーマンスな暗号通貨である事を最大
の目的としたシンプルなプロトコル設計から低パワーのハードウェ
ア上で実行が可能です。それはあらゆる人たちに絆の通貨を快適に

使って欲しいという技術者の願いが込められているからです。	

絆の通貨	1st Generation 



8	

BLUE EYE	

KIZNANO FUNNEL	 C L E V E R D O G	
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A Japanese traditional cra.s “KUMIKO”	

絆の通貨のトランザクションはNANOシステムを基礎理論にした

「KUMIKOCHAIN」によって構築されています。KUMIKOとは日本の伝

統技術で丁寧さを必要とし美を追求するために産まれた細工です。それは

簡単にいうと釘を使わずに木を幾何学模様に組み付ける木工技術のひとつ

で日本各地でその伝統技術が今も尚引き継がれています。零式NODEはプ

ロトコルに従いKUMIKOCHAINネットワーク参加者のコンピュータ上で実

行されるNANOウォレットアカウントソフトウェアの一部で、百式NODE
は零式NODEのまとめ役を担います。百式NODEは台帳全体かNANOウォ

レットアカウント各々のブロックチェーンの最後の数ブロックを含むプ

ルーニングされた一部の履歴を保存します。新しい零式NODEを建てる際は

全体の履歴を検証しローカルでプルーニングすることが推奨される。これ

らはブラウザーウォレットだからこそ最適化されます。KIZDAGはWitness
が必要なので完全中央集権型の暗号通貨と言えます。一方KIZUNANO 
COINはDPoS(委任型の関与の証明)なので完全非中央集権型の暗号通貨で

す。完全非中央集権型であることで誰もが使うことのできる実用的な暗号

通貨であり続ける事を可能にしています。今後絆の通貨はNFCなど対面で

の取引を簡単に行えるシステムやウォレットアカウントを持っていない人

でも利用できる絆の通貨を送受金できる仕組み	(HTML and QR and URLを
用いた小切手のような仕組み）絆の通貨が届いたか届いてないかをオート

メーションで判別しDLコンテンツを自動で売り買いするサービス	(販売

者やコンテンツのレビュー機能)IT分野、AIやIoTなどが浸透しやすいジャ

ンルと絆の通貨のテクノロジーを連動させるサービスの開発を予定してい

ます。	

Type 100 NODE	 Type Zero NODE	

絆の通貨	1st Generation 
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KIZNホルダーはステーキングしている零式NODEのDPoS(委
任型の関与の証明)により公平に報酬をもらえる権利が付与

される予定です。DPoSはKIZNANOの保有者（＝投票者＝承

認者を投票するユーザー）に対してその保有量に応じた投票

権を割り当てその投票により取引の承認者（＝ブロック生成

するユーザー）を委任します。取引を承認するまでの流れに

は多くの保有者が関わりますが実際に取引をするのは投票で

選出されたごく少数の承認者のみです。DPoSのコンセンサ

スアルゴリズムを採用しているプロジェクトの中には、自分

が投票した承認者が正常にブロック生成を完了した場合、配

当金を受け取ることができるというインセンティブを与えて

いるものもあります。投票者となるユーザーは自分の保有し

ている絆の通貨の価値を担保するために、正当な承認者のみ

に投票しようとします。選挙で承認者を決めるという仕組み

であることは、より民主的であると言われています。DPoS
はビットコインの代表的な承認方式PoW(Proof of Work)の改

善策として開発されました。PoWは多くの計算処理を行って

承認者を決めるため膨大な計算と大量の電力消費が必要にな

るデメリットがあります。一方DPoSはブロック生成を行う

承認者を限定することで取引の承認数と電力消費を抑えるこ

とができます。地球環境にも優しい仕組みです。今後絆の協

会は絆の通貨とそれにまつわる「絆のプロジェクト」が技術

的アドバンテージを持つようにします。そしてメイドイン

ジャパンの暗号資産として世界の暗号通貨の殿堂入りを果た

すために開発を加速させます。それは段階的ステーブルを経

て１KIZN=１セントのステーブルコインの実現をより可能に

します。最終目標であるユニバーサルベーシックインカムの

導入を目指せます。	

絆の通貨	1st Generation 
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絆の協会は日常で様々な目的に利用できる革新的で次世代型

の暗号通貨ステーション「ギャランティア」（ニュータイプ	

クリプトカレンシーエクスチェンジ）を創設し、ステーブル

通貨による定期預金の仕組み作りを予定しています	(利率の

根拠：自動アビトラシステムの収益、ステーブル通貨を用い

た取引所トークンによる配当、DPoSによるステーキング報酬

など)	ギャランティアは既存の暗号通貨取引所とスタイルが

全く異なります。それはもちろん暗号通貨の取引機能も有し

ますが、大規模なAIと最先端メカニズムを搭載し来るべき国

境を越えたITインフラが活躍するグローバル社会に必須の機

能を持ちます。ギャランティアは複雑なキャッシュフローの

情報処理技術とビックデータの高速記録処理を社会へ提供す

るビジネスの要として重要な役割を担います。KIZ協会は秋葉

原に暗号通貨、特に絆の通貨で決済ができる訪日外国人専用

のフラグシップな観光施設をオープン予定です。それは日本

の伝統文化、クールジャパンに特化した情報発信基地のよう

なショッピングモールになります。もちろんそれに関連した

グローバルな革新的インターネットショッピングモールも創

設します。なぜならば訪日外国人の観光目的第一位がショッ

ピングだからです。クレジットカードと連動したドルベース

のクオカード、プリペードカード決済サービスを行う予定で

す。それはもちろん日本人の方々も利用できます。絆の通貨

はインターネットでの暗号通貨の最良の出口になります。絆

の通貨がNFCと連携してタッチで決済することを可能にすれ

ば利便性において電子マネーを上回るでしょう。絆の通貨は

ワンタッチでデジタル通貨とリアル通貨の快適で簡単、スト

レスのない架け橋になるでしょう。	

絆の通貨	1st Generation 
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絆のプロジェクトは様々な分野へ浸透可能なAIやIoT技術との連
携を積極的に行います。特に絆の通貨はIoT（モノのインター
ネット）との親和性が高い技術です。モノとモノがインターネッ

トで相互に繋がる仕組みをIoTと言います。絆の通貨の技術はIoT
の仕組みをより強化するネットワークを生み出すことができます。

我々は「ベーシックインカム」を実現するためマンパワーを必要
としないオートメーションの大規模な事業を行う予定です。我々
はそのための現実的なアイディアを沢山持っていますがここです

べてお伝えするのは控えます。ライバル達に我々のすばらしい構
想を盗まれたくありません。しかし我々がそれらを実現させるた

めにどのようなコンセプトを持っているか知って頂くためにひと
つだけ例をあげます。それは「アグリカルチャー」です。世界的
に農業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。世界的に農

業人口の減少と高齢化が今後更に加速していきます。無人農機自
動運転技術はすでに確立されています。それはGPSで位置を計測
する精度が数cm以内の誤差に制御できるようになりました。農業

は間もなく耕耘作業、種まき、栽培、収穫、パッケージング、流
通から販売までマンパワーをほとんど必要とせず全てAIによる

オートメーション化が当たり前になります。そしてそれはすでに
赤道直下の東南アジアの国々の大規模農園で計画されています。
しかしそのシステムを円滑にするには複雑なキャッシュフローや

あらゆる数値を計算し記録しなければなりません。高度な情報処
理技術が必要になります。絆の通貨はその問題を解決します。例

えば、AIにより働かなくても良くなった人たち1000人があるオー
トメーション農園に小額出資をしたとします。耕耘から販売まで
どのような環境数値（天候、気象条件、社会情勢など農作物の生

産量に影響を与える外部要因の数値）が算出され経費がいくらか
かり収益をどれだけ上げたかその複雑で細かいキャッシュフロー

すべてを24時間365日計算・記録する事で、1000人の人たちがそ
れぞれが出資した額面に見合ったパーセンテージの配当が得られ
ます。それもUBIとして継続的にです。現在このオートメーショ

ンシステムを某国立大学農学部の教授と共に共同開発中です。	

絆の通貨	1st Generation 
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その配当はギャランティアから出資者たちに絆の通貨のみで支払

われます。それにより絆の通貨の必需性を永続的に高めて行きま

す。もちろん絆の通貨は取引所で他のトークンへ変える事ができ

ます。またプリベイドカードやクオカードなどを介しドルの法定

通貨へ換金が可能です。絆の協会は今後、AIビジネス、Iotビジネ

ス、民間宇宙ビジネス、海洋鉱物資源や再生可能エネルギービジ

ネスなどこれからの人類に必要不可欠な未来事業に暗号通貨技術

で参入すればベーシックインカムは実現できると確信しています。

特に宇宙ビジネスにおいては、衛星とデバイスが通信する場合従

来までは地上の衛星アンテナやサードパーティネットワークを経

由する方法が一般的です。今後はKUMIKOCHAINで衛星ネット

ワークを構築し、ユーザーによる宇宙でのアプリケーション構築

を実現可能にします。これによって大幅なコスト削減も可能にな

ります。最後にビジネスにおいて我々は日本という国をとても大

切な場所と考えています。2021年法人化される絆の協会が強靭な

国際競争力を手に入れるため絆の通貨は先ず海外で実績を積みま

す。その後日本政府へ暗号通貨ステーション	ギャランティアの事

業許可を申請し日本の暗号通貨ビジネスへ新規参入し進撃する事

を目標にしています。	

The Global KIZUNANO Project 	

絆の通貨	1st Generation 
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現在の暗号通貨は技術者主体のため社会性のあるプロデュースが影を潜めて
います。その技術が何のために使用されるのか、どのような場所で活躍する
のか目的がはっきりしないものが多いです。日常から離れた狭い世界で技術
の自慢と投機目的にしか使われていないのが暗号通貨が社会に浸透していか
ない問題です。現在の暗号通貨は昔電気が発明された頃と似ています。	

	
それがどのようなデバイスによってどのように使われどうやって社会に役
立って行くのかはっきりしていない時期と似ています。KIZ協会は優れた絆
の通貨という電気を使い、あらゆるITインフラを活用して現代社会でのその
利用目的をはっきりさせた	“絆のプロジェクト"をこれからも進めて行きま
す。		

	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           絆の協会	プロデューサー	Paul Craigより		
	
絆の協会はNANOのシステムに惚れ込み、NANO開発者への尊敬と敬意を表す
ため絆の通貨	KIZUNANO COINと命名しました。ホワイトペーパーの作成

に伴い情報可視化、資料収集を行ったPaul Craig氏、Jack Brightman氏、ドク
タークロサワと他スタッフたちの心からの協力に感謝の意を表します。		
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絆の協会	CEO Masaki KOBAYASHIより	
正しい表記	

 
絆の通貨	 
KIZUNANO CURRENCY 
KIZUNANO COIN 
KIZN 
KIZNANO  
	
The KIZUNANO Association CEO: Masaki KOBAYASHI 
Producer: Paul Craig 
AP: Jack Brightman 
e-mail: info@newkizunacoin.com  
 
Future plans will be added to the next white paper. Please wait for the update. 
Subject to change without notice due to social conditions. 	


