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一．背景紹介 

2017 年、デジタル資産は爆発的な成長を遂げました。 CoinMarketCap のデータに

よると、2017 年 1 月の初め以来、デジタル資産の総市場価値は 170 億米ドルから 6500

億米ドル以上に上昇し、2018 年 1 月には 8000 億米ドルを超えました。ブロックチェー

ンの基盤となるテクノロジーの急速な発展に伴い、従来の金融機関が市場に参入し続け、

関連する概念の受け入れと一般の認識が高まり続けています。2018 年には、デジタル資

産業界は次のレベルに上昇するはずです。市場価値の大幅な上昇に伴い、デジタル資産取

引も世界中で非常に人気があります。 2017 年の初めには、デジタル資産の世界平均 1 日

あたりの取引量は 2 億米ドル未満でしたが、この数字は 2018 年に 677 億米ドルに達し、

巨大な市場の可能性を示していま 

 

グローバルデジタル資産総市場価値[2019-2021] 

 

Real Coin これは、取引、情報、および社会的機能を含むデジタル資産のための世界

初の社会的取引プラットフォームを確立することを目的としています。まず、Real Coin
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以下を含む多様な取引サービスシステムが提供されます。 

1.包括的な市場情報システム：Real Coin 取引プラットフォームにリストされ、取引され

る各デジタル資産、主要な保有アドレスの変更、開発の進捗状況、コードの更新、コミュ

ニティの人気、取引量、資本などの市場動向をユーザーに提供します重要なコンテンツ流

入および流出情報や業界情報など。 

2.注文コピーシステム：ユーザーは、フォローアップ取引のコピーターゲットとして信頼

できる優れた投資家を選択できます。 次に、Real Coin はさまざまな金融商品を提供し

ます。このプラットフォームは、既存の主流のデジタル資産に加えて、トークン先物、ト

ークンオプション、インデックス、ファンド、永久契約、保険のような商品などの商品も

ユーザーに提供します。また、さまざまなリスクとリターンの好みを持つユーザーのニー

ズを満たすためのファイナンスや通貨ファイナンスなどのサービス。 

3.同時に、Real Coin ソーシャルトレーディングを積極的に推進します。 優れた投資家ド

キュメンタリーシステムに加えて、Real Coin は、IM インスタントメッセージングシス

テムを開発し、投資家コミュニティを構築し、ユーザーが相互に交換して学ぶことを奨励

します。 コミュニティの構築により、投資情報のソースが充実し、投資家がより包括的

な判断と運用を行うのに役立ちました。 個人投資家は、共同で取引戦略を開発したり、

投資経験を交換したりするためのコミュニティを設立することもできます。同時に、Real 

Coin は投資家教育セクションを設置し、プラットフォームユーザーが投資の盲点に別れ

を告げ、デジタル資産の分野で適格な投資家になるのを支援する、専門的で包括的かつ体

系的なデジタル資産投資教育コースをユーザーに提供します。 

上記の点に加えて、Real Coin 完全な保護メカニズムも確立します。既存の取引プラット

フォームに抜け穴ができたり、ハッカーに盗まれたりすると、ユーザーの損失を補償する



 

  

ことは困難です。プラットフォームユーザーを保護するために、Real Coin は投資家保護

基金を設立しました。 

 

二．業界の問題点 

1.1 安全性 

安全の重要性は自明です。現在の主流のデジタル資産取引プラットフォームのほとん

どは集中型の取引プラットフォームであり、外部のハッカー攻撃に対して非常に脆弱で

す。抜け穴が発生すると、何千もの投資家に莫大な損失をもたらします。同時に、取引プ

ラットフォームの評判も深刻な打撃を受け、プラットフォームでさえこれにより直接シャ

ットダウンを余儀なくされます。 

Crypto Aware のデータによると、2011 年以降、ハッカーの攻撃やプラットフォー

ムの脆弱性により、17 億米ドルを超えるデジタル資産が失われています。2018 年の第 1

四半期だけでも、6 億 7000 万米ドルを超えるデジタル通貨が失われています。 

Real Coin 取引プラットフォームは、中央銀行レベルのセキュリティ要件を備えたシステ

ム全体を構築します。 開発チームは、取引システムの構築において非常に豊富な経験を

持っています。システムの基盤となるセキュリティアーキテクチャの設計から、ホットお

よびコールドウォレットの展開まで、一流の国際的なセキュリティ専門家のチームが、取

引プラットフォーム。 

1.2 安定 

投資家の流入により、1 日の平均取引量は増加を続けており、既存の取引プラットフ

ォームインフラストラクチャとサーバーパフォーマンスの拡張が不十分であるため、投資

家に安定したスムーズな取引体験を提供することは困難です。カード注文などが発生する



 

  

場合があります。 

Real Coin トレーディングプラットフォームには、業界トップの開発および運用および保

守チームがあり、安定した基盤アーキテクチャを構築し、サーバークラスターの冗長スイ

ッチングとマルチノードデータのリアルタイム同期を実現し、7 * 24 時間の監視を実行

してプラットフォームの効率的な運用。 

1.3 ユーザー保護メカニズムがありません 

Real Coin は、取引プラットフォームのシステム上の問題によって引き起こされた損

失をユーザーに補償するための独自のユーザー保護メカニズムを確立します。 

トレーディングプラットフォームの現在の開発から判断すると、トレーディングプラット

フォームは通常のユーザーの保護メカニズムをほとんど設定せず、ユーザーは通常、損失

を自分で負担する必要があります。ユーザー保護メカニズムの欠如は、現在の取引プラッ

トフォームの欠陥であり、ユーザー保護メカニズムの的を絞った確立は、取引プラットフ

ォームの開発計画の不可欠な部分です。Real Coin は、プラットフォームのセキュリティ

を確保するために最高水準の取引プラットフォーム全体を構築します。一方、Real Coin

は、システム上の問題によって引き起こされた損失をユーザーに補償するための固定保護

メカニズムも確立します。取引プラットフォーム。 

1.4 コミュニティ構築の欠如 

コミュニティの相互作用は、現在のデジタル資産エコロジーの欠如の重要な部分です。

多くの投資家の間のコミュニケーションの欠如があり、コミュニティの効果を形成するこ

とはできません。実際、デジタル資産エコシステムの拡大は、コミュニティの構築と切り

離せないものです。完全なコミュニティは、投資家間のつながりを強化し、より多くのユ

ーザーを引き付けることができます。 



 

  

Real Coin は、ユーザーが必要に応じて投資経験、業界知識、プロジェクト開発、その他

のコンテンツを交換および共有するためのコミュニティを確立できる専用のインタラク

ティブコミュニティを提供します。 

1.5 投資家教育の欠如 

ブロックチェーンおよびデジタル資産投資業界には高いしきい値があり、ユーザーは

適格投資家になるために非常に最先端の知識システムを持っている必要があります。現

在、市場には多くのブロックチェーン教育コースがありますが、内容は実際にはまちまち

です。さらに、デジタル資産投資には、ブロックチェーンの知識だけでなく、正しい投資

哲学と専門的な投資知識も必要です。既存の取引プラットフォームを見ると、投資家教育

セクションはまだ空白です。取引プラットフォームに投資家教育セクションを設置する

と、ユーザーの投資レベルが向上するだけでなく、さらに重要なことに、既存のユーザー

の持続可能性が高まり、より多くの新規ユーザーを引き付けることができます。ユーザ

ー。、これは取引プラットフォームの持続可能な開発のための十分な推進力を提供します。 

デジタル資産投資における投資家の知識不足を補うために、RealCoin は専門的な投資家

教育セクションを設置します。さらに、Real Coin は優れた投資家コラムを設立し、優れ

た投資家が投資アイデアや投資方法をコミュニティユーザーと共有することを奨励しま

す。 

1.6 監督の欠如 

既存の取引プラットフォームには重大な規制上の欠陥があり、ユーザーは、プラット

フォームがトークンを悪用したかどうか、またはプラットフォームが価格操作を実行した

かどうかを知ることができません。実際、現在の主流の取引プラットフォームのいくつか

は、価格操作やデジタル資産の預け入れや引き出しの悪意のある閉鎖などの事件にさらさ



 

  

れています。したがって、透明性を向上させ、ユーザーと取引プラットフォーム間の情報

の非対称性を減らす方法も、取引プラットフォームの開発計画の重要な部分です。 

Real Coin は、監督の欠如に対応して Real Coin 情報開示システムとレビューシステムを

開発し、市場価格を操作する取引プラットフォームなどの行動を回避するための対応する

内部監督メカニズムを確立します。 

1.7 不十分な市場の深さ 

取引プラットフォームの市場の深さは、ユーザーエクスペリエンスと投資コストに大

きな影響を与えます。ユーザーが取引量の少ないプラットフォームで通常の取引を完了す

るには多くの時間がかかり、流動性の高いプラットフォームと比較して、ある程度の経済

的損失を引き起こす可能性さえあります。取引の深さが不十分なため、ユーザーは取引量

が不十分なプラットフォームでの取引を放棄することを選択します。これは悪循環を生み

出し、取引プラットフォームの深さが不十分であるという問題を悪化させ、取引プラット

フォームの開発に大きな影響を与えます。 

Real Coin 取引プラットフォームは、プロジェクト識別における豊富な経験を利用して、

より高品質のプロジェクトをプラットフォームに導入し、十分なトラフィックをもたらし

ます。Real Coin はまた、マーケットメーカーメカニズムを採用して、資格のある機関ま

たは個人を導入し、プラットフォームに十分な流動性を提供して、取引市場の活力を確保

します。同時に、Real Coin トレーディングプラットフォームはネットワーク全体のトラ

ンザクションを開発し、API を使用して市場の主流の取引所にアクセスし、市場の深さを

完全に高めます。 

 

 



 

  

三．リスク管理システム 

3.1 システムリスク管理 

データベース読み書き分離メカニズム：初期に、システムリスク制御は一般的にデー

タベース主従複製、読み書き分離、Sharding などのメカニズムを確立することによって

取引システムのデータベースとリスク制御システムデータの同期と読み書き分離を保証

する。システムリスク制御は、必要な顧客/口座データ、取引データに対して一般的に読

み取りの権限しかなく、口座データの安全と信頼性を確保する。 

キャッシュ/メモリデータベースメカニズム:効率的なキャッシュシステムは性能を

向上させる有効な措置であり、一般的にこのメカニズムは頻繁に使用されるデータを

REDIS などのキャッシュシステムに格納する。たとえば、リスク制御ルール、リスク制御

ケース・ライブラリ、中間結果セット、白黒リスト、前処理結果、取引パラメータ、課金

テンプレート、清算ルール、仕訳ルールなどのデータがあります。一方、いくつかの高周

波トランザクションでは、パフォーマンスに基づいてメモリ・データベースが格納されま

す(一般的には SSD ハードディスクと組み合わせられます)。 

RPC/SOA アーキテクチャ:トランザクションシステムとシステムリスク制御の結合

度を低減します。初期のシステムサービスが少ない場合、システム間サービスの呼び出し

は、RabbitMQ/ActiveMQ のようなメッセージミドルウェアまたは RPC 方式を直接採用

することが一般的である。システムサービスが増加し,サービスガバナンスの問題が発生

すると,Dubbo のような SOA ミドルウェアを用いてシステムサービス呼び出しを実現す

る.複合イベント処理(CEP):リアルタイム/準リアルタイム取引リスク制御は、純粋に規則

に基づく処理モードに比べて、複合イベント処理(CEP)モードを採用し、その性能と拡張

性がより良い。 



 

  

3.2 オペレーショナルリスク管理 

運営リスクは取引プラットフォームの経営管理活動に固有のリスクであり、Real 

Coin は運営リスク管理を自身のリスクコントロールシステムの重要な構成部分としてい

る。運用リスクとは、不完全または問題のある内部プログラム、人員および外部イベント

による損失のリスクを指す。Real Coin 運営リスク制御システムは全面リスク管理の枠組

みの下で、全面的な内部監督管理を通じて、有効に運営リスクを識別、評価、検査、制御、

報告し、それによってプラットフォーム業務の正常、持続、安定した展開を保証する。 

Real Coin は専門的なコンプライアンスとリスク管理部門を設立し、リスク管理の具体的

な仕事の組織と実施を担当し、具体的な職責は以下の通りである。 

1.率先して取引プラットフォームの各業務制度、プロセスを制定、改訂、完備し、運営リ

スクを効果的に防止する。 

2.関連業務及びサポート部門の識別、評価、検査、コントロールに協力する。 

3.取引プラットフォーム運営リスク時間の処理と問責メカニズム、及び運営リスク損失の

追及メカニズムを確立する。 

定期/不定期に各業務及びサポート部門の運営リスク管理業務と事項についてコンプライ

アンス検査、分析、評価を行い、相応の意見と改善要求を発行する。取引プラットフォー

ムの各業務ラインの重要なリスク指標を監視し、監督管理要求の変化と業務発展状況に基

づいて定期/不定期に更新し、完備する。関連業務ラインの運営リスクの管理状況を定期

的に分析し、評価し、会社の運営リスク時間と損失データを収集し、報告する。 

3.3 製品のリスク管理 

第 1 段階の製品リスク制御は主に製品の上場前の職務調査に集中し、データベース

中の歴史データとパラメータに対する合理性検査、歴史取引データまたは標準化派生品契



 

  

約およびその市場価値を用いてモデルを貫通テストし、その設計合理性を判断することを

含む。 

第 2 段階の製品リスクコントロールは製品の安定運行の段階に集中し、各種金融製

品の参入標準化条項を制定することによって、知能契約の形式で順次通過するロックを設

立し、審査を通過したすべての金融製品がオンラインになった後、ブロックチェーンの中

心化したデータ形式で販売を行い、財テク製品庫を形成する。この段階で投資家は自由に

製品を選択することができ、各製品は人為的な背景のために投資家を誤導することはな

く、すべての上場製品の説明は、厳格なインテリジェントな審査を経て生成されたデータ

によって支えられ、これらのデータは永遠に変更または削除できない。 

3.4 新しい通貨リストのレビュー 

Real Coin プラットフォームは、有名な機関と専門家からなるプロジェクト審査委員

会を設立する。委員会は複数の職能部門を設置し、上場申請項目に対して上場手続き、コ

ード、白書、法律コンプライアンス、財務などの審査を行う。同時に、Real Coin は権威

のある第三者格付け機関を導入し、上場プロジェクトを独立して審査する。プロジェクト

の上場取引の各段階の審査に対して、Real Coin は国際的に有名な第三者権威機関を導入

して共同で参加し、審査結果が真実で客観的で、合理的で信頼できることを確保する。 

 

 

 



 

  

上場手続き審査:新上場の各種通貨について、Real Coin プラットフォームはまず手続き

に合致するかどうかを審査し、上場プロジェクトの申請、申請書類の登録と届出、上場委

員会の審査、審査意見の発行から上場準備まで。 

 

コード審査:プロジェクト審査委員会の下に専門のコード審査部門を設置し、新上場通貨

コードのアーキテクチャ、可読性とメンテナンス性、コード機能実現の可能性及びコード

システムの安全性など多くの方面に対して全面的に審査を行う。 

 

白書審査:白書の乱雑な現象を避けるために、投資家の権益を保護するために、プロジェ

クト審査委員会の下に白書審査部門を設置し、白書の真実性と合理性に対して深い分析と

審査を行う。 

 

法律コンプライアンス審査:プロジェクト審査委員会はまた専門の法務監査部門を設立し、

新しい上場通貨ごとに法律コンプライアンスの審査を行い、プロジェクトの所在地の法律

要求に合致することを確保し、関連する違反リスクを避ける。 

 

財務審査:プロジェクト審査委員会の下に財務監査部門を設置し、プロジェクト中の白書

に開示された通証分配を審査するとともに、プロジェクト側に募集資金の使用状況を定期

的に文書開示し、プロジェクト側の資金使用の合理性を確保するように要求する。 

 

 

 



 

  

四．Real Coin デジタル資産ソーシャルト

レーディングプラットフォーム 

4.1 製品 

4.1.1 通貨取引エリア 

Real Coin プラットフォームは API インタフェースを通じて全ネットコイン取引を

接続し、投資家に十分なデジタル資産取引を提供する。通貨取引は主流通貨区、潜在力通

貨区、上新通貨区の 3 つのプレートに分けられる。取引の成約価格は市価取引と価格制限

取引を採用することができ、ユーザーは自分の必要に応じて取引を行うことができる。 

また、ユーザーの誤った注文(烏龍指)による市場価格の異常な変動と個人資金の損失

を防止するための Real Coin 取引プラットフォームである.リアルタイムアラートサービ

スが提供されます。具体的なルールは以下の通りである:もしユーザーが貨幣取引区で注

文したものが現在の売買盤内の注文と直接成約できるならば、システムは成約深さに対応

する価格と同方向の盤口価格の偏差が 40%を超えているかどうかを判断する。超過する

と、ユーザーは異常注意を受けます。そうしないと、システムは正常に撮影されます。例

えば、あるユーザーは XRP/BTC 取引区で 100 BTC の市価購入書(この時の販売価格は

0.00012)を下し、システムは注文が成約した後の最新の成約価格が 0.0002 であると判断

した。このとき、取引深さに応じた価格と同方向のディスク口価格のずれは(0.0002-

0.00012)/0.00012=66.7%>40%であり、ユーザーは以下の注意を受け取る。「注文価格に

異常がある可能性があるので、確認してから再度注文してください」。 

4.1.2 OTC 商圏 

Real Coin 取引プラットフォームはまた、OTC 取引区を設置し、OTC 法貨の両替を



 

  

発売し、ユーザーは法貨を持って OTC 取引区で BTC、ETH、USDT などのデジタル資産

を直接両替することができる。現在、Real Coinは市場の主流のフランスドルを支持する。 

4.1.3 トークンデリバティブ 

通証長期(Real Coin) 

市場の予想と流動性の需要の影響を受けて、通証価格の変動が大きい。価格変動のリ

スクを合理的にヘッジするため、Real Coin は通証長期契約を開発する。従来の金融市場

における長期契約と同様に、通証長期契約の取引双方は、将来の特定の時間に特定の価格

で特定の数量の通証を売買することを約束し、契約では取引の標的物、有効期間、引き渡

し時の実行価格などの内容を規定することを要求している。通証の長期は OTC 取引モデ

ルであり、契約規模の大きさと具体的な内容は標準化されていない。現在、Real Coin 取

引プラットフォームは市場価値の上位 10 の通証に対して相応の長期契約を開発してい

る。受け渡し期間は 2 週間、1 ヶ月、3 ヶ月です。注目すべきは、長期契約に基づいて投

機ではなくリスクを回避するために、長期契約に基づいて、保証金として 100%の担保品

が必要であることだ。 

BTC の長期を例にとると、EOS は現物市場で熱が高く、価格が安定していると仮定

し、A は EOS を保有しているが、A は 1 ヶ月後に 1 級市場プロジェクトに投資したいと

考え、プロジェクト側は BTC のみを受け入れるため、A は 1 ヶ月後に EOS を BTC に両

替する必要がある。通証市場の巨大なリスクを考慮して、A は Real Coin 取引プラットフ

ォームの OTC パーティションで注文することができ、BTC を購入することができ、契約

は以下の内容を規定する:EOS の BTC に対する実行価格;1 ヶ月の期限受け渡し数量 

通証失効(Crypto Swap) 

 



 

  

 

 

方向が逆で、受け渡し期間が異なる 2 つまたは 2 つ以上を組み合わせて行われる取

引。トレーダーの異なる期限の通証保有ヘッジをゼロにし、取引リスクを大幅に回避しま

す。同時に、高リスク投資家により柔軟な取引ツールを提供します。現在、プラットフォ

ームは市場価値の上位 10 通証に対する期限切れ製品を提供している。 

通証先物(Crypto Future) 

通証長期に比べて、通証先物はより標準化された契約であり、標準化は Real Coin が

契約の単位数と受け渡し日を統一的に規定しているため、通証先物は公開競売の取引プラ

ットフォーム取引モデルを採用し、現在プラットフォームは市場価値の上位 10 の通証先

物を提供している。 

通証先物は保証金取引メカニズムを導入する。また、市場全体の流動性と生態の有効

な循環を保証し、悪意のある空振りを防ぐため、Real Coin プラットフォームは空振り取

引に対して貸し出しメカニズムを導入し、空振り取引は現物の貨幣市場で完成し、先物市

場の損益は契約の満期日に決算される。現在、Real Coin プラットフォームは市場価値の

上位 10 通証の先物取引を提供しており、引き渡し期間は 1 週間、2 週間、1 ヶ月、3 ヶ

月で、レバレッジ率は現在最高 10 倍を支持している。 



 

  

3 ヶ月の BTC 先物を例に挙げます。 

マルチヘッド(Long): 

A は 3 ヶ月以上 BTC 先物を作り、10 倍のレバレッジの保証金支払い率を選択する必要が

ある。 

 

 

空(Short): 

B は 3 ヶ月の BTC 先物を空けて、10 倍のレバレッジの保証金の支払い率を選ぶ必要があ

ります 

 

 

 



 

  

通証オプション（Real Coin） 

Real Coin プラットフォームは、多様な投資ニーズを満たすために、通貨オプション

(Call Crypto Option)と Put Real Coin(Put Real Coin)に分けられます。通証先物とは異

なり、通証オプションの多頭は義務ではなく引き渡す権利を有し、空頭は多頭の選択に基

づいて引き渡す義務を負う必要がある。 

純通証オプション:Real Coin プラットフォームの純通証オプションは通証を標的と

しており、現在プラットフォームが提供している純通証オプションは主に BTC、ETH、

EOS、LTC、BCH に基づいており、サポートされている受け渡し期間は 2 週間、1 ヶ月、

3 ヶ月である。Real Coin の純通証オプションは投資家にセット保証のツールを提供し、

オプションの買い手は引き渡すかどうかの選択権を有し、売り手は引き渡す義務があるた

め、買い手は一定のオプション費用(Premi-um)を支払う必要がある。双方の利益状況は

当時の市場価格と行権価格の価格差にかかっている。 

BTC オプションの例： 

BTC 上昇オプション(BTC Call Option): 

T 0 時点では、A は今後 BTC 価格が上昇すると予想しているため、1 ヶ月の BTC の上昇

オプションを購入することができる。オプション料金(P)が 500 ドルであると仮定し、こ

のオプション価格(X)は 6000 ドルである。3 カ月後、BTC が 7000 ドルに上昇すると、行

使後の純利益は 7000-6000-5、00=500 ドルとなる。同時に、損益のバランスが 6500 ド

ルになることができます。3 ヶ月後の BTC 価格がこの損益バランスポイントを上回れば、

A はこのオプションの多頭として利益を得る。 

しかし、価格が下落すれば、このオプションの最大の損失は購入オプション費用(P)を超

えない。3 ヶ月後の BTC 価格が 5500 ドルであると仮定し、A はこのオプションを購入し



 

  

たが、引き渡さないことを選択し、純損失はこの上昇オプションのオプション料 500 ド

ルであり、最大損失も 500 ドルである。 

 

 

 

BTC 下落オプション(BTC Put Option): 

T 0 時点では、B は今後 BTC 価格が大幅に下落すると予想しているため、3 カ月間の

BTC の下落オプションを購入した。同様に、オプション料金(P)は 500 ドルであり、この

オプション価格(X)は 6000 ドルであると仮定する。3 ヶ月後、BTC が 5000 ドルに下落す

ると、行使後の純収益は 6000-5000-500=500 ドルとなる。同時に、損益のバランスポ

イントは 5500 ドルです。3 ヶ月後の BTC 価格がこの損益バランスポイントを下回る限

り、A はこの下落オプションの多頭として利益を得る。BTC 価格が上昇すれば、オプショ

ンの最大の損失は購入オプション費用(P)を超えない。3 ヶ月後の BTC 価格が 6500 ドル

であると仮定すると、A はそのオプションを購入し、この場合は引き渡さないことを選択



 

  

し、純損失はその下落オプションのオプション料 500 ドルであり、最大損失も 500 ドル

である. 

 

 

通証指数オプション: 

通証指数オプションは指数を基準としている。現在のプラットフォームでは Real 

Coin 30 指数オプションは、今後、2 週間、1 ヶ月、3 ヶ月の他の指数に基づくオプショ

ンも発売されます。 

1 ヶ月の Real Coin 30 を例にとります。 

Real Coin 30 上昇オプション 

 



 

  

 

 

永続契約（Crypto Perpetual Contract） 

Real Coin プラットフォームは、高レバレッジで現物市場を複製できる永続契約を提

供し、現在、Real Coin は最高 100 倍のレバレッジを提供しています。契約は引き渡され

ず、様々なメカニズムで参考価格指数に追いつくことができ、その中で最も主要なメカニ

ズムは価格指数資金費用、すなわち価格指数に基づいて資金料率を計算することである。

この派生ツールは、倉庫価値がベースギャップやプレミアムフローの影響を受けることを

望んでいない投資家に適しています。現在 Real Coin プラットフォームが提供している

永続契約は BTC/USD、ETH/USD、LTC/USD、BCH/USD である。 

契約オファーと損益計算、永続契約のオファーと損益はドルで計算します。 

 

 契約計算 

契約乗数   1$ 

契約のBTC見積もり 1$/ BTC 

損益計算 契約数量*乗数*（1 /アップポジション価格-

1 /クローズポジション価格） 

 



 

  

料金支払い時間 

永続契約は満期日がありません。資金費用は 8 時間ごとに計算され、1 日に 3 回の資金の

収支が発生し、それぞれ 00:00 UTC、08:00 UTC、16:00 UTC である。これらの時点で倉

庫を持ってこそ、資金費用を徴収したり支払ったりする必要があります。料金徴収時間よ

り前に平倉すれば、資金費用を徴収したり支払ったりする必要はありません。例えば、今

日 UTC+8 の午後 8:00 には、複数の倉庫が一定の割合の費用を支払うと同時に、空き倉

庫がこの費用を受け取ることになります。この過程で Real Coin プラットフォームは資

金費用を受け取ることはありません。 

費用の支払いと計算: 

資金費用=倉庫価値*交換補償率 

交換補償率が正であれば、多倉は資金費用を支払い、空倉は資金費用を受け取る。レート

が負の場合は逆です。交換補償率の詳細な計算式は Real Coin プラットフォームで公表

される。 

100 倍の BTCUSD 永続契約の例： 

A は 100 個以上の BTC を作り、BTC の現価は 6000 ドルで、合計 100 BTC*6000 

USD=600000 枚の契約、すなわち 600000 ドル以上の BTC を作る。100 倍のレバレッジ

の下で、A は保証金 1%*600000=6000 ドルを支払う必要があります 

数日後に契約価格が 7000 ドルに上昇すれば 

A の利益は：600000*（1/6000-1/7000）=14.286 BTC である。 

このときの交換補償率が正の場合、00:00 UTC では多倉が料金を支払う必要があります。 

数日後に契約価格が 5000 ドルに下がると 

A の利益は：600000*(1/6000-1/5000)=-20 BTC である。 



 

  

通証基金(Crypto Fund) 

基金の種類 

アクティブファンド(AlphaReal CoinFUND) 

AlphaReal CoinFund はアクティブファンドであり、グループ内の通証の種類と重みはフ

ァンドマネージャによって決定され、ファンドの目標は基本指数を超えた超過収益を得る

ことである。このファンドの高リスク、高収益の特徴は、高リスクの投資家のニーズを満

たしている。AlphaReal CoinFund のサポートチームは、豊富な経験を持つ専門家で構成

されています。また、プラットフォームは定期的にファンドの収益を追跡し、毎週、毎月、

四半期ごとにファンド収益報告書を発表します。インデックスファンド (IndexReal 

CoinFUND)Real Coin プラットフォームは、インデックスファンド(受動ファンドとも呼

ばれる)IndexReal CoinFUND も発売する。ファンドは、リスクを分散することによって、

より低いリスクレベルでの安定した投資収益を得るために、標的指数の業績表現をコピー

しようとしています。IndexReal CoinFUND の追跡標的の指数は Real Coin 30 指数であ

る。 

ファンドの購入と定投 

Real Coin プラットフォームが発売した 2 つのファンドの購入時期はプラットフォ

ームで発表され、購入期間は 1 ヶ月である。両ファンドとも定投方式を採用しており、具

体的な定投案(定投時間、定投額など)はユーザーが選択することができる。ユーザーのア

カウントには、次の内容が直接表示されます。 

 

 

 



 

  

 

 

通証信用違約失効(Crypto CDS) 

取引市場全体の有効な運営を保証するために、空の戦略の実現に協力するために、

Real Coin プラットフォームはローン市場(Lending market)を設立する。効果的な移転と

違約リスクの希釈のために、プラットフォームは通証信用違約の期限切れを発表した。 

 

 

 

CTD(Cheapest-to Deliver)メカニズム Real Coin プラットフォームの信用状 

違約失効は最も安価な引き渡しメカニズム(CTD)を提供する。まず、違約が発生した後、

通証信用違約が期限切れになった買い手は、引き渡し通知 NOPS(notice of physical set-

tlement)を送信し、引き渡しが必要な標的の通証を示す必要がある。通証市場では、相場



 

  

や情報の変動が激しいため、受け渡しの有無の決定は短期間に変動する可能性がありま

す。例えば、多頭は 1 時間前に空頭に通証債務の受け渡しを通知しますが、その後の相場

の変動で、受け渡しは多頭に大きな利益機会を失わせます。この場合、Real Coin プラッ

トフォームは最低価格の標的通証情報を自動的にマッチングし、通証信用違約失効の多頭

は直ちに購入して引き渡す。 

最も安価な引き渡しメカニズムを実現する鍵は、通証信用違約の期限切れの標準化にあ

る。このため、Real Coin プラットフォームは、通証信用違約の期日を毎月末に固定して

いる。また、通証信用違約のスワップ金利差も標準化される。 

 

4.1.4 革新的な製品 

保険類製品 

Real Coin プラットフォームは革新的な保険製品を提供し、Real Coin プラットフォーム

が一部のユーザーの投資リスクを負担する。初期、Real Coin プラットフォームは 2 つの

革新型保険製品を提供する計画だった:新貨幣破発保険と口座安全保険と新貨幣破発保険。 

Real Coin プラットフォームは新貨幣の保険を提供する 

主な目的は、新規取引デジタル資産の深刻な破損によるユーザーの重大な損失を避けるこ

とです。新貨幣の破発は一般的にプロジェクト側が道を走り、持倉荘家の悪意のあるコン

トロール盤が散戸投資家を収穫し、全体市場が低迷しているなどの状況で、ユーザーは一

般的に気づきにくく、自分の損失を挽回することも難しい。 

 

 

 



 

  

 

 

口座安全保険 

現在の支付宝が提供している口座のセキュリティ保護保険と同様に、セキュリティホール

やハッカー攻撃によってユーザーが Real Coin 取引プラットフォームの口座に保管して

いる個人のデジタル資産に損失が発生すると、口座のセキュリティ保険を購入したユーザ

ーは製品条約に従って Real Coin プラットフォームが提供した賠償を得ることができる。 

Real Coin 30 指数 

多様な金融サービスを提供し、投資リスクを分散させるため、Real Coin プラットフォー

ムは償還と取引プラットフォームの譲渡機能を含むポートフォリオ指数である Real Coin 

30 指数を発売し、大皿相場をリアルタイムで追跡し、通証分野の「S&amp;P 500」を構

築する。Real Coin 30 指数は指数成分を合理的に選択し、科学的に成分の重みを設定し、

指数成分の価格変化をリアルタイムで追跡し、Real Coin 30 指数を持つ投資家に一定の

リスクレベルでの超過収益(Highly-positive alpha)を獲得させ、専門的で安定したデジタ

ル資産配置を実現させる。 

成分通証のサンプル空間 

Real Coin 指数委員会は、現在市場で流通性が高く、市場価値が大きい 30 の良質な通証



 

  

を指数成分として選び、世界初の取引プラットフォーム通証指数である Real Coin 30 指

数を構築する。Real Coin 30 指数は 1 つの構成分通証に対応し、成分通証の価格は本取

引プラットフォームの市場価格に依存する。成分通証は市場動向に基づいて選別・調整さ

れる。また、Real Coin プラットフォームは各プレート指数の研究開発を展開し、最初の

プレート指数は下層チェーンプレート指数を含む。指数の成分通証は市場相場に応じて毎

月末に更新され、詳細な成分通証変更は更新後第 1 時間に Real Coin 取引プラットフォ

ームに公示される。 

成分通証の重み 

重みの選択は伝統的なポートフォリオの核心思想である Optimal Portfolio の構築を基

本原則とし、Tradeo Theory の思想を運用し、通証投資分野の他の要素を補佐し、リスク

と収益を総合的に考慮する。重みの量子化は機械学習技術を用い,同時に絶えず再測定を

行う.具体的な重みの割合は Real Coin プラットフォームに公表される。具体的に考慮し

た因子と重みの関係は以下の点に現れている。 

 



 

  

 

インデックス構築 

成分通証および対応する重みを決定した後,重み付け平均法を用い,同時に算術平方根を採

取して変動性を低減した。 

 



 

  

ここで、Pi,t は i 番目の成分通証の時刻 t での価格であり、Qi,t は時刻 t での市場流

通数であり、初期の指数 Real Coin 300 は 100 に設定されている。 

注目すべきは、Real Coin 30 指数が前四半期の日平均成約量をサンプリングの核心

指標とし、それによって単日価格の変動の影響を低減し、審査期間内のデジタル資産の流

動性レベルをよりよく反映することである。追跡 Real Coin 30 指数を調整すると、毎月

末に通証組合の収益率を計算し、価格変動をリアルタイムで追跡し、完全なデータベース

を構築します。そして市場全体の相場と比較分析を行い、定期的に成分通証と対応する重

みを調整する。また、Real Coin 30 指数は各種類のブロックチェーン資産の前四半期の

平均成約量を重みとして異なる種類のブロックチェーン資産の指数成分の割合を確定し、

Real Coin プラットフォーム上のブロックチェーン資産の総合表現、および各種類のブロ

ックチェーン技術応用の全体的な発展を反映する。 

インデックスの購入 

Real Coin 30 指数の公開発売日は Real Coin プラットフォームに発表され、購入期

間は 1 カ月となる。 

投資家は自由に購入通貨を選択することができます:BTC、ETH、USDT、RCB。 

受注のレートは差異定価法を運用し、受注額に基づいて等級レートを設定し、受注額

が大きいほどレートが低くなり、受注費用は投資家が負担する。 

指数の換算 

Real Coin 30 はバスケット成分通証に対応しており、投資家が保有している Real 

Coin 30 は直接対応する通証に両替することができる。 

両替料金は両替レートに依存しますが、両替レートはユーザーの両替期間に蓄積され

た両替価値に基づいて確認する必要があります。現在サポートされている両替通証は BTC、



 

  

ETH、USDT、Real です。Real Coin プラットフォームは、毎日両替できる額に一定の割

合を設定し、具体的な割合のシェアは Real Coin 30 指数がオンラインになったときに発

表されます。 

指数の収益と分配 

Real Coin 30 指数は四半期ごとにこの指数の超過収益を一度分配し、分配の基準は

Real Coin 30 指数収益評価基準日の累計収益率が同期指数のパーセントを超える。 

Real Coin 30 指数超過収益=(累積収益率-ベンチマーク収益率)*100% 

具体的な割合は指数全体の購入額と市場全体の相場に基づいている。 

ベンチマーク・インデックスの収益率は、他の代表的な市場指数に基づいており、そ

の指数は Real Coin 30 指数がオンラインになったときに発表されます。 

製品の予測 

Real Coin プラットフォームはまた予測類製品を提供し、ブロックチェーンの中心化

と公開透明性の性質を十分に運用し、中心化予測市場に現れる可能性のあるリスクを除去

し、同時に集団の知恵を利用して予測の正確性を高める。Real Coin プラットフォームで

は、各分野(金融、情報、保険、スポーツなど)の予測製品を提供し、異なる製品が対応す

るボーナスプールを持つ。ユーザーは Real を納付して賭けを行い、一部の Real はボーナ

スプールに入り、成功した参加者が RCB 奨励を受けることができると予測した。 

現在、プラットフォームで開発されている予測製品は主に 2 つの種類に分けられて

います。 

価格駆動クラス予測製品 

現在、プラットフォームが発表した価格駆動類の予測製品は主に指数と主流のデジタ

ル資産に基づいており、例えば Real Coin 30 指数の 24 H、7 日、30 日の上昇と下落と



 

  

幅である。主流のデジタル通貨 BTC、ETH、USDT などの 24 H の上昇と下落幅。 

イベント駆動クラス予測製品 

イベント駆動類の予測製品は、ワールドカップ、米国の大統領選挙など、ホットなイ

ベントと緊密に結びつくだろう。 

 

 

 

4.1.5 従来の金融商品 

多様な投資ニーズを満たすために、新興通証市場と古典金融市場を緊密に結びつける

ために、Real Coin プラットフォームはまた多種の伝統的な金融ツールを提供し、RCB を

媒介とし、異なる市場が相互接続する取引市場を作成する。 

定期財テク 

Real Coin は定期財テク製品を発売し、この製品は固定収益率類製品に属し、プラッ

トフォームは現在、主に国内外の有名な金融資産取引プラットフォームと有名な保証会社

が投資家に多種の財テク選択を提供している。プラットフォームは API インタフェース

を通じて第三者の定期財テク製品にアクセスし、それによってユーザーに便利で、低リス



 

  

クで、多様化した財テク製品を提供する。 

株式 

株は中長線投資の選択であり、古典金融市場で最も重要な投資ツールでもある。Real Coin

プラットフォームも既存の国内外の各プレート株を提供する。ユーザーは Real Coin プ

ラットフォームの製品パーティションで取引可能な株式リストを見つけることができま

す。同時に Real Coin プラットフォームの株は差額契約(Contract for di er-ence)を採用

して株取引を行うことができ、投資家の取引コストを大幅に削減することができる。 

外国為替 

外国為替取引市場は世界最大の市場であり、1 日平均取引量は 5 兆ドル以上である。これ

は変動が頻繁で激しい市場で、数秒以内に多くの変化が現れる。そのため、外国為替トレ

ーダーは通常非常に活発で、建倉から平倉まで数分しか離れていない場合があり、Real 

Coin プラットフォームも相応の外国為替取引市場、外国為替取引ペア、外国為替レバレ

ッジを提供します。 

大口の商品 

一部の大口商品は危険回避資産とされており、高リスクの資産組合にこれらの大口商品を

加えることで資産組合のリスクを低減し、収益の安定性を高めることができることを意味

している。Real Coin プラットフォームも、金、原油、天然ガスなどの大口商品の取引を

増やす。 

債券 

Real Coin プラットフォームも債券取引パーティションを提供し、債券の信用格付けに基

づいて分類し、異なるリスクの好みの投資家の選択と投資を提供する。 

 



 

  

4.2 仕える 

4.2.1 ソーシャルトレーディングシステム 

初期には、金融取引の多くは、証券マネージャーが顧客のために取引プラットフォー

ムで金融資産を売買することを指していた。当時、投資家たちは様々なニュース情報を通

じて成功したトレーダーを探し、彼らの投資理念に従って豊かな収益収益を得ることを望

んでいたが、これは実際にはソーシャル投資の雛形だった。情報技術の発展に伴い、電子

取引は投資家が金融取引を行う主な方式となっている。その後、ソーシャルネットワーク

の出現は金融市場をより透明にし、情報をよりタイムリーに、対称にした。この時、証券

情報の共有に専念するソーシャルプラットフォームが現れ、ユーザーは他の投資家とプラ

ットフォームで投資意思決定を交流し、共有することができるが、このようなプラットフ

ォームは金融取引サービスをサポートしていない。伝統的なブローカーにとって、これら

の投資の「専門家」を自分のプラットフォームに招待して取引を分かち合うことができれ

ば、投資家がプラットフォームを開設した後、低コストで、低額でこれらの専門家に従っ

て投資することができ、多くの投資家の参加を引きつけるに違いない。 

そのため、Real Coin は「社交」と「取引」の結合を実現することに専念し、金融製

品の取引方式を再定義し、トレーダーたちが考えと経験を共有できるプラットフォームを

提供するだけでなく、優秀な投資家や他の人が共有する投資グループに注目し、リアルタ

イムで操作を複製することができます。そのため、専門投資家にとっても非専門投資家に

とっても、社交取引プラットフォームは彼らの使用需要を満たすことができ、このような

革命的な投資モデルは未来の取引プラットフォームの発展傾向になるだろう。 

1.優秀投資家ランキング 

いかなる投資家もコミュニティ内で自分の投資理念、投資提案、投資戦略及び自分の



 

  

投資コミュニティを設立することができ、残りのユーザーはいいね、賞、フォローアップ

投資などを行うことができ、これらの行為は発表者に成果値に貢献し、投資収益率及び累

計成果値は優秀な投資家ランキングを生成する。 

2.優秀投資家コラム 

優秀なランキングにランクインした投資家は、コラムを開設したり、定期的または不

定期に市場分析、通貨分析、投資心得、投資知識などを書くことができます。一方、より

多くの投資家に良質な投資経験を共有する一方で、より多くのファンと支持者を引きつ

け、自分の影響力を拡大している。 

4.2.2 グローバル 7*24 情報システム 

Real Coin 取引プラットフォームは独立した情報欄を設置し、ユーザーは Real Coin

プラットフォーム内でリアルタイムで業界情報を閲覧することができ、その中でリアルタ

イムの重点情報は取引プラットフォームの先端で短時間で放送される。業界情報は、世界

7*24 の継続的な更新を実現します。 

4.2.3 多様化分析システム 

1.取引分析ツール 

Real Coin 取引プラットフォームは専門的で全能的な取引分析を提供する。 

多図表タイプ:Real Coin は 10 種類以上の図表を提供し、基本的な線形図と面積図か

らレンガ型図とカジ図など、投資家が異なる角度から市場を観察するのを助ける。 

インテリジェント図形描画ツール:Real Coin はユーザーに 50 以上のインテリジェン

ト図形描画ツールを提供し、ユーザーのトレンド分析と投資機会の検索を支援します。た

とえば、ユーザーは価格座標を設定して自分の分析タイプを満たすことができます。ある

いは、同じグラフに 2 つの独立した価格指標を設定することができます。1 つは指標を観



 

  

察するために使用され、もう 1 つは価格トレンドを示すために使用されます。 

価格差分析ツール:Real Coin は特有の価格差分析ツールを提供し、ユーザーは自分が

価格差分析をしたいグループを選択することができ、異なるデジタル通貨間、異なる取引

先の間、さらにユーザーは選択した標的の違いに基づいて計算式の調整を行うことができ

る。 

マルチグラフレイアウトツール:Real Coin は、1 つのブラウザページで同時に 8 つの

グラフを開くことができ、異なる市場の動き、または同じ取引標的の異なる周期の動きを

観察することができます。 

2.相場分析システム 

ユーザーに強力な取引分析システムを提供するほか、Real Coin はトレーダーに全面

的な相場分析システムを提供し、ユーザーが市場情報、通貨情報などの面から全面的な分

析を行うのを助ける。 

3.通貨分析：Real Coin はユーザーにデジタル通貨の通貨基本情報、持倉住所ランキ

ング及び Top を提供する。 

4.2.4 顧客サービス 

1.人工客服 

Real Coin プラットフォームは創立の日から“取引先至上”の核心価値理念を堅持

して、専門の客服ホットラインを開設して、異なる国のユーザーのために 7*24 の人工客

服サービスを提供して、第 1 時間は取引先の質疑応答と困惑を助けることができて、取引

先の待つ時間を短縮して、大いに取引先の投資効率とプラットフォームの体験を高めま

す。 

2.知能リスク選好評価システム 



 

  

Real Coin 取引プラットフォームはビッグデータ管理とユーザーの自画像分析を頼

りに、ユーザーに知能リスク評価システムを提供し、顧客のリスク耐性と投資能力に対し

て知能評価を行い、リスクコントロールシステムの建設を徐々に強化し、顧客にタイムリ

ーで正確なリスク提示を与えた上で、顧客の投資データと投資需要の分析評価を通じて、

お客様が自分の取引スタイルとリスクコントロールモデルに最適な投資方法を選択する

のを支援します。 

3.スマート注文による取引 

Real Coin は注文書取引を提供します。投資家が取引通貨、金額および取引目標価格

を指定した後、オファーが投資家が指定した価格に達したり、優れたりすると、投資家の

命令を実行し、取引を完了します。請求書指令は異なる取引標的を考慮して異なる。成約

する前に、ユーザーは自発的に未成約命令を取り消すこともできます。ユーザは、取引が

キャンセルされない限り、請求書取引操作を行った後、請求書の資産は直ちに凍結され、

その資産は支払またはその他の用途に使用できない。 

4.マルチプラットフォーム端末 

Real Coin は Web ブラウザ、Windows システム、Andriod システム、IOS システ

ムの 4 種類の取引クライアントを提供し、後期には MAC OS システム、H 5 モバイルブ

ラウザなどの他のクライアントの研究開発を徐々に行う。 

5.多言語サポート 

Real Coin 取引プラットフォームは、英、法、中、日、韓など 10 以上の主流言語を

サポートし、異なる国と地域の投資家が Real Coin 取引プラットフォームをバリアフリ

ーで使用できるようにする。 

4.2.5 ネット取引 



 

  

暗号化資産市場の急速な繁栄は取引プラットフォームのサービスレベルに対してま

すます高い要求を提出しているが、既存の取引プラットフォームには多くの問題が存在

し、投資家の多元化の投資需要を満たすことが難しい。 

取引の流れが煩わしい。 

多様な投資を行うために、投資家は複数の取引プラットフォームで高周波取引を行う

必要がある。現在は、すべての取引口座を登録し、異なるインタフェースを通じて取引口

座を監視することでしか操作できません。暗号化取引プラットフォームのこのような相互

の独立は投資家の取引プロセスを非常に煩雑にし、投資体験に影響を与えるだけでなく、

一定の損失をもたらす可能性がある。 

監査およびコンプライアンス要件 

一般的に、機関はトレーダーのヘッジ、トリガ、取引前の制限の詳細を監視し、保持

し、多くのファンドはスプレッドシート取引と暗号化投資を監視します。投資家は、専門

的な取引注文、コンプライアンス、リスク管理機能のソリューションを提供し、その監督

管理と運営のニーズを満たす必要があります。そのため、分散化された取引品種は、大手

機関投資家にとって、監査とコンプライアンスの需要手続きが複雑である。 

リスク管理要件 

通常、ポートフォリオは、異なるユーザインタフェースの複数の取引プラットフォー

ム上で分散化された受注から構成され、これらの異なる取引プラットフォームで受注を実

行することで、リスク管理も多様化した受注と差別化された価格によってより挑戦的にな

る。 

フルネット取引ソリューション 

Real Coin は、このような痛みの解決策を提供するために、一般的、高周波、顕著、



 

  

深さの全ネットワーク取引を提供する。Real Coin プラットフォームは API インターフェ

ースを通じて他の取引プラットフォームと接続し、投資家に全面的な注文と実行管理シス

テム(OEMS)を提供し、ユーザーの全金融製品取引の需要を満たす。同時に Real Coin プ

ラットフォームは AI の深い学習に基づくAlgorithms execution、価格管理システム(PMS)

を提供し、全ネット取引プロセスに強力な技術とシステムサポートを提供する。 

 

 

オーダーおよび実行管理システム（OEMS） 

Real Coin は API インタフェースを通じて多くの取引プラットフォームの取引注文(Buy 

order と Sell order を含む)を直接接続し、主流通貨、潜在力通貨、新上場通貨、プラッ

トフォーム通貨など、できるだけ多くの取引品種を提供する。Real Coin プラットフォー

ムは取引システム内で下達した注文に対して管理と追跡を行い、注文の進展と完成状況を

把握し、取引過程の効率を高める。新規上場通貨については、いくつかの小さな取引プラ

ットフォームのみで取引を行う場合があり、ユーザーは Real Coin のプラットフォーム



 

  

を通じてその取引品種に直接接続することができ、できるだけ多くの全品種取引を実現す

ることができる。 

価格管理システム（PMS） 

Real Coin プラットフォームは、異なる取引プラットフォームの価格や数量などの注文情

報を全面的に展示し、注文、取引から注文完了までの全過程を網羅します。Real Coin プ

ラットフォームは、各取引プラットフォームの取引オファーに直接接続し、オファーシス

テムに対してリアルタイムの取引監査を行う。 

4.2.6 市商制度（Market Maker） 

Market Maker の動作メカニズム 

市商制度はオファー駆動式(Order-driven)の取引メカニズムであり、競売取引における隠

性オファーとは異なり、市商と同時に顕性の売買双方向オファーを行い、自ら報告した価

格で売買取引を実現するため、その利益の源は売買二国間の差額にある。できるだけ流動

性を高めるために、Real Coin プラットフォームは競争型の市商制度を採用している。す

なわち、同じ通証に対して複数の市商があり、同時に市商の自由な進出と出入りを許可し

ている。市商が取引プラットフォームのために流動性を創造することを奨励するために、

Real Coin プラットフォームは市商に無利子配資を提供する。 

BTC の取引を例にとると： 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

市商審査をする 

Real Coin は取引プラットフォームの十分な流動性を維持するために、サポート機関、

資源のある個人が市商になることを申請した。同時に、Real Coin プラットフォームも審

査委員会を設立し、市商に申請した機関や個人に対して定期的または不定期の資質審査な

どを行う。具体的には、監査のポイントは次のとおりです。 

十分な資金力を持っているかどうか。 



 

  

良好な通証資産管理能力を持っているかどうか。 

正確なオファー能力と強い分析能力があるかどうか。 

4.2.7 オープン量子化戦略開発プラットフォーム 

量子化ポリシーとは、データ受信、処理から取引実行まで、コンピュータプログラム

によって自動的に完了する取引プロセス全体を指す。Real Coin プラットフォームはブロ

ックチェーン技術と AI 深さ学習技術を緊密に結合し、取引製品の量子化戦略開発に技術

サポートを提供する。Real Coin プラットフォームでは、ユーザーは自分の状況に応じて

個人開発者が開発した量子化戦略またはプラットフォームが提供する量子化戦略を選択

して投資することができる。 

1.プラットフォームが提供する量子化戦略 

統計スイートポリシー(Statical arbitrage)>市場中性スイート 

基本ロジックは、過小評価された通証の中で多く、同時に過小評価された通証を空に

して、全体の倉庫の中性を維持することです。>クロストレーダープラットフォーム 

市場では異なる取引プラットフォーム間の同じデジタル資産価格に差があるため、こ

の戦略は同じデジタル資産を利用して異なる取引プラットフォームの価格差で利益を得

ることであり、すなわちデジタル資産価格の低い取引プラットフォームで購入し、価格の

高い取引プラットフォームで売ることである。同時に、この戦略は取引プラットフォーム

間の資産移転費用と取引手数料を考慮する必要がある。 

資産にまたがる利益 

このポリシーは、派生資産とその基礎資産との価格差を利用して、Real Coin 30 指

数とこの指数成分の通証価格の差などの統計的配当を行う。イベント駆動ポリシー

(Event-driven study)イベント駆動ポリシーは、国際ヘッジファンドの応用が最も広範な



 

  

ポリシーであり、Real Coin プラットフォームもユーザーにこのポリシーを提供する。具

体的なポリシーの実行は、次のステップに分けられます。 

短期トレンドの検討 

市場全体の中短期的なトレンドを判断することは、イベント駆動戦略が成功するかど

うかを判断する鍵です。 

潜在的なイベント分析 

実地調査、業界内のコミュニケーション、噂の証明、データ統計、規則分析、データ

マイニング、論理判断などを通じて 

一連の合理的な手段は、「良いニュース」が公表する大まかな内容と時間範囲を事前

に分析した。この一環の主な目的は、最近の通証価格の変動と相関性の高い事件のタイプ

を見つけ、潜在事件の大まかな内容と公表時間の確定性の程度、最近の市場の主流の好み

などの一連の条件に基づいて最も条件に合った通証を見つけ、さらに歴史同類事件の分析

を通じて目標通証の取引戦略を制定することである。通証分野の潜在的な事件の多くはプ

ロジェクトの進度、市場の熱などと関係がある。 

事前に機会を選んで購入する. 

「早期」とは、ターゲット・パスの潜在的なイベントが明らかになったり、市場が広

く伝播する前に低価格で購入したりすることを意味します。 

好機にあって売り出す 

イベント駆動戦略の販売条件は 2 つあり、1 つは潜在的なイベントの明朗化であり、

例えば予想された技術研究開発が予定通り完了した。第二に、目標通証の超過収益率がこ

のような事件の最近の平均超過収益率に近いか、またはそれを超えている場合、上記の条

件のいずれかに合致すれば、投資家はいずれも高い販売を考慮しなければならない。 



 

  

2.投資家が自主的に量子化戦略を開発 

Real Coin プラットフォームはコミュニティの自主性の特徴を十分に体現し、投資家

に量子化開発のプラットフォームを提供し、投資家は需要に応じて自主的に量子化戦略を

開発することができる。 

4.2.8 融資融貨サービス 

Real Coin 取引プラットフォームは、異なるリスクの好みの投資家のニーズを満たす

ために、投資家に柔軟な融資融貨サービスを提供します。融資融貨の最高レバレッジ倍数

は多重決定メカニズムを採用する。まず、プラットフォームはユーザーの単一の倉庫デジ

タル資産の抵当割合、レバレッジ倍数を制限します。次に,ユーザの総持倉および各持倉

デジタル資産の割合重み付けからユーザの総レバレッジ倍数を算出し,Real Coin プラッ

トフォームはユーザの総レバレッジ倍数が 3 以下であることを要求した. 

4.2.9 固定保障システム 

Real Coin プラットフォームはユーザーに完璧な保障システムを提供する。Real Coin

プラットフォームは固定的なユーザー安全保障資金プールを設立し、類似の事件が発生す

ると、プラットフォームは直ちに相応の応急措置を開始し、事件が解決した後、プラット

フォームは最初にユーザーの損失を確認し、その後、ユーザーの損失に対して一定の割合

でユーザーに補償を行い、ユーザーの損失を最大限に減らす。ユーザーの権益を保障する。 

4.3 コミュニティ 

4.3.1 個人口座 

1.注目 

ユーザは,自分の好みに応じてコミュニティ内の他のユーザに注目することができる. 

2.いいねとコレクション 



 

  

ユーザーは好きなコンテンツをコレクションしたり、ほめたりすることができ、得ら

れたコレクションやほめられるほど良質なコンテンツが優先的にプッシュされます。 

3.推薦と評価 

ユーザーはコンテンツに対してコメント、推薦、転送を行うことができます。評論偽

造の現象を避けるために、生態系内のすべてのデータが連鎖し、遡及することができる。 

4.スマートプッシュ 

ユーザーの持倉と関心状況に応じて、システムはスマートに関連デジタル資産の最新

相場、短時間急騰/急落、成約量などの情報をプッシュする。 

交流コミュニティ内には全プラットフォーム向けのリアルタイムチャットルームを

開設するほか、プロジェクトごとに 7 X 24 時間のプロジェクトコラムを開設し、すべて

の投資家や愛好家が疑問に答え、投資の心得を共有することができる。 

4.3.2 社交マッチング 

ユーザーの持倉量とデジタル資産の内容に対する関心状況によって、システムは関連

するプロジェクト情報(例えば創始者ツイッター、公式ブログなど)を自動的にマッチング

し、同時に関連する友人と投資専門家を推薦し、ユーザーとコミュニケーションの社交投

資の需要を満たす。 

4.3.3 ユーザーのボーナス 

上記のソーシャル環境では,ユーザは手にした RCB や主流のデジタル資産を用いて小

額の配当を行い,被配当対象者は 100%の配当奨励を受け,被配当者の個人口座に直接アク

セスすることができる. 

4.3.4 投資家教育コミュニティ 

現在、デジタル資産の投資家教育はまだスタート段階にあり、多くの投資家は正しい



 

  

投資理念と必要な投資技術が欠けているため、個人投資の損失が深刻である。Real Coin

プラットフォームは出資して投資家教育コミュニティを設立し、コミュニティのメンバー

が共同で建設し、デジタル資産の基礎知識と正確な投資理念教育を行い、ユーザーの需要

に応じて専属進級学習課程を設計し、大量の投資乾物、基本面分析、技術面分析、世界経

済データと重大情報、投資実戦技術解析及び定期講座巡回展を提供する。順序を追って漸

進的に異なる経験レベルと認知能力の投資家を助け、デジタル通貨投資市場を全面的に、

深く理解する。 

4.3.5 安全システム 

Real Coin プラットフォームは、中央銀行レベルのセキュリティシステム設計を採用

し、システムの設計と管理の 2 つの側面を含む。技術面では、物理セキュリティ、ネット

ワークセキュリティ、ホストセキュリティ、応用セキュリティ、データセキュリティの 5

つの次元に関連することが要求されている。Real Coin プラットフォーム技術体系は多重

防護を核心理念とし、マルチレベル情報システムの構築を通じて、コンピューティング環

境、地域境界、通信ネットワークと管理センターを区分し、運営システムと業務現状を結

びつけ、地域別保護を行う。 

管理面では、安全管理制度、安全管理機構、人員安全管理、システム建設管理、シス

テム運営維持管理などの次元に関連している。管理システムは、構築、実施、実行、監視、

監査、維持、改善の 4 つのプロセスから科学化される。 

 

 

 

 



 

  

 

 

4.3.6 Matrix 取引エンジン 

トップレベルの情報フロー処理能力を実現し、正確な情報到着と誤差のない処理結果を確

保するために、Real Coin 取引プラットフォームは自主開発の Matrix エンジンシステム

を採用し、このエンジンシステムはテストを経て限界ピークが 500 万 TPS に達する取引

処理速度を実現し、取引撮合効率は同業界の 35%-40%より高く、プラットフォームの安

定した効率的な運行に基礎技術サポートを提供した。同時に、Real Coin プラットフォー

ムは各ノードクラウドコンピューティングの配置を統合最適化し、Real Coin が国際トッ

プクラスの株式先物取引プラットフォームの処理速度を達成できるようにする。 

4.3.7 財布システム 

Real Coin 取引プラットフォームの資産口座は自主研究開発 Luna 財布システムを採

用し、財布設計はユーザーの資産安全を保証することを最高目標とし、効率的な資産自



 

  

主充填を核心として機能を開発する。 

 

 

 

Real Coin 財布システムは冷熱財布分離管理を採用し、多重署名技術を使用して、財布と

資産の状態をリアルタイムで監視すると同時に、特殊な秘密鍵管理方式を通じて、ユーザ

ーの充填効率を保証する前提の下で財布の安全性を最大限に向上させる。 

4.3.8 性能拡張システム 

Real Coin は負荷等化技術に基づく冗長拡張システムを構築し、負荷等化は受信した要求

を一定のアルゴリズムに従って異なるサーバに配布するプロセスである。一般的な負荷等

化アルゴリズムには,ランダム法,ポーリング,重み付きランダム,比率,優先度,最小接続数,

最速応答速度,観察法,予測法,動的性能分配などの方法がある。負荷は、ユーザー・リクエ

ストとサーバのバランスをとるだけでなく、拡張性と冗長性を向上させるために、他の段

階でバランスをとる必要があります。 

Real Coin プラットフォームは、次の 3 つのレベルで負荷分散を実現します。 



 

  

（1）ユーザがフロントエンドサーバに要求する；（2）フロントエンドサーバーから内部

のバックエンドプラットフォーム層まで；(3)バックエンドプラットフォーム層からデー

タベースへ。 

負荷分散の実現方式では、Real Coin プラットフォームはハードウェア負荷分散形式

を使用して、最高品質の性能拡張を保証することを選択した。この方式では,要求の割り

当てをハードウェアレベルで直接完了し,高い性能を得ることができる. 

 

 

4.4 新機能 

4.4.1 チェーン間取引 

原子間交換技術に基づく Real Coin デセンタ化取引プラットフォームを使用して、信頼

を必要とせずに異なるチェーンを持つ口座と資産を交換することができます。 

4.4.2 データアップリンク（取引、コミュニティ内容などのデータ） 



 

  

Real Coin デセンタ化取引プラットフォームは、ユーザーのコメント、発表された文章、

ユーザーコミュニティ間のチャット記録、ユーザーの取引記録など、すべてのデータアッ

プリンクを実現します。その唯一の目的は、Real Coin プラットフォームで発生したデー

タが有効に保存され、改ざんされないことを保証することです。 

データ上のチェーンは、データ公開またはプライバシー公開を意味するものではなく、異

なるデータには異なる権限レベルがあり、ユーザーは異なる権限レベルを選択して個人関

連情報の閲覧権限を制限することができる。 

4.5 技術実現 

4.5.1 中継側（relayer）概念 

技術的な観点から、チェーン間の信頼性の低い取引を実現するためには、2 つのカウンタ

物事がそれぞれのチェーン上でタスクを作成し、タスク処理が一致する必要があります。

すなわち、両方が実行されているか、両方が実行されていないかです。外部チェーンの通

証と発行された資産を総勘定チェーンの資産を表す有効な代替方法を作成し、プライマリ

チェーンの圧力を緩和し、ブロック確認に多くの時間を待つ必要もありません。 

ユーザーが資産を撤回または保存しようとすると、リクエストが作成されます。異なるユ

ーザの受注要求が正常にマッチングされるように、受注マッチングの市場、すなわち原子

交換市場を提供します。市場で相補的な預金者と引き出し人がお互いを見つけると、彼ら

の間に原子交換が発生し、それぞれが必要な資産を得ることができます。 

4.5.2 共有流動性 

オープンソースの脱中心化取引プロトコルを採用した中継側注文簿技術は、注文を 1 つ

以上の取引プラットフォームに放送することによって、脱中心化されたチェーンの下で取

引を実現する。この連合式は競争式の撮合メカニズムでもあり、ユーザーにより優遇され



 

  

た成約価格とより大きな流動性を提供することができる。 

4.5.3 信用をなくす取引メカニズム 

Real Coin は分布式のネットワーク構築を採用し、中心化システムの下での単点故障問題

を解消し、無停止の運営を保証するだけでなく、取引ごとに自動操作決済であるため、取

引相手のリスクを完全に解消した。 

4.5.4 極めて低い手数料（Gas） 

原子交換市場では、需給調整の市場メカニズムが抽出費用を決定した。初期費用が高すぎ

る場合、引き出しメカニズムで引き出すことができる金額は大量にしかありません。この

うち原子交換で得られた少量の小利益は専門の交換員が収集し、小額の資産を蓄積し、定

期的に重大な引き出しを行い、利益から引き出し費用を支払う。これにより、アクセスの

速度を速め、同時に極めて低い手数料を支払うことができます。 

4.6 ハイライト 

4.6.1 高い安全性 

Real Coin 去中心化取引プラットフォームは自主的に開発した下層ブロックチェーンネ

ットワークの上に構築され、従来の成熟した公チェーンシステムを参考にして、最高レベ

ルの安全性を確保する。 

4.6.2 取引速度 

Real Coin が自主的に開発した下層ブロックチェーンネットワークは、ユーザーがトップ

クラスの取引速度体験を享受できることを保証し、最高取引速度は百万級に達することが

できる。 

4.6.3 透明性 

Real Coin が中心化取引プラットフォームに行くと、取引情報をチェーンにアップロード



 

  

し、中心化取引プラットフォームの運行中に現れる可能性のある虚増 IOU を除去し、ユ

ーザーの保証金を流用し、市場と賭博を行うなどの行為を行う。取引プラットフォームの

使用リスクを低減し、取引プラットフォームの透明性を高める。 

多くの中心化取引プラットフォームは KYC を通じてユーザー情報を収集し、ユーザー情

報の漏洩のリスクを増加させ、Real Coin の中心化取引プラットフォームは暗号学技術を

通じてユーザー情報と取引情報を暗号化し、ユーザー情報のプライバシーを保護する。 

4.6.4 低取引コスト 

Real Coin デセンタ化取引プラットフォームは、柔軟で多様な取引方式を提供し、ユーザ

ーが選択できるようにします。取引資金量の大きいユーザーは取引全プロセス情報のチェ

ーンを選択することができ、このような方式の下で、取引の安全性は最高の保障を持って

いる。同時に、各段階は Gas 費用を消費する取引コストが高いため、小額の資金量や安

全性に要求されていないユーザーは一部の取引プロセス情報上のチェーンを選択するこ

とができ、成約した清算情報をチェーン上に置くだけで、取引の撮合、託管などのプロセ

スはチェーンの下で行い、最終的に形成された取引コストは低い。 

 

五. Real インキュベーションラボ 

Real 孵化実験室はブロックチェーン創業者に開放、共生、革新、発展の新しい環境を提

供し、ブロックチェーン業界全体の発展を促進することを目的としている。孵化器はブロ

ックチェーンプロジェクトチームにサービスし、資金サポート、技術サポート、コンサル

ティングとトレーニング、資源ドッキング、新貨幣上場などのサービスを提供する。 

5.1 資金サポート 

RCB は優秀な創始ブロックチェーンプロジェクトに初期の起動資金を提供し、プロジェ



 

  

クトの着地孵化を助け、それによってトップクラスのブロックチェーンと暗号化資産人

材、企業、コミュニティにエネルギーを与える。同時に、業界内の他の資本をドッキング

し、市場資本を誘導して産業プレート、地域プレート、業界プレートを形成し、投資サー

ビス、プロジェクトドッキング、取引代理、知的財産権運営、融資保証、株式クラウドフ

ァンディングなどの多種の形式を通じて、新型の商業モデルを孵化させる。 

5.2 技術サポート 

Real Coin は技術ドッキングプラットフォームを構築し、国内外の優秀なブロックチェー

ン下層技術の専門サプライヤーに初期のプロジェクトに関連解決方案を提供する。 

5.3 コンサルティングとトレーニング 

インキュベーションされたブロックチェーンのベンチャー企業は、技術アーキテクチャ審

査、製品市場分析、通証経済構築、ICO コンサルティング、上場コンサルティングなどの

専門サービス、一般的なビジネスエージェントサービスなど、インキュベーション器でコ

ンサルティングサービスを受ける。孵化器内には「ブロックチェーン大学」の人員育成メ

カニズムも確立され、定期的に開催されるブロックチェーン講座のほか、各種公益性質の

検討、育成活動も開催され、ブロックチェーン専門家、創業極客とブロックチェーン愛好

家シンガポールを集め、ブロックチェーン産業の発展の人材高地を作り、ブロックチェー

ン人材の不足を補う。 

リソースドッキング 

Real はまた、インキュベーションされたブロックチェーンプロジェクトに独自の業界リ

ソース、パートナー、テクノロジーソリューションなどを提供します。Real はブロック

チェーンプロジェクトに異なる業務をカバーする専門家チームを提供し、コンサルタント

を担当し、豊富な運営、会社のガバナンス、プロジェクト管理などの資源を提供し、ブロ



 

  

ックチェーンプロジェクトの着実な推進を助け、できるだけ早くビジネスビジョンを実現

する。 

コインサービス 

Real によって孵化されたプロジェクトは、Real Coin 取引プラットフォームをオン

ラインで取引することを優先する。 

 

 

オーストラリア時代 

電磁学の起源のように,1820 年,43 歳のオスマンは偶然の実験で磁針に対する電流の役割

を発見し,電磁的つながりが発生した。この段階で、Real Coin 取引システムのオンライン

初期の取引システムは貨幣取引、OTC 法貨幣両替、全網取引などのサービスを提供し、同

時に Real と複数のプラットフォームのモバイル端末がオンラインになる。この時の Real 

Coin プラットフォームは電磁効果が発見されたばかりのように,将来性は無限であるが,

機能は拡張される必要がある。 



 

  

ファラデー時代 

1831 年、ファラデーの電力場に関する重要な突破は、磁気生電を現実にし、工業革命の

ために燎原の星の火を点灯させ、人類文明のプロセスを永遠に変えた。この段階の Real 

Coin 取引プラットフォーム、オンラインソーシャルプラットフォームと戦略開発プラッ

トフォーム、同時に多様化した派生製品と伝統的な金融製品もオンラインになり、その後、

ビッグデータ分析システムと AI の深さ学習オンラインは本当に知能取引を実現する。こ

の段階では、ユーザーの投資ツールが増え、取引所の社交属性の配当金が現金化され、取

引市場の柔軟性と取引の深さが増加し、Real Coin は本当に取引、情報、社交を網羅する

多元化の取引プラットフォームとなっている。 

 

マックスウェイ時代 

マックスウェイ針は電磁現象に対して系統的で全面的な研究を行い、1873 年に科学の巨

著「電磁理論」を出版し、電磁場理論を完璧に述べた。この理論は経典物理学の重要な柱

となり、すぐに現代電気工学と現代文明を開いた。この段階の Real Coin プラットフォー

ムはすでに中心化の属性を捨てて、Real Coin に進化して中心化の取引プラットフォーム

に行って、ユーザーに安全で、透明で、効率的な取引環境を提供して、未来の取引プラッ

トフォームの発展の究極のモードです。 

 

六. RCB 発行計画 

6.1 通証配分計画 

Real Coin 取引プラットフォームが発売した通証は Real Coin Bank で、略称

は「RCB」で、発行総量は 3 億元であり、増発しない(RCB 買い戻し計画は累



 

  

計 4000 万枚の通証を買い戻し、廃棄する)。このうち 40%は財団保留、運営、

商業普及、コミュニティ激励などの生態発展に用いられ、15%は投資家保護基

金、20%は創始チーム保留、25%は Real Coin 募集に用いられる。 

 

 

 

財団の資金は火球 capital 投プロジェクトで発生した利益を使って同様に買い戻し取引の

仕事量証明を行い、RCB は取引である掘削である。 

チームは通証ロックを 3 年間保留し、第 1 年末に 30%、第 2 年末に 30%、第 3 年末に

40%釈放した。RCB 募集は全部で 2 回行われた:第 1 ラウンドは機構ラウンドで、総量の

15%を占め、通証が上場した後、直接 50%釈放され、その後、毎月 10%釈放された。第

2 ラウンドは公開ラウンドで、総量の 10%を占め、通証が上場した後、直接釈放された。 

6.2 資金配分計画 

調達した資金を公開発行し、以下の割合で分配する。 

30%は Real Coin プラットフォームの技術開発とシステム開発に用いられ、従業員激励、

プロジェクト研究開発経費、チーム内部建設、開発と協力ツールの購入などを含む。55%



 

  

は Real Coin プラットフォームの市場開拓に用いられ、ブランド建設と運営普及を含め、

Real Coin ブランドの市場活動である。15%は Real Coin プラットフォームの備蓄基金と

して、様々な突発的な状況に対応しています。 

 

 

 

6.3 投資家保護基金 

Real Coin 取引プラットフォームの目的は投資家の利益を第一にすることであり、我々は

下層アーキテクチャの安全保護と上場プロジェクトの選別において最大の努力を行い、投

資家の資金安全を保護すると同時に価値のあるブロックチェーンプロジェクトを提供す

ることを努力する。このほか、Real Coin 取引プラットフォームは 25%の RCB 通証を投

資家保護基金として予約し、投資家の身近な利益に影響を与える突発的な事件に対応す

る。一部のファンドは、次の特定の状況でのみ解凍して使用される凍結状態が続きます。 

Real Coin 取引プラットフォームに上場する通貨について、異常な状況が発生して通貨価

値がゼロになった場合、Real Coin プラットフォームは投資家保護基金をスタートさせ、



 

  

Real Coin プラットフォーム内でこの通貨を購入し、保有しているユーザーに一定の割合

の補償を与える。 

プラットフォーム自身の技術的要因(不可抗力性要因を除く)により、ユーザーの財産損失

をもたらした場合、Real Coin プラットフォームは投資家保護基金をスタートさせ、損失

を受けたユーザーに一定の割合の補償を与える。 

プラットフォーム上の先発プロジェクトが深刻な破綻した場合、Real Coin プラットフォ

ームは投資家保護基金をスタートさせ、プラットフォーム内でこのコインを購入し、保有

しているユーザーに一定の割合の補償を与える。 

6.4 貨幣買い戻しメカニズム 

四半期ごとに 50%の利益が RCB 買い戻しとして使用され、買い戻した RCB は秘密鍵の

ないアドレスに打ち込まれて 4000 万枚の RCB が破棄されるまで永久に破棄され、買い

戻し計画は自動的に終了する。買い戻しプロセスの公開が透明であることを確保するため

に、すべての買い戻し情報は全ネット放送にリンクされる。 

 



 

  

 

 

 

七. RCB（トークンエコノミー） 

RCB の所有者は、取引割引、不定期奨励金、戦略と投資、新貨幣上場投票、財テ

ク計画、RCB 奨励、戦略と投資、認証業者への申請などの権益を有している。 

図にスーパーノード、技術サービス料を追加します。 

 

 

 



 

  

 

 

7.1 奨励金 

Real Coin プラットフォームはランダムに奨励金活動を展開する。活動期間中、RCB を保

有するユーザーは特定の期間内に一定数のプラットフォーム奨励金を得ることができ、奨

励金の総額は当期 Real Coin 全プラットフォームのすべての取引活動によって発生した

手数料に依存する。一部のコインだけが流通してこそ、この活動の奨励金を享受すること

ができ、すべてのロック期間のコインはこの活動に参加しない(定期財テク計画を除く)。

また、この奨励金の一部を得るためには、RCB コイン所有者は、Real Coin プラットフォ

ームにコインを格納する必要がある。 

7.2 良質な投資戦略を追跡する 

ユーザーは良質な投資戦略を発見した後、RCB を支払うことで自動的に注文することが

できる。良質な投資家(またはインテリジェントな投資会社)も Real Coin プラットフォー

ムを通じて自分の投資戦略を共有することができ、他のユーザーに請求されると、相応の

請求料を得ることができます。 



 

  

7.3 フランスドル取引権限 

EX は信頼性の高い BTC、ETH、USDT のフランスドル取引対サービスを提供しています。

認証業者になることを望むユーザーは、一定の RCB を保証金として凍結しなければ、業

者の専属標識を得ることができず、Real Coin 法貨取引プラットフォームで広告を発表し、

法貨取引対業務を提供することができない。 

7.4 新貨幣上場投票 

毎回 Real Coin プラットフォームに上場することを申請するプロジェクトは、Real Coin

上貨委員会が厳格に選別した後、Real Coin 投票インタフェースをオンラインにする。す

べての RCB 通貨保有者は、新通貨上場の投票活動に参加し、最終的な上場プロジェクト

を共同で決定することができる。 

7.5 投資信託計画 

Real Coin 取引プラットフォームはデジタル通貨定期貯蔵計画を開放し、各貯蔵計画には

相応の貯蔵周期と収益率があり、投資家は自由に財テク計画を購入することができる。購

入後の元金はロックされ、プロジェクトが満期になると元利は同時にロックを解除して口

座に振り込まれます。定期預金計画の RCB は依然として配当奨励金を受け取るが、新貨

幣上場の投票権を行使することはできない。 

7.6 取引燃料を中心化する 

Real Coin デセンタ化プラットフォームがオンラインになった後、ユーザーはデセンタ化

取引機能を使用するには一定量の RCB を消費する必要がある。 

7.7 Real Coin 全通貨取引 

Real Coin プラットフォームに上場するすべてのプロジェクトは RCB と取引することが

でき、投資家は RCB を持つだけでプラットフォーム内でデジタル通貨を自由に購入する



 

  

ことができる。 

 

八. 創設チームの紹介 

 

 

 

 

Nikolaj Martyniuk 

共同創始者兼最高経営責任者 

国際再生エネルギー発展の背景を持ち、工場建設から独立エネルギーサプライヤーによる

エネルギー販売までを行っている。Nikolaj は全体戦略と商業開発を担当している。 

 

 

 

 

 

ArtOras Asakavicius 共同創始者 

監督管理と金融科学技術の背景がある。過去 5 年間、彼は Baltics-Sorainen 最大の弁護

士事務所のすべての金融科学技術、ブロックチェーン、暗号化通貨関連業務を担当する弁

護士チームをリードしました。 

監督管理。Arturas は投資家関係と業務の法律面に専念している。リトアニア金融科学技

術協会の議長でもあり、EU 委員会からリトアニアのスポンサーとして 2 回確認された。 



 

  

 

 

 

 

 

ブレンダン・エリビー(Brendan Iribe) 

Facebook 傘下のバーチャルリアリティ(VR)機器メーカーOculus の元最高経営責任者

(CEO)最高技術責任者 

Brendan Iribe はかつて大手 DSO の首席技術官で、グリーンエネルギー統合とスマート

電力網事業の 

各方面で 7 年の経験を持っています。彼は DSO 戦略計画の制定と実行とそのインテリジ

ェント電力網技術路線図と情報技術と運営技術企業アーキテクチャ全体の管理を担当し

ている。Kaspar はヨーロッパの各種会議エネルギーシステムのデジタル化の面で有名な

講演者で、ビッグデータ分析システムとスマートメータの構築と実施に専念している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Heikki KolkO 総合システムアーキテクチャ 

Heikki は Catapult 研究室コンサルティングサービスチームの首席コンサルタントです。

彼の職務は私たちの 3 つのコンサルティングサービスプロジェクトの全体的な活動を指

導することです:システム統合、後期安全リスク評価サポート、業務分析と情報技術管理

制御サポート。Catapult 研究室に勤務する前に、Heikki はエストニア最大の配電システ

ム事業者-Elektrilevi の異なる職場で 10 年以上働いたことがある。彼は SCADA エンジニ

アを担当し始め、IP ベースの SCADA ネットワークへの移行や Elektrilev の SCADA シス

テムのアップグレードなど、異なるプロジェクトに参加し、先頭に立った。その後、彼は

Elektrilevi のすべての主要情報技術の開発と実施プロジェクトで、顧客情報システム、複

数の資産管理システム、インテリジェント計量システムを含む制御センターの使用例を定

義することを担当した。 

 

 

 

 



 

  

九. 財団の紹介 

Real Coin 財団はシンガポールに登録された専門的な投資組織で、2016 年からシンガポ

ールで仕事を展開し、シンガポールの持続可能なエネルギー発展に力を入れている。基金

会はシンガポールで法に基づいて代表機構を設立し、ウィップ市が登録証明書を発行し、

業務主管部門はシンガポール国家発展と改革委員会である。 

Real Coin 財団のビジョンは、持続可能なエネルギーの推進を通じてシンガポールと世界

の繁栄と気候安全を促進することである。われわれの使命はエネルギーの転換を推進し、

経済構造を最適化することを通じて、シンガポールと世界が気候の中和を完成し、世界の

リード基準を達成する空気の質を促進し、誰もがエネルギー使用の権利を享有し、グリー

ン経済の成長を実現することである。我々は、再寄付者、協調推進者、戦略提案者として、

使命の達成を効率的に推進する戦略的視点を持つ専門財団の構築に力を入れています。 

私たちのプロジェクト援助分野には、電力、工業、交通、都市、環境管理、低炭素転換、

戦略伝播の 7 つの面が含まれています。シンガポールの関連機関を援助して政策と標準

研究を展開することを通じて、能力建設を推進し、国際協力を促進し、シンガポールが発

展、エネルギー、環境と気候変動の挑戦に対応することを助力する。上記の 7 つの分野の

仕事のほかに、私たちはシンガポールの低炭素発展に重要な影響を与える総合的な議題の

研究と実践を支持することに力を入れ、6 つの総合的な仕事グループを設立しました:シ

ンガポールの中長期低炭素発展戦略、一帯一路、二軌道協力、空気の質、都市化および電

気化。 

2018 年末現在、エネルギー基金会がシンガポールで援助したプロジェクトは 2739 件に

達し、贈与金額は累計 3 億ドルを超えた。プロジェクト部門は累計 750 社を超え、その

中には国内外一流の政策研究機構、高等大学、業界協会、地方省エネ機構と非政府組織な



 

  

どが含まれている。例えば、国務院発展研究センター、国家発展改革委員会エネルギー研

究所、国家気候変動対応戦略研究と国際協力センター、生態環境部環境計画院、シンガポ

ール科学院、シンガポール社会科学院、清華大学、公衆環境研究センター、エネルギーと

交通革新センターなど。 

 

十. 免責事項 

このホワイトペーパーは、プロジェクト情報の理解を積極的に要求する特定のオブジ

ェクトに情報を伝達するためにのみ使用され、将来の投資指導意見を構成するものではな

く、形式的な契約や承諾ではありません。通証自体には多くの不確実性があるため、予見

できない未来、各国政府は通証分野に対して監督管理条例を公布する可能性があり、早期

投資家が購入した通証は価格と販売性の面での変動や制限を含むが、それに限らない。 

RCB は Real Coin プロジェクトの公式通証であり、プラットフォームの効率を発生

させる重要なツールであり、投資品ではなく、以下のカテゴリにも属していない:(a)いか

なる種類の通貨;(b)証券;(c)法律実体の株式;(d)株式、債券、手形、株式受領権証、証明書

またはその他のいかなる権利を付与する文書。RCB を購入することは、当社の所有権、制

御権、意思決定権を得ることはできません。 

参加者が RCB 通証配布計画に参加すると、プロジェクトのリスクを理解し、受け入

れ、個人がその結果をすべて負担したいと表明します。参加者は常に所在国または州の暗

号化通証に関する法律に従わなければならない。Real Coin チームは投資家の個人行為に

よる結果に対していかなる責任も負わない。投資家は Real Coin プロジェクトチームの

いかなるメンバーに対していかなる法律責任を追及する権利がない。RCB を購入する前

に、私たちのサービス条項をよく読んでください。何か質問があれば、専門コンサルタン



 

  

トに相談してください。 

Real Coin チームは、ドキュメントに記載されている目標を達成するために全力を尽

くしますが、不可抗力の存在に基づいて、チームが完全に完了することはできません。開

発の過程で、プラットフォームが更新される可能性があり、ドキュメントの一部の内容も

プロジェクトの進展に伴って新版白書で調整され、チームはウェブサイトで公告や新版白

書を発表するなどして、更新内容と技術の進展を公開します。参加者は必ず Real Coin プ

ロジェクトの公式サイトにアクセスして最新版の白書と関連公告を取得し、更新内容に基

づいて自分の意思決定をタイムリーに調整してください。Real Coin チームは、(i)本文書

の内容に依存すること、(ii)本明細書の情報が不正確であること、および(iii)本明細書によ

るいかなる行為による損失も一切負担しないことを明らかにした。 

テクノロジーリスク 

まず、本プロジェクトはブロックチェーン技術に基づいて、既存の公チェーンの限界

のため、再度、プロジェクトの更新調整過程において、脆弱性の存在を発見する可能性が

あり、パッチを発行することによって補うことができるが、脆弱性による影響の程度を保

証することはできない。 

セキュリティリスク 

安全性の面では、単一の支持者の金額は小さいが、総人数が多く、プロジェクトの安

全保障にも高い要求が提起されている。通証は匿名性、遡及しにくいなどの特徴があり、

犯罪者に利用されやすく、ハッカーの攻撃を受けたり、不法資産移転などの犯罪行為にか

かわる可能性がある。現在知られていない他のリスク:ブロック技術と業界全体の態勢の

絶え間ない発展に伴い、Real Coin はまだ予想されていないリスクに直面する可能性があ

る。参加者は参加意思決定を行う前に、チームの背景を十分に理解し、プロジェクト全体



 

  

の枠組みと構想を理解し、自分のビジョンを合理的に調整し、理性的に通証交換に参加し

てください。 


