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免責事項 
 

これは我々が提案した「妖精商店街」ゲームとトークンの概念を説明するための文書（「白書」

）である。ピクシーコイン PixieCoin（略称:PXC。下同）。当白書は随時修正、置換される可能

性がある。我々にこの白書の随時更新、又は読者に他の追加情報ルートを提供する義務はない

。読者の方へ: 

 

全ての方に適用するわけではない:「妖精商店街」と PixieCoin は全ての方に公開するわけでは

ない。参加するには一連のステップをこなす必要があり、特定の情報と文書を提供することが

必要。 

全ての司法管轄エリアで政府に規制される製品を提供することはない。PixieCoin（当白書の記

述するとおり）全ての司法管轄エリアで証券やその他政府に規制される製品を提供する目的を

持たない。当白書は株式募集説明書やその他の要約文書ではない。全ての司法管轄エリア内の

証券又は規制される製品の要約又は募集を目的としない。当白書は全ての司法管轄エリアの監

視管理機構の審査を受けていない。 

 

一切意見を提供しない:当白書は「妖精商店街」ゲーム又は PixieCoin を購入する意見にならな

い。一切の契約や購入決定の根拠にならない。 

 

一切の声明や保証を代表しない:当白書に記述される情報、声明、意見又はその他事項の正確性

や完全性、又はその他の形で伝達する企画関連情報に一切の声明や保証はない。制限のない前

提で、先取りや概念記述の成果又は合理性に一切の声明や保証を提供しない。当白書に記述さ

れる内容は今後の承諾や記述の根拠にならない。 

法律が許可する最大範囲内において、如何なる不注意、契約が生じても、当白書の関連者や関

連方面で生じた又は関連の損失に関しては（予測されるかどうかに関係なく）、一切の責任を

負わない。制限される又は完全免除されない責任範囲は適用法律が許可する最大限度に限られ

ている。 

 

英語バージョンに準ずる:当白書は正式な日本語バージョンである。如何なる翻訳も参考のみで

、一切の認識を受けていない。当白書の翻訳と英語バージョンに異なるところがある場合、英

語バージョンに準ずる。 

 

その他の会社:PixieCoin 基金会（略称「基金会」）の他に会社及び／又はプラットフォーム名と

商標を使用しても、一切の関連を認めない。当白書は指定会社とプラットフォームに応用説明

の用途を提供する。 

 

全ての必要な専門意見、財務と会計処理関連業務の意見を必ず参考すること。PixieCoin プロジ

ェクトが大成功することを期待しているが、成功する保証はない。デジタルアセットとプラッ

トフォームはいずれもリスクがある。必ずリスクとリスクを負う力を評価すること。 

  

 

 

 

1. 背景紹介 

 

1.1 仮想商品売買 

バーチャルワールド（Virtual World）はその名の通り、インターネットで提供される情報空間の

ことである。現在のバーチャルワールドは MMPRPG ゲームを代表とする「テーマを設定された仮

想世界」段階にあり、今後は人工知能、コンピュータ グラフィック、マンマシンインタフェー

スなどを通じてバーチャルワールドへの「移民」を実現する。バーチャルワールドは中心や境が
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なく、高度の時空をまたがる性質を持つ。したがって、各種の仮想商品の売買も完全にリアル

世界の「物理的移動」から離脱することができる。分散型台帳技術が仮想商品の「所有権移転」

をサポートする。分散型台帳技術により、ゲームの仮想アイテム、ソーシャルネットワークで

使用される仮想通貨はいずれも「所有権」の実際移転を実現する。 

私たちは仮想商品売買サービスを提供するスマートコントラクトを開発し、今後「実体」のない

仮想物品の売買における所有権確認需要に応じることを目的とする。現在を元に、未来に着目

する。つれ 1990 年代生まれと 2000年代生まれの成長に、彼らが仮想物品に対する消費概念は従

来の認識を覆すものだと判明した。単純な仮想物品が徐々に主流消費の一部となった。特にゲー

ム分野では各スキン、アイテムが次から次へと現れた。我々は数多くのゲームの中で、突然現

れた二次元着せ替えゲームを切口とし、素早く応用できる非中心化ゲームアプリを仮想商品売

買規約の初体験者にさせた。 

 

1.2 二次元着せ替えゲーム 

二次元即ち ACG 作品 ここの「次元」は通常作品の仮想世界や各種要素の集合体の事を指す。こ

れらの二次元要素から派生したゲームが二次元ゲームである。2015 年以来、二次元ゲームが世

界範囲内でヒットし、この分野も幅広く注目されるようになった。数々の中国産の二次元ゲー

ムが世界舞台で活躍し、素晴らしい成果を得た。数多くの二次元ゲームで、着せ替えゲームは

新しいジャンルである。プレイヤーは大量のゲーム洋服をコーディネートし、ストーリーをア

ンロックしてゲームを勧め、課金購入又はガチャで特定の洋服を手に入れる。このようなゲー

ムはプレイヤー数が多く、従来ゲームに比べ、消費が低く、DAU が高い。プレイヤーの平均課金

金額は多くないが、プレイヤーの数が多く、ほぼすべての女性と一部の男性をカバーしている

ため、収入は相当高い。 

 

1.3 二次元ゲームのボトルネック 

大量のユーザーを集めながらも、二次元着せ替えゲームはオリジナル内容が多く、ゲーム時間

が長い、洋服数が多い、コレクションが難しい、一部のプレイヤー消費能力を超えたなどの欠

点により、プレイヤーを失いつつある問題に直面している。 

パートナーの「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」を例に、二次元着せ替えゲームは現在以下の

問題に直面している。 

 

中心化なストーリーデザイン 

現在、ほとんどの二次元ゲームはストーリークリアモードを使用している。このようなモード

はゲームを安定させると同時に、プレイヤーの想像力を扼殺した。元々自由に個性を活気する

はずのゲームが機械的に既定のストーリーに従って、何度も同じ操作を繰り返すゲームとなり

、ゲームを続ける動力を失いやすい。 

 

中心化経営モード: 

従来の着せ替えゲームの唯一の収入はプレイヤーのチャージである。より多く課金してもらう

ため、ゲームには厳重な「ヒエラルキー」があり、プレイヤーは高額な課金によってコレクショ

ンを完成するしかなく、ゲーム体験とゲームの持続的成長に大きな影響を与えた。 

 

剽窃ブーム 

ゲーム内でプレイヤーの参加熱情が低い問題を解決するため、「妖精的衣橱（妖精のクローゼッ

ト）」は「デザイナーモード」を計画し、導入した。プレイヤーは自ら洋服をデザインし、設計図

をゲームサーバに投稿することができる。このモードにより「妖精的衣橱（妖精のクローゼット

）」は斬新なゲーム体験と大量のロイヤル顧客を引き寄せたが、オリジナル IP の剽窃問題も生ま

れた。 

剽窃は大体二種類に分かれている。1. 有名アニメ、ゲームのキャラクターデザインを剽窃。 

                            2．ネット上の授権のない素材を洋服の設計図とした。 
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「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」の運営で、プレイヤーが有名ネトゲ剑网三（剣網三）

のキャラクターを真似たことで、西山居からクレームを受けた。プレイヤーはその後アカウ

ントを停止された。他にもプレイヤーがタオバオのファッションブランド Lolita のブラン

ドマークを洋服デザインに取り込み、店舗側に合法的権益の保護を求められ、デザイナーが

Weibo で謝罪する事件があった。 

 

中心化の審査制度は網から逃れる問題を解決できない。事実上、審査員がどんなに経験豊富で

も、剽窃作品を完全阻止することはできない。 

 

2. プロジェクト紹介 

 

2.1 妖精商店街 

我々は「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」ゲームと協力し、新たに非中心化の Dapp「妖精商

店街」を開発する予定である。「妖精商店街」は UGC モード生産内容に基づくバーチャルリアリ

ティー運営着せ替えゲームである。プレイヤーのゲームメイン画面は 9マスの商店街となる。そ

のうち一つがプレイヤー自身の経営する洋服店で、他にデザイナー事務所（設計図を投稿するこ

とに用いられる）と洋服工場があり、残りの 6つは他のプレイヤーに貸し出し、洋服店を経営す

ることができる。ゲームページは投票窓口とストーリーデザイン窓口が含まれる。妖精商店街

で、プレイヤーは同時にいろんな身分を有し、異なる権利を行使し、その身分に相当する報奨

が与えられる。「妖精商店街」はオフライン洋服ブランドと提供し、ゲーム内で人気の高い設計

図はプレイヤー投票によって「妖精商店街」のオフィシャルオンラインショップに現れることが

できるだけでなく、その他の服装ブランドもゲームに進出することができ、気に入った設計図

をオークションで入手して実物生産することができる。 

妖精商店街の詳細は本章の「生態構築」部分で紹介される。 

 

2.2 我々が提供する解決案 

 

大量の設計図の権利確認 

剽窃ブームは現在デザイナーの中で非難されているがよくある問題である。現在デザイナーた

ちが妖精的衣橱（妖精のクローゼット）で投稿された設計図は中国大陸で 12 万枚、韓国地域で 7

万枚（持続的に増加中）あり、これらのオリジナル作品は剽窃されやすい対象となっている。私

たちはクライアントを通じて写真の色を分析し、写真のカラー部分をパーセンテージに従って

配列し、各写真に唯一のカラーナンバー、すなわち「色パラメーター」を与える。そのために、

我々は一種のアルゴリズムをデザインし、設定された「色パラメーター」時間ノードと作者署名

によって、デザイナーの権益を保証する。スマートコントラクトで全ての作品権利の行使と追

跡を行うことができる。 

 

 色パラメーター 
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 = 𝑥𝑙𝑛𝑅𝑒𝑑 + 𝑦𝑙𝑛𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 + 𝑧𝑙𝑛𝐵𝑙𝑢𝑒 

その内、 

x、 y、 z はそれぞれ設計図で含有量が一番高い三種類の色の割合である。ここは赤、黄、青三

食を例に、二枚の Sample パラメーターが完全一致する場合、類似度が高いと判定される。 

設計図は自動的に「審査」日常クエストとなり、プレイヤーはスマートコントラクトを通じて投

票する。プレイヤー達によって構成される数百人の大衆審査チームの剽窃識別能力は中心化の

一、二名の審査員よりはるかに高い。 

 

より優れたデザイナー報奨 

現在妖精的衣橱（妖精のクローゼット）には二万名以上のデザイナーがいる。私たちはデザイナ

ーたちがゲームを楽しさとシェアの楽しさを実感できるだけでなく、シェアの価値が得られる

ことを期待している。現在、各デザイナーが投稿した設計図は審査クリア後、ゲームのデザイ
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ナーショップに入り、購入量ランキングが高いデザイナーは実物プレゼントがもらえる仕組み

になっている。分散型台帳技術を導入した後、デザイナー達はスマートコントラクトの形によ

って、直接 PixieCoin を獲得でき、みんなの創作熱情を更に高め、好循環を形成する。 

PixieCoin はゲームで直接消費することができる。妖精商店街の唯一の通貨であり「ダイヤ+ゴー

ルド」システムで代表されるすべてのサービスが含まれている。 

 

一般プレイヤーの参加度が低い問題を解決 

「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」プロジェクトチームの紹介によると、デザイナー以外の一

般プレイヤーがゲームする主な動力はストーリークリアと洋服コレクションだけであり、参加

度がデザイナーより低い。「妖精商店街」の設定により、デザイナーは洋服の「生産と販売」段

階を一般プレイヤーにアウトソーシングし、全プレイヤーがゲームの楽しさを体験できるよう

にする。 

 

長期間有効な激励メカニズムの構成 

デザイン作品の類似度は比較的主観な指数である。分散型台帳技術を導入することで、システ

ム内部設計図の権利確認を確保できるが、外部による素材は確認できない。ゲーム内部で非中

心化の「審査」日常クエストを提供する予定。新しい設計図が投稿された後、200 人以上の審査

を経過する必要がある。審査内容は以前の設計図と似ているか、高度類似しているか、アダル

トや暴力的な内容があるかどうかである。洋服が審査をクリアしても人気がない作品を剽窃し

た可能性もあるため、ゲーム内で通報ボタンを設置し、通報された作品は再度審査段階に入り

、200 名以上の二次審査を経験し、通報者が提供する証拠によって再度審査される。最終的に剽

窃だと確定した場合、デザイナーのアカウントは状況に応じて一定時間又は永遠に使用停止さ

れる。 

 

審査激励メカニズムと洋服デザインメカニズムの他、妖精商店街の最大のポイントはゲームで

ストーリーデザインの場を提供したこと。プレイヤーたちは自由にゲームストーリーを作り、

少ない PixieCoinを消費してストーリーを投稿し、プレイヤー投票によって優秀なシナリオを選

ぶ。 

選ばれたシナリオは制作グループによってサブストーリーとして使われる。サブストーリーは

プレイヤーのデザイン理念に従い、サブストーリーのゲーム設定は正式な設定として受け入れ

られ、メインストーリの補充ストーリーや「サプライズ」になる。ストーリーデザインも同じく

非中心化審査メカニズムを取り込む。 

 

実体経済激励 

オンライン激励メカニズムの他にも「妖精商店街」は日韓有名二次元洋服ブランドと協力し、ゲ

ームで人気の高い設計図を実物化する予定である。同時に、他の洋服ブランドもシステムに導

入し、PixieCoin を使い、オークションで設計図を入手することができる。ゲームプラットフォ

ームもスマートコントラクトによってプラットフォーム、デザイナーと洋服ブランドの利益分

配を行う。 

 

2.3 生態構築 
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図 1: プレーヤーグループ概略図 

デザイナー事務所 

デザイナー事務所はゲーム内の設計図流通プラットフォームである。プレイヤーはデザイナー

事務所で設計図の投稿、中古設計図売買、設計図オークションなどを行うことができる。デザ

イナーの設計は PC やモバイル端末のグラフィックソフトウェアを使って行うことができる。完

成後はゲームの図層規定通りにサーバーへアップする。 

 

 設計図の購入 

審査に合格した設計図は二種類の定価モードがある。定額販売とオークションである。定額販

売は明確な値段をつけ、気に入った相手に購入される。オークションは自分の設計図にベース

価格（この金額を下回った場合、販売しない）をつけ、オークションにかけることである。 

 

 
図 2: 設計図オークション 
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デザイナーにとって、設計図を投稿することでPixieCoin をゲットすることができる。自分の作

品がみんなに認められ、オークションで人気を集めることはデザイナーにとって「ストーリーや

ダンジョンクリア」を超える喜びである。一般プレイヤーにとっては創作したいが、創作ルート

がない問題を解決した。デザイナーを「雇用」することにより、一般ユーザーも欲しい服装設計

図と設定を獲得でき、「コレクションマニア」にとってはうれしい知らせである。 

 

妖精工場 

設計図を購入したプレイヤーはゲーム内で提供される服装工場で一定の PixieCoin を消費して設

計図の洋服を量産することができる。他のプレイヤーはこの洋服が欲しければ、該設計図を所

有するプレイヤーから購入するしかない。洋服販売の利益、該設計図のオリジナルデザイナー

は PixieCoin の報奨がもらえる。 

例一: 

プレイヤーA は 1000PixieCoin でデザイナー事務所からデザイナーB の設計図 B を購入したとす

る。それから 3PixieCoin の値段で他のプレイヤーに量産した製品を販売する。デザイナーB は

一点につき、0.1PixieCoin の報酬がもらえる。 

 

妖精洋服店 

個人洋服店は各プレイヤー経営の中心である。プレイヤーは設計図の購入、洋服を生産するこ

とによってお店を経営する。プレイヤーが設計図を購入し、客量によってコストを回収できる

。客量を獲得するルートは 2つである。 

一、該設計図がとても優れ、とても人気でみんな噂を聞いて買いにくる。 

二、多くの店舗を開き、店舗ごとの客量に頼る。店舗は他のプレイヤーの画面にオープンされ

、そのプレイヤーにアクセスした人は自分の潜在顧客になる。 

 
図 3: ゲーム画面概念図 

 

プレイヤーは個人洋服店を経営することによって PixieCoin を獲得する。ゲットした PixieCoin

は審査投票、レア設計図の購入、設計図の投稿やゲームシナリオ、サブストーリーアンロック

、他のプレイヤーとのコミュニケーションで使うことができる。 
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妖精劇場 

私たちは魅力的なストーリーをデザインし、プレイヤーたちに斬新なバーチャルリアリティー

経営ワールドを提供する。同時に、リアル世界と結合し、異なる人気内容のダンジョンを提供

する。プレイヤーたちはゲームの中でワールドカップ、映画祭、音楽祭など様々な人気 IP を体

験することができる。今後もその他の人気ゲーム、映画などの IP 著作権を導入し、プレイヤー

たちに素晴らしいバーチャルワールドを提供する。 

プレイヤーも自分でシナリオを作ることができ、プレイヤー投票によって選ばれた優秀シナリ

オはサブストーリーとして正式なゲーム設定と認定される。 

 

2.4 技術構築 

「妖精商店街」は Cocos2D-X ゲームエンジンに基づいてゲームクライアントを構成する。サーバ

ーは High concurrent の Go プログラミング言語をサポートする。開発全過程は徐々に GitHub で

オープンソースする。 

 

2.5 異なる身分の参加者 

上記設定により、プレイヤーがゲームで複数の身分を有し、異なるゲーム設定を体験すること

ができる。 

（1） 一般プレイヤー 

一般プレイヤーとは創作に参加しないプレイヤーのことである。プレイヤーは購入、審査投票

の参加、洋服店の経営、時間をかけてコミュニティーメンテナンスに参加することでコミュニ

ティーの発展に絶えず力を添える。事実上、大勢の一般プレイヤーが存在することで「妖精商店

街」生態モードを実現できるのである。特別な貢献をしたプレイヤーはポイントを獲得でき、シ

ステムから定期的に報奨される。一般プレイヤーは「妖精商店街」の中で一番数多く、最も重要

な一環である。すべての一般プレイヤーが非中心化の与える有利点を体験できることを期待す

る。 

 

（2） デザイナー 

「デザイナー」とは「デザイナー事務所」に設計図を投稿するプレイヤーのことである。洋服経

営がメインのゲームとして、デザイナーはゲームの魂である。コミュニティーの全てのプレイ

ヤーがデザインに参加してもらい、分散型台帳技術でブロックの作品を尊重し、デザイナーの

利益を守る。 

 

（3） ミニシナリオライター 

「ミニシナリオライター」とは「妖精劇場」に素材を投稿するプレイヤーのことである。ミニシ

ナリオライター達は時代の歩みと一致し、旺盛な生命力を持つ「妖精商店街」に築くエンジニア

である。ミニシナリオライター達が書いたサブストーリーは全プレイヤーに投稿し、一番人気

が高い内容を選び出す。このようにコミュニティー内で好循環を成すことにより、システムは

ストーリーを購入しなくてもコミュニティーのプレイヤーたちに一番適したストーリーダンジ

ョンを作ることができる。 

 

（4） ファッションブランド 

ファッションブランドは「妖精商店街」で事前購入又は協力パートナーとして契約した実際の洋

服メーカーである。ファッションブランドも同じく「デザイナー事務所」でデザイナーを雇用し

、優秀作品を実体化できると同時にゲームコミュニティーの人気とボーナスを手に入れること

ができる。 

 

3. 経験とビジョン 

3.1 「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」の成功経験 

「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」は御宅游戏(otaku game)が研究開発し、Bilibili が発行

した UGC モードに基づく恋愛ゲーム着せ替えゲームである。2017 年 7 月 5 日に公開テスト。韓
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国エリアバージョンは Wemade スマホゲーム子会社の Flero Games が代理開発し、2017 年 10 月

19 日に kakao で公開。現在中国大陸のプレイヤーは合計 200 万人、DAU7 万人、作品を投稿した

デザイナー数は 2万人を超える。 

 

ゲームのデザイナーシステム、すなわちプレイヤー自身がデザインした作品を投稿し、ゲーム

内で他のプレイヤーに販売してボーナスを得るモードは新たな道を切り開いた。これも「妖精的

衣橱（妖精のクローゼット）」が公開して 5カ月後、一切の宣伝がない状況で毎日 3000+の新規プ

レイヤーを維持する理由である。このモードは電子商取引とソーシャルサイトの特徴を有し、

ビジネスユーザー（デザイナー）がソーシャルサイトでファンたちに作品をシェアすることで流

量が生まれる。 

 
図 4:とあるデザイナーがウェイボーで新作を宣伝している時に生まれた新しいプレイヤー 

 

3.2 「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」との協力関係 

「妖精商店街」は独自運営する非中心化組織であり、PixieCoin 基金会が直接管理する。基金会

登録場所はシンガポールである。「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」を長期的なパートナーを

組み、「妖精商店街」の技術研究開発、市場販売、プレイヤー育成などに必要なサポートを提供

する。 

 

3.3 日韓市場進出 

日韓バージョン「妖精商店街」 

日韓プレイヤーのゲーム習慣に基づき、日韓バージョン「妖精商店街」を発行する。 

日韓プレイヤーはデジタルアセットに対する受容度が更に高いため、日韓バージョンの「妖精商

店街」は直接 PXC をゲーム内の唯一の通貨とし、既存のイラストレーターコミュニティーサイト

、漫画サークル、専門学校と協力し、大量のイラストレーター資源を「妖精商店街」に導入する

予定である。 

 

有名ライター、イラストレーターと契約 

日本、韓国の人気コミュニティーの有名イラストレーターと契約。現在既に 300名以上の海外有

名イラストレーターと交渉し、彼らの予約をとり、初公開内容を準備中である。 
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3.4 実体経済と連動 

妖精商店街は第一回クラウドファンディング後に一軒の日韓上場ファッションブランドを買収

し、各シーズン、設計図の人気ランキングに基づき、実際の洋服を提供する。妖精商店街は該

ファッションブランドと十分に連動し、オンラインとオフラインの同期イベントとロードショ

ーを企画し、数多くのデザイナーの仮想商品に新たな道を切り開く予定である。 

その際、プレイヤーはオンラインゲームを楽しみ、お気に入りの洋服をゲットできるだけでな

く、定期的に開催される投票イベントで実体化する洋服を選び、普段も妖精商店街で生活する

ような気分になれる。 

 

3.5 非中心化の仮想商品売買プラットフォーム 

「妖精商店街」が公開された後、我々はゲームバージョンを更新し続け、徐々にホーム、シーン

、アバタースタイルなど数多くのデザイン要素を公開する予定である。その際、ゲームで目に

でき、絵で作成できる要素はすべて商品として売買することができるであろう。「妖精商店街」

を元に、非中心化の仮想商品売買プラットフォームを築く。 

 

4. 応用シーン 

4.1 設計図売買 

プレイヤーはゲーム内の「デザイナー事務所」で設計図を投稿し、スマートコントラクトによっ

て、オークションで気に入ったデザインテンプレートを購入することができる。購入した設計

図テンプレートで洋服を量産し、販売できる。レア設計図は同時にコレクション価値も有する

。設計図投稿者はオークションの値段によって、自動的に PixieCoin のボーナスがもらえる。 

 
図 5: 「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」の生態概略図 

4.2 ゲームストーリーデザイン 

プレイヤーはゲーム内の「劇場モード」でゲームのシナリオを投稿し、スマートコントラクトに

よって全プレイヤーが投票で優秀シナリオを選出する。優秀シナリオはサブストーリーや「サプ

ライズ」の形でゲームの正式設定に取り込まれる。採用されたシナリオの作者は自動的に

PixieCoin のボーナスがもらえる。 

 

4.3 懸賞クエスト 

「妖精商店街」及び協力ファッションブランドは不定期に特定テーマの懸賞クエストを下す。例

えばワールドカップ前に全サーバーに向けて優秀なユニフォーム設計図を募集するなど。プレ

イヤーたちは少量の PixieCoinを消費して懸賞クエストを引き受け、クエストをこなすことで仮

想通貨のボーナスをもらう。 
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4.4「デザイナー」又は「ミニシナリオライター」の雇用 

現在、一般プレイヤーのゲームモードもストーリークリアに限られることはない。プレイヤー

たちは自分の需要を「デザイナー事務所」に発表し、他のイラストレーターを雇用して理想な設

計図をデザインしてもらうことができる。 

 

4.5 ポイント制度 

「妖精商店街」はゲーム体験をとても重視している。事実上、ポイント制度を実行しる意義も激

励メカニズムを導入し、プレイヤーたちに自らゲーム行為を規範し、共にゲームコミュニティ

ーの良好な発展に貢献してもらうためである。コミュニティーに大きな貢献をしたプレイヤー

に対して、システムは定期的にポイントに基づき、PixieCoin のボーナスを与える。 

 
図 6: 「妖精商店街」経済モデル概略図 

4.6 ソーシャル機能 

「妖精商店街」はただのゲームでなく、みんなが創造し、楽しめるプラットフォームでもある。

プレイヤーたちは自分の興味ある内容を作り、自主的に管理し、共にプレイヤーコミュニティ

ーを築く。 

 
図 7: プレイヤーコミュニティー投票 

 

5. プロジェクトベース 
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「妖精商店街」は基金会協力パートナー、「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」制作チーム

が開発する。「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」が中国大陸と韓国で公開して以来、優秀

な成果を遂げた。ランキングも、UGC デザイナーの熱情も UGC モードが信頼できることを示

している。 

 

中国大陸と韓国エリアのランキング状況: 

         
図 8: 中国及び韓国エリアの App Store ランキング 

 

一部中韓デザイナーの洋服: 

 

   



 

14     
 

   

    
図 9: デザイナー創作投稿イメージ 

 

ゲームの双 11 イベントの売り上げ状況（売上額の単位はゲーム通貨であるダイヤ、人民元との

レートは 1人民元:10 ダイヤ） 
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図 10:ゲーム内の課金ランキング 

 

6. PixieCoin 発行 

6.1 PXC トークン発行  

PixieCoin 基金会は 100 億 PXC の生産発行を提案する。提案時間及び対象の関連詳細は以下を参

照。  

我々は PixieCoin基金会成立後まもなくクラウドファンディングを行う予定である。興味のある

方は http://www.pixiecoin.ioでメールアドレスを提供し、最新のクラウドファンディング関連

情報を参照。我々はホームページで引き続きトークンの発行時間と詳細を公開する。 

  

6.2 PXC 販売収益の利用  

初期の PXC 発行で得た資金は以下の用途に投入される。  

（1）「妖精商店街」開発のサポート  

（2）「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」を拡張し、妖精商店街に必要な販売、運営、宣伝費用

に移す。「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」と PixieCoin 基金会のメンバーは公平を確保する

。 

（3）PixieCoin 基金会が「妖精商店街」を開発する研究開発費用に用いられる。 

 

6.3 PXC 配分 

 

PXC 総額は 100 億、具体的な分配は以下の表が示す通りである。クラウドファンディング終了後

、投資者の PixieCoin はすぐに支払われる。基金会は「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」プロ

ジェクト側とチームの所有するトークンに対して2年間逐一発行の方案を実行する。これもチー

ムがクラウドファンディング後の持続的開発を確保するためである。 

 

 事前配分  バインディン

グ時間 

公開メカニズ

ム  

第一回PXCクラウドファンディング  7.5% 3ヵ月  
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第二回PXCクラウドファンディング 30% バインディン

グせず 

 

PixieCoinプロジェクト生態産出 20% 不適用  

PixieCoinプロジェクトグループ  10%  2年   

PixieCoin基金会 32.5% 一部バインデ

ィング 

 

PXC 総額 100 億   

 

10%のトークンは事前に「妖精商店街」プロジェクトグループと協力パートナーに分配され、開発

技術及び基金会の運営に用いられる。 事前に「妖精商店街」プロジェクトグループと協力パート

ナーに分配されたトークンは長期（2年）の所得期間制約に制限される。 

他の 20%の PixieCoin は今後基金会がプレイヤーに与えるボーナス、PixieCoin 生態システムの

構築推進、およびプレイヤーが生態システムに参加するよう激励するために貯蔵する予定であ

る。 配分された PixieCoin は「妖精商店街」の各種非中心化デザインの運営（審査メカニズムの

投票など）及び「妖精商店街」ゲーム生態の貢献者のボーナスに使用される。 

 

 

7. PixieCoin 基金会 

PixieCoin 基金会は協力パートナーのソーシャルグループに発展することをビジョンとする。こ

れらの参加者は分散型台帳技術節点、ゲームのプレイヤー、サービス提供者とブランドメーカ

ーを含む。彼らはサービスを提供又は利用し、「妖精商店街」で PixieCoin を交換することがで

きる。PixieCoin 基金会は該生態システムメンバーの民主的な管理をサポートし促進することを

旨とする。PixieCoin 基金会の使命は:  

分散型台帳技術を通じて、二次元ゲーム生態をより活力ある、透明なものにすることである。 

 

7.1 PixieCoin 基金会の構造上の原則 

• 公正  

独自管理し、PixieCoin チェーンのシステムとアプリケーションを開発する  

「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」及びメンバー会社の法律実体と別々になっている  

管理者は独自で「妖精商店街」プロジェクトグループの業務を行う  

• 管理  

PixieCoin 所有者の利益を満足し、安定した拡張可能なシステムを開発する  

公平なビジネス協議において「妖精的衣橱（妖精のクローゼット）」と協力する  

PixieCoin 基金会がトークンの発行と分配を管理する  

PixieCoin 基金会は独立した法律実体であり、独自の運営方法と管理モードを有する  

トップレベルの専門家がカウンセリングサービスを提供する  

既存のベースから最適な実務を発展する  

法律変更や要求に応じるその他の措置を有する  

  
7.2 PixieCoin 基金会の主な働き  

• 生態システムのパートナーと共に公開して資源管理を行う。  

• PixieCoin チェーンのシステムとアプリケーションの技術作成をサポート、推進する。  

•生態システムメンバーに関するすべての業務をこなす。  

 

PixieCoin 基金会の働きは「妖精商店街」の開放生態システムを発展し、消費者は手軽に探索し

て価値を見つけるようにし、同時に開発者に開放的で持続的成長可能なプラットフォームを提

供し、これらのサービスを開発、提供、強化し、使用者を引き寄せる。使命をこなすために、

PixieCoin 基金会は研究、開発と管理関連の 3 津の具体的な目標に資源を投入する。下記におい

てそれぞれ説明する。  
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（１） 管理目標  

基金会は公平で透明な管理フロー構成に資源を投入し、生態システムの全参加者の意見と需要

を考慮する。このような開放的な管理モードは会員フロー、参加基準、トークン発行、定額基

準、法律事項を監視管理し、内容と契約基準関連の決定を下す。PixieCoin 基金会は PXC セーブ

の安全性、PXC 使用と如何なるトークン収入の透明度を監視管理する。  

 

（2）研究目標  

PixieCoin 基金会は分散型台帳技術と通じて、PixieCoin チェーンのシステムとアプリケーショ

ンを開発することを旨とする。PixieCoin 基金会は研究開発作業をサポートし、安全で効果的、

ビジネス売買サービスを提供する自主的なネットワークを支援する。 

  

（３）開発目標  

PixieCoin 基金会は「妖精商店街」の開発を指導し、支援する。そして生態システムの協力パー

トナーに共に築き、発展し、創造価値能力を有するツールを提供する。その一部のとして、「妖

精的衣橱（妖精のクローゼット）」は自らのプログラムデーターベースを公開し、オープンソース

し、新たなソーシャルグループを支援し、既存のソーシャルグループに機能を追加する。

PixieCoin 基金会は開発チームに監査することで、持続的に PixieCoin 生態システムの改善と支

援作業を行い、生態システムの参加者が試用できるオープンソースされたプログラムデーター

ベースのメンテナンスを行う。 

 

8. チーム背景、出資者、パートナー 

 

創立チーム 

丁嘯塵、早稲田大学修士、 元日立システムズ高級エンジニア 

沈坤、元 Will Hunting Capital 投資経理、ofo の発掘に成功し、豊かな一、二級市場売買経験

を持つ 

 

顧問チーム 

黄俊、御宅游戏(otaku game)創立者 早稲田大学修士 

劉旻、御宅游戏(otaku game)創立者、CTO 早稲田大学修士 

趙振東、サーバー担当者、南京大学修士、元アリババクラウド高級エンジニア 

 

出資者 
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パートナー 

 
 

9. 投資リスク 

9.1 政治リスク 

現在、世界で分散型台帳技術プロジェクト及びデジタルトークンクラウドファンディングの形

の融資に関する監視管理政策が不明確な国があり、政策変動によって参加者が損失を負う可能

性がある。 

9.2 取引上のエクスポージャー 

一種のデジタル通貨である PixieCoinの取引は極めて高い不確定性がある。現在デジタルアセッ

ト取引分野において、有力な監視管理がないため、デジタル通貨は値段の暴騰、暴落、全天候

取引、マーケットメーカーコントロールなどのリスクが存在し、長期投資経験がない参加者は

個人資産に損失をもたらす可能性がある。投資者は各自の状況と経済に応じて適切な投資方法

を選択するべきである。 

9.3 統括上のリスク 

妖精商店街プロジェクトグループは全力で白書に記載されたすべての発展目標を実現する。現

在チームには完全な技術とビジネスチームを有するが、技術開発などの発展は予測できない要

素や不確定な要素が存在し、既存のビジネスモードと統括思考は市場需要と見事にマッチしな

い可能性があるため、投資者が期待する利益を実現又は達成できない可能性がある。同時に、

当白書はプロジェクト進行につれて調整することがあるため、プロジェクトの後続進展詳細が

直ちに投資者の手元に届かず、情報の非対称性によるプロジェクト認識不足は投資損失又はプ

ロジェクトの後続発展に影響を与える可能性がある。 

9.4 技術リスク 

PixieCoin 生態はイーサリアムの構成に基づくため、協力パートナーが適時に技術を提供できる

保証はない。なお、プロジェクト更新調整の際で、不足点を見つける可能性があるため、技術

チームはパッチの形で補うことがある。 

9.5 セキュリティーリスク 

デジタル暗号通貨は匿名性、追跡が難しいなどの特徴があるため、犯罪者の利用やハッカーの

攻撃されやすく、違法な資産移転などの犯罪行為に関連する可能性がある。投資者は決定を下

す前にチームの背景を十分に把握し、プロジェクト全体の構成と考えを理解し、合理的に各自

のビジョンを予測し、理性的にトークンクラウドファンディングに参加すること。 


