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はじめに
「自動化と人工知能を用いた技術は、最も破壊的技術の源泉となる。」- アラン・ドゥアズ 

「知識への投資は、最善の利益をもたらす。」 - ベンジャミン・フランクリン 
「市場は間違うことはない - だが、見解は間違うことが多い 」 

 - ジェシー・リヴァーモア

ブロックチェーンと暗号通貨は、従来のFinTech投資ア
プリに依存していた最終消費者に新しい投資と取引の
機会を提供し、世界の金融環境を一変させています。
今日では、誰もが最小の投資資金で暗号通貨に投資
したり、取り引きすることができます。これにより、今ま
で通貨取引で技術的なノウハウを持っていなかった人
々が新たに暗号通貨市場に参入してきました。たとえ
ば、タクシー運転手やピアニストが、暇なときに少額の
資金で暗号通貨やICOの取引や投資を行い、従来の市
場の個人投資アプリよりも高い収益を上げています。
 
成功する暗号通貨のトレーダーには１つの共通点があ
ります。それは、憶測を立てないことです。継続して利
益が得られるよう、一週間でないにしても数日間は最
初の通貨の購入についてリサーチします。複数の暗号
通貨関連の資産に効果的に投資するための技術的知
識と市場固有の知識を蓄積するには、何カ月も何年も
かかることがあります。こうした期間に価値あるもの
を失わないというわけではありません。仕事や個人的
な活動が奪われることは別にして、この期間に、投資
家の投資判断が遅く、収益性の高い投資機会を逃して
しまった場合、投資機会をみすみす失ってしまうこと
になります。
 
ここにWatermelonBlockを導入する理由がありま
す。従来の投資分析よりもスマートで速く、暗号通
貨、ICO投資、トレーディングをシンプルにして、あら
ゆるライフスタイルに合わせて利用することができる
からです。

WatermelonBlockは、フェーズIの実装の一環として、
リアルタイムで実用的なインサイトを提供し、投資と
取引のプロセス全体の簡素化、容易性、確実性、信頼
性を実現します。これは、独自のアルゴリズムとIBM 
Watson人工知能（AI）の堅牢でスケーラブルな処理能
力によって可能となります。
 
これにより、行動金融や経済的な分析方法を考慮した
AIや機械学習を使用して、プロセスをより迅速に、より
効率的に、正確に行います。 WatermelonBlockは、技
術的および社会的ビッグデータセットを組み合わせる
ことによって、市場心理を精緻に分析することができ
ます。WatermelonBlockは、AIの有効性を活用してい
るため、特定の投資家、グループ、戦略に偏ることはあ
りません。
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ニューワールド
データと新たな機会に満ちた
世界では、暗号通貨とICOへ
の投資について適時にかつ
適切に判断を下すためには、
市場を常に監視しなければ
なりません。多くの経験豊富
な投資家が、昼夜を問わずポ
ートフォリオの選択を研究・
分析していますが、何百万人
もの最終消費者は信頼でき
る投資分析情報を求めてい
ます。

概要

WatermelonBlockは最終消
費者を念頭に置いて設計さ
れており、ビッグデータと人
工知能の力を活用して、あら
ゆるライフスタイルに合った
暗号通貨とICO投資を簡単
に行うことができるようにし
ます。
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現在の市場問題

AIを利用してリアルタイム
の投資判断を実現

市場心理に対して偏りなく、わかりやすく、実用的な
最新情報を見つけ出し、また暗号通貨やICOに対する
洞察力を身につけ、比較検討するには時間がかかりま
す。

暗号通貨の情報は豊富にありますが、素人が公平で
信頼性のある、深い市場洞察力を身につけることは非
常に困難です。こうした情報源の比較検討にも非常に
時間がかかります。このような問題があるために多く
の投資家が貴重な投資機会を逃しているのです。

市場は投資家心理の影響を強く受けますが、投資家
は投資情報の信頼性と影響力を確実に把握すること
はできません。

ノーベル賞受賞者の行動経済学者、リチャード・タラ
ー氏は、投資判断は、本質的価値や歴史的傾向などの
合理的要因の影響を受けるのと同じように、心理的要
因や投機的要因の影響を受けることを強調していま
す。暗号通貨とブロックチェーン市場は、ニュース、ソー
シャルメディア、ブログ、マイクロサイトを介して発信さ
れるオンライン情報に大きく影響されます。

新しいメディアチャネルを通じて配信される市場心理
や市場インサイトに基づいて行動する投資家が増えて
います。つまり、市場心理は、通貨資産に比べてブロッ
クチェーン資産にはるかに強い影響を与えているとい
えます。

市場心理を把握していなければ、投資家は情報に基づ
く正確な投資判断を行う際に不可欠な情報を欠いて
いることになります。

このため、WatermelonBlockは、テクニカルおよびソ
ーシャルビッグデータセットをリアルタイムで照合し、
以下の目的のために専門的基準を適用します。

メディアの情報源と情報提供者の論調と信頼性を明ら
かにする。

そのメディア情報が市場にどの程度影響を与えるか解
析する。

そのメディア情報が市場に与える影響力の信頼度に基
づいて投資情報を特定し、評価する。
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WatermelonBlock 製品スイート
WatermelonBlockは、暗号通貨の投資家やトレーダー向けに設計されたAI対応のテクノロジーツールを活用する
ことにより、WatermelonBlock製品スイートの各種製品がWatermelonBlockアプリを通じて利用できます。以下
に、2つの重要なフェーズで公開していく製品スイートの概要を紹介します。

フェーズ I - AI 暗号通貨インサイトアプリ
最初のWatermelonBlockスマートフォンアプリは、暗号通貨について偏りのない簡略なインサイトを提供しま
す。2018年第3四半期のリリース開始を目標に、暗号通貨の投資家向けに最新のマーケットスナップショット
を数秒で提供していきます。市場見通しは、暗号通貨市場に関する世論を収集する際に役立つインターネット
およびソーシャルメディアの情報源をスキャンして得られます。WatermelonBlockは、IBM WatsonのAI技術を
使用して、暗号通貨の投資家向けインサイトを集約することにより、リアルタイムで市場心理を評価します。 
WatermelonBlockthenは、このような世論をもとに構築したWatermelonBlockの内部指標に基づいて、解釈し
易いインデックスで、暗号通貨とICOの相対的な強さを評価します。WatermelonBlockは、AIによる暗号通貨イ
ンサイト機能の一環として、公開されている記事に含まれる情報を識別し、その情報を暗号通貨の投資家にとっ
て重要な知見として提示します。こうした情報は潜在的な市場動向を解釈するうえで役立つように暗号通貨の投
資家に提供されます。

WatermelonBlockアプリは、既存の暗号通貨投資家と、暗号通貨市場に参入しようとしている多数の初期投資
家向けに設計されています。鮮明なユーザーインターフェースは、特にRobinhoodやAcornsなどの少額投資アプ
リのユーザーを対象に設計されています。

このアプリは、AndroidとiOSの両方のデバイスで無料で利用でき、オプションのプレミアム機能も有料で利用で
きます。料金は、プラットフォームの暗号通貨トークンであるWatermelonBlock Token（WMB）を介してお支払い
できます。無料の流通モデルにより、数百万の暗号通貨投資家が投資チャンスを拡大することができるだけでな
く、WatermelonBlockブランドの市場意識を急速に高め、広範な投資家コミュニティも構築されていくでしょう。
アプリのフェーズIには以下のような特徴があります。

シンプルで美しいユーザーイン
ターフェース

暗号通貨、市場、ICOのリアルタ
イム予測

パーソナライズされたポートフ
ォリオ通知

MelonScoresは暗号通貨のランク付けをしており、どのような
レベルの投資家にも理解しやすくなっています。

市場インサイトは、IBM Watson AIを使用したグローバル・メデ
ィアおよびソーシャル・ビッグ・データ・セットの心理分析に基
づいています。

投資家に、暗号通貨とICOのポートフォリオに関するリアルタイ
ムイベントを警告します。
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フェーズ II ‒ シームレスな AI 投資・取引プラットフォーム

WatermelonBlockアプリのフェーズIIでは、2019年第2四半期のリリース開始を目標にWatermelonBotが導入さ
れます。WatermelonBotはAI投資・取引ツールで、暗号通貨の投資家がWatermelonBlock AIによる定式化暗号
通貨インサイトをすぐに活用でき、投資家に代わって取引を行います。 WatermelonBotは、WatermelonBlock独
自のアルゴリズムとIBM WatsonのAIを使用して市場をリアルタイムで分析し、正確な投資判断を行います。取引
はすべて、WatermelonBlock Token（WMB）を介して行われます。

これは多数の初期最終消費者にとってゲームチェンジャーであり、従来の投資アプリと同じ利便性を提供します
が、AIの市場心理分析により投資チャンスが拡大し、暗号通貨とICOのハイリターンが期待されます。

この段階で、WatermelonBlockアプリは、AndroidやiOSで、またデスクトップWebアプリケーションとして利用で
きるようになります。

アプリのバージョンはすべて、プラットフォームのフェーズIのネットワーク効果をベースにして、フリーミアムモデル
で引き続き利用できます。WatermelonBotその他のプレミアム機能には、WatermelonBlock Token（WMB）で支
払う月間利用料がかかります。
 
WatermelonBlockアプリのフェーズIIは以下のように要約することができます。

モバイル中心

WatermelonBot AI

デジタルウォレット

デジタルウォレットと支払いの
統合

WatermelonAnalytics

WatermelonBlockアプリはAndroidとiOSで利用できます。

リスク、資本、および各種暗号通貨投資の優先レベルに基づい
て、パーソナライズされたユーザー設定を選択できる自動化AI
投資。

WatermelonBlock Token（WMB）を格納し、暗号通貨を選択でき
ます。プレミアム機能の料金はWatermelonBlock Token（WMB）
を介して支払われます。ウォレット機能は、Android、iOS、デスク
トップのWebブラウザで利用できます。

投資家はWatermelonBlock Token（WMB）と他の暗号通貨を
シームレスな取引のために1カ所に保管することができます。取
引の執行を迅速化するための普及したデジタル決済プラットフ
ォームと統合されています。

中小企業センチメントアナライザーとWatermelonBlockセンチ
メントインフルエンサー認定プログラム。

2018年から2019年の期間に、WatermelonBlock 製品スイートに以下の機能を含む関連製品が追加されます。
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WatermelonBlockデビットカード
を使用して支払いを行います。

WatermelonBotは、ユーザー設
定の優先度に基づいて、常に投資

を最適化します。

デジタルウォレットは、通貨を保管
し、WatermelonBlocksを使用し
てプレミアム機能や商品の費用を

支払います

Watermelon Botを使って最新の
市場予測を活用して自動的に投資
を行います。 Watermelon Block
通貨によるすべての取引。

WatermelonBlockアプリを使用
したリアルタイム市場予測。

Watermelon Analyticsは、中小
企業や専門家向けのセンチメント

分析を提供します。

WatermelonBlockエコシステム
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ユーザーエクスペリエンス
アイデア（ユースケースまたは概念実証）と特に最終消費者を念頭に置いて設計した実用技術との間には大きな
違いがあります。WatermelonBlockは、単なるアイデアや概念実証でもってICOに着手することを目的とする会社
とは違います。WatermelonBlockは、2018年第4四半期にリリースを予定しているWatermelonBlock AIの暗号通
貨インサイト機能に実証されている実用技術を開発しました。

有用な技術と世界中の何百万人もの人々が毎日使用する技術との違いは、ユーザーエクスペリエンスです。多数の
初期最終消費者は、身近で、使いやすく、楽しめ、日常生活に調和した技術を必要としています。

このような理由から、WatermelonBlockアプリは、ユーザー体験を念頭に置いて設計され、構築されました。開
発チームは、数多くの投資家や最終消費者と協力して、このアプリが楽しく使えて、インサイトが解釈しやすくすぐ
に投資行動に結びつくようにしました。

Watermelon Index、Melon Score、Personalized Portfolio、Customizable Notificationsは、WatermelonBlock
アプリで利用可能な市場初の機能と製品で、世論や市場インサイトの最新情報をリアルタイムで提供することによ
り、投資家の投資判断プロセスを改善できるように設計されています。
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A I 暗 号 通 貨イン サイト製 品 を提 供 する際
に、WatermelonBlockは、膨大なデータ量を処理する
IBM WatsonのAI計算能力を活用して重要な情報を取
捨選択し、機械学習を通じて人間の思考や意思決定プ
ロセスを正確に反映させます。これにより、投資家は
必要不可欠な情報と資産価値をうまく処理することが
できます。
 
WatermelonBlockは、社会的・伝統的メディアのビッ
グデータセットを使用して、さまざまな社会的・伝統的
メディアAPIを使用する暗号通貨やICOに関連するキー
ワード、ハッシュタグ、メタデータ用語を取り込みます。
メトリックスは、Reddit、Steemit、Facebook、Google
、Instagram、Twitterその他のメディアやソーシャルプ
ラットフォームから引き出され、刻々と変化する市場
心理を反映するために一瞬一瞬見直されていきます。

WatermelonBlockは、最も信頼できる正確なデータ
が確実に抽出されるように、一連の独自のデータ検証
手順を作成しました。偽陽性を排除することにより、
最終的な情報出力が信頼できるものとなり、真の市場
見通しを得ることができます。

WatermelonBlockは、IBM Watson AIを使用して、これ
らのビッグデータセットを読み取り、分類し、情報、市
場心理、推論を評価するだけでなく、一人ひとりの投
資情報提供者を個別に比較検討してその社会的影響
および読者・視聴者層も分析の対象とします。

WatermelonBlockは独自のアルゴリズムを使用してパ
ーセンテージを計算し、ネットワークごとにリアルタイ
ムでインデックススコアを作成します。これは、Melon 
Scoreとして知られています。

WatermelonBlockは市場インサイトデータにAIを使
用することで、コアプロセッサはよりスマートで正確に
なり、自己学習データと動向が時間とともに変化しま
す。WatermelonBlockはWatermelonBotを活用して、
これらのインサイトを利用し、投資家の代わりに、そ
の選択した投資設定に基づいてリアルタイムの取引を
実行します。

大規模市場にシームレスな取引を提供するには、高ス
ループットと一定のスケーリングに対応できると同時に
データの正確性を保証できるテクノロジーが必要とな
ります。

WatermelonBlock Token（WMB）はNEMプラットフォーム
上に構築され、堅牢でスケーラブルなブロックチェーンア
ーキテクチャの実績を活用しています。WatermelonBlock 
Token（WMB）は、WatermelonBotを使用した取引を含
め、フェーズII実装で利用可能な製品に加えて、フェーズIの
実装で利用可能なオプションプレミアム製品の支払いに
限って使用されるユーティリティトークンです。

NEMブロックチェーンは、低遅延のスケーラビリテ
ィ、安全な分散化を提供し、かつグローバル銀行が
使用するのと同じブロックチェーンに基づいているた
め、WatermelonBlockネットワークを完全に補完し
ます。

WatermelonBlockはエンタープライズインフラスト
ラクチャサービス全体に展開されたクローズドノー
ドグループを使用しています。ノードレベルでの記
録の信頼性は、投資家データと取引額がすべて安
全であることを確認する上でWatermelonBlockにと
って極めて重要です。NEMコンセンサスプロトコル
は、WatermelonBlockのブロックチェーンが常に適応
型記録セキュリティを提供できることを保証します。

使用技術

なぜブロックチェーン 
なのか？
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WatermelonBlockは、ユーティリティトークンであるWatermelonBlock トークン（WMB）の割当を通じ
て、継続的に発展するエコシステムへのアクセスをユーザーに許可します。これらのトークンは、フェーズII
の下で利用可能な製品に加えて、フェーズI実装の下で利用可能なオプションプレミアム製品の支払いに使
用されることになります。

ICOの後、WatermelonBlockはWatermeloBlockトークン（WMB）を以下の3つの方法で一般に公開する
予定です。

 
  WatermelonBlock トークン（WMB）は、自動化されたWatermelonBotを介して取引することが

できます。

 WatermelonBlockトークン（WMB）は、WatermelonBlockデジタルウォレットに格納できます。

  WatermelonBlockプレミアム機能、サブスクリプションおよびWatermelonAnalyticsなどの関連
商品の支払いを行います。

トークンセール
WatermelonBlockトークン（WMB）の総供給は400,000,000で、ICO中は、3回にわたって、240,000,000のトー
クン（WatermelonBlock トークン (WMB) の60％）が販売される予定です。 ICOの後、WatermelonBlockは
WatermeloBlockトークン（WMB）を以下の3つの方法で一般に公開する予定です。

The WatermelonBlock Token is to be listed on major 
crypto exchanges a er the ICO is completed.

1 .

3 .

2 .

相対売買
US11.6c

プレセール
US11.6c

ICO - 公売
US11.6c
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WatermelonBlock製品スイートとICOの概要をご覧いただきありがとうございます。

WatermelonBlockは、世界の関係管轄区域に必要なKYCおよびAMLの要件をすべて遵守できるよう最善の努力
を払っております。取引はすべて、NEMブロックチェーンに記録され、高度な整合性を維持するために複数の内部
およびサードパーティのサービスを参照して行われます。

WatermelonBlockの製品、技術、今後のICOの詳細については、詳細なホワイトペーパー「WatermelonBlock in 
Detail」をご覧になるか、WatermelonBlockチームにお問い合わせください。

詳細について

WatermelonBlock トークンを購入する準備ができている場合は、次の手順を実行してください。

1. www.WatermelonBlock.ioにアクセスする。
2. リンクをたどり、すべての取引を処理するアフィリエイトサイトにアクセスする。
3. フィアット（法定通貨）および他の各種暗号通貨で支払う。


