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免責に関する、このセクションおよびホワイトペーパーの最後のセクションをお読みください。将来の
⾒通し、記述に関して責任は持ちません。責任はあなたに帰属するものであり、市場や業界情報をよく
読み、他の⼈々の意⾒、私たちからのアドバイスや追加の情報、アップデート、配布、普及の制限、オ
ファーや証券、リスク、不確実な状況、そういったものに注意してください。
このホワイトペーパーに関連して何らかの⾏動をとる前に、法的、財務、税務及びその他の専⾨アドバ
イザーに相談することをお勧めします。
このホワイトペーパーで説明するトークンは、有価証券を構成することを意図していません。このホワ
イトペーパーは、⽬論⾒書またはオファー⽂書ではありませんし、証券の募集または有価証券のための
勧誘ではありません。
このホワイトペーパーは、販売にあたってのアドバイスではなく、SMARTER THAN CRYPTO からの
勧誘ではなく、英領バージンアイランド（の会社）の法律に基づくトークン購⼊の勧誘やそれに類する
ものではありません。
当社は、このホワイト・ペーパーで解説するように、SMARTER THAN CRYPTO のプロジェクト、ビ
ジネス、運営のために資⾦を集めます。
購⼊者としてのあなたと会社の間には、SMARTER THAN CRYPTO の購⼊契約に関連して、会社の利
⽤規約（T&C）が適⽤されます。T&C は契約の条件を設定します。このホワイトペーパーと T&C で⽭
盾が⽣じた場合は、T&C が優先されます。
このホワイトペーパーは、複数の⾔語で⽤意されます。 他のバージョンあるいは他の資料との間で、
何らかの⽭盾がある場合には、英語版が優先されるものとします。
あなたがアメリカ合衆国の市⺠、居住者あるいはグリーンカード保持者である場合、もしくは英領バー
ジンアイランドの市⺠あるいは居住者である場合、投資適格がなく、SMARTER THAN CRYPTO を購
⼊することはできません。
ホワイトペーパーでは、当局の承認や認可に関していかなる情報も提供しません。法や認証について⾔
及することもありません。このホワイトペーパーの発⾏に関しては、配布や普及に対し適⽤される法律、
規制要件やルールが遵守されていることを意味するものではありません。
後述のように、当社および当社の事業活動、SMARTER THAN CRYPTO、SMARTER THAN CRYPTO
の販売および原資産に関連して、リスクおよび不確実性があります。
このホワイトペーパーおよび⼀部について、配布や普及が認められていない国に対し送ることはできま
せん。このホワイトペーパーのいかなる部分も、市場や業界情報、将来の⾒通しに関する記述に関して、
このセクションおよび責任はあなたに帰着します。後述するセクションにあるように、市場や業界情報
をよく読み、他の⼈々の意⾒に惑わされず、規約に従い、アドバイスに盲従せず、情報やアップデート、
配布・普及に関する制限、保証がないこと、そういった点のリスクや不確実性には⼗分注意してくださ
い。

エグゼクティブサマリー
2009 年に作られて以降、暗号通貨の規模は年を経るごとに⼤きく成⻑してきました。時価総額は 650 億
ドルを超え、さらに強く成⻑しているが、時価総額はいまだ⾦や US ドルの⼀部でしかありません。そ
してさらに⾔えば、それらも世界全体の株式市場から⾒ればほんの⼀部です。まだ成⻑の余地は⼤きい
と⾔えます。
選択できる暗号通貨も何千と存在し、毎⽇増え続けています。選択肢はより難しく、コストを必要とし、
複雑でアドバイスが必要になっています。⾼いリスク、⾮常に⾼いボラティリティとなっていて、実践
的に複数を購⼊して効率的かつ安全に保管し、コインのポートフォリオを複数管理するのは、複雑な問
題になっています。
SMARTER THAN CRYPTO（STC）は、世界で最初の暗号通貨だけの、トークンかされた”より賢い”ポ
ートフォリオで、これらの問題解決を提案します。ポートフォリオは、時価総額トップ 20 の暗号通貨
を⾃動的にポートフォリオに振り分けます。この戦略は、どんな資産のインデックスよりも 40% 多い
リターンと、 40%のリスク提⾔をもたらします。継続的にリスクとリターンに関して効率的なポートフ
ォリオであるため、SMARTER THAN CYPTO は定期的にリバランシングを⾏い調整します。
SMARTER THAN CRYPTO はプラットフォームではなく、ファンドでもありません。CMA
（Comingled Managed Account）によって完全に機能する製品です。SMARTER THAN CRYPTO は仲
介を⾏い、業界最安の⼿数料をもたらします。
Salus Alpha の SMARTER THAN BETA 戦略は⼀貫して、複数のインデックスおよびパッシブインデッ
クストラッカーを上回っています。積極的に管理されるファンドは過去 10 年、流出を経験しながらも
インデックストラッカーファンドに投資を⾏ってきました。インデックスファンドがアクティブファン
ドを上回る理由の⼀つは、⼿数料の低さです。競合する暗号通貨の製品は年間 3% の⼿数料を取ってい
ますが、我々は 0% です。最近構築されたほとんどのプラットフォームでは、上記のように⼿数料が必
要となっています。SMARTER THAN CRYPTO は独⽴して⾃動化されているので、⾮常に低い⼿数料
で実現できます。インデックスアルゴリズムの集合で、⼈間の介⼊を必要としないのです。
SMARTER THAN CRYPTO はユーティリティトークンで、Crix-Crypto インデックスの価値を表すもの
です。最初のトークンは、トークン配布プロセスに沿ってのみ配布され、⼀回だけで、上限があります。
供給されたトークンは、参加者にポートフォリオを共有します。投資された額の 100% が、⾒えないと
ころで暗号通貨を買い、直接的に投資を⾏います。SMARTER THAN CRYPTO は ERC20 ベースのトー
クンで、イーサリウムブロックチェーン上で構築されています。ブロックチェーンの運営はグローバル
で実施でき、24/7 投資可能、透明で、広く確認されるうえに、古典的な銀⾏のような⾼額の⼿数料を必
要としません。
トークンの価値は、当社のスマートコントラクト上で実装された⾰新的な仕組みを通じ、時価総額トッ
プ 20 の暗号通貨の価値と直接的に連動します。スマートコントラクトは、参加者がいつでも原資産を
キャッシュアウトできるようにします。これはつまり、SMARTER THAN CYRPTO の価値が交換可能
であることが保証されるということです。スマートコントラクトでより⾼い価格が提⽰されているにも
関わらず、トークンをそれよりも安価に売ることは合理的ではありません。トークン保有者はいつでも
トークンを販売あるいは交換でき、終了時に⼿数料はかからず、仲介者あるいはアドバイザーの⼿数料
もかかりません。
ICO 後、将来の参加者のための機会は、ICO 参加者からトークンを交換してもらうことです。トークン
は鋳造されず、追加で販売されることもありません。ICO 資⾦の 100% が原資産の購⼊に充てられます。
資⾦の活⽤やトークンの配布については、内訳を各セクションで説明しています。
ポートフォリオおよびリバランスにあたり、最適なパラメータは構造化された科学的なアプローチで決
定されました。取引の戦略は、必要以上の⼿数料を⽀払うことなく、効率的に最⼤のコインを購⼊する
ことでポートフォリオが機能することを確認しました。最⼩の効率的なポートフォリオは 200 万ドルで、

これに到達しない場合はすべての投資家に資⾦の 80%が返却されます。最⼤で 20%が、インデックス
の⽀配を予防するために⽤いられます。
セキュリティは⾮常に重要であり、スマートコントラクトは独⽴した第三者の監査を受けています。専
⾨家のアドバイスを受けて、強⼒な個⼈確認でシビル攻撃や SMARTER THAN CRYPTO を悪い⼈間が
保有することを防ぐベストプラクティスを実装しています。ICO 後、保有者は監査され、監査レポート
が公開されます。チーム及びアドバイザーの全リストは、SMARTER THAN CRYPTO のウェブサイトお
よび補⾜にて確認いただけます。
SMARTER THAN CYRPTO は ICO の資⾦をとりまとめてリバランシングの試験を来ない、7⽉までに
取引所への上場を⽬指しています。
SMARTER THAN BETA 戦略は、Salus Alpha Capital に完全に沿った、認可済みの知的財産です。ポートフ
ォリオ最適化技術は 14 年前から実⽤化されており、ヘッジファンドや ETF マーケットで活⽤されてきまし
た。SMARTER THAN BETA ポートフォリオ最適化技術はどんな資⾦のインデックスよりも 40% の⾼いリタ
ーンと、40%低いリスクを実現します。このプロダクトを私たちは「SMARTER THAN BETA」と呼んでお
り、リスクとリターンを単純に⽐例させるような他の製品と⽐べることはありません。

Salus Alpha Capital は、2013 年中期以降の暗号通貨に関するすべてのデータを補完しています。概算
で 6 か⽉のトレードに関する詳細なデータセットが、リバランスの最適化および SMARTER THAN
BETA トークンの発⾏に際しトレード戦略を決めるために活⽤されます。ICO 参加者は SMARTER
THAN BETA 製品に早期アクセスでき、SMARTER THAN CRYPTO トークンと互換性を持ちます。
結果として、SMARTER THAN CRYPTO は上限を持ち、トークン化された暗号ポートフォリオで、ト
ップ 20 の暗号通貨に⾃動的に追従し、毎週最⼤ 20% までをリバランスしていきます。
ひとつのトークンを保持するのと同じくらい簡単にたくさんの暗号通貨をポートフォリオに加えること
ができます。
免責事項
1.ICO 参加者は、国籍、居住地、住所、および購⼊に関して、保有またはトークンの処分について法的
要件と税の関係性を理解し、通知しなければなりません。このホワイトペーパーの配布、およびトーク
ンセールに関しては、法律で制限されることがあります。このホワイトペーパーは、販売の申し出また
はそのような勧誘を⾏うものではなく、それらが違法である国の⼈々に対しても勧誘などを⾏うもので
はありません。
2. SMARTER THAN CRYPTO は、法的、ビジネス的、財務的あるいは税務的なアドバイスを提供しませ
ん。あなたはプライベートかつ未登録な状態で、法的に参加することができないかもしれません。あな
たは（あなたが合法的にこの ICO に参加することができるかどうかを含め）これらの問題について、弁
護⼠、会計⼠、その他のアドバイザーに相談してください。もし ICO およびトークンに関して何か質問
があれば、私たちに連絡してください。
3.トークンを購⼊する⽅は、彼ら⾃⾝の責任で適⽤される法律や条約に基づいて判断してください。
ICO 参加者は国における法律的な要件および税務的な条件を満たした上で、保有またはトークンの処分
を⾏ってください。
4.このホワイトペーパーでは、合法的にセールに参加できる⼈々だけを対象としています。このホワイ
トペーパーは、いかなる管轄権においても有価証券の勧誘ではありません。
5 このホワイトペーパーは、SMARTER THAN CRYPTO を購⼊するための契約書などを作成するための
ものではありません。潜在的な ICO 参加者各位が法律を遵守し、合法的に参加されることに期待してい
ます。
当事務所の弁護⼠から:

SMARTER THAN CRYPTO は英領バージンアイランドに組み込まれています。会社登録番号
は[XXXXXXX]です。
この⽂書は、トークンの販売のための提供の申し出または勧誘ではありません。
この⽂書に記載された個⼈は、トークンを販売したり勧誘したりすることはありません。各個⼈はトー
クンセールを主導する法⼈を代表していあす。
SMARTER THAN CRYPTO におけるすべての資料やメディアは英語版が正であり、唯⼀の公式資料であ
ることとします。
概要
SMARTER THAN CRYPTO は⾃動的な暗号通貨だけのポートフォリオで、SMARTER THAN BETA と呼
ばれるポートフォリオ最適化技術を内包しています。トークンセールでは、それを構成するために市場
価値トップ 20 の暗号通貨を保有するために資⾦を集めます。SMARTER THAN CRYPTO は仲介者なし
のプラットフォームで、⾮常に低い⼿数料を実現します。SMARTER THAN BETA 戦略は平均的なファ
ンド、インデックスを上回ります。
SMARTER THAN CRYPTO はプラットフォームではなく、完全に機能する製品でトークンの価値は幻
想ではなく、トップ 20 の時価総額を誇る暗号通貨の集合体、それらから得られる利益によります。仲
介者の⼿数料、アドバイス料⾦などもありません。SMARTER THAN CRYPTO のユーティリティトー
クンそのものも SMARTER THAN CRYPTO と呼ばれます。いつでも取引でき、完全に転送ができる上、
⾼価なファンドマネージャーや古典的な銀⾏⼿数料なども必要としません。
SMARTER THAN CRYPTO トークンは、それを⽀える資産と直接的にひもづけられ、スマートコント
ラクトによって実現されています。これはつまり、すべての SMARTER THAN CRYPTO トークンは、
市場価値を基盤にしているということです。
SMARTER THAN CRYPTO は単⼀のトークンを保有することを、複数の暗号通貨ポートフォリオに変
えます。このトークンは交換可能で、ICO 後には追加で発⾏されることはありません。市場におけるト
ップ 20 の暗号通貨は変わるかもしれませんが、そのときには SMARTER THAN CRYPTO も保有する
ものを変えます。このリバランシングは暗号通貨のマーケットインデックスを追いかけることを意味し、
リスクを効果的に低減させる戦略です。
暗号通貨のポートフォリオはトップ 20 の時価総額を誇るもので構成され、毎週リバランシングを⾏い、
単⼀の上限を 20% にすることで、幅広く市場を開放し許容可能なものとして扱われます。このしりゅ
では構成を説明し、結論をとりまとめます。

はじめに
メリットは、シンプルでたくさんあります。利便性、仲介者なし、終了時の⼿数料なし、完全に転送可
能で管理可能、そして低い価格の下限です。SMARTER THAN CRYPTO トークンを中央集権型のプラッ
トフォームに持ち続ける必要はなく、制限なしでトークンは取引所で売ることができます。⾃動化は
SMARTER THAN CRYPTO の運営⼿数料をゼロにし、⼀般的な市場の平均である 3% をはるかに下回り
ます。
⼈間の管理者、トレーダーへの信頼は必要ありません。⾃動化された戦略は介⼊や判断を必要とせず、
定量的な研究に下打ちされた戦略がすべてを決定します。トークンの数、リバランスの頻度、資産の重
みづけは注意深く決定され、その⽅法はホワイトペーパーで詳しく説明します。
ICO の資⾦は原資産を購⼊するために使われます。トークンは SMARTER THAN CRYPTO スマートコント
ラクトを通じて、ポートフォリオの価値（NAV）で清算することもできます。トークンは直接清算できるの
ですから、その価格よりも不当に低い価格で販売するような不合理は起こりません。これはトー

クンの価格を保護します。
恒星のように⾼いパフォーマンスを持つファンドは、新しい資⾦を惹きつけます。上限のある構成は実
際の価値（NAV）にプレミアムを加えて取引されます。これは ICO 参加者にとって利益になります。
ICO 後に追加のトークンを発⾏しないのは、これが理由です。
ETF の時価総額は 36 兆ドルであり、暗号通貨の市場全体を合わせてもほんの⼀部（1.8%程度）です。
これは、暗号マーケットには⼤きな可能性が残されていることを⽰します。
幅広くい暗号通貨のリターンと、限られたリスクは、暗号通貨およびフィアット通貨両⽅の投資家にと
って魅⼒的なものです。SMARTER THAN CRYPTO の価値提案（単⼀のトークンだが多様化されたも
の）は、マーケティングと投資家の宣伝で急速に広がります。ICO 後にこのトークンを購⼊するため
の唯⼀の⽅法は、ICO 参加者から購⼊することだけです。ここで、需要に下打ちされながらもリスク
が低減された暗号通貨が、同時並⾏で価値を⽣み出すのです。
SMARTER THAN CRYPTO はコミュニティ全体にも利益を⽣み出します。市場の透明性と流動性は、
当社の取引活動の増加につながります。プロの投資マネージャーのように私たちは活発な⽀援、資⾦提
供、そしてコミュニティ活動への理解をもたらします。単⼀の技術に対する不明瞭な投資、あるいは⼗
分な⽀援が得られないシステム、そういった従来のものとは異なり、SMARTER THAN CRYPTO は暗
号通貨マーケットに出ていきます。

代表的なポートフォリオ＆ファンド構造
定義︓
オープンエンド投資信託︓オープンエンド型ファンドは、株式または債券へ無制限で投資する投資信託です。
投資は需要をつくりますが、売却は悪影響を与えます。購⼊および売却は有価証券の価値に基づき、取引⽇
の終わりに計算され、純資産価値に基づいています。⼤規模な償還がある場合、ファンドはいくらかの投資
を引き揚げ、投資家への⽀払いに充てます。ファンド管理⼈が直接投資を⾏います。

上場ファンド（ETF）︓上場ファンドはオープンエンド型投資信託のようなものですが、代わりに証券
取引所で株式として取引されています。これは、ファンド管理者が直接購⼊するものではありません。
ETF は、NAV に対しプレミアムつきまたはディスカウントで取引される場合がありますが、これは多く
の場合、機関投資家の裁定取引によって短命で終わります。
クローズドエンド型ファンド（CEF）︓クローズドエンド型ファンドは、IPO を経てから、その後取引
所で取引されます。これ以上の株式は発⾏されませんし、取引所で純資産価値に基づいて売買されるこ
ともありますが、原資産への影響はありません。
SMARTER THAN CRYPTO の構造は、クローズドエンドに近い管理されたアカウントです︓
-ICO 後、投資家は取引所でだけ、SMARTER THAN CRYPTO を購⼊することができます。これ以上のト
ークンは販売されません。トークンを売買することはその資産価値には影響を与えず、SMARTER THAN
CRYPTO は市場の需要によってはプレミアムが付与されてトレードされるでしょう。

-価格の下限は、スマートコントラクトによる償還オプションに依存し、それ以上の割引価格で取引さ
れることを防ぎます。
SMART CRYPTO 戦略の理論的な根拠
インデックストラッカーファンドと SMART BETA 戦略は、1976 年に最初のインデックスミューチュア
ルファンドが設⽴されてから成⻑を続けてきました。これは⼤多数のアクティブマネージャーを低コス
トな⼿数料で上回る形で、成功することが証明されました。
低⼿数料と拡張されたインデックス戦略 Salus Alpha の SMARTER THAN BETA 戦略は継続的にベンチ

マークのインデックスを上回っています。投資家⾃⾝によって⻑期的に成功する暗号通貨を選ぶオッズ
は⾮常に低いです。過去のパフォーマンスから学べる点を⾒ても、将来的なパフォーマンスはおそらく
ランダムで、2014 年 2⽉から 2015 年 1⽉にかけてビットコインは価値の 80%以上を失いました。
SMARTER THAN BETA 戦略はインデックスを上回る結果を投資家にもたらします。そして特定のひとつに依
存することなく、隠されたトレンドに追従することができます。これによってポートフォリオは、特にオリジ
ナルの⼀部が下落する場合は、継続的にマーケットよりも良いパフォーマンスとなります。

この SMARTER THAN CRYPTO トークン化ポートフォリオは、素晴らしいものです。暗号通貨でのみ
購⼊でき、暗号通貨だけを持ちます。それによって安定化がもたらされ、エコシステムに旧経済のお⾦
が流通します。これによって流動性が⾼まり、ひとつの技術だけに過⼤な投資を⾏うことはリスキーだ
と考えている⼈々にとっても、安定した成果をもたらすでしょう。
暗号通貨を購⼊するための取引所、サービスそして⽀払い⽅法が指数関数的に増加してきていますが、
しかし未だに機関投資家にとっては暗号通貨を購⼊することは困難です。
まだ⼤衆化できていない部分は、それが以前に存在しなかったという事実によるものかもしれません。そし
て⾮技術的な⾔語で効果的に会話し、その領域に詳しくなる必要があることかもしれません。多くの投資家
にとって「⾼いリスク」と「許容できないリスク」は区別されるべきですが、暗号通貨は伝統的に後者でし
た。SMARTER THAN CRYPTO は最⼤の下落・損失リスクを許容可能なレベルで定義し、上昇する潜在能
⼒を残しつつ、機関投資家のポートフォリオに⾒合うものにしたいと考えています。

ゼロサムゲームと未熟な投資家
インデックスファンドの投資において、基礎の中⼼となるコンセプトはゼロサムゲームです。この理論
は、どのようなときでも、マーケットはすべての投資家の累積で成り⽴っていて、マーケットのリター
ンはすべての参加者の資⾦の重みづけによって得られるというものです。マーケットのリターンがすべ
ての投資家のリターンの平均なので、マーケットを上回る各ポジションは、それと同じだけ他のポジシ
ョンが下回っているということを意味します。これはつまり、コストを考える前段階ですべての投資資
⾦のリターンの和がゼロになるということです。
これには誤解もあり、投資のゼロサムゲームはポーカーのように勝者が総取りするゼロサムゲームと同
じに⾒えます。マーケットにおける「ベータ」はアクティブ運⽤の投資家やマネージャが追い求めるも
ので、「アルファ追従」がアクティブ投資をゼロサムゲームとして考えるのに対し、未熟な投資家はマ
ーケット⾃体のパフォーマンス（アルファ）に「⽀払い」、しかしアクティブな投資家やコストによっ
て潜在的なパフォーマンスは下がるでしょう。
マーケットのリターンの分布は、このように平均値を中⼼とします。私たちはいくつかのコインをバス
ケットに持ちますが、リターンが少ないものを持ち続けることを避け、より良いパフォーマンスのもの
を保持したいと考えるので、ポートフォリオの最適化を⾏います。すべての価格は Salus Alpha
SMARTER THAN BETA 製品によって決まるので、マーケットや他のインデックスよりも低いリスクで
⾼いリターンを得られ、ポートフォリオは⼿数料 0% となります。
SMARTER CRYPTO TKEN は管理⼿数料を⽀払うのではなく、もっと科学的に証明され、継続的でき
るアプローチをとり、それによって勝者を安定して選択することができるので、40% のリスク低減、
40%のさらなるリターンが期待できます。
低⼿数料のメリット
インデックスは、すべてのアクティブ運営に勝てるというわけではありません。それはつまり、単にイ
ンデックスです。特に低い⼿数料のインデックスは、アクティブ運営と⽐べて確実に低いコストで運営
できるという優位性につながります。なぜなら低コストインデックスはほとんどの平均的なアクティブ
マネージャよりも暗号通貨界隈で⻑い期間でみると有利であり、⼿数料はほとんど 6 倍も違います。⼿
数料の違いは、そのままアクティブ運営と SMARTER THAN BETA インデックス戦略を⽐べたときにパ

フォーマンスとして現れます。
暗号通貨マーケットにおける⼤きなプレイヤーは、より低い⼿数料、古典的な銀⾏⼿数料のために
SMARTER THAN CRYPTO にアクセスするだろう。フィアット通貨の投資家も、暗号通貨のリターンを求
めるときには限られたリスク、幅広い露出から、 SMARTER THAN CRYPTO を選択するでしょう。

スマートコントラクト仕様
イーサリアムのブロックチェーンを選択する理由︓
- セキュリティと予測可能性（たとえば独⾃のブロックチェーンを持つ場合と⽐べて）
- 堅牢で、広く使われているクライアント（イーサリアムベースのトークンは、公式イーサリアムクライ
アントで管理することができます）
- 流動性（イーサリウム上で転送可能）
- 取引所への簡単な上場と、すでに確⽴されたインフラ
- イーサリアムスマート契約は、清算オプションを提供する際に⾼い透明性を可能にします
スマートコントラクトは ERC20 トークン規格に準拠し、互換性があるイーサリアムウォレットから使⽤する
ことができます。コントラクトコードは、ICO の期間中に特定の機能を制限するのと同時に、開始⽇と終了⽇
を指定することにより、ICO のクラウドセールを容易にします。イーサリウム⽐でのトークン価格は、1 ドル
に固定し（これにボーナスが適⽤されます）、価格を追跡するように動的に調整されます。

参加者は、直接イーサリウムを送ったり、または buy/buyTo 機能を経由することもできます。送られた
イーサリウムはトークンの購⼊費⽤として計算され、参加者の⼝座残⾼に追加されます。 buyTo 機能を
使⽤して、引数としてアドレスを渡すときに buy およびフォールバックを指定したり、指定したアドレ
スに送信することもできます。
スマートコントラクトは 2 段階の制御機能があり、異なるレベルで認可します。これによって将来的な
ブロックチェーン実装および、ファンドマネージャを煩わせることなく完全なオンチェーン⾃動化が⾒
込めます。
⽀払い機能では、価格に NAV の 1% 未満の取引⼿数料を考慮して⾃動的にイーサリウムを計算します。
この取引⼿数料はマネージャーの利益のためではなく、残された投資家のためのものです。価格は、基
礎となる暗号通貨資産の価値を正確に反映するように定期的に更新されます。
清算オプション
ハイボリュームのトレーダーは価格の⼤きな下落をつくり、その勢いで価格のクラッシュに乗じて安価
にトークンを購⼊しようとすることがあります。清算オプションは価格の下限を保護するように設定さ
れています。これによって価格が市場操作によって意図した下限よりも下がらないようになっています。
価格はしかし、低いコストで⾼い需要をもたらしたときに無制限に上がる可能性があり、⾃動化された
暗号通貨ポートフォリオを単⼀のトークンとして保有できます。
少量で、動的に割り当てられた⼀定量の SMARTER THAN CRYPTO の資産は、イーサリウムのスマー
トコントラクト上で清算オプションが管理されます。これは需要によって⾃動的に管理されます。⼤多
数の暗号通貨資産管理はコールドストレージウォレットで管理されています。
引き出し時には、 SMARTER THAN CRYPTO トークンは、SMARTER THAN CRYPTO ウォレットに
戻されます。これらのトークンはトークンあたりの NAV あるいは市場価格で、取引所で再販されます。
これによって、基盤となる資産は再販が完了したときに改めて投資家によって再購⼊されます。これに
よってマーケット価格の下限が、先述のように設定されます。

トークンの配布と構造
ICO 期間後には⽣成、鋳造、マイニングを含め追加のトークンはありません。 ICO が正常に完了すると、
原資産を取得した後、トークンは譲渡及び取引可能になります。投資は ETH、BTC または LTC で⾏う
ことができます。ETH、BTC または投資した LTC の USD 相当額が、市場の価値に応じてロックされ、
参加者の投資⾦額に応じて配分されます。
トークンの種類︓ERC20 SMARTER THAN CRYPTO -イーサリアムブロックチェーン
最⼤供給（ハードキャップ）︓25 000 000
購⼊可能︓21 750 000
最⼩ICO 投資額︓0.04 ETH
最⼩レイズ︓$ 2,000,000

トークンあたりの価格︓
プレセール（10 000 000 トークンまで）︓$ 0.90
ICO 最初の 48 時間︓$ 0.95
ICO 48 時間後から 2 週⽬まで︓$ 1.00
2 週⽬から ICO の終わりまで︓$ 1.05

要約︓
- 8.5％ SMARTER THAN CRYPTO チーム
- 1.5％ マーケティングおよび投資家との関係性
- 1.5％ オペレーション
- 0.5％ アドバイザー
- 1.0％ バウンティプログラム
- 87％ ICO 参加者
SMARTER THAN CRYPTO チームのトークンは、チームのインセンティブとして、ICO の参加者と利
害を⼀致させるために 2 年間で権利確定します。これは公開されているスマート契約「Vault」を介して
有効になっています。
STCDR（Smarter Than Crypto Drawing Right）トークンを使用すると、Smarter Than Crypto（STC）
トークンを 5％割引で購入できます。
合計 1000.000.000 が利用可能です。

ポートフォリオパラメータ
フューチャープルーフ︓最終的に、暗号通貨のリターンはおそらく、実世界の投資収益よりもマーケ
ットとしては効率的になり、そしてアルトコインは、ビットコインの時価総額の優位性を減らす⽅向で
働きます。規模が⼤きくなると為替⼿数料は、より適切な額になっていくでしょう。
SMARTER THAN BETA インデックス戦略の理論的根拠は、すでに構築されています。私たちは今、市
場への露出を増加し、このようなシステムを実⾏する際のコストを削減することに焦点を当てます。
テストの前提と条件︓
時価総額に重みづけをしても、より⼤きなインデックスコンポーネントが、さらに⼩さいインデックス
コンポーネントに帰着する事実を考えると、それらに相関がないことは明らかです。したがって、私た
ちはリバランスの頻度に関して重みづけの影響をなくし、ポートフォリオパラメータとしては等しい重
みづけを提案します。
さかのぼってのポートフォリオテストは 2013 年 5⽉31⽇から 2017 年 12⽉6⽇、それと 2014 年 7⽉31
⽇から 2017 年 12⽉6⽇に関して⾏われました。重みづけがイコールのポートフォリオに関して歪みを
中和するため、毎週および毎⽉リバランシングを⾏い、構成を⾏いました。
ブロックチェーンにおけるフォークは異常として取り扱い、新しいコインはテスト⽬的で単純に無視し
ました。離散的な値は、限られたデータによる過剰適合を防ぐため、選択的に分析しました。テストは
複数のパラメータを⽤いて並⾏して実施しましたが、以下で分かりやすく述べています。

1 セクション A︓ゼロサムゲームと未熟な投資家
S&P 100 は歴史的なインデックスのコンポーネントを持ち、S&P100 のように時系列を構築しますが、
すべてのインデックスコンポーネントが等しい重さであるという点が違いになってきます。 S＆P100
では 100 個の銘柄があるので、各銘柄は 1％の重み付けとなりますます。私たちは、この指数を S＆
P100 EW と呼び、その後、それぞれ 2％ で加重された 50 銘柄として、⼆つに S＆P100 を分割し、そ
れらを S＆ P1-50 EW と S＆P51-100 EW と呼びました。
仮説
A1︓等しい重みで S＆P100 EW 指数の重みの影響を排除すると、各銘柄は、S＆P100 の加重された時
価総額のパフォーマンスよりも優れたパフォーマンスになるはずです。これによって、時価総額加重が、
リスク/リターンを考えるときに⾮効率的な要素である、と結論づけできるはずです。
A2︓他の指標が市場で未熟な投資家を表すのに対し、S＆P1-50 EW または S＆P51-100 EW のどちらか
が、アクティブ運⽤の熟練した投資家が市場を上回るということを⽰すことができ、投資のアルファが
現れることを期待できます。

テスト
S＆P100 EW、S＆P1-50 EW と S＆P のさかのぼり試験は、毎⽉リバランシングを⾏ったものとしました。

分析及び結論
A1︓図１は、S&P100 EW がリスクの⾯でもリターンの⾯でも、より⾼いパフォーマンスを⽰したこと
を表しています。

A2︓図２では、S&P51-100 EW が、S&P100 EW および S&P1-50 EW を上回りました。これはアクテ
ィブ投資家にとってはマーケットはゼロサムゲームであるという証明であり、スキルがあればより⾼い
パフォーマンスが期待できるということを⽰します。未熟な投資家はマーケットにもアクティブ投資家
にも劣る場合があるということを⽰しています。

セクション B: 追跡コイン数の仮説
B1: ポートフォリオで保有するコイン数とリターンは相関があるのではないか
テスト
ポートフォリオにおけるコインの数（10, 20, 30, 40）を変え、週ごとおよび⽉ごとにリバランス、等し
い加重でさかのぼりテストを 2013/5/31 - 2017/6/12 の期間に対し実施しました。
図 3-4 では、よりコインの数が多いほどリターンが⼤きいことを⽰しています。

分析と結論
B1︓コインの数がリターンとリスクに相関しているように⾒えます。パフォーマンスとリスクは、他と

⽐べて 30-40 の場合で顕著に⾼くなっています。しかしながら 20 と 30、30 と 40 ではリスクもまた数
倍になっています。私たちは「許容可能な」リスクとして、ちょうどよい 20 という数値をポートフォ
リオに組み込みます。
3 セクション C︓リバランス頻度
リバランシングは、定期的にインデックスとして追従するためのポートフォリオの調整作業です。ポー
トフォリオをリバランシングすることは、リスクを低減させるだけでなく中期的なリターンを増加させ
ます。週ごと、⽉ごとにリバランシングを⾏います。⽇次のリバランシングは運⽤の⽀障を来すだけで
なく、取引コストの増⼤によっても許容されません。リバランシングを⾏わないことは、インデックス
のベンチマークから許容されません。

仮説
C1: 週ごとのリバランシングは、⽉ごとにリバランシングするポートフォリオと⽐べて⾼いパフォーマ
ンスを出すはずです。

テスト
トップのコイン（10, 20, 30, 40）に対し異なる頻度でリバランシングを⾏い、ポートフォリオのさかの
ぼりテストを⾏った。リバランシングは週ごとと⽉ごとで⽐較しました。

上記の図 5-8 に⾒られるように、毎週リバランスすることは、毎⽉のリバランスに⽐べて、ほとんどの
場合でポートフォリオを最⼤化するようです。毎週から毎⽇へのリバランス頻度を増加させることは費
⽤の劇的な増加につながるため、望ましくありません。
1 ここで提⽰している仮説について⽰した試験結果は、それぞれの結論に到達するために分析されたデ
ータであり、全体を構成しないことに注意してください。⼤きな試験空間を同時に分析し、最も関連が
みられたグラフがここでは提⽰されています。

分析及び結論
C1︓図 X においては、週ごとにリバランスする⽅が⼤半の⽤途で⽤いられる毎⽉リバランスよりも優
れていることがわかります。したがって、週ごとにリバランスする戦略を選択しました。

4 セクション D︓Smarter Than Crypto
D1︓仮説ではあるが、最適化された SMARTER THAN CRYPTO ポートフォリオが、トップ 20 までの
コインを個別の上限は 20% として市場価値に沿って保有すれば、投資としてはいまだ実現されていな
いが、 40% のリターンと 40$ のリスク低減を実現できるのではないか。
テスト
⽐較期間として、2013 年 5⽉31⽇から 2017 年 12⽉6⽇をとり、ポートフォリオのさかのぼりテストを
⾏った。週ごとに最適化される SMARTER THAN CRYPTO ポートフォリオを⽤い、個別に 20％上限
重み付け、市場価値に基づいてトップ 20 のコインに投資したものと⽐較するため、毎週等しい加重に
なるようにしたものと⽐較する。
また別のさかのぼりテストとして、2014 年 7⽉31⽇から 2017 年 12⽉6⽇までの期間で、週ごとに最適
化される SMARTER THAN CRYPTO ポートフォリオを⽤い、個別に上限 20% で重みづけし、時価総額
上位 20 までのコインと、上位 75 までのコインに投資する CRIX-Crypto インデックスとを⽐較する。

分析と結論
D1︓図 9 に⽰すように、個別に上限 20% で重みづけした上位 20 コインによる、週ごとに最適化され
る Smarter Than Crypto ポートフォリオは、等しい重みづけのトップ 20 ポートフォリオ、および CrixCrypto インデックスと⽐べて、⾮常に⼤きな差をつけて優位性を⽰しました。また、リスクの点でも
同様でした。

パラメータの概要
SMARTER THAN BETA インデックス戦略を⽤いたポートフォリオは、市場価値に基づいて上位 20 の
コインに個別の上限 20% で重みづけして、幅広く許容できる範囲でリスクを効果的に低減しながら投
資していきます。
上限は単⼀の資産にポートフォリオが偏らないような仕組みで、リスクの点でもそうですし、⽀配的に
ならないためでもあります。週ごとのリバランシング頻度はポートフォリオの変化、インデックスへの
追従、リスクの低減といったいくつかの効果を⽣みます。

セキュリティと透明性
SMARTER THAN CRYPTO は、セキュリティ業界のベストプラクティスに従って、シビル攻撃や悪⼈
への防御を、アドバイザーやチームとともに実装しています。強⼒な本⼈確認と認証⼿続きは、安全な
運⽤を⾏っていくための⼿段です。
スマートコントラクトコードは、このホワイトペーパーに書かれている内容だけでなく、静的、⼿動解
析、ガス分析、デプロイプロセスにわたって、脆弱性や動作確認を徹底的に⾏ってきました。
SMARTER THAN CRYPTO の取引活動および保有量に関する透明性は、閲覧専⽤の API および取引所
外のウォレット（ホット、コールド両⽅）を通じて提供されます。
SMARTER THAN CRYPTO は、どこかの段階で時価総額トップ 20 のコインの量を変えます。これら暗
号通貨の⼤半はコールドウォレットに保管され、少量が⾃動リバランシングのために各取引所に保管さ
れます。もしリバランシングが必要な量がホットウォレットに格納されている分では⾜りなくなった場
合、コールドウォレットから⼿動で対応を⾏います。それは SMARTER THAN CRYPTO のポートフォ
リオマネージャーによって事前に通知されます。週ごとのリバランシングは、そのための⼗分な時間で
もあります。
取引は、リスクを低減させる⽬的で、週ごとのリバランシングウィンドウ内で何度かに分けて、複数の
取引所を介して実⾏されます。次のセクションの取引戦略では、流動性およびフロントランニングに関
する定量的な分析が記載されています。
Ledger Nano S が、それをサポートする暗号通貨を保管するために使われます。サポートされない暗号
通貨は、暗号化された USB ドライブに格納されます。これらのストレージデバイスは安全なセーフテ
ィボックスに保管され、バックアップのペーパーウォレットも別の安全な場所に保管されます。セキュ
リティを考慮し、場所は開⽰されません。ICO 後に公共の監査が、ICO 参加者に向けて、上述のセキュ
リティ戦略の正しさを確認します。
ウォレットは、SMARTER THAN CRYPTO としては軽量クライアントと連携します。詳細は⾃動化セ
クションを参照してください。

取引戦略
SMARTER THAN CRYPTO の戦略は未知であり、いまだに完全な形で投資に⽤いられてはいません。
フロントランナーはポートフォリオの再割り当てについて何も情報を持ちません。加えていくつかの戦
略によってリスクを低減します。
1) 暗号通貨は取引の 1-24 時間前に取引所に送信され、トレーダーはホットウォレットを追跡し
たり、いつ取引が⾏われるのかを察知できません
2) 取引は複数の取引所で実施されます
3) 予測困難にするため、取引はリバランシングウィンドウ内で何度かに分けて実⾏されます
異常と応答
フォーク: 暗号通貨がフォークした場合、フォーク通貨は通常のポートフォリオの資産として追加され
ます。リバランシングは、次のタイミングで通常通り実⾏されます。
暗号ベースの BTC-ETH のスワップ︓BTC-ETH スワップは、SMARTER THAN CRYPTO の取引戦略に
は影響を与えません。リバランシングの際、特定の暗号通貨にとらわれず、もっとも取引所で⽤いられ
ているペアを利⽤します。
⾃動化

SMARTER THAN CRYPTO は、複数の取引などを API 連携で⾃動化できるようにします。Bitstamp,
Bitfinex, BTer, Bittrex, Poloniex などが含まれていますが、これだけに限りません。取引が始まった時
点で、対応する取引所の完全なリストがウェブサイトに掲載されます。追加の取引所は、彼らが許容し、
API が最低限の機能を満たした場合に追加されます。
SMARTER THAN CRYPTO トークンの清算価格は、SMARTER THAN CRYPTO によって開発される取
引所サービスによって決定されます。清算価格の⾃動アップデートはスムーズなビジネス運⽤の必要な
パートですが、⾃動化は秘密鍵ストレージをオンラインに置く必要があるというセキュリティリスクを
も意味します。私たちはこのリスクに対処するため、2 段階の承認システムを検討しており、例えば清
算価格のアップデートなど特定のタスクをこなすために割り当てられた限定機能を持つ複数のアドレス
を⽤いるつもりです。この戦略はリスクを低減した⾃動化に寄与し、重要な秘密鍵をオンラインに晒す
ことがありません。
取引所において、異なるトレーディングペアに関して可能な限り最適な価格を得るため、バックエンド
は取引所の API を呼び出します。この⽅法によって、常にもっとも条件が良いレートおよび取引⼿数
料で購⼊することができます。
マーケティング・投資家との関わり
SMARTER THAN CRYPTO チームは多くの時間を割き、ICO 後には伝統的な⾦融セクターに対して情
報シート、説明ビデオ、計画書などわかりやすいものを⽤いてマーケティングしてきます。トークン保
有者は保有量やポートフォリオの状況を SMARTER THAN CRYPTO ウェブサイトで確認できます。
SMARTER THAN CRYPTO は、もっぱら⾮規制地域のマーケティングに注⼒します。参加が許されて
いない、あるいはほとんど許されない地域においては、広告や活動は⾏わず、将来的には規制に従った
り地域の法律要件を満たすといった活動も視野に⼊れます。

ICO 資⾦の活⽤
SMARTER THAN CRYPTO チームは取引システムの開発を完了しました。ICO の資⾦は原資産の購⼊
に充てられます。ICO 後の監査などのために⼩さい部分（1.5%）が運⽤資⾦として⽤いられます。
SMARTER THAN CRYPTO が為替取引とファンドなどの規制に準拠していることを、主要な監査法⼈
によって監査します。2% の運⽤資⾦割り当てで使われなかった部分は、SMARTER THAN CRYPTO
がトレーディングに⼊ってから⾃由裁量で利⽤されます。
- 8.5% SMARTER THAN CRYPTO チーム 8.5％
- 1.5％ マーケティングおよび投資家との関係性
- 1.5％ オペレーション
- 0.5％ アドバイザーズ
- 1.0％ バウンティプログラム
- 87％ ICO の参加者
報告
暗号通貨における会計基準はいまだ不明瞭です。国際会計基準審議会（IASB）は、デジタル通貨を含む
無形固定資産、投資の会計処理に対処するために、新しい標準を作成したり、既存の規格を変更します。
彼らは既存の成功したビジネスについて、例えば商品の仲介取引などでは知識を持っています。 IASB
が新しい標準を策定し、施⾏するためには何年もかかるかもしれません。すべての可能性を考慮し、早
い段階で SMARTER THAN CRYPTO は先駆者として標準を切り開き、新たな投資の地平として

トークンを提供します。
SMARTER THAN CRYPTO は監査の分析を実施し、既存の法律を遵守して最善の努⼒を⾏います。
SMARTER THAN CRYPTO は年次会計と、半期ごとの報告を⾏う予定です。半期ごとの報告は政府要
件のリスクや法律、リスク・リターン分析、ポートフォリオのパフォーマンスを含みます。
⾦融レポートは以下を含みます。
-

バランスシートとポートフォリオ全体の価値
指定期間の利益状況
ポートフォリオの全量リスト、およびバランスシートの⽇時
給与や役員報酬
暗号通貨の購⼊、売却総量

これらの情報は SMARTER THAN CRYPTO ウェブサイトの投資ポータルでも公開され、
SMARTER THAN CRYPTO の資産はブロックチェーンエクスプローラでも表⽰できます。
プロジェクトのタイムライン
初期の研究開発
- 2017 年 6⽉ - 開発チームとコンセプト。Salus Alpha の SMARTER THAN BETA 戦略による暗号ポ
ートフォリオでのバックテストの実施
スマートコントラクトおよび⾃動化取引システムの開発
- 2017 年 9⽉ -⾰新的な SMARTER THAN CRYPTO のスマートコントラクトを、ベストプラクティスの
使⽤で実装。複数取引所での取引のため、バックエンドを開発
スマートコントラクトの最終家訓、取引プロトコル
- 2017 年 11⽉- スマートコントラクトを完了させ、監査可能な状態に。最適化された⾃動取引アルゴリ
ズムによって、フロントランニングや slippage を低減させる。業界の専⾨家アドバイザーと相談。
テスト取引システム。セキュリティ監査
- 2017 年 7⽉-12⽉ - セキュリティ監査やコードレビューのプロセス。取引システムはテストされ、完了
しました。
トークンプレセール
- ONGOING - トークン先⾏販売。トークン ICO
- 3Q 2018 -トークン ICO。ICO ファンドの公共監査
- tba - SMARTER THAN CRYPTO の公開監査。保有資⾦の情報公開
初期のトップ 20 コイン収集。マーケティング実⾏および投資家との関係性。最初のリバランシング
- 4Q 2018 – 1Q 2019 - 初期のコインを取得。最終的な情報シートおよびレポートが投資家にリリース
されます。ポートフォリオのリバランスが注視のもと⾏われます。
取引の公開ローンチ
- 4Q 2018 – 1Q 2019 - トークンが取引所でトレード可能になりますデータ収集、通常運⽤
- 2019 - 未来 - データは複数の取引所から集められます。オーダーブック、ボリュームなどが収集され、保存
されます。データセットは将来的な SMARTER THAN BETA ファンドの開発のために使われま

す。SMARTER THAN CRYPTO ICO 参加者は、優先的に限られた SMARTER THAN BETA ファンド
に招待され、 SMARTER THAN CRYPTO トークンが変換可能になります。
結論
重み付き SMARTER THAN BETA 戦略（最⼤20%）は時価総額上位 20 のコインで構成され、週ごとに
リバランシングすることでベンチマークインデックスと⽐べて 40% のリターンと 40% のリスク低減を
実現し、単⼀の資⾦を⽀配的に扱うこともありません。
SMARTER THAN BETA および特に SMARTER THAN CRYPTO は暗号通貨の投資にとって新しい標準
となります。「ポートフォリオとしてのトークン」は資産に安全に直結され、SMARTER THAN
CRYPTO は管理⼿数料を 0% にします。これにより幅広いマーケットで暗号通貨投資のメインストリ
ームとなるでしょう。

HTTPS://www.SMARTER THAN CRYPTO.com
免責事項
仮想のパフォーマンスには多数の限界があり、以下のとおりです。実際には、仮想のパフォーマンス結
果と特定のトレーディングプログラムによって達成される結果には、顕著な違いがみられることがあり
ます。仮想のパフォーマンス結果の制限の 1 つは、それらは後付けで準備されていることです。また、
推測に基づく取引は⾦融リスクを伴わないので、推測に基づくトレードでは、実際の取引で受ける⾦融
リスクの影響を考慮せずに実施できます。例えば、損害を賠償する能⼒または取引損失の蓋然性のある
特定の取引プログラムに付随する能⼒は、実際の取引結果に著しく悪影響を与える可能性があります。
⼀般的な市場に関連した数多くの要因や、特定の取引プログラムの実施に関連したものもあり、実際に
業績結果を作成する際には、完全に会計処理することができず、取引成果に悪影響を及ぼすものもあり
ます。暗号通貨の取引にはリスクがあります。暗号通貨の取引には損失のリスクがあります。過去の業
績は必ずしも将来の業績を⽰すものではありません。
適⽤される法律、規制、規則で許容される範囲を最⼤化し、当社および SMARTER THAN CRYPTO チ
ームはいかなるいかなる間接、特別、偶発的、結果的またはその他の損害について責任は負わず、契約
あるいはその他（収益の損失、収⼊、利益、機会損失およびデータ損失を含め）についても、責任は負
いません。

表明および保証はありません
当社はこのホワイトペーパーにおいて、いかなる真実、正確性、および完全性に関連する表明、保証ま
たは約束を含め、いかなる法⼈または個⼈に対して明⽰的あるいは暗黙的に、表現、保証または約束を
しません。

表明及び保証はあなたのものです
このホワイトペーパーまたは⼀部の情報を読み、取得および承諾することにより、お客様は以下のよう
に表明し、保証したものとします。
（a）SMARTER THAN CRYPTO が証券などを構成するものではない、ということに同意します。
（b）お客様は、このホワイトペーパーが⽬論⾒書または提供⽂書を構成するものではなく、いかなる
管轄区域においても有価証券の提供または有価証券投資勧誘を⽬的とするものではないことに同意する
ものとします。このホワイトペーパーに基づいて、法的拘束⼒を訴えたり、暗号通貨なしにその他の⽀
払い形態を受け⼊れることはできません。
（c）規制当局がこのホワイトペーパーに記載されている情報を審査または承認していないことに同
意し、認めます。法律、規制要件、または管轄の規則およびこれの公表、配布または頒布適⽤される
法律、規制要件または規則が遵守されていることを意味するものではありません。
（d）お客様は、このホワイトペーパーに同意し、SMARTER THAN CRYPTO の販売、または将来のト
ークン交換について、以下のように解釈され、保証されないことに同意します。会社のメリットとして
は、SMARTER THAN CRYPTO の販売、および原資産（それぞれこのホワイトペーパーで参照されて
います）などがあります。
（e）このホワイトペーパーの配布または改ざん、またはそのコピー、またはお客様による同意を、管
轄区域内で適⽤される法律、規則などによって禁⽌または制限するものではなく、所有権との関係が適
⽤される場合、お客様は⾃⾝の費⽤で、当社に対する責任を負うことなく、すべての制限事項を遵守し、
遵守するものとします。

（f）SMARTER THAN CRYPTO を購⼊する場合、以下のような形では扱われないことに同意します。
（I）暗号通貨以外の任意の通貨
（ⅱ）社債、株式や任意の個⼈または団体によって発⾏された株式
（I）当該社債、株式または株式に関する権利、オプションまたはデリバティブ

（ⅱ）利益の確保または損失の回避を⽬的とする⽬的または偽装された⽬的の差異またはその他の契約
の下での契約に基づく権利。
（iii）集団投資スキームにおけるユニット
（ⅳ）事業信託ユニット
（V）事業信託ユニットの誘導体
（VI）他の有価証券または有価証券のクラス
（G）あなたは、アメリカ合衆国の市⺠、居住者（税⾦またはそれ以外の）またはグリーンカード所有
者、または英領バージン諸島の市⺠または居住者である場合は、あなたが SMARTER THAN CRYPTO
を購⼊する資格がないことを完全に認識し理解しています
（H）あなたは、暗号化通信、ブロックチェーンベースのソフトウェアシステム、暗号化ウォレットま
たは他の関連するトークン記憶メカニズム、ブロックチェーン技術、スマート契約技術の操作、機能、
使⽤、記憶、伝送メカニズムおよびその他の重要な特性について基本を理解しています。
（ⅰ）SMARTER THAN CRYPTO トークンを購⼊する場合は、当社およびその事業、 SMARTER
THAN CRYPTO トークン、トークンの販売および原資産（それぞれホワイトペーパーに記載されてい
る）について、リスクが⾼いことを理解しています。
（j）当社または SMARTERT THAN CRYPTO チームのいずれかは、不法⾏為、契約違反またはそれ以
外の間接的、特別、偶発的、必然的、またはその他のあらゆる損失（発⽣した損害、収益、収益または
利益の損失、使⽤またはデータの損失など、書かれないものも含めて）について、ホワイトペーパーを
信頼したり認めたものとして、責任を負うことはありません。
（k）上記の表明および保証はすべて、このホワイトペーパーまたはその⼀部へのアクセスおよび/または
受諾の時点から、真実で、完全で正確で、誤解を招くものではない、ということに同意します。
将来の⾒通しに関する注意書き
このホワイトペーパーに記載されているすべての記述、プレスリリースで作成されたステートメント、
または代理で当社または SMARTER THAN CRYPTO チームが⾏うことになる公式および⼝頭の声明と
いった、アクセス可能なあらゆる情報は、将来の⾒通しに関する記述を構成します。これらのステート
メントのいくつかは、⽬的、⽬標、予測、信念、可能性、⾒積もり、期待、できるかもしれない、ある
いは、プラン、プロジェクト、必要性、意志、条項、といった⾔葉を含みます。しかし、これらの⽤語
は、将来を⾒通すために確実な⾔葉ではありません。当社の財政状態、事業戦略、計画および⾒通し、
および当社が現在取り込んでいる業界の将来に関する記述は、全て将来の⾒通しでしかありません。
これら将来予測に関する記述には、実際の将来の業績、ファンドの業績、または当社が将来予想される
業績と⼤きく異なる可能性があります。これには未知のリスク、不確実性およびその他の要因が含まれ
ます。将来の⾒通しに関する記述には、以下のような要因が含まれます。
（a）政治的、社会的、経済的および株式または暗号通貨の市場状況、ならびに当社がそれぞれの事業
および事業を⾏っている国における規制環境の変更
（b）当社がそれぞれの事業戦略および将来の計画を実⾏することができないリス
ク（c）通貨レートの変動および通貨と暗号通貨間の為替レート変動（d）当社の予
想される成⻑戦略および予想される内部成⻑の変化
（e）それぞれの事業に関連して⽀払うビジネス上あるいは運⽤上の⼿数料の変更
（f）当社がビジネスを継続するために必要な従業員の存在および給与の変動

（g）当社顧客の嗜好の変化
（H）当社が事業を⾏っている競争条件の変更、および、 その条件下で当社が競争する能
⼒（ⅰ）当社の将来の資本の変化およびその資⾦調達のための資本の利⽤可能性
（j）戦争または国際的または国内的なテロ⾏為
（k）災害発⽣の事象、⾃然災害などが発⽣し、事業および業務に影響を及ぼすケース
（L）当社が関知できないその他の要因
（m）当社およびその事業および事業に関連するあらゆるリスクおよび不確実性、SMARTER THAN
CRYPTO および SMARTER THAN CRYPTO トークンセール、および原資産に関する未知のリスク

すべての将来の⾒通しに関する記述は、当社、SMARTER THAN CRYPTO チーム、もしくは他の⼈間
によって会社を代⾏して⾏われる場合があります。実際の将来の結果やパフォーマンス、会社の業績の
要因になる可能性があり、リスクや不確実性が期待されていたものとは⼤きく異なる可能性があるため、
表明またはホワイトペーパーにおける将来に関する記述を、過度に信頼してはいけません。これらの将
来の⾒通しに関する記述は、このホワイトペーパーの⽇付時点のものです。
会社も他の⼈間も、将来の⾒通しや実際の結果について、いかなる保証も責任もとりません。パフォー
マンスや会社の達成は将来の結果として扱われます。実際の結果、パフォーマンスや SMARTER
THAN CRYPTO の業績は、これら将来の⾒通しで予想したものとは異なる場合があります。
これらのホワイトペーパーには、将来の業績や約束、表明、責任といった情報は含まれません。
さらに、当社はこれらの将来⾒通しに関する記述のいずれかを更新したり、新しい情報が追加されたり、
他のイベントが将来的に発⽣したとしても、今後の展開、事象や状況を反映するために、これらの将来
予想に関する記述に何らかの修正を発表する、といった⼀切の責任を負いません。
市場や業界情報やその他の⼈々の同意はありません
このホワイトペーパーには、公に⼊⼿可能な情報や業界の出版物、市場調査、内部調査、レポートおよ
び研究から得られている市場や業界の情報や予測が含まれています。調査、レポート、研究、市場調査、
公に⼊⼿可能な情報及び出版物といったものは、⼀般的に、信頼できると考える情報源から得ています
が、そのような情報が含まれているため正確性や完全性について保証はありません。
このホワイトペーパーでは、個⼈による情報の正確性または完全性に関して、いかなる表明、保証また
は引き受けも、またはそのような者に提供されるものではなく、更新を提供する義務を負わないものと
します。
当社も SMARTER THAN CRYPTO チームも、第三者から独⽴したレビューを実施し、そのような情報の正
確性または完全性を検証したり、基礎となる経済的前提を確認しています。したがって、SMARTER THAN
CRYPTO もディレクター、エグゼクティブオフィサーや労働者も、そのような情報の正確性または完全性に
関していかなる表現または保証もなく、更新を提供する義務を負わないものとします。.

条項
当社から購⼊のために提供されている SMARTER THAN CRYPTO トークンについてより理解を容易にする
ために、企業や業務、特定の専⾨⽤語と略語、および特定の⽤例を⽤いており、その記述および割り当てら
れた意味は、その意味の決定的なものとして扱われるべきではなく、標準的な業界における意味や使⽤法に
対応していない場合があります。単数をインポートするような単語は、該当する場合には、複数のその逆を
含むものとし、男性の性別をインポートする単語は、該当する場合、⼥性と中性の性別

およびその逆を含めるものとします。⼈への参照は、法⼈を含むものとします。

アドバイスはありません
このホワイトペーパーでにおける情報は、ビジネス、会社、SMARTER THAN CRYPTO トークンおよび
トークン販売、原資産に関して法的、財務や税務のアドバイスと⾒なされるべきではありません。事前
に、⾃⾝の法的、財務、税務について、会社および事業活動、SMARTER THAN CRYPTO トークン、ト
ークン販売に関して専⾨の顧問にアドバイスを求めてください。あなたは無期限に SMARTER THAN
CRYPTO トークンを購⼊して持ち続けるという⾦融リスクを負うことになる可能性があります。
追加の情報やアップデートはありません
このホワイトペーパーに含まれていない情報または表現を、当社およびその事業、および業務に関連し
て提供することを許可されていない者に対し、SMARTER THAN CRYPTO トークン、トークン販売、
および原資産などに関し、いかなる状況下でも変更されていないことを⽰唆したり、会社の代わりとし
て表現してはならない。SMARTER THAN CRYPTO トークンの販売（ホワイトペーパー参照）は、い
かなる状況においても、継続的な表現、推奨の構成、変更の⽰唆、事実や条件の重⼤な変更や
SMATER THAN CRYPTO の変更⾒通し、を構成してはいけません。
A. 配布と普及の制限
その地域の法律、規制要件および規則によって禁⽌または制限されることがあります。いずれかの制限
が適⽤される場合は⾃⾝で確認を⾏い、観察を⾏い、ホワイトペーパーやその⼀部、⽀払いについて法
的な適⽤有無を確認してください。当社や SMARTER THAN CRYPTO チームは関与しません。
ホワイトペーパーを配布あるいは普及させようとしている⼈は、たとえどのような⽬的であれ、ほかの
⼈に直接渡したり、再配布したり、あるいは普及させたりといったことは許されず、同じ結果を引き起
こす⾏為もまた許可されません。
セキュリティおよび登録
このホワイトペーパーでは証券や登録は扱わず、あらゆる種類の⽬論⾒書あるいはオファー⽂書を構成
するものではありません。証券の募集あるいは法域における投資有価証券の勧誘でもありません。契約
や⽬に⾒えない法的な要件で縛られることはなく、このホワイトペーパーがいずれかの暗号通貨や、そ
れに類する⽀払いを受け付けるといったこともありません。セールとして購⼊できるものとしては
SMARTER THAN CRYPTO トークンがあり、これは T&C のような契約によるもののみで、ほかのドキ
ュメントはありません。T&C とホワイトペーパーが⽭盾する場合は、前者が優先されます。
このホワイトペーパーに記載された情報について、規制当局は調査も承認もしておりません。法律、規
制要件、ルールに関して何らかの⾏為を起こさず、また起こす予定もありません。このホワイトペーパ
ーの発⾏、配布や普及は、法律、規制要件やルールが遵守されていることを意味するものではありませ
ん。
リスクと不確実性
当社および当社の事業活動、SMARTER THAN CRYPTO トークン、トークン販売及び原資産に関連する
すべてのリスクおよび不確実性を慎重に評価してください、すべての情報、SMARTER THAN CRYPTO
トークン、トークン販売、原資産については、ホワイトペーパーおよび T&C が優先されます。そのよう
なリスクや不確実性のいずれかが実際の出来事、ビジネス、財務状況に発展する場合は、業務と当社の
⾒通しの結果が、重⼤な悪影響を受ける可能性があります。このような場合、あなたは SMARTER
THAN CRYPTO トークンの全部または⼀部を失う可能性があります。

