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音楽業界は最近収入の底を打ったと報告されました。

外部リンク http://qz.com/383109/the-music-industry-has-hit-its-rock-bottom/

ストリーミングサイトは若干の成長を見せていますがそれは若年層が主な利用層となっており、

アーティストと独立したレーベルは、 縮小していくビジネスモデルに苦しんでいます。

音楽業界が今必要とするのは、 新しいビジネスモデルをスタートさせることです。

そのためにはボブ ・ ディランが必要です。 エレクトリックギターを弾き、 ウッドストックのようなライ

ブステージが必要です。 そしてパンクロックスタイルのグランドゼロ革命が必要です。

AudioCoin の開発では、 音楽業界が直面している問題を見て、 ビジネスを取り巻く財政的

なエコシステムを客観手に考えることにより本当に革命的で、 そしてより重要な倫理的で公正

なモデルを作り出すことができました。

私たちの任務は、 世界中の音楽愛好家に力を与え、 関わりを持ち、 第三国でも音楽の消

費を妨げる障壁を打ち破ることでした。 若い音楽愛好家が iTunes や Spotify を使うために両

親のクレジットカードを借りる必要性を解消する必要がありました。 そのためには誰にとっても魅

力的でエキサイティングでオープンなグローバルかつ倫理的な音楽生態系を作り出す必要があ

りました。

■AudioCoin (ADC) - 音楽業界向けデジタル通貨



AudioCoin は Peercoin と （関連付けによって） Bitcoin プロトコルをベースにして、 音楽を消

費する新しい方法を提供します。 

伝統的な電子商取引システムの壁を打破し、 音楽ファンやアーティストがバイラルマーケティン

グに取り組むための超クールな方法を提供します。

主な利点は、 アーティスト （制作者） と音楽ファン （消費者） が目に見える形で報われ、

それによって、 現在のストリーミングモデルは古くなり縮小していくこととなります。

[ ビデオ ]

暗号化通貨は 2 つの相反する勢力によって悩まされてきました。 投機的な新しいコインの払い

戻し、 そしてバーチャルエクスチェンジの利益を得ること以外での使い道ばかりで、 現実世界

でのアプリケーションが不足している事。 AudioCoin の最初のアイデアが議論されたとき、 私た

ちの主な目標は、 投機的な利益ではなくアプリケーション固有の機能実装と提供を私たちの

思考の最前線に置くことでした。

そして特定の業種 （The Music Industry） のソリューションとして、 コアソフトウェアとアプリケー

ションを他のオンライン音楽関連プラットフォームに移植できるようにコインが開発されました。 当

社の IP は、 オープンソースソフトウェアを他のサイトにプラグインできる特注のソリューションに適

用したものです。

Aurovine は、 直接的なファンの音楽配信プラットフォームとディストリビューターです。 ストリーミ

ング、 ダウンロード、 アーティストプロフィール、 ファンプロフィール、 ソーシャルインタラクションは、

このプラットフォームの核となる機能です。

AudioCoin は次のようにシステムに統合されました ：

■AudioCoin とは何ですか？それはどのように機能しますか？

■AUDIOCOIN （ADC） - 実際のアプリケーションからの起動

■ケーススタディ （事例） ： Aurovine



次にリッスン / レート / シェア機能を使用して共有されなければならないということです。 （私た

ちのシステムは、 同じ IP からのスパムや複数のヒットを防ぎます。 確認済みの twitter / 

facebook を介して共有する必要があります） 有効なシェア （共有） ごとに 0.5 コインがアーティ

ストウォレットに移され、 0.5 コインがファンウォレットに移されます。 ソーシャルメディアチャンネル

ごとに 1 コインの合計金額。

さらに、 確認されたストリームごとに 0.1 コインがボーナスウォレットに転送されます。

上記のボーナスコインを共有するオプションは、 チェックアウト / 確認ページに表示されますが、

有料ダウンロードでは共有する必要はありません。

すべての有料ダウンロード （トラック） に対して、 2.5 コインはファンウォレットに、 2.5 コインはアー

ティストウォレットに転送されます。 さらに、 0.5 枚のコインがボーナスウォレットに移されます。

アルバム / EP のダウンロード （3 トラック以上） ： 10 枚のコインがアーティストウォレットに、 10

枚のコインがユーザー （ファン） のウォレットに移されます。 さらに、 1 コインはボーナスウォレット

に移されます。

ストリーミングと同じ要件と報酬。

「銀行」 またはボーナスコインは、 パワーユーザーとアーティストに報酬を与えることです （フロー

チャート参照）。 毎月トップ 50 のアーティストとユーザーがボーナスウォレットのコンテンツを共有

します。 トップユーザーボーナスウォレットの 5％、 トップアーティストボーナスウォレットの 5％。 2

番目の 4.5％などは、 ボーナスウォレットの内容が空になるまで分配されます。

コンテスト、 ダブルコインデイなどのコインも授与されます。

■b） ダウンロード （有料）

■c） ダウンロード （無料）



Algo ： Scrypt POW / POS

1. コインの名前 ： Audiocoin

コインの略称 ： ADC （参照 github.com/aurovine/audiocoin ）

3. コインの最大数 （POS 段階を含む） ： 合計 105 億

ブロックのタイミング （秒） ： 60 秒

5. ブロック当たりのコイン （粉末相の間） ： ブロック当たり 4000 コインが毎週 5％減少する

7. POW 終了時のブロック番号 ： 21 億コイン POW - ブロック番号 525000 POW

停止 （21 億 / 4000）。 これは約 20％

8. 年当たりの POS 関心度 ： 18％/ 年 （1.5％/ 月）

9. コインの数は 5％または 525 百万ポンド

（Premine は、 Aurovine エコシステム、 第三者プラットフォームインセンティブ、 Dev / Bug

賞金、 報酬、 マーケティング、 蛇口）

ブロックエクスプローラ

https://chainz.cryptoid.info/adc/

■AudioCoin （ADC） コイン詳細



私たちの開発の多くは、 オープンソースの仕事がなければ達成できませんでした。 それは

Sunny King と Scott Nadal が Peercoin の暗号通貨を開発しているオープンソースの仕事と、

もちろん Satoshi Nakamot の Bitcoin の完成が必要でした。

※Sunny King の許可を得てピーコインのホワイトペーパーから抜粋

私たちは、 コインのためのステークデザインの証拠を前提に申し込みました。 このハイブリッドデ

ザインでは、 proof-of-work は主に初期マイニングで使用され、 長期的にはほとんど必要で

は無くなります。 コイン補給の約 20％は、 proof-of-work の段階では流通と採掘に利用さ

れます。 ネットワークのセキュリティレベルは、 proof-of-work から始まり長期的には

proof-of-stake に代わりエネルギー消費に依存しないため、 エネルギー効率がよく、 コスト競

争力の高いピアツーピア暗号化通貨を提供します。

コインの鋳造証明は Coin Age に基づいて各ノードによりハッシュ ・ スキームを介して生成され

ます。

実際のメカニズムとしては、 Bitcoin と同様にハッシュ計算が行われますが、 完全な総当り式

ではなくコイン年齢に応じてハッシュ計算の範囲が狭くなる仕組みになっています。

Bitcoin が 2008 年に誕生して以来、 proof-of-work による証明方法が主流でした。

Peer to Peer （ピアツーピア） 暗号化通貨の設計による proof-of-work の概念は、

Satoshi Nakamot が提唱するマイニング （minting） とセキュリティモデルが基盤となっています。

2011 年 10 月、 Peercoin の開発者は、 Coin Age （コインエイジ、 コインの保有年数） を

コンセプトにした Bitcoin の Proof-of-work システムに対する代替設計 （ステークの証明として

知られている） を開発し証明作業を容易にすることができました。

■技術概要

■前書き



Coin Age のコンセプトは、 少なくとも 2010 年には Satoshi Nakamot に知られており、 取引

の優先順位付けを支援するために Bitcoin では使用されましたがセキュリティモデルでは重要な

役割を果たしていません。

コイン年齢は単に通貨額の保持期間として定義されます。

例えば、 もしボブがアリスから 10 枚のコインを受け取り、 それを 90 日間保持すれば私たちは

ボブが 900 日の Coin Age を蓄積したと言います。 （10 コイン ×90 日＝900 コイン ・ 日の

Coin Age）

さらに、 ボブがアリスから受け取ったコイン 10 枚を使用などで手元から離れたとき、 我々は、

これらの 10 個のコインで集積されたコインの年齢が消費されたと言う。 （または破壊されたと言

う）

Coin Age の計算を容易にするために、 Peercoin 開発者は各トランザクションにタイムスタンプ

フィールドを導入しました。 ブロックタイムスタンプおよびトランザクションタイムスタンプ関連プロト

コルは、 Coin Age の計算を確実にするために強化されています。

Proof-of-work は Satoshi Nakamot の抱える大きな障壁を突破するの役立ちましたが、

Proof-of-work の仕組みは暗号通貨がエネルギー消費に依存していることを意味し、 ネット

ワークの動作にコストオーバーヘッドが発生します。 これによる取引手数料の上昇はユーザー

が負担することとなります。

※問題として負担 （マイニング） できるユーザーが限られてくる。

分権化された暗号化通貨を得るためには、 エネルギー消費の必要性を相殺する解決策が見

出されなければならなかったか？

Peercoin 開発者は、2011 年早々に Bitcoin サークル間で議論された proof-of-stake（プルー

フ ・ オブ ・ ステーク） モデルを用いて前進しました。

おおまかに言えば、 proof-of-stake とは通貨所有権の証明の一形態を意味します。

取引によって消費される Coin age は、 立証証拠の一形態と考えることができます。

■Coin Age （コインエイジ、 コインの保有年数）

■Proof-of-Stake - プルーフ ・ オブ ・ ステーク



Bitcoin の proof-of-work マイニングに加えて、 proof-of stake ブロックの証明のための新しい

マイニングプロセスが導入されています。

実証済みブロックのミントは、 コインシンク取引で消費されたコインの年齢に基づいてコインにな

ります。

Bitcoin's に加えて、 ステークブロックの証明のための新しいミントプロセスが導入されました

作業証明ミント。 実証済みのコインの年齢に基づいてステーク ・ ブロックのミント ・ コイン

coinstake トランザクションで。

どの競合ブロックチェーンがメインチェーンとして勝つかを決定するためのプロトコルは、 消費され

た coin age を使用するように切り替えられました。

ここではブロック内のすべての処理は、 消費された coin age がブロックスコアとして寄与します。

消費されたコイン総数が最も多いブロックチェーンがメインチェーンとして選択されます。

競合するブロックチェーンがメインチェーンとして勝利したかどうかを判断するためのプロトコルは、

消費された coin age を使用するように切り替えました。 

これは Bitcoin のメインチェーンプロトコルでの proof-of-work の使用とは対照的ですが、 ブロッ

クチェーンの全作業はメインチェーンの決定に使用されます。

この設計は、 Bitcoin の 51％の仮定のいくつかの懸念を緩和し、 良好なノードがネットワーク

マイニング電力の少なくとも 51％を制御している場合にのみ、 システムは安全とみなされます。

まず、 重要な地位を支配するコストは重要な採掘権を取得するコストよりも高くなる可能性

があり、 そのための強力な攻撃をするためにコストが上昇します。 また、 攻撃中に攻撃者の

coin age が消費され、以前に受信した別のブロックを除いてそのような重複ブロックを後続ブロッ

クまで無視、 孤立したブロックとして受信します。

■メインチェーンプロトコル

■ステークホルダーに基づく造幣



proof-of-work のマイニング率がゼロに近づくと、 マイニングで得られる報酬は益々少なくなり

ます。

この長期的シナリオでは、 マイニングに魅力を感じなくなった人々がマイニングを止めてしまいブ

ロック生成が停止するため、 ネットワークのエネルギー消費量が非常に低くなる可能性がありま

す。

Bitcoin ネットワークは、 取引量 / 料金がエネルギー消費を維持するのに十分なレベルまで上

昇しない限り、 そのようなリスクに直面しています。

proof-of-work と proof-of stake のハイブリッド設計では、 エネルギー消費がゼロに近づいて

もネットワークは proof-of-stake による立証証拠によって保護されています。

proof-of-work でのエネルギー消費をゼロに近づけることができれば、 長期的にエネルギー効

率の良い暗号通貨となります。

proof-of-stake のデザインは proof-of-work による高コストのエネルギー消費依存を排除す

ることによりピアツーピアの暗号通貨の中でより競争力のある形式になり、 同等のネットワーク

セキュリティレベルでより低いインフレ率 / 低い取引手数料を実現します。

私たちはコミュニティとコインの利益のためにこのコードを修正する権利を有します。

ADC は投機的に設計されたものではなく実際の問題を解決するためのアプリケーションであり、

音楽業界のステークホルダー （アーティスト、 レーベル、 ファン、 サービス） のための平等な競

争の場、 プラットフォームとなります。

私たちコミュニティがコインの開発とコインの採用、 両方に公正な報酬を得られるように成功を

助けてください。

■結論

■エネルギー効率
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画像サイト

<a href="https://jp.freepik.com/free-vector/_1355096.htm">Freepikによるデザイン</a>
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