Gaimin.io プロジェクト

白書
この詳細なホワイトペーパーは、ソフトウェアアルファテストの結
果と結論を含むように更新されました

- 追加情報 ウェブサイト: gaimin.io - Telegram: t.me/officialgaimin
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概要：
「TL; DR」プロジェクト Gaimin.io のまとめ
1.はじめに
Gaimin.io は、今日の市場で最大のグローバルリソース要件の 1 つに対する革新的なソリューショ
ンを見つけることに成功しました。現在の需要は非常に大きく、今年から指数関数的に成長して
います。現在への実際の解決策のない別の年へ。 Gaimin.io は、問題、ニーズ、ニーズを特定する
だけでなく、現在の問題に対する適切なソリューションを構築することもできます。
2. 機会
よく知られている事実は、世界がデジタル環境にますます依存していることであり、他のすべて
の環境と同様に、その存続と経済的安定性は必要なリソースの提供に依存しています。セット。
電気、石油、ガス、水、資本が現実世界で最後の重要なリソースであるように、コンピューター
のコンピューティングパワーは、デジタル世界で最も必要なリソースです。
3. マーケット
デジタルの世界では、必要なリソースは、コンピューターのグローバルでコスト効率の高いコン
ピューティング能力です。簡単に言えば、世界には計算能力に対する大きなニーズがあり、現代
生活のほとんどすべてに何らかの処理が必要です。現在の市場のニーズは不可能であり、不可能
であり、現在の形式で配信するための財政的に利用可能ではありません。
4.ソリューション
Gaimin.io は、専門のリソースファームを構築するために数十億ドルを費やす代わりに、グローバ
ルなゲームコミュニティに手を差し伸べて、この未使用のリソースのグローバルな配布ネットワ
ークを 1 から使用して報酬を与えます。高速インターネット接続で接続された 30 億のコンピュー
ティングパワープロバイダーを集約し、組み合わせて、現在および将来のコンピューティングニ
ーズを満たすために使用できます。
5. まとめ
Gaimin.io プロジェクトは、世界最大の GPU コンピューティング能力と、世界のゲームコミュニテ
ィで 13 億のゲーム用 PC を所有し、巨大なコンピューティング能力に対する世界的な需要の拡大
を組み合わせています。
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概要：グローバルな問題、グローバルなソリ
ューション
“「世界には十分な計算能力がない」
2018 年 1 月 23 日、ダボスで開催された世界経済フォーラムでマイクロソフトの CEO である
Satya Nadella 氏は、「世界には十分なコンピューティング能力がない」と語った。

BBC 礼儀：https://www.bbc.com/news/business-42797846
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彼は特に、A.I。などの新しいテクノロジーに必要なコンピューターの計算能力について話
しました。 （人工知能）。
実際、私たちが日々、よりデジタルな未来への加速の旅を続ける中、コンピュータのコン
ピューティングパワーは非常に価値のある製品になると言っても安全でしょう。
以下は、文字通り毎日私たちの生活に浸透している新しいテクノロジーのいくつかの概要
です。これらのテクノロジーにはすべて、途方もない計算能力が必要です。


人工知能（そのすべての関連会社）



ブロックチェーン（確認および取引確認に必要）



CGI＆3D モデルに加えて、レンダリング、トランスコーディング、ビデオ編集、画像処理



拡張現実、仮想現実（および後で：複合現実）



ホログラム



ビッグデータマイニングとデータ処理



クラウドコンピューティング



3D プリント



IoT（モノのインターネット）



RPS（自動プロセスロボット）、



高度な科学計算機シミュレーション



PaaS、IaaS、およびスーパーコンピューターのレンタルサービスをホストして起動する

計算能力が不足している場合は、上記のリストを継続的に改善するために必要な追加のリ
ソースを想像してください。
他の外部の力は新しいものではありません。
多くの業界は、コンピューターのコンピューティング能力をアウトソーシングし、惜しみな
く支払うことに慣れています。例として、オンラインマーケティングと e コマースを取り上
げます。
原則として、中小企業の e コマース部門は、Web ホスティングを実行できるアプリケーシ
ョンを実行するためのコンピューティングパワー（およびハードドライブの容量）を雇うた
めに毎月数千ドルを支払います。 、メールサービス（ニュースレター用）、分析ソフトウ
ェアなど、プロセッサのこのすべての負荷。
コンピューティングパワーをリースするこの傾向は、日々高まっています。
では、現在および将来の明確なニーズを満たすために、このすべてのコンピューティング能
力はどこからもたらされるのでしょうか。
この問題の解決を支援します。ここに方法があります...
現在、世界には 13 億人のプレーヤーがいます。それらの約 4 億には、高度なグラフィック
プロセッサ（PC ゲームで使用するグラフィックカード）と見なすことができるものが搭載
されています。
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これらのグラフィックスカードは計算能力が非常に高いため、Nvidia の創設者、会長、およ
び CEO である Jensen Huang 氏は、これらをスーパーコンピューターと呼んでいました。
彼は文字通り自分の PC に「すべてのプレイヤーがスーパーコンピュータを持っている」と
言った
このような強力な GPU は通常 500 ドル（以上）のコストがかかります。
これは、世界のゲームコミュニティが、非アクティブな（平均して）データを 1 日 20 時間
以上処理する高性能コンピューティング機器に約 2,000 億ドルを持っていることを意味しま
す。

私たちの調査によると、今日、それは世界で未使用のコンピューティング能力の最
大の源です。
Gaimin.io の目標は、この大規模で非アクティブな GPU を、世界的なゲームコミュニティの
13 億台を超えるゲーム PC に接続し、大規模なコンピューティングパワーに対する世界的な
需要を拡大することです。
ゲーマーは、自分の市場で直接ゲーム内購入を行うために使用できるブロックチェーンベー
スのトークンで、プロセッサパワーネットワークに参加することで報酬を受けます。私とゲ
ームパートナーネットワークを通じて。

ビジョン
「コンピューター処理能力＝高付加価値品」
グローバルなゲームコミュニティの非アクティブなコンピューターリソースを使用して、世
界で最も強力な分散型スーパーコンピューターを作成します。

ミッション
「ゲーマーのためのパッシブオフラインマネー」
コンピューティングの「Uber」になることは、使われていないときに受動的にお金を強
力なコンピューターリソースプレーヤーにして、ゲームに資金を供給する購買力で彼に
報酬を与えることです。
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市場の概要：ゲーム業界
「世界最大のエンターテイメント市場」



このゲームは、100 か国以上が積極的にゲームをプレイしている世界的な現象です。



ゲームは 1380 億ドル規模の産業であり、地球上で最大のエンターテイメント市場です。世界の
人口のほぼ 4 分の 1 がゲーマーです。



ニューズーのゲーマー統計によると、消費者はすぐに世界で最高のエンターテイメントになった
ため、これまで以上にゲームに費やしています。



e スポーツ（プロゲーム）は、将来的には No. 1 のエンターテインメントスポーツになると予想
され、年間成長率は 33％です。



VR および AR ゲームは 4〜5 年で潜在能力に到達し、より強力な GPU を提供します



今日、世界には約 13 億台のゲーミング PC があり、その数は増加しています。

製品の概要
Gaimin.io ソフトウェアプラットフォームは、ユーザーのグラフィックプロセッサ（グラフ
ィックカード）からユーザーの計算能力（ハッシュ速度またはハッシュ能力）を合成し、
この計算能力を転送するために開発されました。 2 つの主要な初期方法を含む、潜在的な
収益化オプション：
-

ブロックチェーントランザクションの確認と検証（「エクスプロイト」ブロックチェーン）

-

CGI をレンダリングする
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ユーザー（ゲーマー）は、自分の GMRX ブロックチェーントークンを介して、PC のコン
ピューティングパワーを「Gaimin.io を処理するためのパワーネットワーク」に接続するこ
とで報酬を受け取ります。 Gaimin.io コミュニティで「ユーザー」のために使用されます。
ユーザートランザクション（購入、販売、レンタル）およびデジタルゲームアセットを購
入するための Gaimin.io マーケットプレイス
現在の Alpha フェーズ用のソフトウェアを開発し、実際のデータを使用してプラットフォ
ームをテストするために、開発チームはお金を稼ぐためにブロックチェーンマイニングに
完全に集中しました。
これにより、Gaimin.io は 100 人のユーザーを対象としたアルファテストでこのコンセプト
を完全にテストでき、プロジェクトのコンセプトをテストするのに十分な実際のデータを
提供します。
（注：アルファテストレポートが追加としてこのドキュメントに追加されています）。
製品のこのセクションの残りの部分では、Gaimin.io プラットフォームがブロックチェーン
マイニングを通じてユーザーの処理リソースをどのように収益化するかについて説明しま
す。

製品の機能：フェーズ 1
「ブロックチェーンをマイニングしてお金を稼ぐ」
私たちのプラットフォーム開発の「最初の段階」でお金を稼ぐという当面の目標は、ブロ
ックチェーンの活用です。フェーズ 2 プラットフォームの開発には、CGI レンダリングなど
の他の GPU 関連の用途が引き続き含まれます。したがって、ホワイトペーパーのこの部分
はブロックチェーンマイニングに専念します。プラットフォームがブロックチェーンマイ
ニングを実行するためのアルファテスト段階に成功したことに注意してください。以下の
情報と結果を確認してください。
1)なぜブロックチェーンマイニングに焦点を合わせるのですか？
ブロックチェーン成長統計/指標








2009：ビットコイン（世界初のブロックチェーンテクノロジーアプリケーション）、
接続されたレコード/ブロックのリスト、および暗号保護。
マイニングは、ブロックチェーン上のトランザクションをチェックおよび確認するプ
ロセスです。
Proof of Work ブロックチェーンにハッシュ能力を提供することに対する報酬は、通貨
そのものです。
マイナーがなければ、ブロックチェーンはありません（ブロックチェーンには、トラ
ンザクションをチェックおよび確認し、ブロックチェーンにトランザクションを追加
するプロセスが必要です）。
高度な資格と知識があり、一貫性のある効率的なオペレーターになるために必要な管
理、メンテナンス、継続的な更新。
現在、マイニング機能を備えた暗号通貨は約 900 あります。
200 兆ドル相当の世界的な資産共有。米ドルはブロックチェーンエコシステムに移動
するように設定されており、ブロックチェーンマイニングツールの需要を生み出して
います。
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10 大企業のうち 6 社：サムスン、オラクル、マイクロソフト、ウォルマート、ビザ、
ネスレ、JP モルガン、アマゾンなど（IBM には現在、ブロックチェーン製品に従事し
ている 1,000 人を超える従業員がいます。）



世界政府はブロックチェーン技術を採用しています。



制度的インフラストラクチャーの開発が進行中です（CBOE ETF、BAKKT、NASDAQ
、JP Morgan トレーディングデスクなど、大規模な投資家の受け入れを示しています
）。



NASDAQ の社長兼 CEO の Gre Greifeld 氏によると、ボブブロックイフは、今後 10 年
ほどで私たちが考えることができる最大の機会です。



ブロックチェーンマイニングツールに対する大きなニーズがあり、一連のブロックチ
ェーンテクノロジーが開発されるにつれて、この需要は加速すると予想されます。

1) ユーザーであるゲーマーに焦点を合わせるのはなぜですか？
前の段落で述べたように、ゲーム業界は今日、地球上で最大のエンターテイメント業界であ
り、すべてがそれが成長し続けることを示しています。
ゲーム業界の明らかな発展に加えて、ゲーマーは Gaimin.io プラットフォームユーザーの理
想的な人口統計グループです。
ここに理由があります：
●

消費者レベルのゲームコンピューターは、消費者のハイエンド GPU と GPU を使用
して暗号化パズルを効果的に解決し、数百のコードを利用するのに理想的です。

●

オンラインゲームは本質的に、専用のチャットプラットフォームを介して密接に接
続されたプレーヤーとのソーシャルエクスペリエンスであり、人口統計プレーヤー
は、ソーシャルネットワークとオンラインアクセスでも非常にアクティブです。ま
た、コミュニティ体験を利用して、体験をすばやく広め、当社のプラットフォーム
で人気のあるゲームを提供できます。ウイルスの成長を達成する高い確率

●

コンピューターゲーマーは、技術的に精通した人々であり、デジタル通貨、感情通
貨、および供給が限られている仮想資産の概念を完全に理解しています。人口統計
学的ゲームと暗号通貨の使用の人口統計学的インジケーターの間にも重要な重複が
あります。

●

オンラインのすべての最初の支持者：ゲームコミュニティは、感情的な通貨、オン
ラインゴールド、デジタルトークン、ゲームアイテム、その他のデジタルアセット
の価値を認識しています。数十年前の残りの世界。ゲーム業界全体がブロックチェ
ーン技術を採用する主要な業界の 1 つであるため、ビッグ暗号の導入においてゲー
マーが主導権を握ることが期待されています。

3) ゲーマーが Gaimin.io プラットフォームを使用するのはなぜですか？
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Gaimin.io プラットフォームは、ゲーマーにとって最大の問題の 1 つに対するソリューシ
ョンを提供します。彼らはどのようにゲーム体験に資金を提供できますか？ダウンロー
ド、インストール、使用は無料です。ユーザーは支払い情報を入力しないでください。
ただし、有料サブスクリプションがありますが、これは Google の報酬を獲得するユーザ
ーにのみ適用されます。これは報酬の一部にすぎず、GMRX トークンで自動的に支払わ
れます。プレイヤーの財布から。したがって、ソフトウェアは事実上無料で使用できま
す。

「大きな問題」のゲーマー：
-

ゲームは高価な趣味です。古くなった統合とは、新しいゲームやゲーム内での購入にか
かる一定のコストに加えて、ハードウェアやソフトウェアの更新を絶えず行うことを意
味します。

-

一般的な費用には、ゲーム用 PC とアクセサリ、ゲームおよび関連するゲーム費用
が含まれます。通常のゲームセットアップの費用は、継続的および継続的なゲーム
内購入を除き、2,000 ドルです。

ゲーマー向けの Gaimin.io ソリューション：
ゲーマーには非常に強力なコンピューティングリソースがあり、多くの場合機能しませ
ん。 Gaimin.io プラットフォームでは、これらのリソースが使用されていないときにパ
ッシブな収益化を自動化できます。
-

ゲーマーは、高価なゲーム用 PC を動かす GPU チップに多くの投資をしています。
ただし、Fortnite のこだわりのあるプレーヤーでさえ、毎日かなりの時間、スロット
マシンを非アクティブにしておく傾向があります。これは、GPU の処理能力などの
強力なリソースがあり、毎日平均して長時間動作しないため、収益を得る絶好の機
会を提供することを意味します。ダイナミック。

-

ゲーマーPC は高速接続を使用してインターネットに接続されているため、計算能力
と Gaimin.io データ処理能力ネットワークを簡単に組み合わせて、すぐに収益を上げ
ることができます。

-

Gaimin.io は、使用されていないとき、ゲームパフォーマンスに影響を与えたり、GMRX
Gaimin.io 自身のトークンの形で購入力をプレーヤーに報酬したりすることなく、この
GPU パワーから収益を得ることができます。統合されたデジタルマーケットプレイスと
オンラインコミュニティのゲームアイテムを直接購入します。

-

ゲーマーは、Gaimin.io Network Expansion Program 紹介システムを通じてチャット
、ソーシャルネットワーク、ゲームチャネルを通じて連絡先を使用し、ハッシュパ
ワーに対して 10％の報酬を受け取ることができます。彼らが推薦する誰でも。さら
に 10 人のプレーヤーを指名するだけでよい場合、これにより、ハッシュされたユー
ザーの貢献度が 2 倍になり、それに応じて報酬も 2 倍になります。
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-

プレイヤーは一定の努力や知識を必要としません。ゲーマーは、Gaimin.io プラット
フォームをダウンロードしてインストールし、それを友達に教えるだけです！知識
は必要ありません。 A.I.お金を稼ぐのすべての側面を処理します。

-

ソフトウェアは、プレーヤーの GPU が使用されていないことを検出し、リソースを
「Gaimin.io を処理するための電源ネットワーク」に接続することにより、GPU を自
動的にアクティブにします。プレーヤーが再び GPU を必要とすると、ソフトウェア
は自動的にオフになり、スリープ状態になります。したがって、ソフトウェアがゲ
ーム内のコンピューターのパフォーマンスに影響を与えることはありません。

-

デスクトップソフトウェアは、プレーヤーが非アクティブなときに PC の電源を入
れるように促します。直感的なターゲットの使用など、機能的なマイニングツール
の助けを借ります（市場および時間から購入できます）。それらを獲得するために
必要な）そしてゲームの報酬（インスタント報酬））。これらの戦略はどちらも、
ゲーム業界でよく使用されています。

-

Gaimin.io ソフトウェアは、オーバークロックしたり、他の方法を使用したりしない
ため、最も人気のあるオンラインゲームと比較して、ユーザーのゲーム用 PC がさら
に劣化する可能性があります。

4) Gaimin.io ブロックチェーン活用ソフトウェアプラットフォーム

暗号マイニングの大きな問題
-

暗号通貨のマイニングは複雑であり、広範な知識と非常に重要な学習パスが必要で
す。
通常、ユーザーは、使用するソフトウェア、選択するマイニンググループ、各マイニン
ググループのアカウントとプロファイルの設定、マイニングする通貨を決定し、多数の
ウォレットをダウンロードする必要があります。保護され、それらを更新してバックア
ップを作成し、秘密鍵を安全に保ち、安全に保ち、リグを維持および管理する方法を学
ぶ
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, そしてもちろん、それらは個々のハッシュ能力への独自の貢献によって制限されて
います。
- これは、暗号通貨マイニングを平均的なゲーマーにとって興味のないものにします。
- 暗号通貨マイニングは、マスマーケットでの採用にはまだ複雑すぎるため、超高速ハッ
シュパワーマイナーによる超分散ハッシュパワーが可能です。悪意のあるユーザーまた
はグループによる 51％の攻撃が行われると、セキュリティが脅かされ、最終的にはブ
ロックチェーン全体が脅かされます。
- Proof of Work（PoW）ブロックチェーンの本当の利点は、真の分散型マイニングにの
み依存していることです。ブロックチェーンのノード/ブロックが多いほど、より強力
になります。ただし、PoW マイニングは、大規模な鉱山会社のハッシュパワーが大き
いため、焦点が集中しすぎています。これらの大きな鉱山労働者の 1 人または彼らのチ
ームが協力して、ブロックチェーンのブロックの 51％を効果的に所有している場合、
彼らはそれを完全にキャプチャできます。市場は現在、統合を明確に目指しており、一
部の鉱山労働者がコンセンサスに過度の影響を与えるリスクは現実的であり、ブロック
チェーン全体が課されたいくつかのケーススタディを見てきました。使用。
- PoW マイニングへの過度の焦点は、今日のブロックチェーンエコシステムを脅かす主
要な問題の 1 つであり、解決策が見つかるまで将来も成長し続けます。

暗号マイニング用の Gaimin.io ソリューション-Windows を簡単にダウンロードして、事前
構成されたソフトウェアをインストールする、次世代の A.I. （機械学習）すべてを制御しま
す。

-

-

マイニンググループの選択、暗号通貨の選択、Cameron の安定したコインへの自動変
換（暗号通貨のボラティリティを回避するため）および現在の管理-すべてのものこれ
はユーザーのために自動的に処理されます。

-

このプラットフォームの機械学習ルールメカニズムであるこのプラットフォームのコン
ピューターは、暗号通貨の収益性に影響を与えるすべての要因（複雑さ、価格、市場深
度など）を自動的に追跡します。そして、ハッシュレートが継続的に最も収益性の高い
暗号通貨をターゲットにしていることを確認してください。プレイヤーを操作する必要
はありません。

-

ネットワーク拡張プログラムを使用すると、ユーザーは他のユーザーとリンクして、自
分の貢献を超えてハッシュ力を拡張できます。

-

マイニング報酬は、ゲームのデジタルアセットを直接購入できる GMRX Gaimin.io トー
クンとしてプレーヤーに発行されます。 -プロセス全体もゲームに含まれており、特定
のマイクロマイルストーンに到達したときに、ゲームアイテムやその他のデジタルアセ
ットをドロップできます
そのため、ゲームチェーンや A.I の能力に適した、ブロックチェーンを備えた世界初の
完全自動分散型マイニングネットワークが登場しました。承認済みソフトウェア。さら
に、ネットワークは独自の電源の料金を支払い、独自のサービスを提供し、常に更新さ
れます。
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-

過度の集中化の問題を解決するには、マイニングエコシステム全体にさらに分散化されたマイニ
ングツールを追加する必要があります。 Gaimin ソフトウェアは真にグローバルであるため、この
ソリューションにより、世界中の新しい相互に排他的なオペレーターが鉱業に参加できます。し
たがって、1 人または 1 つのグループの管理または同じ管轄下に限定されません。これは、Gaimin
の次世代マイニングソフトウェアを備えたゲーム用 PC を使用することで実現されます。 Guymin
は、世界中の数億台のゲームコンピュータを接続してプルーフオブワークを活用することで、過
剰な焦点を過去のものにすることができます。

-

Gaimin ネットワークは、これらの数億台のゲーム PC の未使用のコンピューティングパワーを組
み合わせることで、効率的かつ効果的に複数のブロックチェーンを活用および検証し、保護して
、セキュリティに貢献しています。ブロックチェーンエコシステム。

-

13 億のゲームコミュニティでブロックチェーンマイニングを広く使用できるようにする Gaimin.io
ソフトウェア。

ソフトウェアプラットフォームには、次の要素が含まれています。
1. 「ブロックチェーンマイニングソフトウェア」
a. ダウンロード可能な Windows PC ソフトウェアとユーザーウォレット
b. 計算能力を集約および管理する Gaimin 管理者プラットフォーム
c. 機械学習ルールメカニズムを備えたブロックチェーン活用アプリケーション
2. モバイル管理用のモバイルアプリケーション（Android / IOS）
3. コインを自動的に安定したコインプロセスに変換する
4. ネットワーク拡張プログラム（NEP）-統合紹介システム
5. コミュニティとオンラインマーケットプレイス
ブロックチェーンの統合

6.

製品の主な機能：
GPU プロセッサ、ブロックチェーン管理、マイニングソフトウェアを収集する
-

-

シンプルな Windows スタイルをダウンロードしてインストールする
インストール時に管理者に接続し、完全に自動的に構成されます
Windows の起動時に自動的に起動します
ゲーム体験に影響を与えないように、自動的に目覚めてスリープします
メカトロニクス機械学習ルールを完了し、最適な暗号通貨マイニングプロセスを確実に
し、収益性の高いマイニングと最も収益性の高いコインに影響を与えるすべての要素が
宣言されていることを確認するメカニズムいつでも（whattomine、複雑さ、報酬、市
場の深さ、プロセッサー対応グラフィックス、マイニンググループなどと同様の計算）
、マイニングアルゴリズムの完全なオプション、暗号通貨をマイニングするためのより
幅広い代替手段を使用できるようにします。プロセスは継続的で継続的です。
暗号通貨を安定したお金に変える手間のかからないバックグラウンドプロセス（SC）
GMRX（現在の SC / GMRX 変換率）を使用するユーザーのバックグラウンド報酬プロ
セス
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-

-

自動更新機能
シンプルなファイアウォール、ウイルス耐性
ダウンロードサイトからの安全なオンライン検証
承諾の条件（合法性）
直観的な魅力、人口統計のユーザーに適しています
機能、ゲームプロパティの目標の可視性、達成までの時間を利用する
ゲームプレイ報酬、距離（マイニング時間、ハッシュ貢献、NEP オファー）
NEP マイニングおよび抽出ツールを導入するための高度な GUI
完全なユーザーデータのアカウントセクション（名前、電子メールアドレス、電話、
Insta、Discord、彼らがプレイするゲーム、所有するコンピューターの種類、すべての
アクセサリーなど）
連絡先のプッシュ通知
統合ウイルス共有オプション（Discord、Skype、Whatsapp、Telegram、Instagram）
すべてのトランザクション、GMRX トークン、およびアセットストレージ用の統合ウ
ォレット
コミュニティおよび市場と完全に統合する

モバイルアプリケーション（Android / IOS）
-

ユーザーがログインしてすべてのアカウント情報にアクセスできるようにする
「コミュニティとマーケットプレイス」との統合により、完全な相互作用と購入/販売/
レンタルが可能になります
サイトの外観を示すグラフィックの改善
ネットワーク拡張プログラムのための簡単なウイルス共有を可能にします
マイニングネットワークのグラフィック表現
「機能抽出」のグラフィック表現
完全なウォレット統合

マイニングは自動的に「安定したコイン」に変換されます
-

Exchange API を使用して、採掘されたコインを安定した通貨に自動的に変換するバックグラウ
ンドプロセス

-

安定したコインは会社の財布に保管されています

-

ユーザーは安定したコインに対して GMRX トークンを利用できます

-

財布に GMRX しか表示されないユーザーにとっては、すべてが簡単です

ネットワーク拡張プログラム（NEP）-統合紹介システム
-

鉱山労働者のユーザーネットワークのシンプルで簡単な拡張（伝播）が可能

-

個々のユーザーがハッシュ関数への貢献を簡単に増やし、報酬を増やすことができます

-

ユーザーは、招待されたユーザーのハッシュの 10％を 3 つのレベルで受け取ります

-

合計 10 個の新しい紹介は 1 つの追加の GPU 貢献に相当し、合計 100 個の紹介（3 レベル以上）
は 10 個の追加の GPU 貢献に相当します

-

NEP 悪用ネットワークを簡単に視覚化できるソフトウェア
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-

達成が簡単で、最小要件で月ごとにハッシュが「アクティブユーザー」になるためのハ
ッシュ（TBD）
オンラインコミュニティとマーケットプレイス

-

市場とユーザーがゲーム内購入にお金を費やすことができるブロックチェーンに基づい
た暗号ベースの GMRX トークン。

-

ユーティリティと優れた受け入れ、したがって、GMRX トークンの必要性。 -完全にイ
ンテリジェントな食品契約。

-

コミュニティと市場が連携

-

P2P トランザクション（ユーザー間）（デジタルゲーム資産の購入/販売/レンタル）

-

Gaimin.io から直接 GMRX トークンを購入できます

-

Gaimin.io およびパートナーのデジタルゲームアセットとの取引が可能

-

コミュニティと完全に対話し、ユーザーに挑戦し、コンテスト、賞、トーナメント、社
会的証拠、イベント、ゲーム、賞、ユーザーの認知度を高めます。

-

すべてのトランザクションは元の GMRX トークンにあります

-

コミュニティの力は、顧客ロイヤルティを構築し、ユーザーの定着率とブランド認知度
を高めます。

-

コミュニティは、eSports チームの計画されたスポンサーシップの基盤を作り、ブラン
ド、キャラクター、評判を生み出しています。

EOS パブリックブロックチェーンの統合
-

Gaimin.io の GMRX トークンが EOS パブリックブロックチェーンでリリースされました。

-

トランザクションはブロックチェーンと GMRX ネイティブトークンをサポートします

-

EOS ブロックチェーンは台帳として機能します。

-

詳細は、EOS ブロックチェーンと EOS ブロックチェーンの統合を選択する理由、および
Gaimin ブロックチェーンの詳細設計の下にあります。

現在のソフトウェア開発状況

これまで、ソフトウェア（a）および（b）は Alpha の前に開発され、12 か国の 100 人のユ
ーザーによって Alpha Advanced Testing でテストされてきました。
この実験から得られた結果と結論は、Gaimin.io のコンセプトとビジネスモデルを完全に裏
付けています。
（注：アルファテストレポートが追加としてこのドキュメントに追加されています）。
これは、ユーザーソフトウェアと管理者プラットフォームのスクリーンショットです。
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メインユーザー画面

インストールする
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ガイミンの紹介

助けて
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報酬

5)テクニカルノート
Gaimin.io ソフトウェアは、世界中のゲームコミュニティの膨大なサイズと人口統計のおか
げで、大規模な導入のためにゼロから設計されています。これを念頭に置いて、重要な要
素は、信頼性、速度、スケーラビリティ、セキュリティ、ストレージと帯域幅の効率、お
よび最初のブロックチェーン（アプリケーション）を活用する将来の適応性です。将来の
CGI レンダリングおよびその他の複雑な GPU プロセス）。
以下の注記は、使用される主な技術情報および技術情報の概要を説明するためのものです
。詳細なレビューと継続的な製品の更新については、必ず当社の Web サイトにアクセスし
てください。
デスクトップテクノロジー
- 開発中に使用される言語：Java 8
- 使用したフレームワーク：JavaFX＆Spring
- サポートされているオペレーティングシステム：Windows 8,8.5,10

サードパーティソフトウェアを使用したブロックチェーンの利用：

- Monero マイニング用の XMR-Stak
- イーサリアムマイニング用 Ethminer
OOP（オブジェクト指向プログラミング）の原理を使用した開発
どのデータベースとその理由は？
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-

データ使用量：Postgresql 10

- 理由：PostgreSQL は短時間で大量のデータを処理します。
GUI / WEB テクノロジー
- Angular 7-フロントエンドフレーム
- Angular Material 7.1-フレームユーザーインターフェイス
- Angular Animations 7.1-アニメーション用
- Angular Http 7.1-HTTP リクエスト用
- Angular Router 7.1-ルーティング用
- Ag-grid 18.1.2-データを作成するには
- AngularFontAwesome 3.1.2-ベクターアイコンを使用するには
- Angular2-chartjs 0.5.1-作成チャートを作成するには
- CoinAddressValidator 1.0.4-暗号化ウォレットを検証する
- FontAwesome 4.7.0-ベクターアイコンを使用するには
- ngx-perfect-scrollbar 6.2.0-カスタムのクロスブラウザースクロールバー用
- Node-sass 4.10-CSS プリプロセッサー
- TSLint 5.9.1-コード認証
- Typescript 3.1.6-コア言語
コンポーネントを簡単に構成して再利用できる機能を備えた OOP 原則を使用して開
発されました。
ホスト
- Google クラウドプラットフォームインフラストラクチャ。
- Ubuntu サーバーオペレーティングシステム 18.04
- Java で記述されたサーバー（Spring Boot Framework）
- 仮想ネットワークはインターネットから隠されており、内部 VPN を使用して
内部リソースにアクセスします。
- CI / CD-Jenkins /GitLab。1 分で交換できます。
- 必要に応じて Docker を使って Kubernetes に導入する予定です。
- アプリケーションのすべてのバージョンは、個人の Docker レジストリに保存
されます。
- 監視：管理者に直接通知して、Prometheus / Grafana をリアルタイムで監視しま
す。
スマートコントラクトテクノロジー
- EOS ブロックチェーン技術。
- C ++開発言語 14
- WASM ターゲットコンパイラ
- 追加の開発ツールとして、EOSIO.CDT を使用します
- テスト用のクレオとジャングルも
- ドッカーを使用して対応できます
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ブロックチェーンのセキュリティ
スマートコントラクトでシステムのさまざまな要素とやり取りするには、RPC API と RPC API

-

ウォレットを使用します。
-

この API 呼び出しは署名されるため、ssh として安全です。

-

独自の EOS ボタンを起動して、ブロックチェーンとサーバー間の呼び出しをより安全にしま
す。
セキュリティのバグ、バグを見つけるために、QuillAudits のような SMART CONTRACT

-

AUDIT を使用します。これは、契約上のセキュリティエラーを回避するために行われます。
さらに、killswitch 機能を使用すると、問題が発生した場合にコントラクトを無効にすること

-

ができます。

エクスプロイトアルゴを選択
-

異なるデバイスは異なるマイニングアルゴリズムに異なる影響を与えるため、特定
の PC に最適なアルゴリズム（コインからマイニング）を見つけることが重要です
。 -2 つの側面があります。
(i)
最初はハッシュ率です。各アルゴリズムの短いテストを実行して、これを
測定します。このキャリブレーションは、主要なデバイスまたはドライバーが変更
されるたびに再度開始する必要があります。
2 番目の側面は、採掘された通貨の相対価格です。これを決定するには、市場
の価格、ボリューム、深さを追跡するために、いくつかの取引所で API をデプ
ロイする必要があります。
「ビッグデータ」メソッドを使用して、特許を取得したすべてのデータとアルゴリ
ズムをリアルタイムで収集し、受け取る通貨を決定します。

(ii)

-

ソリューションはデスクトップアプリケーションに転送されます。

デジタルゲームアセット（DGA）について
- ゲーム配信会社や DGA 市場との統合により、ユーザーは GMRX トークンを使用して
DGA を購入、販売、レンタルできるようになります。
- アセットは Gaimin の GMRX ウォレットに保存されます。
- コミュニティおよび市場と完全に統合された GMRX のすべてのトランザクション-技術
的な詳細を追加して従う

トレーディングフロア
-

コイン交換のリスクを減らし、共有するためのもの。

-

安定した通貨との交換があります。

-

スマートコントラクトは不要、シンプルな API を使用して実現

-

サーバーは、いくつかの一般的な交換（たとえば、Binance）とのインターフェースを実装し
、必要に応じてトランザクションを要求します。

-

取引金額は、サービス利用者に応じて計算してください。

-

エクスプロイト可能な選択されたパスワードを特定するために、交換可能な API 接続も必要
です
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6) EOS ブロックチェーンを選ぶ理由
ブロックチェーン EOS を選ぶ理由
-

ゲームをプレイするのに非常に適しています
Gaimin.io の将来の計画には、EOS を現在および将来のニーズに適切に適合させる
デジタルゲームアセットの作成が含まれます。

-

高いトランザクション速度とスケーラビリティ
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-

トランザクション費用（ほとんど）無料
Ethereum とは異なり、EOS ブロックチェーンユーザーは、スマートコントラクト
を使用するために支払う必要はありません。代わりに、EOS トークンを設定して
、スマートコントラクトの帯域幅、CPU、ストレージを受け取る必要があります
。あなた自身。
EOS にデプロイする
EOS にスマートコントラクトを実装するには、RAM を購入する必要があります。典
型的な契約には、約 1 MB の RAM（またはそれ以上）が必要です。つまり、120
EOS /〜600（この記事の執筆時点）
EOS で実行
EOS では、各ユーザーアカウントを開発者に支払う必要があります。新しいブロッ
クチェーンアカウントの資金調達コストは比較的小さいはずですが、アプリケーシ
ョン開発者は、アカウントを作成して新しいユーザーを登録するときにわずかなコ
ストを支払います。
EOS は、eApp とは異なり、dApp の実行に何も費やさず、カードに置くだけで済み
ます。そして、あなたはあなたのアプリケーションを終えたときにあなたはそれを
取り戻すでしょう。これは確かに魅力的なモデルです。とにかく、あなたはそれら
をカードに入れるためにお金を買わなければなりません。

-

大きなコミュニティ
EOS にはグローバルコミュニティがあり、経験豊富な若い開発者とともに世界中に
巨大な開発センターを構築しています。

-

柔軟
EOS の最も独創的な側面の 1 つは、その柔軟性と開発能力です。

-

財務力
Block.one は 120 億ドルの価値があり、EOS は Blockchain で最も資金のあるプロジ
ェクトです。
(https://www.businessinsider.com.au/commonwealth-banks-chief-financial-officer-has-resigned-2018-5)

-

委任状の証拠
Gaimin.io のニーズに最適

-

簡単なアカウント復旧（シードワード）
一般的な概念は、各アカウントに 3 つの特別な権限（所有者、アクティビティ、復元
）があることです。既存のログイン情報を更新してアカウントへのアクセスを再度許
可できる信頼できるパートナー（友人/親戚）を選択できます。
アカウントを取り戻すために信頼できる友人や親戚を指摘している限り、キーを紛失
しても、永久にブロックされることを心配する必要はありません。これは、EOSIO
ブロックチェーンでの承認の遅延と保留中のトランザクションのおかげで達成されま
した。繰り返しますが、これはユーザーであるゲーマーに最適です。
Gaimin.io のホワイトペーパー-ページ 23/56

-

アカウントに名前を付けることができます
EOS を使用すると、ユーザーはアカウント番号の代わりにアカウント名を選択でき
、ゲーマーにより適したものになります。

-

彼自身の政府を持っています
EOS には独自のチェーン管理があり、21 のブロックプロデューサーによって管理さ
れています。運用、保守、ネットワーク保護のためにインフレを支払います。

-

開発者にとって使いやすい
現在および将来の設計に大きな柔軟性をもたらします

-

OCI 関係
Gaimin.io は、開発チーム全体で米国の OCI（Object Computer）にアクセスし、
ブロックチェーンの包含計画の概要を説明しました。
OCI のチーフエンジニア兼パートナーであり、コア EOS 開発チームの一員である
Phil Mesnier へのインタビュー-https://www.youtube.com/watch?v=Z2LLWEWSLzc

-

Dan Larimer と Block.one は EOS の背後にいます
Dan Larimer の 3 番目に大きいブロックチェーンプロジェクトである EOS は、Block.one
のチームによって作成されました。 Dan Bitshares と Steem による以前のプロジェクト
は時価総額でトップ 50 にありますが、EOS は一貫して印象的な時価総額でトップ 5 にあ
ります。
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ビジネスモデル
多くの収入源
Gaimin.io は、「Uber モデル」を適用して、特定の業界（この場合は、コンピューター、計
算能力の貴重な商品）の需要と供給を組み合わせるプラットフォームを作成しました。数学
。このビジネスモデルは、旅行の分離（Uber）、旅行/宿泊（Airbnb）、さらにはフリーラ
ンスの仕事（TaskRabbit）などの分野でテストされています。
Gaimin.io は、真の分散コンピューティング能力の安定した提案を（ブロックチェーン認証
の計算から始めて）このような要求の厳しいニーズに結びつけることにより、緊急のニーズ
を満たすことができます。成長市場で。
これらの取り組みを通じて、Gaimin.io は、以下に説明するように、毎月いくつかの収益ス
トリームを収集します。
1) "月額「サブスクリプション」料金
Gaimin.io の主なソースビジネスモデルは、登録のタイプです。
条件は、Gaimin.io が各「アクティブユーザー」から GMRX トークンによって支払われるわ
ずかな月額サブスクリプション料金（最大 US $ 10）を受け取ることです。
注：Act Act ユーザーは、1 日あたり少なくとも 1 ドルを稼ぐユーザーとして定義されたユー
ザーです。
また、1 日あたりの目標 KPI が 1 ドル未満のユーザーには、より低い月額サブスクリプショ
ン料金を適用できることが望まれますが、これが該当する場合は料金が予想されます。これ
はユーザーの報酬の 33％を超えます。
ユーザーは支払い情報（Visa、Paypal など）を入力する必要がありません。登録の支払いは
GMRX 料金から自動的に行われるため、ユーザーは月額料金を実際に支払う必要はありませ
ん。彼の「ポケット」。

明らかに、ユーザーが「稼ぐ」ことがなければ、彼は支払いをしません。つまり、ソフト
ウェアはゲーマーが無料でダウンロード、インストール、使用できるということです。 同
様に、Netflix サブスクリプションを考えてみてください。ただし、ユーザーは広告を見たり
、他の人に試してもらい、お金を稼いではいけません。 注：すべてのサブスクリプション
料金と支払いは常に GMRX に対して行われます。 Gaimin.io のビジネス全体は、GMRX ト
ークンの使用に基づいて 100％です。すべてのユーザーがプラットフォーム、コミュニティ
、およびマーケットアクセスを使用するには、GMRX トークンが必要です。
2)市場でデジタル資産を販売する
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Gaimin.io ビジネスモデルは、GMRX トークンの形式でプレーヤーを購入するユーザーベー
スを作成し、この購入力に費やすためのコミュニティと市場を通じてプラットフォームを提
供します。
したがって、Gaimin.io ビジネスモデルの一部は、（i）デジタルゲームアセットを販売する
ための重要な戦略的パートナーシップを構築し、（ii）デジタルゲームアセットを開発およ
び販売することです。デジタルは Gaimin.io が所有および開発しています。ユーザーベース
に。
3)取引手数料
コミュニティおよび市場でのすべてのトランザクションは GMRX トークンで発生し、マイ
クロトランザクションのコミッションを作成します。
4)総ネットワークハッシュパワーのパーセンテージ
Gaimin.io はコミュニティの重要性を認識しているため、ハッシュ能力に対する報酬の合計
額の一定のパーセンテージ（予想の 10％）を受け取り、この収入を開発のみに向けます。
コミュニティのユーザーの受動的な報酬/割引の形で。コミュニティで
5)採掘料
ブロックチェーンマイニングからの利益を最大化するために、Gaimin.io は独自のマイニン
ググループを作成すると考えられています。その数は多いため、スーパーマイナー（人々）
が支配的なグループになると予想されます参加したい場合は、GMRX トークンでアクセス
料を支払う必要があります。

競合他社
ブロックチェーンマイニングソフトウェアとデジタル資
産取引プラットフォーム
現在、受動的にゲーマーのリソースを獲得し、直接消費するデジタルトークンで報酬を与
える、市場のゲーマー向けの直接的なエンドツーエンドのソリューションはありません。
ゲーム体験へのアクセス。デジタル資産とこの標識が使用されているコミュニティの統合
市場を提供します。
1)鉱業ブロックチェーン
ブロックチェーンマイニングツールの垂直競争は、製品を提供する競合他社の観点からも
、需要と供給の観点からも、非常に弱いものです。ブロックチェーンからの現在の需要が
あるため、現在のライバルソリューションの数が多い場合でも、PoW 生産の多様化を最大
化するための追加のソリューションが市場に必要です。
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ゲーマーは鉱夫ではありません。
さらに、現在のマイニングソフトウェアは、急な学習知識と曲線を必要とし、独自のマイ
ニング操作をセットアップして管理したい DIY ユーザーにより重点を置いています。ゲー
マー専用に設計された Gaimin.io ソリューション。そして干渉しないための解決策を提案
します。
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2)デジタル資産取引プラットフォーム
競合他社はブロックチェーンと非ブロックチェーンの両方に基づいた Web サイトで設定さ
れているため、デジタル資産の垂直市場での競争は熾烈です。 Gaimin.io の競争上の利点
の 1 つは、収益化/マイニングソフトウェアです。ユーザーは、Gaimin.io を単一のウィンド
ウとして使用して、デジタルアセットに対するすべてのニーズを満たすことができます。
ブロックチェーンをマイニングするときに消費できる GMRX トークンを獲得し、また戻す
ことができます。それらを使用して、他のデジタル資産を購入したり、同じ市場を通じて
中古資産を販売したりします。コミュニティと Gaimin.io プラットフォームの快適さを失う
ことなく、これらすべてが可能です。
ゲーマーは、Gaimin.io マイニングソフトウェアを使用することで信頼を獲得しました。こ
れにより、慣れていない他の取引プラットフォームを受け入れる可能性が低くなります。
さらに、ほとんどの交換にはグローバルなプレゼンスが必要ですが、最終的には北米と西
ヨーロッパにのみ焦点を当てています。 Gaimin.io は、真にグローバルなユーザーベース
とグローバルな存在感を計画しています。これにより、Gaimin.io は、競合他社がターゲッ
トにされていない場合でも、その存在を作成して拡大できます。
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トークン経済
GMRX ユーティリティトークン
GMRX はトークン（Token）であり、その唯一の機能は、プラットフォーム、市場、および
Gaimin コミュニティで提供されるデジタルユーティリティトークンです。
1) 回転構造

-

固定供給の合計：5,000,000,000

-

トークン販売イベントを通じて販売されたトークンの合計（20％）：1,000,000,000

-

トークンの初期価格：$ 0.10 USD /トークン

Gaimin は、トークン購入者に対して、トークン販売イベントを通じて非公開および公開で
複数のラウンドを実施します。詳細はまだ決定されていません。
ソフトキャップ：1,000 万ドル
ハードキャップ：1 億ドル
2)トークン配布

考慮すべき重要な要素：
(i) 会社の貢献の 30％は、GMRX エコシステムのバランスをとるための準備金として使
用されます。
(ii) 最初の寄付の 30％は、Gaimin.io コミュニティの立ち上げを支援し、コミュニティが
長期のアクティブメンバーになることを奨励します
さらに、創設者は 15％を受け取り、最初のアドバイザー/投資家（初期投資家）-5％を受
け取ります。どちらのグループにも、すべてのトークンを受け取るための強力な取引時
間があります。新聞が配られます。
残りの 20％は、トークンセールイベントを通じて一般の人が購入するためのものです。
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3)基金の利用

ソフトウェアとマーケティングが 50％の資金を占め、ユーザー向けの一貫した高品質な製品、グ
ローバルなユーザーベースの拡大とブランディングを保証します。運営費、運営費、およびグル
ープ化は、日常の活動とニーズをサポートするための資本使用の 25％を占めます。さらに 25％
は、グローバルコミュニティの発展に利用できます。
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管理/活動/チーム
欧州拠点からスタートし、フルプレゼンスを確立 アジア、そしてアメリカ。全額に含まれるもの：
:

-

ヨーロッパにオフィスを開設

-

アジアにオフィスを作る（ゲームの大きなハブ）

-

米国にオフィスを開設する

-

観光、イベント、スタンドなど

-

人事、給与、第三国定住（ソフトウェア開発者など）

-

最高の才能を得るためのお金の「財布」の一部

-

IT、技術インフラ、設備、機械

-

トレーニングと教育

-

外の才能を雇う

-

奨学金、地元の大学

ソフトウェア開発
当社のソフトウェアはモジュールで開発されており、最低限の目標は、すべてのテスト（ア
ルファ、ベータまで）を含め、完全なリリースまで、モジュールの資金を調達することです
。 MVP 製品スイート。より多くの資金と安定した収入が、私たちがどれだけ早く成長でき
るかを決定します。全額に含まれるもの：
-

ウェブサイト管理およびオンラインアカウントセクション
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-

試験運用版（アルファ版、ベータ版）
マイニングモジュール開発（継続中）
AI 開発（継続中）
NEP 開発
モバイルアプリ
ブロックチェーンの開発/統合（構築と保守）
相対値変換モデルを開発する
コミュニティソフトウェアの開発と市場
言語翻訳
AI、機械学習、プロモーション
ゲーム部門（プロパティ開発およびゲーム内ゲーム）
大きなサーバーコストと他のオンラインプレゼンス
研究開発
スーパーコンピュータ調査/研究開発サービス
追加の R＆D サービス（アーカイブなど）を調査する

販売およびマーケティング
マーケティング予算は、以下の「マーケティング計画」セクションで説明する戦略に従って
使用されます。
法務/規制/コンプライアンス
これらの資金により、Gaimin.io はすべての基本的な法的要件を満たし、一貫性のある信頼
できる法的構造と基盤を開始できるようになります。全額に含まれるもの：
-

会社の構造と合法性
ICO / IEO /ブロックチェーンを調整する
IP 保護
ブランド
ソフトウェア特許

コミュニティー
Gaimin.io は、顧客ロイヤルティの構築、イメージ、ブランドアイデンティティ、ブランド
の評判の維持におけるコミュニティの重要性を十分に認識しており、そのため、コミュニ
ティの継続的な開発と維持のために集められた資金。支払い条件には次のものが含まれま
す。
-

コミュニティと市場の発展と成長

-

内部レビュー、賞、トーナメント、賞、表彰

-

パートナー、組合、協力

-

管理者、モデレーター、任意の言語

-

ソーシャルメディアとコミュニティ管理

-

影響力のある人々

-

プロモーションとスポンサーシップ

-

ESports チーム
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4) 持続可能な需要の創出-GMRX トークンの使用例
以下は、GMRX トークン用に計画されたアプリケーションです。これにより、GMRX トー
クンの全体的な受け入れ、有用性、および需要が増加します。
a. Gaimin マイニングソフトウェア専用の支払い方法-毎月のサブスクリプション
b. Gaimin コミュニティとゲーマーがデジタル商品を購入/販売/リースするための専用の
支払い方法（すべての Gaimin スマート契約は GMRX トークンでのみ行われます
c. ゲーム所有のチームに参加したいマイナーへの独占支払い、彼らは購入する必要があ
ります
5)トークン市場保護
ポジティブな軌道でトークンを安定して維持するために、ガイミンはいくつかの方法を使
用してトークンのセキュリティを確保し、すべてのトークンが持つ厳しい市場条件に耐え
るのに役立ちます。直面する新聞。
バイヤートークン
各トークン購入者は、ポンプやダンプなど、トークンの安定性を脅かす潜在的に悪意の
ある市場戦略を制限するために、ガイミントークンの合計レートに制限されます。

期間ベスト
創設者を含むすべての創設者、チームメンバー、初期のスタートアップ/トークンオプショ
ンを持つプライベートエクイティ投資家は、期間が重複する可能性があります。創設者はト
ークンの合計の 15％を所有します。すべての衣装は、スマートコントラクトを通じて促進
されます。これにより、創設者側の長期的なコミットメントが確保され、創業者が自分たち
の経済的利益に反するため、会社に対して行動を起こすことができなくなります。
さらに、コンサルタントはまた、訴訟を経て、積極的かつ持続可能な参加を確保し、不利益
に対して自分の利益のために行動できないようにします。会社および他の利害関係者の。
トークン予約
Gaimin.io は、GMRX トークンの安定性を脅かす可能性の低い市場の状況を調整するための
予備として、合計トークンの 30％を保持します。この準備金は、市場の状況で必要と思わ
れる場合、GMRX トークンの経済を刺激するために、全体または一部を発行することがで
きます。
KYC & AML
各個人投資家とトークン購入者は、個人であれ合法であれ、厳格な KYC および AML チェッ
クを受けて、Gaimin.io に投資し、GMRX トークンを受け取る権利を決定します。
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Gaimin.io は、限定された個人またはグループからの直接またはその他の方法によるトーク
ンの投資または購入を決して許可または受け入れません。これには、KYC または AML を検
証しない、不正確な、虚偽の、または誤解を招く情報を提供する、検証を回避する、または
悪意のある行為を実証しようとする人が含まれますが、これらに限定されません Gaimin.io
、その利害関係者、または他の要人、グループ、または主題を持つ人と。
トークンの必要性
GMRX トークンの安定した肯定的な需要の作成と維持は、Gaimin.io ソフトウェアのアプリ
ケーションを通じて行われます。
GMRX トークンの作成に加えて、Gaimin.io ソフトウェアアプリケーションの専用支払い方
法（月額サブスクリプション料金）、Gaimin.io コミュニティ内のすべてのスマートコント
ラクトの専用支払い。また、デジタルゲームアセットや独占的な支払い方法の市場でも。
Gaimin.io マイニンググループに参加したいスーパーマイナー向け。
6)トークンのブロック図
次のグラフは、トークンエコノミーフローを示しています。
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マーケティング計画
シンプルで強力なマーケティング戦略を統合する
簡単な評価
複数のチャネルを通じてユーザーを引き付ける機能により、Gaimin.io はシンプルで非常
に強力な全体的なマーケティング計画を実現します。さらに、ゲーム人口統計のマーケテ
ィングには、いくつかの特定の利点があります。
-

ゲーマーはオンラインでもオフラインでも簡単に見つけることができ、安価です。

-

特別なソーシャルメディアチャネル、ウェブサイト、フォーラムがあり、理想的な人口統計チャ
ネル（Instagram、Twitch、Youtube ゲーマーチャネル）に直接アクセスできます。

-

ウイルスの推奨はゲームにとって当たり前のことです。ゲーマーは最も関連性の高い人口統計グ
ループであり、ウイルスの推奨事項に精通しています。

-

ゲームに影響を与える人々は、多くの忠実な信者を持ち、喜んで宣伝します。

詳細を確認
Gaimin.io は、同社の成功にとって重要な 3 つの市場セグメントを特定しました。
1. 投資家
2. エンドユーザー-PC ゲーマー
3. 暗号通貨/ブロックチェーン愛好家
これら 3 つのセグメントはそれぞれ、Gaimin.io の開発に資金を提供する上で重要な役割を
果たし、Gaimin.io ソフトウェアアプリケーションの持続的で成功した使用を保証し、
Gaimin.io の成功を保証します。 GMRX トークンの公開、需要、および有用性。
Gaimin.io は主にヨーロッパを拠点としていますが、その運用は世界的な取り組みであり、
特にアジアの重要な暗号通貨とゲーム市場に注意を払っています。各セグメントとイベン
トは、英語圏の市場以外の主要な興味深い市場に焦点を当てて、グローバルな規模で開催
されます
認知/懸念
3 つの主要な市場セグメントの認知度を高めるために、Gaimin.io は以下のアクティビティ/
ツールを実施/使用します。
1. 1 ネットワーク拡張プログラム（統合紹介システム）
2. エアドロップ
3. 投資家とアドバイザーのサポート
4. マーケティングコミュニケーション
5. 内容
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6. 広報
a. メディア関係
b. インフルエンサーとの関係
c. コミュニティ関係
7. コミュニティ開発
8. デジタル広告
a.
b.
c.
d.
e.
f.

検索エンジンマーケティングキャンペーン（検索と表示）
検索エンジン最適化キャンペーン
プライベートネットワークマーケティングキャンペーン（検索と表示）
リマーケティング/リターゲティングキャンペーン（検索と表示）
パブリックおよびプライベートネットワークでのビデオマーケティング
ダイレクトデジタルマーケティング（例：メール）

9. スポンサーシップ（例：eSports チーム）
10. イベント（ゲームトーナメントの宣伝など）
上記のアクションにより、Gaimin.io は、いくつかの連絡窓口で、すべての主要な市場セグ
メントをグローバルにカバーできるようになります。各アクションは、統合されたマーケ
ティングキャンペーンのさまざまな段階をサポートするために、長くて広範囲にわたる可
能性があります-ユーザーに最初に通知するとき、再ターゲットするとき、保存するとき、
またはユーザーを弁護士。
欲望/採用
3 つの主要な市場セグメントでの採用を開始するために、Gaimin.io は以下のアクション/ツ
ールを実施/使用します。
-

無料でプレイ（使用）
製品の品質
製品は常に改善され、時間の経過とともに結果が増加しています。
プロモーションと期限付きオファー/割引
クローズ、アルファ、ベータ段階
Gaimin.io ゲームソフトウェアアプリケーション
世界中のオープン取引所の GMRX トークン
GMRX トークンを介した Gaimin.io および関連プラットフォームへの独占支払い

無料でプレイ（使用）
ソフトウェア自体は、優柔不断なユーザーのエントリーへの障壁を取り除きます-クレジット
カード情報や PayPal 情報や即時の結果は必要ありません。さらに、Gaimin.io は製品の品質と
ユーザーエクスペリエンスに重点を置き、Gaimin.io が他のすべての市場インセンティブより
も優れていることを確認して、ユーザーの受け入れを確実にします。繰り返しますが、これら
の各ポイントは長期間維持できるため、ユーザーは Gaimin.io ソフトウェアの忠実でアクティ
ブなユーザーであるだけでなく、受け入れることもできます。

擁護政策
アクティブで忠実なユーザーをガイミンディフェンダーに変えるには、次のアクション/ツ
ールを使用/使用します。
- 製品の品質（結果を含む）
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ネットワーク拡張プログラム

-

- ゲーミフィケーションとインセンティブ
忠実なユーザーを弁護士に変えることは、あらゆるブランドの究極の目標です。 Gaimin.io は、
絶え間ない更新（そしてもちろんユーザーの結果）、ネットワーク拡張プログラム、および
Gaimin.io ソフトウェアのアプリケーションによる製品の優れた品質のおかげで、これを実現し
ます。アクティブな忠実なユーザーのための具体的なインセンティブ。

まとめ
これらすべての取り組みがすべての Gaimin.io 通信チャネル全体で組み合わされることで、
Gaimin は特定のターゲット市場に経済的、効率的、効果的に短い寿命でアクセスできるよ
うになります。長期および長期の製品と企業。
さらに、各イベントは、ユーザーとの質の高い関係を構築して、顧客の長く健康的な生活
を確保することを目的としています。

ロードマップ
マイルストーンと目標
2018 年の重要なマイルストーンが達成されました: 基本概念実証/会社設立


会社設立：イギリス/クリプトバレー、ツーク、スイス



グループ、パートナー、戦略的コンサルタント（ゲーム、マーケティング、規制、ブロックチ
ェーン）



インターネットプレゼンス（ウェブサイト、ソーシャルネットワークなど）



元のドキュメント（フロア、ツールの使用、ライトペーパー、マーケティング計画など）



ソフトウェア開発：アルファテスト計画



ユーザー確認が必要：マドリードの試合の週

2019 年第 1 四半期-目標：





2018 年のニュースに基づいて更新されたドキュメント
個人募金
アルファテストを継続して拡大し、100 ユーザーにリーチ
ソフトウェアアップデートに基づくアルファフィードバック

2019 年第 2 四半期-目標：





アルファテストを完了し、詳細なレポートを準備します。
民間資金調達の継続
IEO の準備を開始
EOS プラットフォームで GMRX トークンを起動する

2019 年第 3 四半期-目標：
●

プライベート/パブリックベータソフトウェアテストの計画と開始

●

積極的な広報、空港、コミュニティ構築、社会的存在
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●

取引所でのトークンセールによる資金調達

2019 年第 4 四半期-目標：


取引所でのトークンセールによる資金調達



ユーザーの立ち上げ、複製、調整に備えるための活動を拡大する



パートナーシップと提携



MVP を完了して実行する

チーム：創設者と中心的な人々
他の協力者と労働組合のより詳細なリストは https://gaimin.io/で見つけることができます

創業
創設者は 15 年以上にわたってお互いを知っています。チームはさまざまな大陸の多くの国
で協力し、問題を解決し、解決策を見つけるために協力する広範な経験を持っています。
Martin Speight -共同創設者/ CEO
経験豊富なビジネスマンおよびビジネス戦略コンサルタント。 28 年以
上の販売およびマーケティングの経験。オンラインマーケティングコ
ンサルタントの創設者。オンラインのスタートアップと協力して、計
画的な成長のためのシステムとプロセスを開発した特定の経験。

Clive Aroskin -共同創設者/ COO
起業家としての豊富な経験を持つオペレーションとロジスティクスの
スペシャリスト。広範な紹介プログラムの専門知識、コミュニティ開
発、イベント管理。

Calvin Adamus-共同創設者/ CPO
製品の知識を持つガイミンクリエイター。戦略アドバイザー、コミュ
ニティ構築の専門家、紹介プログラム。以前の実用的な概念を開発し
た豊富な経験。多言語で世界中を旅します。
.
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Andrew Faridani -共同創設者/ CMO
オンライン広告、ブランディング、ソーシャルネットワーキングで 18
年の経験を持つ、カナダ最大のローカルデジタル企業の創設者。人事
管理、ビジネスプロセス、システム、スケーリング、開発における豊
富な経験

Robert van Schaik - 共同創設者/ CFO
30 年以上のビジネス形成と管理の経験、成功したオンラインビジネス
の数を確立。テクノロジーとブロックチェーンを専門とするスタート
アップ投資家。

Buki Ben Natan - 共同創設者/ CTO
ブロックチェーン技術と IT 製品開発のすべての側面に関する広範な知
識。ビッグデータテクノロジー、スタック、機械学習に関する豊富な
経験。

コア参加者
Roman Golovakha-製品開発担当副社長
コンセプトから製品まで 18 年の研究開発の経験を持つソフトウェアエ
ンジニアおよびアーキテクト。ブロックチェーンの専門家。プロゲーマ
ーとしての 15 年以上のスキル開発。エンターテインメント、銀行、テ
レビの新興企業や大企業向けに、幅広いモバイルアプリケーション、ウ
ェブサイト、クラウドソリューションを提供しています。

Shaun Martelly - CIO
広報、マーケティング、スピーチ、技術スタートアップの資金調達のスペ
シャリスト。
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Beverley Warburton -ブランドアドバイザーとコミュニティ
ゲームコミュニティのブランディング、ゲーミフィケーション、メンタ
リングの専門家。国際的な事業を拡大するための事業戦略の直接販売、
開発、実装における 25 年以上の企業経験。

Enrique Santos -市場アナリスト
18 年間の株式市場のテクニカルアナリスト。彼は、エリオット波動理論モ
デルとフィボナッチモデルに基づく分析に関する 4 冊の本の著者です。彼
はテクニカル分析と人間の行動パターンに基づく安定した取引システムを
使用して、将来の通貨とインデックス先物取引を専門としています。

Miguel Ferrero - CGO
スペイン語圏市場のゲームアドバイザー。ゲーム業界の専門家、バーチ
ャルリアリティの専門家、スペインのゲーム会社および VR / AR 会社の
創設者、ビジネスアドバイザー、チームビルディングコーチ、そしてス
ポーツイベントやゲームの主催者。

付録 1：「アルファレポート」
Gaimin.io からの結論を含む詳細なレポート
100 人でのアルファソフトウェアテスト
はじめに

始める前に、これはソフトウェア開発の非技術的なレビューであり、開発している場所を
正確に明確にするのに役立ちます。
このソフトウェアは、市販のバージョンを作成する前に、さまざまな設計段階を経ていま
す。この最初の市場バージョンは、Minimum Workable Product（MVP）と呼ばれることが
よくあります。
これらの開発には、プロジェクトの複雑さに応じて、以下の一部またはすべてが含まれる
場合があります。
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ドキュメントには機能が必要（FRD）
ソフトウェア開発文書（SDD）
内部テストソフトウェアプロトタイプ
アルファテスト
ベータテスト
最小実行可能製品（MVP）

MVP は通常、ソフトウェアプラットフォームの「バージョン 1.0」と見なされます。動作し
ていますが、次のバージョンで追加されたすべての機能と更新が含まれているわけではあ
りません。

アルファテスト期間







プラットフォームのアルファテストは 2018 年 7 月に開始されました。
2019 年 4 月にアルファ版テストを終了しました。
これは 8 か月です。これには、Cameron の 2 か月のセットアップと 6 か月の
完全なテストが含まれます。
これは 2 つの段階で行われました。
ステージ 1 は基本的に、オリジナルのプロトタイプを使用して屋内で行われ
ます。
フェーズ 2 は外部ユーザー（友人、家族、コンサルタント、影響力のあるゲ
ームコミュニティプレーヤー、ゲーマー）に開かれており、100 ユーザーま
で拡張されます。

このテストフェーズでは、初期テストの目的を達成するために必要なすべてのデータを収
集し、一般的な概念とビジネスモデルと共にソフトウェアプラットフォームの機能を完全
にテストしました。私たちの関節。

アルファテストオブジェクト
Alpha テストの主な目標は、基本的なソフトウェアを設計および開発し、それを機能させ
、実証済みの概念実証を提供するために必要なデータを作成できるようにすることです。
ビジネスモデルの概念。
これはすぐに、単なるビジネスアイデアではなく、プロジェクトの実行可能性を明確に示
し、MVP の明確なロードマップを考案したことを意味します。
詳細なアルファテストの目標：
● ソフトウェアプラットフォームを最初から作成すると、Proof of Work（PoW）ブロ
ックチェーンでブロックチェーントランザクションを検証および検証し、それらに
関連するユーザー報酬を作成できます。
● ソフトウェアを入手して、適切なマイニングチームおよび対応するマイニングアル
ゴリズムと、関連するすべてのプロセスを連携させます。
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●

利用する暗号化の 3 つの異なるタイプと 2 つのマイニングアルゴリズムを特定

し、それらを使用して実際のマイニング報酬を受け取ります。
●

ダウンロードとインストールに関するすべての問題（ファイアウォールやウイ

ルス対策の問題を含む）を特定し、エラーを特定し、できるだけ多くのバグを発見（お
よび修正）して、リストを作成します。 「欠けている」機能、および以前のバージョ
ンの必要なユーザー機能。
●

ユーザーインターフェースを簡単にダウンロード、インストール、設定できる

ように、初期ユーザー登録プロセスを開発します。
●

ベータテストの設定を構成します。これが次の重要なテストステップになりま

す。
●

このアルファテストに含まれていない他の機能の最終的な FRD（機能を必要と

するドキュメント）を作成するための追加のデータと情報を提供してください。
●

ソフトウェアコーディングが機能して、他の将来のアプリケーション（CGI レ

ンダリングなど）の GPU コンピューティングパワーを確実に合成できるようにします
。
は、当社のビジネスモデルが「統合された GPU パワーの汎用性の高い収益化パワーを
提供すること」と同じくらい未来的なものになることを意味します。
● 「機械学習メカニズム」、「ネットワーク拡張プログラム」、「メカニズム」など
、今後予定されている他の機能（モジュール）がソフトウェアに統合されることを確認
してください自動スワップ、「マーケットとコミュニティ」、そしてもちろん完全な「
ブロックチェーン統合」の安定した交換。
● 複数の地理的場所、インターネット接続速度、GPU、プロセッサ、Windows バージ
ョン、およびバージョンアップデートを持つ十分なユーザーを含めるようにテストを拡
張して、プラットフォームテストを徹底的に実施できるようにする。
● 個々のレベルと、ネットワーク拡張プログラム（NEP）計算をオンにしてそれを証
明するときの両方で正確なシミュレーション収益を生成できるように、十分なデータ（
ユーザーからの報酬をマイニング）を生成します。私たちのビジネスモデルはユーザー
にとっても、ビジネスとしても機能します
● 注：ユーザーを次のように分類するために、1 日あたり 1 ドルの KPI 報酬があります
。
「アクティブユーザー」なので、私たちの目標は、この KPI に準拠できることを示すこ
とです。
● 実際のデータを提供して、マイニングにより収益性の高い暗号通貨を選択すること
により、暗号報酬の違いを明確に示し、それにより、機械学習プロセスの概念（最も収
益性の高いコインを特定し、適切なハッシュ係数を指定して、ボーナスの合計額が最大
になるようにします。
● トークン購入能力を使用して、NEP 紹介手数料を除いて、試用期間中にプラットフォ
ームが収益を上げることができることを示すため
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CGI レンダリングなど、他の GPU の使用によるはるかに高い報酬。暗号通貨のマイ
ニングに対する報酬は、トライアル期間前に大幅に値下がりし、低いままですが、
フルパワーでマイニングに対する報酬を最大化できます。悪用する有用なパスワー
ドを選択するための機械学習（手動入力）の強さ。

元のユーザーのボーナス条件


開発者がソフトウェアを自由に使用できるようにすることで、プラットフォームに
接続するのではなく、アルファテスターに時間を費やして報酬を与えることを決定
しました。ハッシュ関数に貢献します。



Alpha トークンテストの報酬と実際に受け取ったマイニング報酬との間には相関関
係はありません。実際、実際にはユーザーの合計ハッシュ容量の一部を渡してマイ
ニングをブロックしています。ほとんどのハッシュ関数は、開発中にプラットフォ
ームをテストするために必要です。



アルファテスト段階はありませんでした。マイニングからの報酬を最大化しようと
しました。それは目標ではありません。



また、他の機能（CGI レンダリングなど）を実行するソフトウェアもありません。
ブロックチェーンを利用するためのアルファテストは制限されています。.

ユーザー参加


合計で、12 か国の 100 人を超えるユーザーが公式アルファテストに参加しました。これによ
り、十分に広いテストデータを取得できます。



計画どおり、これにより、さまざまな種類のコンピューター、さまざまなバージョンの
Windows（さまざまな Windows 更新段階）、および多数のグラフィックプロセッサをテスト
できます。 、プロセッサ、インターネット速度など

エラー
●

全体で、ユーザーは手動で、または統合プラットフォームレポートシステムを使用
して 203 エラーを報告しています。すべてが正常に解決されました。
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暗号マイニングとマイニングアルゴリズム


2 つの主要なブロックチェーンマイニングアルゴリズム（Ethash と Cryptonight）のテ
ストに成功しました。



3 種類のコードを取得できました。 Ethereum（ETH）、Monero（XMR）、DubaiCoin
（DBIX）は、基本的に ETH レプリカです。



ETH と DBIX を選択して、同じアルゴリズムを使用して同じリソースで同じ暗号を利用
することで、収益機会の違いを示していますが、暗号化のタイプごとに異なる要素があ
ります。ユーザーの報酬に影響を与える（競合するマイニングツール、マイニングが難
しい、価格など）



アルファテスト中に、使用する暗号を手動で切り替え、プラットフォームに統合された
ときに AI（機械学習）が自動的に実行する動作をシミュレートしました。これは、ハッ
シュレートを異なる暗号通貨（この場合は 3 つのみ）にリダイレクトするときのマイニ
ング報酬（米ドル）の違いを示すために行いました。は、ブロックチェーンマイニング
の全体的なメリットを大幅に向上させる人工知能の力を明確に示しています。

ブロックチェーンマイニング報酬


ブロックチェーンマイニングの利益を最大化するためにアルファテストを実施しませんでしたが
、正確な収入シミュレーションを計算できるように十分な実データを提供することが要件の 1 つ
でした。



平均 1060/1070 GPU（約 15/20 MH /秒）に基づく、最も収益性の高いテストフェーズ（利益を最
大化しようとする場合）に対する毎時の報酬は、0.0516 ドルです。私たちが受け取った最高の賞
（DBIX）ですが、すべてのデータを抽出すると、各暗号の 1 時間あたりの報酬は大きく異なり
、次のようになります。

-

Monero（XMR）は平均して 1 時間あたり 0.0300 ドル（デ

ータを入力するには不十分）
-

1 時間あたりの平均 Ethereum（ETH）$ 0.0218-1 時間あた

りの DubaiCoin 平均（DBIX）$ 0.0516

エネルギーコスト
Gaimin プラットフォームを 1 時間ごとに操作した場合の推定電気料金。
ゲーム用 PC に電力を供給するコストを決定する多くの要因があります。グローバルユーザー
ベースで正確な計算を行うためのオプションが多すぎるため（NewZoo ゲーム業界による調査
によると、ゲーム業界は 100 カ国以上）。
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出典: Newzoo

エネルギーコスト（kWh あたりのコスト）に影響する要素には、次のものが含まれますが、
これらに限定されません。















場所：国と州
電力会社
室温、冷却用のファンの使用を決定します。 （ちなみに、これは冷蔵室では実際に暖
房費を削減できます！）
年の季節（価格は月によって異なる場合があります）
時刻（通常は夜の方が安い）
特定の場所でのエネルギー需要。需要が高い期間中、エネルギーサプライヤーは、需要
が低く、コストが低い期間中に、コストを増加させる傾向があります。
電源の種類と供給元からの電源の変更
天気の変化
公共政策の変更
PC、プロセッサー、GPU、画面サイズ、ファンの種類と数などのブランド、モデルと
特性。
起動できるバックグラウンドアプリケーション（ウイルス対策スキャナーなど）
PC の悪い習慣：オーバークロックのようなもの（私たちにはできません）
PC の良い習慣：PC を健康に保つ
PC 冷却のタイプ（液体）および将来の冷却の改善

以下のリンクからの調査に基づいて、アルファテスターのユーザープロファイルからのデータを
比較してみてください（GPU PC の場所と特性を特定するため）
/ 1060/1070）、ミッドレンジのゲーミング PC で Gaimin プラットフォームを起動するために、
1 時間あたり平均 0.034 ドル（3.4 ドル）を確認しました。
参照：
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_pricing
https://sites.google.com/site/evanmillsresearch/home/projects/gaming
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https://www.pcgamer.com/how-much-power-does-my-pc-use/ https://www.pcmag.com/feature/365866/howmuch-electricity-does-your-pc-consume/5
https://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=5675867
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/9k08h9/how_much_does_a_gaming_pc_add_to_your_electric/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=electricity_factors_affecting_prices

（C.O.O.と彼の個人的な統計から以下を参照してください）

基本利益



したがって、上記の数値に基づいて、3 つの通貨の最高の利益を使用して、ブロ
ックチェーンでのマイニングからの平均収益を確実にすることができます。



採掘は 1 時間あたり 0.0516 ドルです。



そして、平均エネルギーコストは 1 時間あたり 0.034 ドルです。



したがって、1060/1070 GPU を使用する平均的なユーザーの平均利益は、1 時
間あたり 0.0176 ドル（DBIX を使用）です。



ETH または XMR を使用する場合、どちらの場合もお金を失うことになります。



これらの数値は、期間中のブロックの状態を正確に反映しており、予想される
結果に対応しています。この期間中に私たちが鉱山労働者と話し合った鉱山労
働者のほとんどは、これらの結果が典型的であることを確認しました。

KPI ユーザーに対して 1 日あたり 1 米ドルを取得しますか？
1)人工知能（機械学習）
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https://whattomine.com/の礼儀スクリーンショット

私たち自身のテストからわかったように、マイニングブロッキングから受け取る報酬の重要
な要素の 1 つは、実際の通貨の選択です。
GPU タブの WhatToMine.com/coins Web サイトの簡単な概要と、採掘された GPU コインの
推定報酬を評価できるようになります。
結果の違いは重要です（数百パーセント）。
私たちのテストでは、ハッシュ速度を DBIX に送信することで、同じリソースを使用し、同
じマイニングアルゴリズムを使用して 237％以上を実行できることが示されています。多分
同じハッシュレートを ETH に送ることによって。
このことを最初から知っていたのは、2017 年後半にブロックチェーンマイニングのこのア
イデアを調査したときであり、ガイミンのアイデアの基礎を築いたのはこのアイデアでした
。
多くの要因が常に暗号通貨の収益性を決定し、私たちの目標は A.I.これはすべての要素を考
慮し、暗号通貨間で常に変換して、すべての要素のバランスを取りながら最大の収益性を確
保できます。
3 つのコインだけで 237％収益性の高い手動オプションを作成できる場合、AI は機械学習を
使用して大幅に高い増加をもたらすことができます。従来のマイニング方法でマイニングを
試すことと比較して大幅に（コインを選択して希望！）
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テスト中、手動で A.I.自動的に実行されますが、数百のパスワードから選択します。3 つの/
ではありません。

結論：私たちは、暗号通貨の機械学習プロセスが機能し、従来の暗号通貨マイニング
よりもはるかに高い報酬（数百パーセント）を生み出すことができることを実証しま
した。
2) ネットワーク拡張プログラム（NEP）
暗号化マイニングの制限要因の 1 つは、マイニング作業を強化するために生成できるハッシ
ュパワーの量です。
原則として、鉱山労働者はハッシュレートを上げるために追加の設備に投資する必要があり
、それにより鉱山の報酬を増やす必要があります。
ただし、これを行うたびに、彼の投資は増加し、それに伴い、過去 12 か月間で新しい GPU
に電力を供給するためのエネルギーコストが複雑化しています。暗号通貨の価値を持つ非常
に複雑なビジネスをマイニングし、マイニングからの利益を減らします。
「真に分散型のブロックチェーン思考」における私たちの目標は、ユーザーが増加した GPU
と関連するエネルギーコストを共有し、ネットワーク拡張プログラムについてユーザーに知
らせることです。私たち-あなたがあなたの友人を紹介する単純な紹介システムでは、あな
たはこれらの友人のハッシュ評価の 10％を永久に獲得します。
そして、あなたはあなたの推薦された友人にエネルギーコストを支払う必要がないことを覚
えておいてください。
ここでは、NEP によって形成されたグループとのインターフェースを再作成したときの、ソ
フトウェアの 1 分のビデオシミュレーションを見ることができます。
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収入は NEP でモデル化されています
テスト段階から実際のデータを取得し、次の計算を実行しました。

ここでは、1 日に 4 時間しか利用されない 150 人のユーザーのグループに対して、ユーザー
に 3.22 ドルの報酬が与えられることがわかります。
私たちの 3 つのレベル、10％、N.P。に 150 人の実際の人々がいますか？
はい、ゲームの世界に関連する数字と、他の人口統計グループがそれほど多くの人々とつな
がっていないという事実から、150 を達成するのは簡単な目標であると考えています。 （マ
ドリードゲームウィークで確認済み、以下のレビューを参照）
多くのユーザーが複数の番号を持つことを期待していますが、この目標の 30％でも、1 日あ
たり 1 KPI を提供します。
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結論：NEP は、ユーザーに理想的なダイレクトマイニングマシンを所有する機会を提
供します。機器に投資したり、電気代を増やすことなく、ハッシュ速度を上げること
ができます。いつ A.I.と思いますかこれらの追加のハッシュレートをすべて使用して最
も収益性の高い報酬を受け取るようにします。これはすべてユーザーに対して受動的
に行われます。これは本当に理想的なブロックチェーンマイニングマシンです。
3) ブロックチェーンマイニング報酬の成長
私たちのアルファテストは、ブロックチェーンでの採掘に対する報酬が非常に低く、お金を
失ったために何千人もの採掘業者が閉鎖された暗号冬に実施されたことに注意することが重
要です。
しかし、それにもかかわらず、私たちはなんとか利益を上げることができました。
以下は、暗号通貨市場の総時価総額を示す CoinMarketCap.com チャートと、アルファテス
ト時間を示す赤枠です。
明らかに、私たちはそれを好ましくないフェーズでテストしました。率直に言って、それは
さらに優れていました。そのような困難な時期に機能させることができれば、将来の見通し
が良い。

Gaimin.io のホワイトペーパー-50/56 ページ

暗号通貨のランキングがはるかに高かった 2017 年と 2018 年の初めには、鉱業全体がはるか
に高い報酬を受け取りました。実際、1 日 1 ドルはそれほどの労力なしで可能です。

結論：私たちは将来の成長を予測でき、それを実装しようとさえしませんが、ブロッ
クチェーン技術のアプリケーションは一般にその初期段階にあり、市場のセンチメン
トが回復し、暗号通貨の価格が上昇するより好ましい時期があります。 1 つを反映し
ます。
4) レバレッジにより購買力が向上
ブロックチェーンとゲームの未来が一緒に成長するようです。
実際、ゲームは、ゲーム開発とゲームアセットの所有権の観点から、ブロックチェーンの未
来に向けられています。これは、2 つの業界の間に位置していることを意味します。
ゲーム会社がブロックチェーンを介して支払い方法を完全に組み込むのは時間の問題です。
これに関する情報を提供する記事へのリンクは次のとおりです。
- https://coinjournal.net/guest-post-5-ways-blockchain-will-transform-the-gaming-industry/
- https://forbes.com/sites/darrynpollock/2019/05/06/blockchain-technology-can-give-billion-dollar-gaming-industry - https://blockonomi.com/blockchain-games/

これが前回の記事からの引用です：

「ゲーム用の暗号通貨の最も明らかな利点の 1 つは、高速で安全な支払いネットワー
クとしてのその有用性です。支払いにおける暗号通貨の利点は、e スポーツにとって
特に有用です。 、ゲーム内トークンを作成し、分散型取引所でトランザクションが中
断されないようにします。」.
では、これは私たちにとって何を意味し、強化された購買力は何を意味するのでしょうか？
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暗号化されたトークンでユーザーに報酬を与え、ユーザーはそれを使用してデジタルゲーム
アセットの私たちの市場に費やすことができます。
これらのデジタル資産は大きな利益です。ほんの数セントで、デジタルゲームアセットを 2
ドルから 20 ドルで販売することは非常に一般的です。
これは、エピックゲームズがフォートナイトで驚異的な成功を収めるための鍵です。無料の
ゲームを配り、非常に収益性の高いデジタルゲームアセットをユーザーに販売します。 （
Fortnite は、非常に収益性の高いゲーム内購入を販売することで、初年度に 10 億ドル以上を
稼いでいます。）.)

結論：デジタルゲームアセットを作成または購入して小売価格を下回ることができる
ため、この違いの一部またはすべてをユーザーに転送する機会があります。したがっ
て、購買力を（複数回でも）使用しているため、このレポートの計算には含まれてい
ません。また、これが可能なのは、デジタルゲームアセットを扱っており、ユーザー
がゲーマーであるためです。
5)その他の用途（CGI レンダリングなど）
搾取を阻止することの利点に関するこのレポートに意図的に焦点を当てます。しかし、これ
は将来の会社として私たちにとって最も収益性の高いハッシュレートの使用かもしれません
。
これは、私たちのコンセプトがブロックチェーンマイニングで動作するように適合できるよ
うにする必要がある主な理由の 1 つです。
私たちの理由は簡単です：

ひびの入った暗号市場でブロックチェーンマイニングを使用して 1 日 1 ドルでこの仕
事ができるとしたら、興味深い便利なタスクをいつ開始したか想像してみてください
。その他、CGI のレンダリングなど！
CGI はコンピューター画像の略で、映画やトイストーリーやアバターなどの映画は、画像を
映画に変換する処理能力への膨大なアクセスがなければ不可能でした。アバターの場合、
40,000 プロセッサーがあります。
13 億の PC ゲームコミュニティから 4 億の潜在的なゲーム GPU にアクセスできると思うなら、
あなたは私たちが作成およびレンタルできるコンピューティング能力の潜在能力を理解し始めて
います。次に、報酬をユーザーに転送します。

結論：CGI レンダリングから得られる追加の収益を正確に見積もるのは簡単ではあり
ませんが、以下の例では、COO を使用して 1 時間あたり 25.42 ドルを獲得しています
！数が何であれ、現在の採掘報酬を大幅に上回っていると言っても過言ではありませ
ん。.

エグゼクティブディレクターの実例
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私たちの COO である Clive Aroskin は、アルファテストフェーズの外で個人テストを実施し
ました。以下は、CGI レンダリングの利益をテストした彼の個人的な結果です。

COO の Clive Aroskin による現実世界の報告
ガイミンのソフトウェアを会社の最高経営責任者として使用する場合、実際のエネルギーコスト
を個人的に確認することにしました。これを念頭に置いて、GeForce GTX 1080 GI GPU を搭載
した 14 か月のゲームコンソールを購入しました。水冷システム、16GB RAM、1000 W 電源、
4.2 GHz Intel Core i7 プロセッサーを搭載しています。
90 日間、私は選択的に機械を操作しました。アプリは機能せず、通常のコンピューターと同じよ
うに使用され、スプレッドシート、ドキュメント、プレゼンテーションを処理してから、音楽や
ビデオの撮影またはダウンロードを開始し、Gaimin ソフトウェアを使用します。

すべての期間において、数年前に公益事業会社によって設置および調整された、支払いに使
用される既存のデジタルメーターを使用して私の電力消費量を測定しました。
2015 年以降、私は自分のアパートの総エネルギー消費量を追跡してきたので、使用方法、
コスト、オプションについて詳しく説明しました。過去 18 か月間の 1 日あたりの平均消費
量は 5.5〜7.0 ユニットです。
ゲーム用コンピュータの通常の操作中、負荷は 1 日あたり 2 ユニット増加します。 Gaimin
ソフトウェアがインストールされたゲーム用コンピュータを使用すると、1 日あたりの平均
消費量が 1 日あたり 12〜14 ユニット、つまり 1 日あたり 4.5〜5 ユニットに増加しました。
13.43 ペンス/ kWh の場合、これにより、24 時間丸ごとで 1 日あたり 67.15 ペンスの増加、
つまり 1 か月あたり約 20 ポンドになります。 （数字はポンドです-米ドルに換算され、平均
運用コストは 1 時間あたり 0.0355 ドルです）

電球の電気料金、2018 年 12 月 https://bulb.co.uk/tariff/
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結論：DBIX マイニングから得られる 1 時間あたりの報酬を使用し、Clive 1080 GPU を
考慮に入れると、これは Clive に 1 時間あたり平均 0.039 ドルの利益をもたらします。
CGI レンダリング研究
最近、個人的にも 5 分のアニメーションを試すことにしました。このファイルは、実際の例
としてローカルグラフィックスタジオから提供されています。
ゲーム用コンピューターと同じグラフィックスプロセッサ、メモリ、プロセッサ、および電
源を備えた別のシステムと共に、ファイルは 5 時間表示されますが、10 時間の処理後にのみ
表示されます。
BIG の実際のシナリオの価格は実際には 200 ポンドです。つまり、各マシンは 1 時間あたり
100 ポンド、つまり 20 ポンド（1 時間あたり約 25.42 ドル）を生成します。
このソフトウェアは、そのようなプロジェクトで Gaimin.io の GPU の組み合わせたパワーを
使用し始めると、CGI レンダリングがブロックチェーンマイニングよりもはるかに収益性が
高いことを示しています。
現在、70 のゲーム仕様を備えたコンピューターゲーム開発部がある地元の大学と交渉が進ん
でいます。コンピューター
Gaimin.io は、Gaimin.io プラットフォームを使用して現実的な状況を作成し、アニメーショ
ン、移行用の建築手順をレンダリングし、アニメーション用に CGI 形式で処理するために、
彼らとの合弁事業を計画しています。地元のグラフィックワークショップで 3〜5 分。
さらに、Gaimin.io プロジェクトを提供するために、大規模な映画スタジオに連絡しました
。大学と連携して実験を行うことが現実的または想像上の。

これらの議論は継続中ですが、Gaimin.io ビジネスモデルのグローバルな分散された側面の
ために、スタジオは将来の協力に関心を示しています。
すべてのスタジオにとって最大の問題は、著作権侵害とファイルアウトソーシング中の盗難
です。個々のクラウドサーバーと個々のレンダーファームの両方のソフトウェアアウトソー
シングは、映画ファイルをブロックする可能性があり、これは彼らとすべての映画配給会社
にとって大きな問題です。
「要するに、私の個人的な経験は、私たちのプロジェクトに大きな可能性を示しています。
」

マドリードゲームウィーク
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これは私たちのアルファテストの一部ではありませんが、2018 年 10 月に Gaimin.io がマドリー
ドゲームウィークで会議を開催し、私たちに視聴する機会を与えたことにも言及する必要があり
ます。ゲームコミュニティがプロジェクトをどのように受け入れるか。

結果は 3 分間のビデオで要約されています。
https://www.youtube.com/watch?v=E-5EOhJzLXk

最終的なアルファの結論
アルファテストの結果に基づいて、マドリードゲームウィークの訪問中のアプリケーション
、マーケティングディレクターのアンドリューファリダニによるマーケティング計画、およ
びゲーム、ブロックチェーン、ビジネスの世界。ガイミンの設立以来、過去 16 か月間話し
合った。私たちは、目標を達成するために必要な主要業績評価指標を達成できると確信して
います。

次は何ですか？
「Gaimin.io は、不適切なコンピューター処理のグローバルな問題にシンプルで効果的か

つ効果的なソリューションを提供すると同時に、13 億人を超えるプレイヤーにとって最
大の問題である文章を解決します。あなたのゲーム体験の独立したスポンサーシップに
ついて尋ねてください。」

Gaimin.io プロジェクトまたは GMRX トークン販売の詳細については、
www.gaimin.io にアクセスし、公式の Gaimin.io t.me/officialgaimin
Telegram グループに参加してください。
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免責事項
免責事項
このドキュメントの目的は、Gaimin.io GMRX トークンの販売を提案されている活動に関
して、Gaimin.io コミュニティに参加したいと考えている潜在的な関係者に Gaimin.io プロ
ジェクトを紹介することです。したがって、このドキュメントの情報は包括的であると見
なされるべきではなく、契約関係の一部を意味するものではありません。その目標は、潜
在的なトークン購入者に関連性のある客観的な情報を提供し、Gaimin.io トークン（GMRX
）の購入を意図して会社を徹底的に調査するかどうかを決定できるようにすることです。
）かどうか。したがって、このホワイトペーパーの内容は、目論見書、投資、投資要件、
または管轄区域の証券購入の申し出の一部として解釈されるべきではありません。
この文書は、投資家を保護することを目的とした法域の法律または規制に従って作成されてお
らず、それらの対象ではありません。この技術文書に含まれている見積もり、声明、および/ま
たはその他の情報は、将来の見通しに関する声明を表す場合があります。これらのステートメ
ントおよび/または情報は、暗黙的推定または結果とは異なる事実および/または実際の結果を
引き起こす可能性がある既知および未知のリスクおよび不確実性を伴いますこれらのフォワー
ドステートメントで報告してください。

Gaimin.io またはその子会社やパートナーによって直接公開または転載されたものは、投資
アドバイスとは見なされません。教育および娯楽目的でのみ提供される情報。 Gaimin.io
は、取引や投資に関するアドバイスを提供していません。アイデアや意見に関連する投資
を含め、商取引、金融取引、商取引、運用、または投資を行う前に、それぞれの資格のあ
る専門家にご相談ください。上記の個人および将来の事業体の過去、現在、または未来に
表明されているものは、親会社が運営する場合があります。法人。 Gaimin.io は、財務的
、法的、税金、その他の同様の助言、および/または作成または発表された内容に基づく結
論を表明または提供する意図はありません。 Gaimin.io はいかなる司法管轄区域でも助言
とは見なされないという根拠。
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