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主要情報

発行元について

この文書は、英領ヴァージン諸島で法人化され、会社住所を c/o

Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands と

する hi Reserve Limited が発行したもので、シンガポールで法人化され

た有限責任非営利団体である hi Foundation Limited の完全子会社

（住所 3 Fraser Street, DUO Tower, #05�25, Singapore 189352）で

す。

プロジェクト概要

hi Reserve Limited（以下、「Hi」といいます）およびその関連会社は、hi

プラットフォームを作成しています。本書中の「Hi」は発行主体を指し、本

書中の「hi」は、特に明記されない限り、プラットフォームを指します。私た

ちの目的は、ブロックチェーン技術を活用して、対象となるユーザーに革

新的なモバイルおよびオンライン金融サービスの範囲を提供することで

す。私たちは、金融包摂、セキュリティ、コンプライアンスに重点を置きな

がら、世界中で事業を展開する予定です。

HI（ティッカー：HI）は、HIに不可欠な機能として、迅速かつ安全な取引を

サポートすることを目的としています。

その一環として、当社は、関連市場におけるすべての必要なライセンス

および承認、ならびに関連するパートナーシップを確保し、当社のコミュ

ニティ、その他のステークホルダー、アドバイザーと密接に連携しなが

ら、当社の能力とアクセス性を段階的に高めていきます。

hiで利用可能な製品およびサービスは変更されることがあり、すべての

市場で利用できるわけではありません。

また、HIの性質、正確な効用および利用可能性は、市場の制限および適

格基準を含む、適用される法律、規制および社内ポリシーに従うものとし

ます。会員特典およびHIの使用は、hiのウェブサイトであるhi.comで定

期的に更新され、関連する諸条件に従うものとします。Hiの関連会社や

第三者がhiの受け入れや利用を選択する可能性がありますが、これは

保証されるものではなく、別途規約が適用されることになります。

この文書について

この文書は、2022年1月18日に発行されたものです。この文書およびこ
れに関連する一切の文書は、特定の適格者（購入者）に対するHiの募集
およびHiおよびその関連会社が意図するHiプラットフォームの開発およ
び使用に関するものです。

この文書は、いかなる政府機関によっても承認されたものではなく、また

変更される場合があります。本書に関するその他の重要な情報について

は、「免責事項」をお読みください。

認定言語

この文書および関連資料は、英語のみで発行されています。本資料に掲

載されている翻訳文は、あくまでも参考情報であり、当社またはその他の

者が翻訳したことを保証するものではありません。本資料に掲載されて

いる情報は、予告なしに変更されることがあります。本書および関連資料

の翻訳と英語版との間に矛盾がある場合には、英語版が優先されます。

ご質問は？

この文書やプロジェクトに関するご質問は、いつでもHiまでご連絡くださ

い。メールでのお問い合わせは、info@hi.com。

  重要な注意事項

Hiの代理人だという人と交流するときは、注意が必要です

lすべてのリンク、ウェブサイトアドレス、メールアドレス、ソーシャルメディ

アのハンドルネームを慎重に確認してください。不審に思われることがあ

れば、いつでも info@hi.com から直接ご確認ください。

パスワードや秘密鍵をお聞きすることは決してありません。
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免責事項

ライセンス、承認、パートナーシップは、すべての管轄区域で保証されて

いるわけではありません。

Hi は、適用される法律および規制を完全に遵守し、必要なライセンスお
よび承認を得るために最善の努力を払うつもりです。関連する活動が行

われる可能性のある多くの関連する法域において、規制上のライセン

ス、承認、および/またはライセンス事業体とのパートナーシップが必要と
される可能性があります。このため、このホワイトペーパーに記載されて

いるすべての構想の開発と展開が保証されているわけではありません。

このようなライセンス、承認、パートナーシップが特定の期間内に、あるい

は全く確保されることを保証することは不可能であり、何人もいかなる表

明、保証、確約をするものではありません。そのため、本ホワイトペー

パーに記載されている構想は、特定の法域で、あるいは全く利用できな

い可能性があります。そのため、これらの構想の再構築、および／また

は、すべてもしくは特定の点での利用が不可能になる可能性がありま

す。さらに、いかなるイニシアティブの開発も段階的に実施されることを意

図しています。本プロジェクトは、特定のライセンスを受けた第三者事業

体との関係に依存する可能性があるため、これらの事業体が関連する法

域において適切なライセンスを受けられなくなった場合、またはその関係

を継続できなくなった場合には、hiが当該事業体のサービスに依存する
能力に影響を与えることになります。

ノーアドバイス

本ホワイトペーパーは、HI社、その関連会社、またはそれぞれの役員、
取締役、管理職、従業員、代理人、アドバイザー、コンサルタントによる、

HI社購入のメリットに関する投資アドバイス、財務アドバイス、取引アドバ
イス、推奨を意味するものではなく、他の契約や購入決定との関連で依

拠すべきものではありません。

有価証券や不換紙幣の販売ではない

本ホワイトペーパーは、目論見書または金融サービス提供文書ではな

く、いかなる法域においても、証券、投資商品、規制対象商品または金融

商品の販売または購入の勧誘を行うものではありません。HI の所有者
は、Hi またはその関連会社の持分、株式、ユニット、資本に対するロイヤ
ルティ、利益、リターンまたは収入、Hi に関連する知的財産を含む、いか
なる権利も有しません。

さらに、HIは不換紙幣ではなく、また、不換紙幣を表したり、それにリンク
させたりすることを意図したものでもありません。

「アカウント」、「預金」、「引き出し」についての言及

現段階では、Hiは、いかなる管轄区域においても、いかなる種類の銀行
サービスを提供することを意図していません。このため、「口座」、「預

金」、「引き出し」またはこれらに類似するもしくは関連する用語を使用す

る場合、これらは一般的な意味で使用されており、Hiが銀行サービスを
提供していることを示すものではありません。将来、hi.comのユーザーが
アクセスする可能性のある銀行サービスは、第三者の認可を受けた銀行

によるものであり、法律および規制の遵守を確保するための個別の条件

およびさらなる検討に従うものとします。

無表明

本ホワイトペーパーの受領者またはそのアドバイザーに対して、Hi また
はその他の者は、本ホワイトペ ーに起因する、本ホワイトペーパーに含
まれるまたは派生する情報、声明、意見または事項（明示または黙示）の

正確性 または完全性について、あるいは本書からの脱落、現在または
将来において利害関係者やそのアドバイザーに提供 されるその他の書
面または口頭による情報または意見についていかなる表明または保証も

行っていない。本ホワイトペーパーで想定している HI は開発中であり、
主要なガバナンスや技術的な特徴を含め、常に更新され ています。HI
が完成した場合、本ホワイトペーパーに記載された説明と大きく異なる可

能性があります。いかなる計画、将来の予測または見通しの達成または

妥当性に関しても表明または保証するものではなく、本書のいかなる部

分も将来に対する約束または表明として依拠するものではありません。

本ホワイトペーパーに含まれる情報および意見、またはさらなる照会に

関連して提供される情報に基づいて行動する者に発生し得るいかなる種

類の損失または損害（予見可能か否かを問わず、また、かかる損失また

は損害の可能性について助言を受けていたか否かを問わず）について

も、過失、不作為または注意不足にかかわらず、できる限り、すべての責

任を否認するものとします。

第三者データ

本ホワイトペーパーには、第三者から入手したデータおよび参考資料が

含まれています。経営陣はこれらのデータが正確で信頼できると考えて

いますが、法律、会計、エンジニアリング、財務の専門アドバイザーによ

る独立した監査、検証、分析を受けていません。また、これらのデータの

正確性、信頼性または完全性について保証するものではありません。

翻訳について

本ホワイトペーパーおよび関連資料は英語で発行されています。本ホワ

イトペーパーおよび関連資料は英語で作成されており、翻訳は参考のた

めにのみ行われ、いかなる人物によっても認証されていません。また、翻

訳の正確性や完全性についても保証するものではありません。本ホワイ

トペーパーの翻訳と英語版の間に矛盾がある場合は、英語版が優先さ

れるものとします。

通信制限

本ホワイトペーパーの配布または普及が禁止または制限されている法域

では、本ホワイトペーパーを持ち出したり、送信したりすることはできませ

ん。 .

hi Whitepaper 4



こんにちはの景色

本ホワイトペーパーに記載された見解や意見はHiのものであり、いかな
る法域においても、政府、準政府、当局、公的機関（規制機関を含むがこ

れに限らない）の公式な政策や立場を示すものではありません。本ホワ

イトペーパーは、いかなる規制当局の審査も受けていません。

第三者による推薦

本ホワイトペーパーに記載されている特定の企業、ネットワーク、および/
または潜在的なユースケースは、説明の目的でのみ使用されています。

企業名やプラットフォーム名、商標の使用は、これらの当事者との提携、

またはこれらの当事者による推奨や支持を意味するものではありませ

ん。

グラフィック関連

このホワイトペーパーに含まれるすべての画像は、説明のためにのみ使

用されます。特に、価格を参照するグラフィックは、実際の価格情報とは

異なります。

リスク説明

HIの購入には大きなリスクが伴い、関係する金銭その他の資産の相当
額または全額が失われる可能性があります。購入に際しては、他の書類

に記載されているリスクも含め、慎重に評価し、考慮する必要がありま

す。

購入者は、投機的または投資的な目的でHIを購入してはならない。購入
者は、HIの性質を十分に理解し、HIに内在するリスクを受け入れた場合
にのみ、HIを購入する必要があります。

暗号トークンは、収用および/または盗難の対象となる場合があります。
ハッカーまたはその他の悪意のあるグループまたは組織は、マルウェア

攻撃、サービス拒否攻撃、コンセンサスベース攻撃、シビル攻撃、スマー

フィング、スプーフィングなど様々な方法で当社のシステム/ネットワーク
への妨害を試み、結果としてお客様の暗号トークンが失われる、または

お客様の暗号トークンにアクセスまたは制御する能力を喪失する可能性

があります。このような場合、救済措置がない場合があり、暗号トークン

の保有者は、いかなる救済措置、返金、補償も保証されません。

暗号トークンやデジタル資産の規制状況は、現在多くの法域で未確定で

あり、法域によって異なり、重大な不確実性の対象となり得ます。将来、

暗号トークン、デジタル資産、ブロックチェーン技術、またはブロック

チェーンアプリケーションに関連する特定の法律、規制、政策または規則

が実施され、暗号トークンを取得、所有、保有、売却、変換、取引または

使用する暗号トークン保有者の権利に直接的または間接的に影響また

は制限する可能性があります。

暗号トークンやデジタル資産に関連する税法の不確実性は、暗号トーク

ンの保有者を、暗号トークンの使用や取引に関連する税務上の影響にさ

らす可能性があります。

デジタル資産および関連する製品・サービスには大きなリスクが伴いま

す。購入希望者は、当社が提供するその他のリスク開示および入手した

助言とともに、上記のすべてを考慮し、関連するリスクの性質およびそれ

に対する自らの選好度を独自に評価し、いかなる決定も行う前にアドバ

イザーに相談する必要があります。

HI は、将来、別の技術基盤に移行する可能性があります。これには、HI
に加え、またはHIに代わる新たな資産としてERC20トークンが発行される
可能性があります。HI の保有者は、この変更を行うために、一定の手続
を行う必要がある場合があります。適用される法律または技術的な制約

により、これが実現できず、損失につながる可能性があります。このよう

な変更およびその他の発表については、hi.comを定期的に監視する必
要があります。

専門的なアドバイス

お客様は、HIを購入するかどうか、および/またはHiプラットフォームを使
用するかどうかを決定する前に、必要に応じて、弁護士、会計士、税務専

門家および/またはその他の専門アドバイザーに相談する必要がありま
す。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

このホワイトペーパーには、当社が行う事業に関して、当社の確信に基

づく将来の見通しに関する記述、および当社が行った一定の仮定と当社

が入手した情報による記述が含まれています。将来予想に関する記述

は、その性質上、重大なリスクと不確実性を伴います。

将来予想に関する記述は、計画、見積りおよび仮定を含む場合があり、

リスク、不確実性およびその他の当社が制御および予測できない要因の

影響を受けます。従って、これらの要因によって、将来予想に関する記述

とは大きく異なる実際の結果や業績が生じる可能性があります。

将来予想に関する記述は、その記述がなされた時点のものであり、当社

は、その記述がなされた日以降の事象や状況を反映し、あるいは予期せ

ぬ事象の発生を反映して、将来予想に関する記述を更新する義務を負う

ものではありません。
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要旨

私たちのミッションは、ブロックチェーン技術を民主化し、宇宙とメタバース間の流動的な相互運用性によ

り、数十億のコミュニティが自分たちのお金をコントロールできるようにすることです。プログレッシブな分

散化を通じて、私たちのビジョンは3つの戦略的フェーズに分けられ、hiがWeb3の卓越したDAOとなるこ
とが期待されています。 hiのエコシステムは、ネイティブトークンのHIによって支えられており、それぞれ
のフェーズを通じて、HI保有者の価値を最大化することが私たちの目標となっています。

第1段階：hiスーパーアプリ

私たちは、世界で最もユーザーフレンドリーで機能的な暗号とフィアットのアプリを構築し、ゲーミフィケー

ションによる紹介プログラムを組み合わせることで、大量採用を促進しています。このアプリは、暗号取

引所と次世代デジタルバンクの機能を組み合わせ、貯蓄、投資、支払い、ライフスタイルのためのオール

インワンプラットフォームを会員に提供するものです。現段階での私たちの目標は、最初の10億人の

人々に、最も摩擦の少ないユーザー体験と、不換紙幣の便利なオン／オフランプを備えた暗号を紹介す

ることです。

第2段階：分散型Hi

hiは、会員がWeb3へのゲートウェイとなる非保管型ウォレットに簡単にアクセスできるようにし、DeFi、

NFT、およびさまざまなdAppsの力を大衆に提供します。hiとDEhiはシームレスに統合され、会員は1つ

のアプリからカストマーサービスと非カストマーサービスの両方にアクセスできるようになります。また、

「ユニークヒューマン」問題に対する画期的なソリューションにより、スケーラブルでEVM互換性があり、

シビル耐性があるイーサリアムのレイヤー2サイドチェーン「hi Protocol（hiP）」をローンチする予定で

す。現段階での私たちの目標は、既存のメンバーにブロックチェーンの力を真に体験するための便利で

安全な方法を提供し、hi Protocolのための強固な開発者コミュニティを構築することです。

第3段階：hi DAOとメタバース

hiプロトコルをベースに、10億人以上の会員が交流するだけでなく、生活するためのhiメタバースを開発

します。さらに、hiコミュニティが成熟するにつれ、hiを支えるエンティティは、すべてのガバナンスと役員

任命権をhiの保有者に移譲したDAOに移行します。その頃には、意思決定の民主化と持続可能な運営

への適切なインセンティブを両立させるモデルを設計しているはずです。この最終段階での私たちの目

標は、世界最大のブロックチェーンエコシステムの真のコミュニティ・オーナーシップとガバナンスを可能

にすることです。
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第1段階：hiスーパーアプリ

はじめに

私たちは、世界で最もユーザーフレンドリーで機能的な暗号とフィアット

のアプリを構築し、 ゲーミフィケーションによる紹介プログラムを組み合

わせて、大量採用を促進しています。これは、次世代型のオールインワ

ン・バージョンだと考えてください。

2021年5月のプライベートベータ版開始後、hiは300万人以上のメンバー登録と60万人以上の完全
KYCにより、世界のブロックチェーン分野で最も重要なコミュニティの1つとして急速にその地位を確立し
ています。メンバーは187の国/地域から集まり、プラットフォームはすでに2億米ドル以上のAUMを有し
ています。今後1年半の間に、以下のようなサービスを会員に提供する予定です。
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主な特徴:
暗号通貨とフィアット（IBAN）口座
hiは、最も便利で使いやすい暗号ウォレットであることに加

え、多くの認可された機関や銀行と提携し、メンバーに包括

的なフィアットサービスを提供しています。多くの法域におい

て、メンバーのhiアカウントは事実上、独自のIBANを持つ銀

行口座となり、現金の入出金に便利です。メンバーは、入金

されたフィアット通貨を自動的にステーブルコインに変換する

オプションがあり、実質的に高い利回りを得ることが可能で

す。

対応通貨は変更されることがあります。すべての通貨がすべての市場で利用できるわけではありません。

フレキシブルな収益

フレキシブルな口座にUSDTとETHを入金するだけで、メンバーは最大11％APYの利回りが毎週支払わ

れます。他のプラットフォームが提供する同様のサービスとは異なり、ロックアップ期間がなく、メンバー

はいつでも資金を引き出すことができます。時間の経過とともに、hiは追加のトークンや通貨のサポート

を追加する予定です。
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固定期間収益

メンバーは、HIを含む幅広い種類のトークンを収益口座に入金

し、ステークすることができます。収益の利回りは常にHIで支払

われ、日次または期末のいずれかに支払われます。期間の長

さは7日間から365日間です。また、メンバーランクに応じて、最

大25%のAPYを獲得できる「Interest Boosters」を利用するこ

とができます。

即時振込

hiのSend機能とCashHash機能を活用し、会員はウェブアプリ、モ

バイルアプリ、TelegramやWhatsAppのチャットボットを通して、他

の口座に瞬時に送金することができます。送金にかかる手数料は

無料です。
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hi Visaデビットカード

100HI以上のHIアカウントには、Visaデビットカードを提供するように努めています。このデビットカード

は、メンバーに、オンライン・オフラインを問わず、世界で6,000万カ所ある利用可能な場所で口座残高を

便利に使える機能を提供する予定です。

hiデビットカードは、Apple Pay、Samsung Pay、Google Payなどのモバイルウォレットに直接統合する

ことを想定し、バーチャルカード商品として主に発行される予定です。hiはマルチカレンシーであるため、

従来の通貨とデジタル通貨の両方を、為替レートのサーチャージや変換手数料なしで、どこでも使用す

ることができます。

私たちは、カード取引は加盟店にとって平均3％もの手数料がかかることを認識しています。そのため、

hiが広く普及するにつれて、加盟店が手数料なしでhiを通じて直接支払いを受けられるようにするための

追加機能を開始する予定です。

マーチャントアカウント

hi は、オンラインとオフラインの両方で、暗号を支払い方法として受け入れる商人のための最も直感的

な支払いゲートウェイを構築しています。加盟店は、最小限の取引手数料で、暗号、安定コイン、または

不換紙幣での決済を選択することができます。当社独自のダッシュボードでは、請求書の送付、支払い

の管理、取引の分析を便利に行うことができます。
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暗号通貨スポット取引

hiは、世界最速かつ最も安全な暗号取引所を開発しています。hiに出資するメンバーは、最小限の手数

料またはゼロの手数料で数百のペアを取引することができます。大量採用を推進するという私たちの理

念に沿って、私たちは誰もがフィアットと他の暗号通貨の両方を通じてトークンを取引できるよう、最も直

感的なユーザーエクスペリエンスを作り出しています。また、独自のマッチングエンジンだけでなく、外部

の取引所から流動性をプールし、会員に最高の価格を提供できるようにしています。

暗号通貨デリバティブ取引

暗号通貨のスポット取引に加え、永久先物の取引機能もメンバーに提供する予定です。最大1000倍ま

でのレバレッジが可能で、、メンバーは弱気になっている暗号通貨のショートポジションを建てることもで

きるようになります。各アカウントには1つの中央担保ウォレットがあり、すべてのスポットおよび先物ポジ

ションでクロスマーギニングが有効になります。

外国為替と株式投資

hiは、従来、富裕層や機関投資家にしか提供されなかった投資商品を誰もが利用できるようにすること

で、金融の競争力を高めていきます。
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GameFi

世界のほぼすべての国に広がる300万人以上の会

員基盤を持つhiは、新興のPlay-to-EarnとGameFi

の分野で圧倒的な力を発揮することができる立場

にあります。hiはすでに、メンバーが1時間ごと、1日

ごと、1週間ごとにカジュアルゲームのトーナメントに

参加できるモバイルゲームポータルサイト「hi Play」

を立ち上げ、ゲームへの取り組みを開始していま

す。

は、フレキシブルアカウントとリワードアカウントの両

方から、HIでゲームチップを購入することができま

す。各ゲームでは、少額の参加費が発生し、それが

賞金プールに入金されます。上位25%のプレイヤー

が賞金プールを分け合い、キャッシュチップとして支

払われます。キャッシュチップはフレキシブルHIに

戻すことができます。

hiプラットフォームでのモバイルカジュアルゲームに

とどまらず、メンバーのブロックチェーンゲームへの

進出をサポートするPlay-to-Earnプラットフォームも

開始する予定です。メンバーにゲーム内アセットを

提供し、初期費用ゼロでプレイと稼ぎを始められる

ギルドであることに加え、教育コンテンツの提供や、

プレイヤーのパフォーマンス向上のためのコーチン

グを提供する予定です。

hiが提携するブロックチェーンゲーミングの初期タイ

トルは以下の通りです。
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メンバーシップの階層

BHIをEarningsまたはVault（ロックアップされたトークンの購入）にステークすることで、メンバーは取引

手数料の割引や免除を受けられるほか、さまざまなライフスタイル上の特典を受けることができます。メ

ンバー資格は100HIステーク（ベーシック）から始まり、1億HIステーク（ダイヤモンド）以上まであります。

Basic Green Silver Gold Platinum Black Diamond

HIステイク 100 1 K 10 K 100 K 1 M 10 M 100 M

貯蓄金利の上昇 - 10% 20% 30% 30% 30% 30%

取引・出金手数料割引 - - 10% 20% 30% 40% 50%

hiデビットカードリワード x x x x x x x

ライブサポート x x x x x x x

hi製品 - x x x x x x

MasterClassへのアクセス - x x x x x x

5* ホテルの特典 - - x x x x x

専属アカウントマネージャー - - - x x x x

パーソナルラグジュアリーコンシェルジュ - - - - x x x

今後予定されているライフスタイルの特典

(予定であり、会員の希望に沿うものであること)

注：すべての市場ですべてのサービスが利用できるわけではありません。利用規約が適用される場合があります。

ライフスタイル特典はhiが独自に立ち上げたものであり、hiと当該加盟店との間に提携関係があるとは限りません。hiは独自の裁量でいつでも

提供内容を変更することができます。HIの正確なユーティリティは、市場の制約や資格基準を含む、適用される法律、規制、社内ポリシーに従

うものとします。会員特典およびHIの使用方法は、hi.comで定期的に更新され、関連する諸条件に従います。hiの関連会社および第三者が

HIを受け入れ、および/または使用することを選択する可能性がありますが、これには別途条件が適用されるものとします。
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日々の報酬とインセンティブ

マーケティングに何十億ドルも費やす他の金融サー

ビスプラットフォームとは異なり、hiは主に口コミによ

る紹介で認知度と利用度を高めています。hiに登録

した人は、このプラットフォームに関わるだけで、毎

日HIを受け取ることができます。また、メンバーが友

人を紹介すると、毎日さらにHIを獲得することができ

ます。

この招待制の仕組みにより、hiはわずか半年余りで

0人から300万人以上のメンバーに成長しました。今

後3年以内にメンバー数10億人を目指しています。

現在、メンバーは1日1回HIを請求することができ、また、メンバーが他の人を紹介することによって受け取

るすべてのダウンストリーム報酬を含め、メンバーの紹介者が受け取るすべての報酬の50％を受け取る

ことができます。メンバー数の増加やHIの価値に応じて、デイリーリワードプログラムは改訂される可能

性があります。日次報酬によって請求されるすべてのHIは、相応のHIが賭けられた場合（最低100HI）、

月次ベースでロック解除可能となります。請求日から1年経過してもロックされている報酬は焼却されま

す。デイリーリワードプログラムは、「打ち上げインセンティブと分配金」プールをすべて使い切るまで継続

されます。

Web3のパワーは、コミュニティの積極的な参加に依存しています。したがって、サインアップ後の一定期

間内に、メンバーが毎日の報酬を要求し続けることができるようにするために、多くのアクションを完了す

る必要があり、これには友人を紹介する必要性、KYCを完了し、hiに暗号通貨を入金する必要がありま

す。

hiは招待制という特殊性から、すべてのメンバーに紹介者がいます。そのため、今後、メンバー本人だけ

でなく、紹介者にも様々なインセンティブを提供する予定です。すでに実施されている主なインセンティブ

は、メンバーの下流にいる紹介者が「hi」を4年間および1年間の日割りで購入した場合、10％および5％

の紹介ボーナスを提供することです。
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法規制の遵守

hiは、FATFが定めるAML/CFTの最新のグローバルスタンダードに準拠した強固なフレームワークを構

築しており、すでにエストニア金融情報機構（FIU）から暗号通貨サービスプロバイダー（VCSP）ライセン

スを取得しています。VCSPライセンスにより、hiはサポート地域に居住する消費者に暗号通貨ウォレット

と交換サービスを提供することができます。

暗号通貨に関する規制の状況は国や地域によって異なるため、hiは先手を打ってさらなるライセンスの

申請と確保に取り組んでいます。これは、hiが取得した、または取得中の主要な法域におけるライセンス

のほんの一例です。 

さらに、プライバシーリスク管理（ISO/IEC 27701�2019）、情報セキュリティ管理（ISO/IEC 27001�2013

）、暗号通貨の保管・取引・受け入れを行う情報システムの厳しいセキュリティ要件（CCSS -

Cryptocurrency Security Standard）の上級レベルの認証取得を進めているところです。
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セキュリティについて

私たちは、セキュリティとコンプライアンスの考え方がhiのあらゆる側面に関連する「Defense in Depth」

文化を有しています。誰もがセキュリティにおいて役割を担っており、サイバーセキュリティに対して全体

的なアプローチをとり、継続的にリスクの管理と軽減に努めています。また、hiはカストディ資産に対して

3千万米ドルの保険適用を確保しました。

hiが発展するにつれ、私たちは外部侵入テスト、脅威のモデル化、リスクコントロールのレビューなど、適

切な詳細なセキュリティ評価を完了させる予定です。また、セキュリティ管理の完全性を確保するため、

主要な第三者のセキュリティ専門家と契約し、徹底した外部セキュリティテストを行っています。実施され

ている主な検討事項は以下のとおりです。

受信と送信の資産:

すべての資金取引とペイアウトのリクエストについて、疑わしい取引額や速度を審査し、不正を防止する

とともに、その他のKYC/AML/CFTコントロールを適用しています。

トランザクションの審査:

閾値を超える取引は、当社のオペレーションチームによる手動承認が必要です。また、業界をリードする

AI＆分析ツールやサードパーティサービスプロバイダーを利用して、すべてのフィアットおよびクリプトトラ

ンザクションをスクリーニングしています。

暗号通貨のセキュリティ:

暗号通貨やブロックチェーンアプリケーションのために、MPC（マルチパーティコンピュテーション）署名技

術を含む機関レベルのインフラソリューションを活用します。メンバーの資産の安全性を確保するため、

多層的なセキュリティ・マトリックスを導入しています。

インテルSGX�

システム内の特定のコードとデータを分離するハードウェアレベルのエンクレーブであるインテルSGXを

利用しています。暗号材料、暗号アルゴリズム、ソフトウェアの機密部分の実行を、内部者（不正管理者

等）とハッカーの両方から保護するように設計されています。

ファンディング アドレス認証ネットワーク:

資金調達先の認証とローテーションを自動化することで、資金調達先にまつわるリスクを完全に軽減した

機関投資家向け資産移転ネットワークです。最も安全なシステムの一つを提供します。これにより、お客

様の資産をサイバー攻撃、内部共謀者、ヒューマンエラーから確実に保護することができます。
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第2段階：分散型Hi

はじめに

パワフルな分散型体験の世界への単一インターフェースとして機能する。hiは、メンバーが1つのアプリで

カストディアルとマルチチェーン、ノンカストディアルのウォレットを簡単に切り替えられるようにするハイブ

リッドアプリを開発しています。

これは、サポートされるすべての分散型製品、サービス、トークン、アプリへの、チェーンにとらわれない

ゲートウェイとお考えください。
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コア機能:

マルチチェーン、非管理者型ウォレット

ユーザーに選択の自由と安心感を与えるHiのマルチチェーン

ウォレットエンジンは、メンバーがサポートされているあらゆるプ

ロトコルの暗号資産を簡単かつ安全に購入、送信、保管、交換

できるようにするための中核コンポーネントとなります。

hi非管理者型のウォレットは、圧倒的なユーザー体験、秘密鍵

によるセキュリティ強化、ソーシャルリカバリー機能を備え、デジ

タル資産管理の新しいスタンダードとなることでしょう。

DEXの統合

複雑で信頼性の低いユーザー体験を克服し、hiのアプリはUniswap、PancakeSwap、dYdX、

SushiSwapといった世界有数の分散型取引所とシームレスに統合し、メンバーに数万のトークンと、ス

ワップ、流動性プール、ステーク、イールドファームといった現代の金融商品へのアクセスを提供する予

定です。このHiエクスペリエンスは、メンバーに最も使いやすいDEXへのゲートウェイを提供し、DEXの状

況を一挙に簡素化することになります。
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Web3 DApps ブラウザ

hi DApps Browserは、会員がWeb3体験の間をスムーズに移

動し、Ethereum、Binance Smart Chain、Solanaなどのプラッ

トフォームやプロトコルで最高のブロックチェーンサービスの恩

恵を受けることができるようにします。

金融商品、ソーシャルネットワーク、ゲーム、ユーティリティ、取

引所など、最新のDAppsを発見するためのセキュリティポータ

ルとお考えください。Web3ブラウザのセキュリティを活用し、hi

DAppsブラウザはメンバーのデータを保護し、なりすましや不

正なトラッキングを防止します。

NFTのストレージとディスプレイ
NFTの人気、創造性、用途が拡大し続ける中、ユーザーは、多様な仲介業者にリンクストレージを頼るこ
となく、貴重な非化石資産を安全かつ便利に保管する方法を求めています。hiのNFTストレージは、
IPFSなどのピアツーピアハイパーメディアプロトコルソリューションを活用し、会員がNFTアートワーク、ア
バター、アセットを分散型ウォレットに保存、表示する機能を提供します。
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hiプロトコル  (hiP�

はじめに

hiPは、Proof-of-Stakeコンセンサスに基づき、EVMと互換性があり、マルチチェーン
並列トランザクション処理により超高速な確認が可能です。

Vitalik Buterinは、非国家的な分散型IDの作成を、ブロックチェーン領域における最大
の未解決問題と呼んでいます。私たちは、hi Protocol（hiP）の画期的な機能として
Proof of Human Identity（PoHI）を開発し、開発者にユニークな人間認証機構を提供
しています。

hiP incorporates a three-tier account system that opens up a wide range of
possibilities for human-only networks and decentralized applications, and
hence promising Pareto welfare improvements for all protocol participants
including identity validators, block producers, developers and end users.
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アイデンティティの問題

アイデンティティは基本的人権です。しかし、集中化と監視が進む現代では、それが脅

かされている。Web 2.0時代、Facebook、Twitter、Googleなどの主要なインターネッ
ト・プラットフォームは、インターネットのネットワーク化された社会基盤を形成すること

に成功し、クレデンシャル・プロバイダとしての正当性に関して十分なレベルのコンセン

サスを得ることによって部分的に自己確立してきた。その結果、少数の企業、およびそ

の全能の創業者／経営者が、人類のデータとアイデンティティの多くを支配するという

悲惨な事態を招いたのである。

Web3.0時代に突入した現在も、アイデンティティの問題は解決されていない。その中
心は、シビル攻撃問題である。シビル攻撃とは、多数の不正な仮想人格を作り出し、デ

ジタルネットワークを悪用することである。この問題をID空間に適用した場合、「ユニー
ク・ヒューマン」問題とも定義される。例えば、オンライン投票は、不正なアカウントに

よって攻撃される可能性があり、またしばしば攻撃される。ブロックチェーン・ネットワー

クは、同様に貨幣の創出を分散化したが、この価値を公平に分配する可能性（例え

ば、ユニバーサル・ベーシック・インカムの形で）は、価値の公正な分配以上のものを

得るために偽造アカウントを作る攻撃者からこれらの通貨を保護できる強固なIDフ
レームワークの欠如によって同様に妨げられていた。

Web 3.0上のバーチャルライフの質を制限するだけでなく、IDの問題は、分散化と民主
化というWeb3の革命的な革新がオフラインの物理的生活に統合される範囲も制限し
ます。特に、信頼できる本人確認がなければ、財産権の確立や（資産所有の証明によ

る）信用プロファイルなど、現代の経済生活の基盤が成り立ちません。オンラインとオフ

ラインの経済が永続的に分離されることは、結局のところ前者の成長を制限することに

なる。
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私たちの解決策 :人の身元証明

二重ノード構造

hiプロトコルのノードには2つのタイプがある。

a) 本人確認を担当するIDバリデーター
b) ブロック生産者：ネットワークの安全確保を担当する。.

ID Validatorは、アカウントがユニークな物理的実体によって所有
されていることを検証する責任を持ち、

Proof-of-Human-Identity（PoHI）合意メカニズムの下で運営さ
れています。認可を受けた銀行や取引所など、既存のKYCサービ
ス分野の規制対象者は、HIを最低限賭けることでIdentity
Validatorに選出される可能性があります。Identity Validatorは、
候補者の推薦（自薦を含む）を受け付け、ネットワーク全体で一人

一票の選挙を行うガバナンス・プロセスを通じて選出される予定で

す。

ブロックプロデューサーは、ブロックチェーン上で受信したトランザ

クションを処理し、Proof of Stake（DPoS）メカニズムに基づいて
互いの合意を形成する役割を担っています。

hiPは、ブロックチェーンを運用するインフラとして参加するために、ノードに最低数のHIトークンのステー
クを要求します。hiPは、毎年HIトークン総供給量の一定割合を、新規発行（インフレ）と取引手数料（イン
フレと組み合わせた場合、「総報酬」）の組み合わせでノード運用者に報酬として分配しています。

ゼロ知識証明について

PoHIの仕組みの重要な課題の1つは、ユーザーの一意性を確立することです。概念的には、新規ユー
ザーの認証情報をネットワーク上の全既存ユーザーのデータと照合できる場合にのみ可能です。

PoHIは、最新のZKSM（Zero Knowledge Set
Membership）技術を活用し、暗号化された既
存ユーザーの集合に新規ユーザーが属さない

ことを証明することで、本人確認者に既存ユー

ザーや審査対象ユーザーの身元を明かさずに

ユーザーデータの一意性を確立しています。
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階層型アカウントユーザーモデル

イーサリアムでは、アカウントベースの取引モデルは、銀行口座と同様に、資産を アカウ

ント内の残高として表現します。アカウントには2つの種類があります。

1. 秘密鍵管理ユーザーアカウント
2. 契約コードで管理されたアカウント

Etherウォレットが作成され、取引が行われると、秘密鍵で制御されたアカウントがグ
ローバルステートに追加され、ネットワーク上の全ノードに渡って保存されます。スマー

トコントラクトを展開すると、コードで制御されたアカウントが作成されることになります。

スマートコントラクトは自ら資金を保有することができ、コントラクトロジックで定義された

条件に従って再分配することができます。イーサリアムのすべてのアカウントは、残

高、ストレージ、および他のアカウントまたはアドレスを呼び出すためのコードスペース

を備えています。アカウントベースのモデルにおける取引は、送信者のアカウントの残

高をデクリメントし、受信者のアカウントの残高をインクリメントするためにノードを動作

させます。

hi Protocolは、Ethereumのアカウントモデルを改良し、2種類のアカウントタイプを追
加して採用しています。hi Protocolの秘密鍵制御ユーザーアカウントとコントラクトコー
ド制御アカウントは、Ethereumの対応するアカウントタイプとほぼ同様に機能します。
追加された2種類のアカウントは以下の通りです。

1. SNS登録ユーザーアカウント（Tier2アカウント）
2. 検証されたユニークな人間のユーザーアカウント（Tier 3アカウント）

Tier 2 SNS登録ユーザアカウントは、秘密鍵管理ユーザアカウントのサブセットを形成
し、1文字から12文字の間の人間が読めるニックネームによって識別される。文字は
a-z、1�5、および最後の文字を除く任意のドット(.)を含むことができる。これにより、ちょ
うど1,152,921,504,606,846,975のアカウントを作成することができます。

Tier 3検証済みユニークユーザーアカウントは、SNS登録ユーザーアカウントのサブセッ
トを形成し、匿名性を維持しながら説明責任を可能にする方法で、物理的なエンティティと仮想ID
を結合します。個人と企業は、IDバリデータを通じてID検証プロセスを受けることができ、その認
証に責任を負う規制された実体は、累積的な信頼性と評判の基礎を形成します。
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第3段階：hiメタバースとDAO

メタバース

今後数年間は、バーチャルリアリティの技術開発により、インターネットからメタバースへの移行が推進さ

れると考えています。hiエコシステムは、hiメタバースへのゲートウェイとして機能し、何十億もの人々
が、現実世界と仮想世界の間の相互運用性を高めながら、次世代の貨幣、小

売、エンターテイメントサービスにアクセスできるようにします。

既存のすべての構想やプロジェクトとは異なり、hiメタバースはWeb3の理念を取り入れ、コミュニティに
よって真に所有され、管理されることになります。メンバーは、私たちの物理的、人間的現実に近い仮想

体験ができるだけでなく、その開発に対する完全な発言権を持つことになります。

私たちはまだ開発の初期段階にあり、現在は創世記の経済モデルや、会員が所有できるようになるコア

アセットを設計しているところです。これらの資産は、カスタマイズ可能なアバターから証明可能な希少な

土地まで、非代替トークン（NFT）で表され、近い将来メンバーが購入できるようになる予定です。
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DAO

ブロックチェーンは分散化を前提とし、Web3はユーザーが所有するインターネットを約束したにもかかわ
らず、ビットコインとイーサリアムを除いて、ごく限られたプロジェクト/イニシアティブ/プロダクトしかこの
ゴールデンスタンダードに応えていません。暗号通貨が取引される最大の取引所は、インサイダーのみ

を利する巨大な利益追求企業である。最も大々的に宣伝されているメタバースゲームでは、開発者によ

るガバナンストークンの所有権が大幅に集中しており、管理されることはほとんどありません。

私たちの目標は、世界最大のブロックチェーンエコシステムを構築するだけではなく、所有権とガバナン

スを真に民主化し、コミュニティが自分たちの最善の利益に応えるサービスを集団で構築できるようにす

ることなのです。

初期リソースをプールし、優れた製品を構築するために必要なことの多くが、積極的かつ大部分を集中

管理する必要があることは事実です。しかし、市民の関与が最も成功した民主主義を育むように、コミュ

ニティの関与と説明責任によって、Hiは最も広く採用されるブロックチェーンエコシステムになることがで
きるのです。

hiの開発の最初の2つのフェーズでは、創業者チームが戦略的方向性と製品ロードマップについて大き
な発言力を持ちます。やがて第3フェーズに移行すると、hiのメンバーは運転席に座り、何を作るか、誰
が作るか、誰が作るか、などの全体的な決定権を持つようになります。

hiPが人類固有の問題を解決する能力を持つことから、私たちは二院制を取り入れたhiPのガバナンスモ
デルを想定しています。世界の多くの民主主義国家がそうであるように、hiPの各メンバーが平等に代表
権を持ち投票権を持つ議会と、トークンの保有量によって重み付けされた投票権を持つ議会の2つが存
在する予定です。提案の作成、可決、インセンティブの配分の正確なメカニズムは、第3段階に移行する
際に決定されます。なお、最初に設定されたすべてのルールは、提案と投票によって変更される可能性

があります。
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ネイティブトークン:HI

はじめに

HIは、hiエコシステムのためのネイティブトークンです。プログレッシブ分散化の3つの各フェーズを通じ
て、私たちの目標は、保有者のためにトークンの長期的な価値を最大化することです。このトークンは現

在、イーサリアムとBSCの両方のブロックチェーンで発行されており、ネットワークの立ち上げと同時にhi
プロトコルに移行する予定です。

トークン名とティッカー HI

トークンの種類 ERC�20 and BEP�20 with potential future migration to hi Protocol

最大供給量 13,192,916,300

ERC�20 Contract Address 0xc4f6e93aeddc11dc22268488465babcaf09399ac

BEP�20 Contract Address 0�77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

トークン監査(Certik) https://www.certik.org/projects/hi

HI トータル＆最大供給量

デイリーリワードの一部として請求されたトークン、およびロックアップ期間のあるhiで購入されたトークン
は、すべて「ローンチインセンティブ＆ディストリビューション」に鋳造されます。ローンチインセンティブ＆

ディストリビューション」で鋳造されたHI 1枚につき、さらに2.67HIが鋳造され、以下の機能に割り当てら
れる予定です。どの時点でも、以下の割り当ての合計がHIの総供給量となります。総供給量が上限の
13,192,916,300個に達した時点で、マイニングは停止されます。　

ローンチの報酬＆配布

1�購入したHIを1年、4年ロックアップ
0�3aeefc8ddf3f0787c216b60ea732163455b5163b

エコシステム・助成金

2年契約・月極めロック解除
0�142fc12540dc0fa4e24fb7bedb220397a9e77bf5

ネットワーク長期の報酬

5年契約・四半期ごとのロック解除
0xb1e5f7e027c4ecd9b52c0c285bb628351cf0f5c6

会社積立金

10年契約・年1回ロック解除
0�300ae38ec675756ad53bf8c579a0aec9e09de1d7

財団積立金

20年契約・年間ロック解除
0�592f9a9c2f16d27db43c0df28e53d0d6184db1c4

創業者・チーム

4�Year Term ‧ Quarterly Vesting
0xfa318277ec9633709d5ce641dd8ca80bb9cc733d
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マイニングと焼却

フェーズ1では、定期的に以下の内容をホームページでお知らせします。

- 新規会員数

- KYC済みの会員数

- HIを、”ローンチ報酬＆配布 "の一部として請求または購入

- Hi PlayおよびHi Tradeから発生する手数料

その後、増加したHIの供給量はブロックチェーン上で鋳造され、50％はイーサリアム、残りの50％は

BSCで鋳造される予定です。また、発生した手数料の半分は、オープンマーケットからHIを買い戻すため

に使用され、以下のアドレスに焼却されます:

0�000000000000000000000000000000000000dead

hiプロトコル・ネイティブトークンへの移行

hiProtocolのメインネットが立ち上がり次第、HIはEthereumとBinanceのスマートチェーンブロック

チェーンから移行され、hiPのネイティブトークンとなる予定です。この移行の一環として、HIは純粋にhiの

ためのユーティリティ・トークンから、エコシステム全体のガバナンス・トークンへと変貌を遂げます。トーク

ン保有者は、ブロックチェーン自体の機能や構造だけでなく、アロケーションから供給インフレ/デフレま

で、HIのトークノミクスを変更する可能性のある提案を作成し、投票する能力を持つことになります。
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HI トークンセール

「ローンチ報酬＆配布」フェーズの一環であるHIは、当社のウェブサイトまたはモバイルアプリで直接購

入することができます。HIは暗号（BTC、ETH、USDT、USDCなど）またはクレジットカードで購入すること

ができ、会員はHIを購入するためにKYCを完了させる必要があります。会員は、3つのリリースオプショ

ンでHIを購入することができます:

a. 市場価格でのスポット

b. 1年日次リリース

c. 4年日次リリース

市場価格は、第3者の中央集権的および非中央集権的取引所におけるHIの取引価格の平均値としてい

ます。1年間の日次公表価格は、市場価格から33％ディスカウントされた価格で設定されています。4 年

間の日次公表価格は、以下のいずれか高いほうに設定されます。1）市場価格の67％ディスカウント、2）

HI会員数に連動するフロアプライス、のいずれか高い方に設定されます:

暗号やクレジットカードのほか、大口の購入はフィアット銀行振込でも可能です。hiチーム（otc@hi.com）

にご連絡ください。また、販売チャネルに関係なく、4年デイリーリリースオプションの購入者には、以下の

ボリュームディスカウントが提供されます:

- 5000 USD以上でボーナス5% HI

- 20,000 USD以上でボーナス10％HI

- 10万ドル以上の場合、15%のボーナスHIを付与。

- 100万ドル以上の場合、ボーナス20% HI
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