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概要
バック グラウンド
BriteBanc Global LTD（以下「BB」または「The Company」）は、国際的に事業を展開し
、世界各地の暗号コミュニティに対応できるライセンスを受けた国際リテール＆インベス トメント・
バンクです。当社は包括的なリテールバンキングのオンラインプレゼンスを運 営しており、預金者が
重要な利益を得たり、国際的に資金を送金したり、クレジットカー ドやデビットカードのサービスや
その他の銀行業務にアクセスすることができます。さら に重要なことに、BriteBancは暗号化技術に大
きな投資を続けており、現在市場に投入する 準備が整っています。
Fintech社として、BriteBancは暗号コミュニティのニーズに独自のレベルの運用経験をも たらします。
当社は、暗号化された参加者に独自の金融サービスを提供し、金融業界にラ イセンス供与可能なさま
ざまなブロックチェーン拡張機能や製品を革新することにより、 この分野における主要プレーヤーに
なることを目指しています。最初のものは、「Smart
Wallet」と呼ばれる革新的な暗号技術革新であり、トークンで利用可能な特別な機能のロ
ックを解除
します。スマートウォレットの有効性を実証し、これらの目標達成を可能にす
るため、BriteBancは
「Capital Coin」またはCapCoin（またはCAP）という新しいバーチャル通貨暗号トークンの初期コイ
ン・オファリング（ICO）を実施しています。

BRITEBANCはメインストリームの暗号通貨の採用を駆り立てる
ブロックチェーン技術はクロスボーダー決済、電信送金、いわゆる「ハイパー総勘定元帳」機能を促進
するために従来の銀行インフラストラクチャに統合されていますが、暗号世界はリテールバンキング（
および決済通貨）に大きな混乱をもたらし 、資金を譲渡し、一元管理された権限を持たずにピアツーピ
アベースで本質的な信頼を確立することができます。これは明らかに、銀行による小売取引の採用に対
する障壁となる一方で、ブロックチェーン技術については気にせず、銀行関係からの親しみや信頼性、
サポートを求めている主流の消費者の間で、暗号の普及を阻む要因となっています。つまり、次のよう
な広範な採用へのさらに重要な障壁があると言えます。
1. セキュリティリスク 暗号の市場は、ハック、トレーダー、マイニング、およびその他の参加者から
数十億ドルの資金が失われています。主流の採用は、セキュリティソリューションが普 及するまで
制限されます。
2. 限られた規則 暗号市場は、ねずみ講や疑わしい投資を含む多くの詐欺の影響を受け、参加者 の幸運
を害しています。新しい金融商品や市場と同様に、議員が潜在的な犠牲者に影響を及ぼす問題に「
追いつく」ためには時間がかかります。
3. ボラティリティ.大部分の人々は、この市場の日々の浮き沈みを扱う既存の暗号の投機家とは違っ
て、リスクに逆らっています。（多くの人は、暗号の取引の「賭け」に慣れるのではなく、日 常的
に元金を失うだけでなく、安定した投資に関心を持つことを好みます）
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4. 小売のハードル 既存のプロバイダは、小売コミュニティに効果的にサービスを提供していません。
消費者はビットコインを買うだけではまだ苦労しており、アルトコインはプロバイダからの直接購
入でも利用できません。ほとんどの場合、ビットコインの購入は、ビットコインを最初に購入して
からetheriumやリップルなどの交換の中で取引することによって、アルトコインスペースに入る唯
一の方法です。また、遅い（または存在しない）サービスのために、KYC一 部のプロバイダーでの
検証（KYC =「知っているあなたの顧客」）は、処理に数日（または数週間まで）かかります。単
にビットコインを買うことがそのようなハードルであるならば、どのように普及が今まで広まって
いるのでしょうか？
5. 業者を採用. 小売業者は、同じジレンマを持っています。世界中の財布に5千億ドルもの未払い の暗
号通貨（この記事では）がありますが、それを「使う」方法はほとんどありません。小さな通貨小
売業者だけがビットコインを受け入れます（アルトコインでさえも）。それは単に通貨として使用
するにはあまりにも揮発性があるからです。広範な暗号化の採用は、取引を行う上で暗号の受け入
れを有効にするソリューションを販売者にもたらすまでは決して起こりません。

BRITEBANC 採用を駆り立てる
BriteBanc は、暗号コミュニティを対象とした、より優れた、より堅牢な小売提供によって、これらの障
壁に対処することを目指しています。さらに、当社は必要な機能、セキュリティ、および運用上の簡素化
を実現する新しい革新的技術を展開しています。技術の技術的側面についての詳細な説明は、ホワイトペ
ーパー全体に記載されています。今のところ、ブロックチェーンテクノロジとシステムを備えた銀行を視
覚化すると、次のことが実現します。
1. 不正な取引/盗まれたトークンは、犯人が匿名であっても洗練された隠蔽と難読化技術で追跡しても
取り戻すこ
とができます。 （つまり、トレーサブルでないトランザクションは検索可能になり
ます。）
2. 分散型で分散したブロックチェーン上で動作しますが、ネットワーク/経済全体を保護するために自己
規制の重
要なステップを踏んで、新しいルールセットが参加者を保護します。
3. 暗号の購入のハードルが排除されます。合理化された KYC 検証結果は、個々の消費者が所有するト
ークンとともにブロックチェーンに格納されます。このシステムは、業界標準の共有トークンを使
用して、多数のトラ
ンザクションやベンダーで KYC / AML の即時検証を実現する標準を作成し
ます。
4. 暗号への参加は、投機と取引のためのトークン所有権を超えています。現在では、トークン機能に
関する意思決
定により、追加の所有権を利用できるようになりました。（資金配分、配当金また
は利息の支払をいくつか挙げ
る）。この機能は、トークンに本質的価値を組み込むことによって
ボラティリティを低減します。（推測によっ てもたらされる価値の認識だけではありません。）
5. 小売業者の採用は、購入商品に対する消費された暗号のボラティリティを排除し、料金引き下げ、
安定性、インスタント決済、管理およびオーバーヘッド要件の低減により、クレジット/デビットカ
ードよりも暗号の受け
入れを魅力的にする商業銀行業務機能によって促進されます。（言うまで
もなく、すべての市場で使用できる暗号の量です）
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BRITEBANC 技術により暗号通貨の小売り銀行を可能に
BriteBancは実際の金融機関であるため、中央の権限を持たないブロックチェーンのギャップを埋
めることを望
んでいます。独自のスマートウォレットテクノロジー、ブロックチェーンKYCソリュ ーション、特化されたスマ
ート契約、CapCoinトークンを使用して、BriteBancは、リテールバンキ ングを可能にするキー暗号と操作コンポ
ーネントをエコシステムに提供します。それはブロックチ ェーンに「ファイトバンキング」の毎日の機能をもた
らすことを可能にしますが、トークン所有者 を強化することによってさらに進んで、トークン所有者がポートフ
ォリオの管理に参加できるよう にします。さらに、スマートウォレットは、トークンについての選択に基づいて
トークン所有者に
（BriteBancによる）支払いを可能にします。配当は簡単な例になります。
CapCoins とスマートウォレット
スマートウォレットの目標は、CapCoinに組み込まれている機能をロック解除することです。一言
ば、CapCoinは、多くのことを達成するために特別なスマート契約を利用する新しいD’APP

で言え

（集中型APPlication）です。デフォルト状態では、他の暗号化と同じように取引できますが、スマ
ート契約は
BriteBancの「預金単位」にも似ています。この機能を有効にすると、スマートウォレ ットではスマート契約に含
まれるオプションを選択できます。例えば、預金の単位として、トーク ン所有者は、彼のCapCoinがどのような
種類のアカウントに関連付けられているかを決定したいか もしれません。スマートウォレット内でこれらのオプ
ションを設定することにより、CapCoinにア
カウントのいずれか1つに関連付けられた利点（および性格）を与
えることができます。（利益ベ アリングアカウント、マネーマーケットアカウント、株価指数、暗号インデック
ス、石油ガスなど の）契約に含まれるオプション、これらのオプション、選択肢および報奨は、ウォレットの場
所（ 交換所）に関係なく発生します。
BriteBanc スマートウォレット技術は、2つの動作状態を持つ点で特別です。デフォルトでは、一定の量のCapCoin
を格納し、ネットワーク上の入出金を容易にする標準の「暗号コンテナ」になりま す。 「スマート」テクノロ
ジは、スマートウォレットがBriteBancと接続してウォレット内で選択されたオプションを識別できるようにする
独自の通信プロトコルを使用しています。逆に、トーク ンに支払われることを意図した収入、関心、またはその
他の報酬は、同じプロトコルを使用してど こにいてもウォレットに戻ります。
スマートウォレット/
CapCoinの組み合わせは、分散されていてもブロックチェーン上で動作しています
が、BriteBancのカウンタ操作を拡張したように機能します。各スマートウォレットは、ト
ークン所有者に
BriteBancの預金基盤への残高をコミットするための「サービス」を提供する別の
BriteBanc「支店」に類似しています。この独占的なプラットフォームは、暗号技術の巨大な可能
性と、銀行業
務の小売側との間のギャップを埋めるものであり、預金者の数を増やすことを目指し ており、その資産の規模、
そして全体として、例外的なサービスの提供を通じて顧客の満足度を最 大限に引き出します。
セキュリティ
スマートウォレットは、BriteBancと私たちの独自プロトコルで 通
信するため、セキュリティ上の脅威を排除します。ネットワー ク
上のすべての新しいウォレットのアドレスは、BriteBancに登 録さ
れます。前述のように、当社はこれを使用します。
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トークン所有者によって選択されたオプションに基づいてウォレットへの支払い/報奨を可能にしま
す。このようにアドレスを把握することで、取引が完了するたびにネットワークの借方（引き出し
）とクレジット（預金）を見ることができます。BriteBancはトランザクションそのものを制御する こ
とはできませんが、このホワイトペーパーで説明しているようにスマートウォレットとの通信の 副産物
であることがあります。
不正取引の場合、BriteBancは窃盗の受取人アドレスを追跡し、盗難の宛先を難読化するためにチェ
ン内で数百のアドレスが使用されていても資金を回収することができます。調査が完了するまで

ー

、詐欺的な取引に関連付けられたウォレット/アドレスはフリーズすることがあります。
このシステムは、中央機関から独立した分散トランザクションをサポートしていますが、BriteBanc
は、主流の顧客が最先端のソリューションとして採用できるレベルのセキュリティを確立する重要 な監
督役割をもたらします。

標準化されたお客様のソリューションを知る
BriteBancは、オーバーヘッド、ベンダーの相互作用、およびKYCとの処理時間を取り巻く不満を解
する技術を開発しました。スタンドアロンのブロックチェーンバックボーン上で動作する当社の

決

「KYCトークン」は、ブロックチェーンで暗号化された標準化されたKYC情報を含むスマート契約
開発されました。KYCトークンは、BriteBancのWebサイトで作成し、顧客のコンピュータ上の

で

KYC「ウォレット」に保存することができます。
KYCスマート契約は、画像、フォーム、データ、および個人の身元に関連する情報の他の「所有者
」を含む、ユーザーの個人情報を含むさまざまな種類の「添付ファイル」を含むように設計されて い
ます。この個人データを一度提供すると、トークンが作成され、暗号化され、ユーザーのために 保管
されます。重要なビジネスラインとして、BriteBancは情報の正当性を証明し、他のベンダーや サービ
スプロバイダーがKYCトークンを額面で受け取ったり、鍵交換を行ったりすることができま す。
標準のKYCフォームに記入して確認するのではなく、交換（例えば）で新しいアカウントを開設す
ときに、トークンを交換して即座に確認することができます。

る

BriteBancは、この標準を公開し、KYCプロセスの合理化を支援するために情報をコミュニティに提 供
することを目指しています。私たちの見解では、KYCトークンの証明書は、WebサイトのSSL証 明書
に署名する信用機関に類似したものになります。大規模な採用後は、認定/署名のために名目上 の料金
を請求する非常に大きな機会があり、ユーザーが将来の使用のために保管するためのKYCト ークンを
作成します。

すべての市場の間で暗号通貨の売買を促進します
BriteBancは、すべての市場の小売銀行顧客、法人顧客および小売業者のニーズをサポートするように位
置づけています。小売業者の顧客は、KYCの遅延やクレジットカード認証の問題なしに、ビットコイン
（およびコインを直接手に入れること）を購入することを躊躇します。法人顧客は、既存の 金融機関
に問題を引き起こすことなく、より大きな暗号取引を可能にするようにしています（反暗号 通貨ポリ
シーがあるかもしれません）。
BriteBancは、これらの構成要素のすべてをサポートするために、技術、小売業、製品を位置づけていま

機密 © BriteBanc Global LTD

4

Is Your Crypto Currency Paying You?

21 世紀の暗号銀行
ライトペーパーV 1.0

す。結果として、より多くの暗号所有権、強化されたプロセス、より優れたサポート、およびより多く
の取引がすべての市場で利用可能になりました。
ライセンス
BriteBancはスマートウォレット / スマート契約テクノロジーを世界中の主要銀行にライセンス供与する
予定です。当社は、独自のCapCoin ICOでスマートウォレット技術を使用することのメリットを実証し
ます。
ICO - 2018
BriteBanc は、2018年の最初の半分に CapCoin トークンの初期コイン提供を行っています。詳細については、
ホワイト ペーパーの全体を確認してください
CapCoin トークン記号
カスタマイズしたプラットフォーム

価格

CAP
主要

合計単位 (グローバル)

600,000,000

ICOパブリックセール

200,000,000

銀行資本準備金

250,000,000

マネジメントとアドバイザー

100,000,000

プレICO

50,000,000

上昇

価格

1.00

$200M

.25 - .50

$20M
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