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１問題 
  
1.1 業界の概要 
  
一般的に、発券業界は2つに区分することができます。ひとつ目は一次市場です。一次市場

では、イベントの主催者が、チケット価格、収益の配分、チケット販売（例：第三者機関を

通して、プロモーターやTicketMasterのようなオンラインの販売ハブを選択）の方法を管理

しています[1]。一次市場における主催者側のチケット価格設定は、固定の価格、オーク

ションによる価格、需要に基づく座席ごとの価格等、様々です。[1]通常、一次市場ではチ

ケットが市場価格よりも安価な額面価格で販売されます。そのことにより、主催者は観客動

員数を最大化し、結果としてより多くのファンや、イベント内での広告、商品販売を増やす

ことができます[2]。 
 
ふたつ目は、二次市場です。二次市場では、一次市場で買われたチケットが、転売業者やチ

ケット購入者によって、より高額な価格[1]で転売されます。また、二次市場は、規制が行

き届いていないことから、偽造チケット、既に利用された、もしくは既に販売されたチケッ

トや、一次市場で大量一括購入され、法外な値段で転売されるチケットが横行しています

[3]。当然、一次市場での価格動向は、二次市場における取引量・価値に影響を及ぼしま

す。しかしながら、主催者側による二次市場の管理は限定的であり、そこから利益を得るこ

ともできません。二次市場は、多くの場合、たとえば大イベント会場の周辺にいるダフ屋の



ように目に見えるかたちで存在します。一次市場でチケットを手に入れられなかった熱心な

人たちに転売するのです。 
  
1.2 現在のシステムは破綻している 
  
現在の業界では、まとまりのない運営や調整されていないインセンティブの結果として、倫

理的ではない方法で利益を得ることができ、その多くは、ファンやイベント主催者側の犠牲

によって生まれています[4]。通常、主催者側はチケット価格を引き下げることにより、観

客動員数の最大化、ファンのロイヤルティの向上、イベントにおける商品販売の増収を目指

しています[2]。転売業者たちは、彼らが決めた「実際の」市場価格に近い値段で販売する

ことによって利益を得ることができるため、二次市場には大きな経済的可能性が存在してい

るのです[1]。しばしば転売業者は、「ボット」とよばれるソフトウェアプログラムによっ

て、一次市場でチケットを大量一括購入します。そのため人気のあるイベントは、イベント

に参加するつもりのない転売業者たちによって数分で売り切れになってしまったりするので

す[5]。TicketMasterによると、人気のあるイベントはそういった転売業者たちによって、約

60％が買い占められます。 
 
一次市場の発券プラットフォーム（TicketMaster等）は、販売チケットの売り上げの一部を

利益にします。チケットの価格自体は主催者によって決められているため、より多くの利益

を得るためには、より多くのチケットを売らなければいけません。そのためこれらのプラッ

トフォームは、ボットによるチケットの大量一括購入の防止に積極的ではないのが現状で

す。 
 
転売業者たちは、一次市場でチケットを得るとすぐ（しばしばわずか1分以内）に、二次市

場での転売を高額な価格で開始します。価格は平均して一次市場の額面価格より49％も高

く、時には1000％にも達します[6]。これにより、価格に敏感なファンはイベントに行かな

くなり、普通のファンも意図していたのよりも高いチケットを買わざるをえません。こうし

て消費者の不満は増幅し、主催者のブランドイメージが悪くなってしまうのです。 
 
更に付け加えると、転売業者は一括購入した同じチケットを複数の二次市場プラットフォー

ムで販売することがあります[1]。こうしたチケットがひとつの二次市場で販売が完了して

もその他の二次市場から外されないことがあり、意図的であろうとなかろうと、重複した状

態で（偽造チケットとして）販売されてしまうことになるのです[7]。テレグラフ紙による

と、イギリス人は、誤ったソーシャルメディア上の広告によって2015年、500万ポンド超を

こうした偽チケットに費やしました[8]。 
 
二次市場の発券プラットフォーム（Stubhub等）の手数料は、チケット転売価格の割合（通

常25〜30％）で計算されるため、こうした発券プラットフォームは、転売業者の行動が実

質的に収益に寄与していることから、二次市場のチケット価格の高騰を防ぐ、もしくは抑え

ることに対して、あまり積極的ではないと考えられます[1]。 
 
解決すべきもうひとつの問題点は、業界の監督不足と消費者の混乱です。チケット販売手続

きに関わる業者の不正行為は監視可能です。彼らは、記録的な速さでのチケット完売を主張

します。仮にそれが本当でなかったとしても、そのイベントが非常に人気のあるものと見せ

ることができるからです。売れ残ってしまったチケットは、再度販売されるか、二次市場に

直接渡るケースさえあります。消費者は、自分がどこからチケットを購入しているのか知る



由もありません。事実、二次市場に関する英国政府の報告者Mike Waterson教授によると、

4人に1人は自分が一次市場、二次市場、あるいは詐欺的な市場のいずれからチケットを購

入したのかを知りません。 
 
これら一次および二次市場の発券会社のサイロ化（孤立）した性質により、限られた公認プ

ロモーターを通して、たったひとつの発券プラットフォーム上でイベント・チケットが販売

されるということがしばしば起こります。そのような方法では事実上、イベントのプロモー

ション、チケット販売促進の責任がイベント主催者や発券プラットフォームに集中すること

になり、結果、潜在的なターゲット層にイベントの情報がいきわたりづらくなってしまいま

す。実際に、TicketMasterのCEOのSean Moriarty氏は、「チケットの在庫の35％近くは売

れ残ってしまっています。ファンにチケットを買わなかった理由を聞くと、『イベントにつ

いて知らなかった』というのが、もっとも多いの理由のひとつになっているのです」と述べ

ています。 
  
1.3 現在の解決策 
  
業界内の人たちによって、今まで触れたような困難な問題を解決するための試みが、これま

でにも行われてきました。大きく分けてふたつの方法があります。テクノロジーによるもの

と法規制によるものです。 
  
1.3.1 テクノロジー 
  
前述したいくつかの問題点に対して、主にふたつのテクノロジーによる解決方法がありま

す。ひとつ目の方法は、一次市場の額面価格かそれ以下でのみ転売を可能にするという仕組

みです。この仕組みは、一次市場のResident Advisor[10]や、ファン同士の交換市場

Twickets[11]等で使われています。ふたつ目の方法は、購入時の転売業者の発見や、二次市

場でチケットを識別するデータ主導型のシステムです[11]。この方法を使っている会社は、

SongkickやDice.fmなど[13]。（ちなみに後者は、チケットの転売も併せて阻止していま

す） 
 
しかし残念ながら、このふたつの方法だけでは、前述した様々な問題を解決するのに不十分

です。： 
  
・転売をすべて禁止してしまうと、本当のファンが何らかの理由でイベントに参加できなく

なって、他のファンにチケットを譲りたいという正当な理由でもそれができなくなってしま

う。 
  
・一次市場の額面価格またはそれ以下での転売を義務づけることにより、闇市場の誕生につ

ながる（例：オンラインでは額面価格での取引が行われるが、オフラインでそれ以上の金銭

のやり取りが行われる）。 
  
・機械学習を使って転売業者を見つけだす方法は、「スキャルパー」と呼ばれるネットのダ

フ屋が、ひとたびアルゴリズムを調べて、動きを特定されないように行動パターンを変える

ためのツールを作り出してしまったらおわり。 
  
1.3.2 法規制 



  
多くの管轄区域の当局は、不正なチケット転売を把握しており、一部（フランスやイタリ

ア）では法律で禁じています[14]。英国では、サッカーの試合のチケットを関連するクラブ

チームの許可なく転売することは違法です[15]。 
 
しかしながら残念なことに、立法上のイニシアチブはチケットの強引な販売をめぐる山積み

の問題に重要な影響を及ぼせずにいます。なぜなら、闇市場を規制、抑制するのは根本的に

非常に難しいからです。サッカークラブの一部は、多くの公認転売代理業者を擁しています

が、定期的にそれ以外の転売サイトにもチケットが現れるのです。国際的なスポーツの試合

やコンサートでも闇市場は存在します（会場のすぐ外で直接目に入る[14]）。ほかの例とし

て、大量一括購入ボットの使用は世界各地で禁止されつつあるものの（米国や英国では違法

行為とされている）、Music Managers ForumのCEO、Annabella Coldrick氏が言うように、

そういった罰則は、それを出し抜こうとする手段が比較的単純なことから、それほどの効果

は生み出せていません（たとえば海外に住んでいる人にチケットを買わる、または複数のク

レジットカードを使い分けるなど）。 
  
1.4 結論 
  
チケットの強引な販売、偽造、管理、監督、プロモーションに関連する諸問題が、テクノロ

ジーまたは新しい法律で包括的に解決できていないため、アーティストやイベント主催者、

そしてファンは、当然のことながら今後、発券市場が改善されていくことがはたしてあるの

だろうかと悲観的になっています[17]。 
 
本白書で強調されている問題点は、業界を根底から再構築する必要性を物語っています。現

在の個々が孤立したサイロ構造を、ファンや主催者がより管理できる新しくて安全で公平、

かつ透明な経済モデルにつくり変え、同時に転売業者や発券プラットフォームが、肯定的な

外部性を生み、最終的にはより多くの人にイベントに参加してもらう方法を奨励しなければ

なりません。 
  
２ Aventusによる解決方法 
  
2.1 概要 
  
Aventusはチケット取引所のグローバルなオープンスタンダードです。ブロックチェーンを

基礎としたプラットフォームは、コントロール不能な転売や偽造チケットを防ぐことができ

ます。Aventusによって主催者は、イベントやチケットの発行・管理・プロモーションを低

コストで行えるようになり、かつ転売時における価格設定や転売での手数料獲得なども可能

になります。さらにAventusは、イベントを促進したり、不正行為を発見したチケットの購

入者に報酬が与えます。 
 
Aventusのイノベーションが既存の解決策に大幅な改善をもたらします。具体的には、発券

のライフサイクルに監視と透明性、チケットの転送と有効性に対するセキュリティ、イベン

ト主催者に新しい収益モデルとより高いプロモーション能力をもたらします。 
 
Aventusプロトコルは下記の方法によって、本白書内に示された問題点を解決します： 
  



1．二次市場の管理：Aventusプロトコルの中核となるのは、チケットに関するオフチェー

ン取引が防止されるモデルです。イベント主催者は、Aventusプロトコルを使用したチケッ

ト販売を保証することで、転売価格（最低価格と最高価格）を確実に実施し、二次市場の売

り上げの一部も得ることが可能になります。解決方法はふたつです。 
 

・チケットにそれそれ関連のIDがある；元々の購入者の氏名、顔写真、身分証明書、または

クレジットカードなどで、一次市場での購入時点で加えられる（検証メカニズムはイベント

主催者が決定）。チケットのID確認はイベント会場にて行われ、入場許可の前に、ブロック

チェーン上のそれと比較される。ID（すなわち関連チケットに伴い「イベントへのアクセス

権」として認められたもの）の変更は、公認の二次市場を通して転売された場合にのみ可

能。チケット購入者は、暗号化された写真または購入時のクレジットカード番号のハッ

シュ、氏名またはID番号を加えることが求められる。イベント時に提示されるチケットの写

真を守っているキーは、チケット内で暗号化されているので、重要な個人情報が一般にさら

されることはない。 
 
・二次市場でチケットを転売する人は購入者が誰なのかはわからない：チケットが売りに出

されると、ネットワーク内の全参加者が購入に興味があることを登録できる。その後、マッ

チング（興味を示したネットワーク参加者へのチケット割り当て）が擬似ランダム方式で行

われる。 
  
2．ブロックチェーンのセキュリティ：ブロックチェーン上で、チケットは固有の識別子

（アイデンティファイアー）を持っています。その不変性から、一度主催者がブロック

チェーン上に購入済みのチケットを登録したら、偽造チケットが作られることはありませ

ん。 
 
イベントそのものが架空、もしくは詐欺である場合、Aventusプロトコルの根底にある経済

モデルが、ネットワーク参加者にそうした事実を報告するよう促します。Aventusのユー

ザー、もしくは参加者（以下Aventusコミュニティ）はその後、ブロックチェーン上の分散

型コンセンサスメカニズム（総意）をもってイベントの有効性を判断します。 
 
ブロックチェーンの透明性をもって、管理・監督問題の多くは解決できます。発券の際の前

述したような疑わしい行為は不可能になり、消費者はブロックチェーン上でチケット販売を

しているアウトレットの有効なリストを見つけることができるのです。このリストは、

Aventusコミュニティによる審査プロセスを経なければならないため、不正行為から安全に

守られています。 
  
3．プロモーションとプラットオームのコスト削減：Aventusプロトコルによって、イベン

トがより広範かつ多くのターゲット・オーディエンスにリーチするための重要な要素がふた

つあります： 
 
・チケット販売手続きの脱サイロ化により、Aventusプロトコル上にリストアップされた全

イベントにどんなアプリケーション（主催者に禁止されたものは除く）からもアクセスが可

能になる。したがって、特定のオーディエンスのためにキュレートすることができるグロー

バルでオープンなイベント・プールが形成される。そこでチケットはどのアプリケーション

でも販売することができ、各売り上げの手数料によって利益を得ることができるというイン



センティブを生む。これによって、現在のサイロ化した業界の体質を完全に変え、チケット

売り上げを伸ばすための複数の参加を促すことになる。 
 
・イベント主催者は、プロモーター（公認アプリケーション、またはそれらアプリケーショ

ンで販売している個人）に対し、売り上げの手数料という報酬を与えることができる。プロ

モーターはそれぞれ異なった手数料を受けることができ、手数料は必要に応じてダイナミッ

クに設定できる（オフチェーンのスキル評価、売上高に基づく）。 
 
公認アプリケーションと、ブロックチェーンのマクロ取引のための手数料削減という組み合

わせによって、発券コストは現在より大幅に抑えられ、チケット価格も全体的に安くできま

す（したがってより競争力があり、より魅力的）。 
  
2.2 Aventusの全体的なエコシステム 
 
本白書で議論されている主なイノベーションはプロトコルそのものですが、全体的なエコシ

ステムが3つのレイヤーからなることを説明します。図1に示すように、プロトコル、サー

ビス、アプリケーションのレイヤーです。 
  
2.2.1 プロトコル 
 
本白書の主題です。このレイヤーは、全面的にEthereumのスマートコントラクトで成り

立っています。これにより、イベントの作成と検証、一次市場と二次市場での発券および販

売（イベント主催者によってカスタマイズ可能）、主催者・プロモーター・市場マッ

チャー・イベント参加者間の売り上げや市場／イベント手数料の配分が可能になります。ス

マートコントラクトの利用料は最小限になるので、プロトコルは競争力を維持し、最大限の

普及を実現できます。 
  
2.2.2 サービスレイヤー 
 
ここで利用可能なサービスは、できるだけ効率的で使いやすいプロトコルの使用を目指して

います。とりわけ、メインストリームの発券アプリケーションの開発を目指すディベロッ

パーにとって有益です。 
 
下記のツールが含まれる予定です： 
 
・暗号通貨の知識が少ないユーザーのためにアカウント・資金・取引の管理を代行してくれ

るEthereumアカウント管理プラットフォーム。 
 



 
  

図１. Aventus エコシステム 
 
・ユーザーがチケットを簡単に購入でき、イベント主催者とアプリケーション・ディベロッ

パーが、通貨リスクを回避するため、必要に応じて迅速にキャッシュアウトすることができ

る、法定通貨からAVTへの両替メカニズムの認可。これは、UpholdやMetalPayといった第

三者決済業者を通じて行われる。 
  
・マシンビジョンによってチケット購入時に撮影・アップロードされたイベント参加者の顔

写真をスキャン・比較するチケットおよびID検証サービス。これによって、イベント時の不

正入場を減らし、主催者が入場口での管理体制をトラックすることができる。 
  
・イベント主催者（例：サッカークラブ）またはプロモーター（例：インフルエンサー）の

ためのカスタム発券インターフェイス開発の敷居をさらに低くするユーザーインターフェイ

スおよび統合ツールのテンプレート。 
  



・その他に大事なものとして、イベント内での宣伝広告ツール、および過去の類似イベント

における売り上げをめぐるプロモーターの評判の評価などがある。 
  
今後もニーズに応じて、更なるサービスを追加していきます。追加サービスの利用は、これ

らのサービスを利用しているディベロッパーにとってコストの負担が増えることを意味しま

すが、これらツールは発券アプリケーションの開発を大幅に、とりわけ主要ユーザーのオン

ボーディングという点で容易にするでしょう。 
  
2.2.3 アプリケーションレイヤー 
 
最後のレイヤーは、サービスレイヤーの上に（場合によってはプロトコルレイヤーのすぐ上

に）構築されるアプリケーションレイヤーです。Aventusチームは、スポーツ業界と音楽業

界において、最初のチケット販売アプリケーションを開発、ローンチさせる予定です。これ

により、イベントやチケットの作成・管理が可能になり、チケット販促のプロモーションス

キームも作成可能になります。さらに、チケット購入者のために報酬の受け取りを可能に

し、新しいイベントを見つけることも簡単になります。Aventusは、第三者ディベロッパー

と協力して、サービスレイヤー上のその他のアプリケーション開発支援にも専念していきま

す。 
  
2.3 Aventコイン（AVT）-　Aventusトークン 
  
2.3.1 目的 
AventusのプロトコルトークンであるAventコインは、セクション1の問題が解決されるよう

な、参加者の経済的インセンティブ連携のために必要不可欠です。そして、システム内での

不正行為を最小限に抑えるためにも欠かせません。その主な目的は： 
  
1．Aventusプロトコルの自己制御を可能にするためにインセンティブのレイヤーを提供す

ること。これはAventusコミュニティが決定するための賭け重視投票メカニズム（セクショ

ン3.1で詳述）を指す。 
 
a）Aventusプロトコル（セクション3.1.1）を使っている公認アプリケーション／DApps。
これにより、イベント主催者やチケット購入者は悪意で利用されることがなくなる。 
 
b）Aventusプロトコル上の正当なイベント。これによってアプリケーション／DAppsは不

正なチケットの販売でユーザーを失うことがない。 
 
c）Aventusプロトコルのアルゴリズム・パラメーター。これがイベント作成費（セクショ

ン3.1.3）といったシステム内の重要な料金を決定する。これによりプロトコルは常に競争

力を保つため進化し続けることができる。 
  
2．Aventusプロトコルの初期採用者への報酬。これによりネットワーク効果から恩恵を受

けることができます。これを利用するイベントの数が増えれば増えるほど、第三者アプリ

ケーションの価値が上がるため、ネットワーク効果がAventusプロトコルに適用されます。 
  
2.3.2 構造 
 



AVTの4つの主な使用事例： 
  
・イベントの主催：イベント主催者は、イベント作成費用を支払うためAVTを購入する必要

がある。このコストは、プロトコルで不正とみなされるイベントの数に比例して上がる。法

定通貨の両替レートによるAVTのボラティリティには影響されない。Aventusプロトコルを

利用する初期段階では、成功したイベントの終わりに、初期採用者のインセンティブ・プー

ルからのAVTが、すべてのイベント参加者間で、初期のイベント主催採用者、プロモー

ター、二次市場ファシリテーターに報酬を与えるために分配される。 
  
・チケット販売：Aventusプロトコル上では、イベントのチケットをETH、AVT、もしくは

他のERC－20の暗号通貨で購入する必要があるが、暗号通貨につきもののボラティリティ

は軽減される。チケット価格は、法定通貨建てで表され、AVT価格を購入時に計算するため

に、マーケットフィード・オラクルを使う。イベント主催者とプロモーターは、チケット販

売や手数料で得た暗号通貨を不必要に長く保持することを避けるため、いつでも都合の良い

時に現金化することが可能。 
 
・コミュニティの賭け：イベントは、AVTをデポジットし、供託金とする仕組みを通して、

架空もしくは詐欺の疑いがあるとして報告される可能性がある。そのデポジットが、イベン

トの（自称）主催者と一致した場合、賭け重視型の投票が開始され、関係者は賛成か反対か

を投票できる（以下のセクション3.1で詳述）。Aventusプロトコル上に構築されたプラット

フォームは、架空または詐欺的なチケットをユーザーに販売しないようにするインセンティ

ブを持っているため、投票や今後のイベント作成のためにAVTを保有するインセンティブが

与えられる。プロトコル上で販売を行うアプリケーションは、ネットワークによって検証さ

れるという同様の手続きを経るため、不正を行う転売業者をめぐる現在の諸問題を解決する

ことが可能。 
  
・マッチング：二次市場にてAventusプロトコルで販売されるチケットは、定価での購入に

確かな意図を持って登録したチケット購入者と一致しなければならない。転売のためにチ

ケットを表示するにあたってユーザーは、二次市場の販売手数料をAVTで支払うことができ

なければならない。マッチングはAventusプロトコルのユーザーが、疑似ランダムに買い手

と売り手をマッチさせ、それにより二次市場の販売手数料を受け取るために運用できるブ

ロックチェーン上の計算。これによって、売り手は買い手を知ることがないので、チケット

譲渡時にオフチェーンで行われる金銭のやり取りを防ぐことが可能になり、その後取引は規

制に従いシステム上に記録されるのみとなる。 
  
3. 解決策の構造 
  
3.1 Aventusへの登録 
  
Aventusへの登録はAventusプロトコルへの入り口です。それは下記を追跡します： 
  
1．プロトコルを使う公認第三者アプリケーションのリスト 

 
2．プロトコル内の不正でないイベントのリスト 

 
3．システム料金と期間を決定するアルゴリズム・パラメーター 



  
これらの各変数は、Aventusコミュニティによる賭け重視型の投票によって決定され、定期

的に更新されます。この投票手続きは、Colonyが提案したものと似ています[18]。これに

よって： 
  
1．投票手続きを開始するために、一連のデポジットもしくは初期料金が提示されます。こ

れら資金源は特定の各変数ごとに以下で説明します。 
 
2．投票は、Aventusコミュニティによって秘密裏に行われます。「投票公開期間」が始ま

ると、投票者のAVT残高は凍結されます。 
 
3．開票が完了すると、投票者の残高は凍結解除されます。 
 
4．デポジットに基づく投票の場合、勝者のデポジットは戻され、敗者のデポジットは勝勝

者と投票者の間で分配されます。手数料ベースの投票の場合、手数料は単純に投票者間で分

配されます。投票者への資金配分は式1に示しています。式1では、多数派の に対し、少rmaj
数派には割引のポット が与えられます。rmin  

 
  
where: 
・ ：投票者に分配される報酬総額r  
・ ：勝利した提案者に与えられる報酬rprop  
・ ：少数派に対応する票の割合pmin  
・ ：ポットpminの少数派の割合に適用される割引率[0、1]d  

・ ：多数派と少数派の票数の差に基づく倍率 1( − pmin
1−pmin)  

  
and 

  
  
式（3）で表せるように、個人の投票者vの個々のポットの分け前rvは、彼のグループと比較

した彼の残高に基づいている（vのグループが少数派であると仮定） 
 

 
  
 
 
where： 
  



・ ：投票者vのAventコイン残高bv    

・ ：少数派グループ内の全投票者の残高の総合∑
V min

i=0
bi  

  
以下のセクションでは、前述の各変数への投票手続きのアプリケーションについて説明しま

す。 
  
3.1.1 プロトコルを使った公認の第三者アプリケーション 
 
プロトコルを利用希望の第三者アプリケーションは、Aventusレジストリ内にプロポーザル

を作成し、イベントのチケット販売を希望する場合は、公認アプリケーションのリストへの

追加をリクエストしなければなりません。プロポーザルに加え、リスト掲載手数料も支払い

ます。手数料は、アプリケーションの正当性をめぐるAventusコミュニティの投票を強化し

ます。セクション1.2で説明したように、消費者により良い監視体制を与えることで、彼ら

がチケットをどこから購入しているのか、販売アウトレットが不正規ではないかを知ること

ができるようになるのです。 
  
3.1.2 プロトコル内の不正ではないイベント 
 
Aventusプロトコルによる恩恵を受けたいイベントは、Aventusプロトコルを通して作成さ

れなければならず、主催者がイベント作成関連手数料を支払った場合にのみ、公式イベント

のリストに追加されます。イベントがAventusレジストリに追加された後、Aventusコミュ

ニティが前述のように、デポジットを入れることによりイベントを虚偽または詐欺と報告で

きる期間があります。デポジットが（自称）主催者と一致しない場合、報告者のデポジット

は返還され（コミュニティのメンバーもイベント作成料を受け取る）、そのイベントは公式

イベントのリストから外され、無効になります。一致した場合は、前述したような投票手続

きが開始され、イベントの有効性が判断されます。これは、プラットフォーム上のイベント

の有効性を保証するものであり、1.2で議論された監視に関する問題点を回避するためで

す。 
  
3.1.3 アルゴリズム・パラメーター 
  
アプリケーションのリスト掲載料、イベント作成費、イベントの報告期間等、システム内の

手数料や時間間隔パラメータは、プロトコル参加者の経済行動に強く影響を及ぼします。プ

ロトコル自体の使用データ（たとえば不正イベントの割合や、不正アプリケーションの使用

率等）の影響を強く受けるため、イベント作成時にアルゴリズム的な再調整をします。一例

としてイベント作成価格の決定を検討しますが、それは次の要素によります： 
  
・不正イベントの月間割合―1カ月の補正期間内のシステムの不正イベント数 を、そN f raud

events

の期間内のイベント総数 で割ったもの；そして、N total
events  

  
・月間のイベント検証投票の参加―特定の補正期間内のイベントごとの平均投票数： 
 



 
  
where: 
― ：報告されたイベントiの投票数N votes

event i  
― ：その月のトークン保有者の総数N tokenholders  
  
そして、式５で示されます： 
 

 
  
パラメーター は可能なかぎり最低のイベント作成価格（詐欺率がゼロで、すべてのP f loor
トークン保有者が、報告されたすべてのイベントで投票した場合）で、 ＋2  AVTP f loor P scale
は可能なかぎり最高のイベント制作成価格（詐欺率が1で、トークン保有者が報告されたど

のイベントにも投票しない場合）です。 
 
アルゴリズム自体にパラメーター（式2で示されている最低値、最高値、スケーリング値

等）があるため、これらはAventusコミュニティによって投票される必要があります。コ

ミュニティのメンバーがこのアルゴリズム式パラメーターを変更するために、（デポジット

も一緒に）プロポーザルを提出できる期間が3カ月ごとにあります。勝ちプロポーザルを決

める投票を行った後、勝者のデポジットは返却され、敗者のデポジットは投票者間で分配さ

れます。 
  
3.2 イベント 
  
イベントは、イベント作成料金を支払い、イベントの詳細（日時、場所、説明、画像など）

をIPFS（P2Pハイパーメディア・プロトコル［19]）へアップロードし、IPFSハッシュを新

しく作られたイベントのスマートコントラクト内に保存することにより、リストに掲載され

ます。イベント作成者はその後、チケットの種類を作成し、イベントにおいてチケットの検

証を担当するスタッフに関連付けられた一連のアドレスを明らかにします。 
 
セクション3.1で詳述しましたが、チケットの販売開始前に、イベントについていかなる変

更も報告も行えない凍結期間があります。イベントの完全なライフサイクル例を図2に示し

ました。 



 図２. イベントのタイムライン 
 
公開される必要がないイベントープロトコルには次のような異なるオプションが含まれます

： 
  
・プライベート・イベント：チケット販売時に関し、主催者の承認が必要 
 
・公認の販売所イベント、イベントのチケットが公認の販売所でのみ販売、転売できる 
  
イベント作成者は望めば、会場、アーティスト、管理会社などの間で、チケット販売の収益

配分を定めることができます。既存の分散型プロジェクト管理ツールでもイベントに接続す

ることができ、事前に決められたルールや貢献度によって、スマートコントラクトにすべて

のAVTを転送することができます。 
  
3.3 チケット 
 
チケットは3つのパラメータで定義づけられます： 
  
1．カテゴリー：一次市場でのチケット販売の開始時間および終了時間、チケットの払い戻

しおよび転売の可能性（ならびに最小値および最大値、転売にもイベント作成者の手数料が

発生するかについても）を決定します。カテゴリーは、必要に応じて一般的な、あるいは特

定のもの（たとえば「食べ物」「アーリーバード（早期）入場」「Dブロックのスタジアム

席」など）にすることができます。 
  
2．サブカテゴリー：チケット価格を決定します。イベント主催者がどれぐらい細かく価格

設定を行いたいかなどを決めることができます。たとえば、スタジアム内の各座席の価格が

異なるのに同時に販売される場合、各サブカテゴリーは座席ということになり、カテゴリは

「スタジアム席」です。 
  
3．ナンバー：サブカテゴリーの指定価格で発行されたチケットの数量です。上記の例を用

いると、各座席によって価格が違う場合、サブカテゴリーごとにひとつの価格のみになりま

す。 
  



上記の3つのパラメータは、スタジアムの座席手配や価格設定の仕組みなど、あらゆるタイ

プのチケットに固有の定義を示しています。 
 
すべてのチケットは同じ方法で検証されます：買い手は購入時点で、チケットが参照するこ

とになる身分証明書をアップロードする必要があります（セクション2.1に詳述）。買い手

ががチケットを使おうした時（チケットによって与えられた「アクセス権」の行使）、バリ

データーはチケットをスキャンし、氏名、顔、またはそれを提示している人の身分証明書、

またはクレジットカードが、アップロードされたIDと一致することを確認します。手続きに

おけるID検証部分は次のいずれかです： 
  
・カメラ使用の自動化（第三者ハードウェアもしくはバリデーターの電話端末内のアプリ

ケーション）を、Aventusは将来的にサービスレイヤー（セクション2.2で詳述）で導入予定

；もしくは、 
  
・バリデーターの判断で、その場にいる人物とIDをアップロードした人物が同一であるか否

かを検証 
  
3.4 プライマリー 
 
プライマリーコンポーネントは、一次市場におけるすべてのチケット販売を処理します。チ

ケットのカテゴリー販売には3つの方法があります： 
  
・額面価格：イベント主催者が事前に決定した価格で販売されることがある。 
 
・オークション：最高入札額でチケットを購入できるオークションで販売されることがあ

る。 
 
・ダイナミック：座席当たりの収益を最大化するために、需要に応じて価格を設定すること

がある。リアルタイム価格は、チケットの質および量、イベントの需要度に応じて決定され

る。これらの価格は、Aventusプロトコル上のレイヤーで決定され、オラクルを経由して入

力される。 
  
購入が成功すると、本人証明をするために、氏名、ID番号、クレジットカード番号もしくは

所有者の写真がチケットに関連づけられます（セクション3.3で詳述）。チケットを保持し

ているアカウントへのプライベートキーは、オフチェーンのウェブサイトで販売することが

できません。このため二次市場は、イベント作成者によるこの種の不正利用の影響を受けに

くくなります。全チケット価格は法定通貨建てで、市場価格オラクルが購入時にAVTにおけ

るコストを決定します。 
 
このデータは、ブロックチェーン上にプレーンテキストでは保存されません。氏名、身分証

明書、クレジットカードは、最初にハッシュ化されてから保存されます。チケット所有者が

イベント会場に現れた時、ブロックチェーン上でハッシュ化された情報と実際の身分証明書

が照合されます。顔写真は暗号化のうえIPFSに保存され、IPFSハッシュはブロックチェー

ン上に保存されます。イベント会場でチケット所有者は、暗号化された顔写真の解読キーが

付与されているチケットを提示し、解読された顔写真を基に実際の顔との確認がが行われま

す。 



  
3.5 セカンダリー 
 
このコンポ―ネントは、イベント主催者によって設定された規制に基づき、二次市場におけ

る販売を処理します。販売の開始日と終了日があり、チケットを販売する少なくとも1つの

区間iがあります。 
 
市場の機能は図3に示されており、次のように機能します： 
  
・リストへの掲載：チケットをリストに掲載するためには、チケットIDの特定、販売希望価

格の設定、そしてAVTによる販売手数料の支払いが必要。iで販売されるチケットは、iリス

トに掲載されていなくてはならない。1. リスト掲載はチケットが売れるか、売り手によっ

てキャンセルされるまで継続する。 
  
・購入：i1にリストされているチケットに興味があり、色々なチケットの組み合わせを買う

際には、十分な資金を用意すること。その後、チケットは「凍結」される。買い手はこれら

のチケットを即時に買うことはできない。そうでないと売り手は、特定の価格でチケットを

リストに掲載し、追加の支払いをオフチェーンで要求できてしまうからだ。これは規制され

ていない二次市場の側面のひとつであり、まさにAventusプロトコルが取組むようデザイン

された課題である。 
  
・マッチング：iの終わりにユーザーは、疑似確率的方法によって買い手をチケットと照合

しようとする。完了後、購入に失敗した買い手の資金はすべて「凍結解除」される。ブロッ

クチェーン上では、非決定論は不可能であることから（誰がどのチケットを受け取るかを

「ランダム」に決めたとしても）、マッチした取引結果がシステムに入力される前に結果が

わかるが、ブロック報酬がマッチング報酬よりも多いかぎり、システムは安全だ。 
  
二次市場で購入されたチケットは、新しい所有者のID画像に関連づけられます。全チケット

価格は法定通貨建てで、市場価格オラクルが購入時にコストを決定します。 
  
3.6 プロモーション 
 
イベントのリスト掲載と販売の手続きが非サイロ化されているので、検証済みのあらゆるア

プリケーションは、イベントプールに常駐するプロトコルに持ち込まれたどのイベントでも

販売できます。つまり、Aventusプロトコル上にイベントをリスト表示するだけで、規制な

き転売や偽造、監督に関連する問題もなく、完全に安全な方法ですべてのアプリケーション

が販売開始できるようになるのです。 



 
図3. セカンダリーチケットマーケット 

 
さらに、イベントの作成者は（チケットのカテゴリーごとに）、生成された販売のためのプ

ロモーター・アプリケーションに手数料を与える報奨制度を作成することができます。これ

らのアプリケーションは、彼らに代わって代理販売している個人のプロモーターに、手数料

を分配することができます。プロモーターの手数料は、好きなだけダイナミックで複雑にす

ることも可能です。たとえば類似イベントでの売上履歴またはこれまでの売上総額といった

関連タイプの販売促進に関して、関係者のスキルや評判をオフチェーン決定に基づいた分配

です。 
 
この仕組みは、マーケティング費用を削減し、ターゲット市場へのリーチを拡大するのに役

立ちます（プロモーターの活動を簡単に開始でき、口コミによるイベントの拡散が可能）。

また、スマートコントラクトによって完全に自動化されているため、プロモーターの販売や

報酬に関する諸経費も最小限に抑えられます。 
 
アタック方法は2点あります： 
  
・チケット購入希望者がプロモーターになることによって、自分自身からチケットを購入す

ることで不公平な割引を獲得することは、プロモーターの最初の販売から派生する手数料を

認めないことで対応する。 
  
・二次市場で販売されたチケットは、プロモーターの手数料の対象外。（プロモーターが二

次市場で転売するために自分自身からチケットを大量一括購入し、不当な手数料やプロモー

ション履歴を作るリスクの防止） 
 
3.7 市場価格オラクル 
 
ブロックチェーンは、ブロックチェーン上にない情報にアクセスすることはできません。し

たがって、Acutusプロトコルに必要な追加情報をブロックチェーン上に挿入しなければな

りません。 
  
問題：システムに送信されたデータを管理している当事者は、プロトコルの動作に影響を与

える可能性があります。 
  



解決策：（Oracliseなど）信頼できる既存のソリューションを活用し、独自のオラクル・ス

マートコントラクトを提供します。Aventusコミュニティ公認のオプション・リストの中か

ら市場価格フィードのために使用するオラクルを、イベント主催者が決定できるようにしま

す。 
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