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1. 概要 
 
予測市場は、情報革命の始まり以来、資本市場とデータ科学においてもっとも革新的（ディ

スラプティブ）なイノベーションのひとつになると見込まれている。が、1990年代初めに

登場した予測市場は、情報集約の有効性が証明されているにもかかわらず、予測と意思決定

の分野ではまだ十分な注目を集めているとはいえない。これは主に、世界をリードする金融

セクターの大半による過剰な規制が原因だ。イーサリアムやビットコインといった、人と人

をインターネットでつなぐ強力なテクノロジーの発明によって、以前には全く想像できな

かった速度と規模で、市場に基づく予測の科学的な探究が進んでいる。当社のチームは、近

い将来、予測市場が既存産業の最大手を一部引っ掻き回すことになるのは間違いないと確信

している。今後、Gnosisの予測市場プラットフォームが、世界規模でマシン・インフォー

メーション経済の基盤を形成することを期待している。 
 
 
予測市場プラットフォームが真にディスラプティブなものになるためには、普遍的でなけれ

ばならず、かつグローバルな流動性プールから引き出す必要がある。このような流動性プー

ルが存在するためには、分散型でパーミッションレス、かつトラストレスなプラットフォー

ムでなければならない。これらの要件を念頭に置いて、Gnosisチームはイーサリアム・

ネットワークをプラットフォーム構築のコアプロトコルとして選択した。 
 
 
1.1問題点の総括 
 
一般的に言えば、情報革命により個人があらゆるトピックに関し、迅速にデータを検索でき

るようになった。今にち人びとはアクセスの容易さを謳歌しているが、このような形態の情

報集約は、いぜんとしてその効果を発揮するために大規模な調整が欠かせない。多くの場

合、データは文脈や客観性を欠いており、意思決定プロセスで活用するための実用的な情報

を生み出すためには、複雑な手間が必要となってくる。その理由はシンプルだ。情報は作者

個人の偏見やアジェンダと密接に結びついているため、意見や意図的に誤った情報から有用

な情報を抽出するのが困難だからだ。言い換えれば、人びとが言ったことを見つけるのはや

さしいが、彼らが実際に何を信じているのかを確かめるのは難しいということである。 
 
 
投機行為が調整を必要としない（「見えざる手」）、個人の信念をより密接に反映した、非

常に効果的な形態の情報集約を引き出すという点で、金融市場は特に興味深いといえる。主

に、自分は優れた情報を持っていると信じている投機家は、ある企業が過小評価されている

と考えた時に株を買い、過大評価されていると考えた時に株を売る。利益の可能性がある場

合に共通のデータポイント（すなわち株価）を「更新」するための金銭的インセンティブが

存在し、財政上の損失の形で誤って報告することを防いでいる。結果として得られる均衡株

価は、ある時点における、ある会社の価値をめぐる市場全体の感情を反映している。要する

に、情報集約は自己資金投資に伴い発生する。その特徴は次のとおりだ。 
 
1. 個人の行動を事実上、内に秘めた信念に結びつけ、 



2. 世論調査にような情報収集のための他の方法は不在だ。 
 
これは、予測市場の主な機能を理解する上で非常に重要である。 
 
 
本質的に予測市場は、将来のイベントをめぐり期待される結果についての情報を収集するた

めのツールである。伝統的な金融市場とは異なり、予測市場は将来について、通常バイナ

リーな結果ありきの問いと形容される。たとえば、2016年の大統領選でどちらの候補が勝

利するか？という問いについて。株は1ドル相当の株価で、クリントン、トランプ、その他

など、事前に定義されたオプションに分割される。各オプションの株価は発生の確率を反映

したものだ。つまり、個人が該当するイベントに関してより優れた情報を持っていると信じ

る限り、その個人は結果についての信念を反映した分の株を買うインセンティブがあるとい

うことであり、それによって予測市場に取り込まれた情報が更新される。市場の結果で勝利

オプションの株は1ドルで換金され、他すべての株が無価値となる。予想を的中させた個人

は1ドル相当の株の購入額X購入単位の利益を受け取る仕組みだ。 
 
 
 
Ex: Which presidential candidate will win the 2016 election? 
(A) Hillary Clinton ($0.40) = 40% chance of winning 
(B) Donald Trump ($0.50) = 50% chance of winning 
(C) Other ($0.10) = 10% chance of winning 
(A) + (B) + (C) = $1.00 (100%)  
 
過去数十年にわたり、予測市場はイベント結果に関連するすべての利用可能な情報を効率的

に集める優れた能力のため、その活用が急増した。予測市場はすでに様々なアプリケーショ

ンで運用され成功している。当初これらの市場は学術目的に限定されており、一番手は

Foresight Exchangeだった。その後、予測市場は、米国防高等研究計画局の「FurureMAP
」といったプロジェクトを通じ、情報機関で試されるようになる。これは「市場が主導する

予測が従来の予測手法を改善できるかどうかをみる実験」だった。おそらくもっともスト

レートで一般的なのは、選挙や現在進行形イベント、スポーツといった結果の出るイベント

をめぐり仮想取引を行うIntradeの予測市場だろう。Intradeは、こうした市場が伝統的な世

論調査よりもかなり多くの情報を集め、かつより高い精度で予測結果を出す可能性が高いこ

とを示している。最近では、大企業や非営利団体などの組織に情報提供するための内部ツー

ルとして、予測市場が活用されることもある。 
  



2. トークンの仕組み 
 
発行時に販売されるトークンは、Gnosisトークン（GNO）と呼ばれる。GNOを作成できる

唯一の時間で、その総発行枚数は限られている。 
 
株式市場と同様の手数料が、Gnosis サービス＆アプリケーションの層（ただし、コアの層

ではない）の参加者に対して課金される。これらの手数料は、最初は暗号通貨、すなわち

BTCまたはETH建てで表示される。Gnosisは、興味深いソフトウェアの開発だけでなく、

Gnosis市場で知恵を共有することに関心のある人びとのコミュニティ形成を目指してい

る。それには、リピーターのために再参加の敷居（たとえば、BTC / ETHを繰り返し支払わ

なければならないなど）を低くするモデルを構築する必要があった。したがって、BTCま

たはETHでの手数料支払に加えて、Gnosisエコシステムの参加者は、Wisdom（WIZ）
トークンでの支払いが可能だ。 
 
Gnosis Wisdom（WIZ）は、サービス層でプラットフォーム料金の支払い、他の参加者の

料金補助、市場への初期段階での補助金の提供、市場取引のために使用できる。 WIZは
Gnosis で使用される通貨1ドル相当にペッグ（固定レート）されている。このようにWIZ
は、Gnosis内で 1ドル分のクーポンとして機能する。 
 
GNOは、WIZ生成用の燃料だ。WIZは、GNOの有効化を通じてのみ生成でき、スマートコ

ントラクト・システムを介して行われる。スマートコントラクトは次のように機能する：ま

ずGNO所有者は、スマートコントラクト（30日～365日間）でトークンを「ロック」する

ことに同意。ロック時間が長ければ長いほど、乗数が追加されていく。スマートコントラク

トでユーザーがロック期間を決定し、現在使用されているWIZ供給量の規制をデザインした

フォーミュラに、その期間を適用する。スマートコントラクトをロックする前に、ユーザー

はスマートコントラクトを履行した結果、どのくらいのWIZを受け取ることができるかを確

認することができる。ユーザーが契約を履行すると、WIZの30％が即時使用のために配布さ

れ、残りの70％はロックされた期間にそって比例配分される。ロック期間が終了すると

GNOはWIZの生成を停止し、所有者はGNOを自由に動かす（売買、譲渡）ことができるよ

うになる。WIZを生成するためにGNOを何回使用できるかについての制限は（期間以外）

ない。 
 
参加者がWIZでの支払いを選択しなかった場合、Gnosisはどう存続していけるのか？ 
 
Gnosis（および分散型モデル）の基本理念は、運営会社の信頼性に頼ることなく、ユー

ザーと開発者双方にプラットフォームの将来的特性を保証することだ。これを行うには、手

数料といった要素をソフトウェア自体にコード化する必要がある。WIZは、Gnosisエコシ

ステムでの支払いに関し、圧倒的に優位な方法となることが期待されている。予期せぬ事態

が起きてそうならず、ユーザーがBTCまたはETHで支払う場合、本プラットフォームは低

料金のコピーキャット、またはGnosisコードベースの違法者といった潜在的脅威に対し

て、脆弱になる可能性を秘めている。 
 
 
これら代替プラットフォームは、論理的にいうと、Gnosisユーザーベースの侵食を引き起

こし、その結果、開設された市場とアプリケーションがGnosis上で実行可能であるという

開発者の信頼が、もっともながら失われるきっかけになるかもしれない。このシナリオを回



避するため、Gnosisプラットフォームの競争力強化を目的とする、手数料削減の仕組みを

設計した。その結果Gnosisは、市場を開設すべきインフラストラクチャであるという開発

者およびパートナーの信頼を高めている。 
 
 
注：本仕組みがゲーム理論として使用される可能性は低く、ユーザーが主にWIZで料金を支

払うことが期待される。この仕組みに端を発したイベントでも、その発生は非常にまれであ

ることが予想される。 
 
 
手数料削減の仕組みで避けられない2つの点は、分散型でコストがかかること。スパムや

のっとりを排除するためにはコストがかかる。当該の仕組みの中心的な機能は次のとおりだ

：BTC / ETH /トークンで支払われるすべての手数料は、Gnosisチームの管理外であるオー

クションコントラクトとなる。オークションコントラクトで手数料が発生する場合、GNO
所有者は、オークションコントラクトに含まれるいくらかの手数料に対して、GNOで入札

することができる。入札が承認されるとGNOはオークションコントラクトを締結し、ユー

ザーは指定された手数料を受け取る。ユーザーのGNOがオークションコントラクトを締結

すると、手数料削減の仕組みが起動し、このオークションコントラクトで保有されている

GNO総額に比例して、Gnosisの手数料が引き下げられる。なお、オークションコントラク

トは一方通行で、GNOはこのウォレットを去ることができない。 
 
 
  



 
3. プラットフォーム・モデル 
3.1 Gnosisの層 
 
3.1.1第1層Gnosisコア 
コア層は、Gnosis使用の基礎となるスマートコントラクトを提供する層だ。イベント・

トークンの作成と決済、マーケット・メカニズム、オラクルおよび管理インターフェイスな

ど。この層はいつでも無料で利用可能だ。新しい市場の開設は限界費用ゼロに近く、競争力

を維持するためには費用をゼロに近づけることが必須だ。競争力を維持しながら最大限の手

数料を課すかわりに、最も基本的な契約レベルでは手数料を排除することが賢明であると感

じている。独自のバージョンを展開するのではなく、既存のオープンソースと無料コントラ

クトを活用することが、全当事者にとって最善の利益になるはずだ。 
 
 
3.1.2  第2層Gnosisサービス 
サービス層はGnosis コア層の上で追加サービスを提供し、取引手数料モデルを使用するこ

とになる。これらのサービスには、ステートチャネルの実施、新しい市場メカニズム、安定

した通貨とペイメント・プロセッサーの一体化、オープンソースのテンプレート・アプリ

ケーション、アプリケーションのカスタムツール、オラクル市場が含まれる予定。有用であ

ると判断されれば、より多くのフィーチャーが導入される可能性もある。これらのコンポー

ネントは、Gnosis上で開発される消費者アプリケーションの大半に必要だ。 
 
 
ステートチャネルは、毎秒何千超ものトランザクションを求められる賭けや金融アプリケー

ションの前提条件といえる。安定した通貨がなければ市場参加者は、暗号通貨建ての市場の

ボラティリティ（値動き）と、彼らが予想したイベント結果に従ってしまうことになる。ア

プリケーション・テンプレート、カスタムツール、オラクルの先進的な選択により、新しい

予測市場ベースのアプリケーションへの参入をめぐるバリアを少なくとも2桁下げるという

当社のビジョンを実行することができる。一部のアプリケーションと参加者はコアレベルで

Gnosisとやりとりする一方で、これらのサービスにより、サービス層の活用について魅力

的な理由を提供できると確信している。 
 
 
3.1.3  第3層Gnosisアプリケーション 
サービス層の上（あるいは一部のケースではコア層のすぐ上）に、Gnosis アプリケーショ

ン層がある。これらのアプリケーションは、主に特定の予測市場のユースケースおよび/ま
たは顧客セグメントをターゲットにしたフロントエンドだ。 これらのアプリケーションの

一部は、Gnosisによって開発されるが、第三者の開発者が担当する場合もある。Gnosisの
ビジョンは、同じプラットフォームおよび流動性プールの上に、さまざまな予測市場アプリ

ケーションを開発させるようにすることだ。これらのアプリケーションは追加料金を課す

か、あるいはマーケットメーキング、情報販売、広告などの代替ビジネスモデルを使用する

可能性が高い。トークンに関する次のセクションで説明するように、Gnosisアプリケー

ションの多くには、ビジネスモデルのコアコンポーネントとして、トークンの保持機能が含

まれているかもしれない。 
 
  



4. Gnosisアプリケーション 
Gnosis予測市場プラットフォームをグローバルな流動性ハブとして提供することで、分散

型アプリケーションの開発者は、好きな数だけシンプルまたは複雑なアプリケーションで使

用できる、新しいクラスの予測資産を開発できることになる。 以下のセクションでは、

Gnosis予測市場を活用して、既存の市場で容易に実行可能な一連のイノベーションを紹介

する。また、予測資産の使用を通じて可能になった全く新しいバーティカル市場の定義を試

みる。 
 
 
4.1金融商品 
予測市場は、既存のデリバティブよりも高い特定性で株価や商品価値をトラックする金融商

品の開発を可能にする。従来の金融商品を経済的価値を表わすものとして概念化すると、現

在の市場がオファーする「表現力」は、資産（たとえば通貨や株式）の所有権、経済実体

（債券など）間の経済的関係をめぐるステートメントに限定される。予測市場は、経済的な

イベントについてより繊細かつ具体的な表現を可能にし、マクロ経済レベルとミクロ経済レ

ベルの双方で、より明確に価値（そしてリスクも）を示す。 
 
 
たとえば、「この企業の第4四半期の総収益は、ある特定の日にいくらになるのか」問う市

場を開設することができる。これに加えて、そのほか多くの近接市場から引き出した情報

を、金融業界や政府、保険業界他における、より洗練された予測・意思決定モデルを伝えて

くれるインプットとして使えると考える人もいるだろう。このような市場は、第1四半期の

金融アナリストの1株当たりの利益（EPS）を推測できるかもしれない。 あるいは、EPS自
体を予測する市場を開設し、アナリストによる予測の必要性をなくすことも可能だ。この領

域でよりたやすく入手可能で信頼性の高い情報は、短期ボラティリティ（値動き）と長期リ

スクの両方を最小限に抑え、より良い価格発見につなげられる可能性がある。 
 
 
あるいは、予測市場を用いてペッグ（固定）され、かつ安定した通貨を作り出すこともでき

る。たとえばEtherUSD通貨は、「Ether / USD為替レートは（未来の）ある特定の日にい

くらになるか」を問うスカラー市場を開設することによって実現できる。当該市場からの流

動性はその後、米ドルの価値に固定されたEtherUSDトークンをオファーするために使うこ

ともできる。これらのトークンは、流動性を提供するための市場コストに応じた小さな値増

しのうえ販売されうる。別のケースでは、安定した通貨（安定した価値を持つように設計さ

れた通貨）は、多くの市場の両面でポジション・バスケットを取ることによって構築するこ

とができる。 
 
 
これらの合成商品は性質として多少複雑であるように見えるが、金融における予測市場の多

様なアプリカビリティを示しているのであり、真にグローバルな環境における多様なローカ

ルエキスパートにとって非常に大きな経済的機会を示している。 
 
 
4.2保険とヘッジ手段 
前述のように、流動性の高い予測市場は、将来イベントの結果予想や、それに伴うリスク予

想に関して非常に正確だ。これを保険で考えた場合、予測市場は、被保険対象イベントのプ



ロバビリティを推定するために使用することも可能であり、ある種の保険数理モデルに対す

るインプット、あるいはそれに取って代わるものになれるかもしれない。たとえば住宅保険

のポリシーが、「この地域は来年、洪水に見舞われると思うか」、または「この地点から

50マイル以内で5.0マグニチュード以上の大地震が起こるか」と問う市場を開設しうる。こ

れらの市場からはじき出されたプロバビリティは、高度に専門化された（すなわち高価な）

研修を必要とするより洗練された保険数理の見積もりと、事実上同等になりうるのである。

当社のケースでは、リスク測定は民主化され、ローカライズされた貴重な知識を持つあらゆ

る参加者のために、新たな経済的機会を生み出すことを意味する。 
 
 
さらに、保険ポリシーは、ポリシーのリスクに影響する個々の市場で「イエス」のポジショ

ンを購入するスマートコントラクトを作成することによって自動化することができる。理論

的には、「イエス」ポジションの株は、イベントが発生した場合に予想されるダメージと同

等かそれ以上の金額を支払うべきだ。これらのコントラクトのための消費者の費用は、彼ら

のポリシーのためのすべての株の費用プラス一部の上乗せ分と同等であるべきで、そうすれ

ば保険の自律分散型組織（DAO）が利益を得られる可能性がある。Gnosis オラクルマー

ケット・サービスは、保険金請求のインスペクターが未決済の請求を解決するために、審査

サービスを提供するためのハブとして機能する。この保険方式は、ビジネスおよび会計機能

を自動化し、保険数理プロセスおよび請求審査をクラウドソース化することで、消費者に

とって料金の軽減につながるべきだ。 
 
 
4.3インフォメーション 
インフォメーション・セールスの予測市場アプリケーションは、インサイダー情報の販売お

よびデバイスデータの販売という2つの主要カテゴリーに分類することができる。 
 
インサイダー情報の販売は非常に実利が高いが、倫理的かつ法的に疑わしい。たとえば、「

A社はある特定期間内にB社を買収するか」と問う市場が開設されるかもしれない。匿名予

測市場では、インサイダー情報を持つトレーダー（たとえばA社の幹部社員）は、ほぼ利益

が保証されるかたちで参加しうる。こうしたタイプの市場の利点は、その企業の価値に関連

するすべての情報にリアルタイムでアクセスできるため、より正確な価格設定とストロング

型効率性の市場につながることだ。しかし、このような市場は、非公開情報でインサイダー

が利益を得ることを阻む既存のSEC規制を回避できてしまうという欠点がある。当社は来

年度、新しい情報市場と金融システムとの相互作用を観察する予定でいる。規制当局が予測

市場のために、インサイダー情報に対して規制的な体制を引き続きとることを期待している

が、ブロックチェーン・ベースのプラットフォームという競争の分散的性質を鑑みると非常

に困難だろう。市場からの反応の仕方によって私たちがわかることは、既定で金融業界の透

明性を求める動きが強まっているということであり、利益の高いインサイダー情報のプール

は間違いなく縮小し、グローバル市場にさらなる効率性をもたらすということだ。 
 
 
後者の例で挙げたデバイスデータ販売は、より効率的なモノのインターネット（IoT）の最

適化をもたらすが、低い取引コストで高い頻度の参加を達成するために、予測市場拡大ツー

ル（たとえばステートチャネル）が欠かせない。 このアプリケーションの好例は、「この

場所での交通速度はどうですか」と問う市場に参加しているスマートカーのことかもしれな

い。このような市場は、消費者参加型のGPSアプリケーション「Waze」のようなものだ。



が、マシンツーマシンのイントラアクションのために、確率推定を報告するセンサー装置の

ために利益機会を提供することが、 IoT操作を直接最適化したものだ。先ほど挙げた例でい

うと、交通速度に関する市場は、ドライバーレスなカールーティングのためや、第三者によ

る地図サービスによって活用されるかもしれない。 
 
 
4.4ガバナンス 
意思決定は、すべてのガバナンスモデルの中核をなす。 組織は、将来的な安定を最大化す

るために実施すべき方針を決定しなければならない。政府にとっては、拮抗する政策イニシ

アチブの間で1年分の税収入をどう予算に落とし込むかを決めることかもしれない。 たとえ

ば次の質問を考えてみよう。 
 
 
「予算の一部をインフラ・プロジェクトまたは教育に配分すべきか？ どちらの選択肢が

GDPの増加につながるか？」 
 
企業内では、様々な頻度やタイムリミット、企業価値がからみあうなか、会計年度の過程で

多くの決定を行なわなくてはならない。企業のあらゆるレベルで広範な決定内容をめぐり内

紛の起こる可能性がある。競合相手を合併するか否かの決定など、誤れば致命傷となる場合

もある。ガバナンスをめぐるほとんどのケースで、こうした決定は民主主義的プロセスと独

裁的プロセスを混ぜて行われる。前者では、決定の実施に複数または過半数または圧倒的大

多数が必要とされ、組織または政府の構成員が投票するという、（平等主義者または比例代

表者によって割り当てられる）投票プロセスがある。後者は、指定された個人が圧倒的権力

をもとに絶対的な決定を下す、階層的な意思決定モデルだ。将来の業績を評価するための決

定要因となるのは、株価や将来の収益に関する指標だ。これらのモデルは共に情報と調整の

非効率性に悩まされ、しばしば組織の安定をお粗末に最適化する方針と行動の実行という結

果におわる。 
 
 
ジョージメイソン大学のロビン・ハンソン氏によってつくられたFutarchyは、ガバナンス

に代わる市場ベースのアプローチを提供している。Futarchyでは、ポリシーを決定し実施

するために市場が用いられる。これらの市場は一般的に次のような形になる： 
“What will a future welfare metric be if a policy is implemented?” 
「政策が実施されれば、将来の安定メトリクスはどうなるか」 
 
 
たとえば企業は「CEOを解雇すると第4四半期の収益はいくらになるか」（市場A）と、逆

に「CEOを解雇しないと第4四半期の収益はどのくらいになるか」（市場B）を問うことが

できる 。これらのバイディレクショナル市場を意思決定市場と呼ぶことができる。CEOを

解雇あるいは維持した結果について独特の洞察があると考えている投機家たちは、両方の市

場に参加する気になる。投機筋がCEOを解雇することで利益が最大になると信じている場

合、もしCEOが解雇されたら企業の期待収益[E（r）]において株式ロングを買うであろう

し、CEOが解雇されなければ、株式ショートを買うだろう。市場が閉鎖されると、より大

きく期待された結果に対応するかたちで意思決定がなされる。CEOの例では、市場A E（r
）の市場価値が市場B E（r）より高い場合、企業はCEOを解雇。そして市場参加者は将来

の収益を予測した際の正確さに応じて報酬を受けとる。 



 
 
 
このモデルでは、ガバナンスは市場化され、かつ自動化されている。ポリシーは公開市場で

発見された価値によって決定され、保証代理人または自動プロセスによって実施される。予

測市場はもっとも効率的な情報集約ツールであることが示されており、Futarchyは結果を

最適化し、かつ官僚的な一般費用を削減できる政策をより正確に特定できるという仮説に信

用を与えている。 
 
 
4.5インセンティビゼイション 
イベントの確率を見積もることは別として、予測市場は実世界の行動をインセンティブ化す

るために使用することができる。行動にインセンティブを与えたいエージェントが、「ある

特定のイベントが発生したか」あるいは「このイベントはある特定の日に発生するのか」を

問う市場を開設する。開設後は、積極的に「ノー」という結果の株を購入。予測市場を観察

していたある参加者が、記述された行動を実行できると考えていると仮定する。そこで低価

格で「イエス」株を購入することにより、この参加者は仮に彼らがアクションを完遂した場

合、効率的に支払いを確保し、市場を有利に決する。 
 
 
この適用された仕組みの例は、ゼロデイ・ソフトウェアのセキュリティ悪用のための市場

だ。この場合、企業は「私たちのソフトウェアでゼロデイ攻撃が検出されるか」と問いかけ

るかもしれない。侵入テスト担当者は、ソフトウェアの悪用を発見しようとする。 悪用が

見つかった場合、テスト担当者は「はい、悪用は発見されるでしょう」という株を購入し、

悪用を一般に公開する形で直接企業に明かすか、悪用を実際に使うことで明かす。このアプ

リケーションでは、テスト担当者に非公開で悪用を企業に伝えてもらうため、追加のお金を

払う第二のスマートコントラクトを作成することが企業にとって有益となる可能性が高い。 
 
 
このインセンティブ付与の仕組みは、市場参加者に大きく影響される可能性のあるあらゆる

イベントにも同様に当てはまる。特に興味深いのは、自動化された政治行動委員会（米国の

政治資金団体—PAC）だ。PACは、選挙や法案に影響を及ぼすために資金を調達する団体

である。予測市場とスマートコントラクトを組み合わせることで、このプロセスを自動化す

ることができる。まず、特定の政治的成果に影響を与えるように指定されたスマートコント

ラクトを作る。その後、人びとがこの契約に資金を寄付することができるようになる。 
 
 
これに続き、「この法案は議会を通過するか」と問う市場が開設される。PACのスマート

コントラクト（smartPAC）は、「ノー（これは通過しない）」の株購入に資金をあてる。

これにより、法案に前向きな影響を及ぼし、同時に利益も上げる意図で、人びとが「イエ

ス」の株を購入するインセンティブを効果的に生み出すのである。法案が議会を通過すれ

ば、smartPACはその目的を達成したことになる。法案が成立しない場合、市場におけるポ

ジションからコントラクトが利益を得る。この利益は、次に同様の法案が提出されたときに

市場で使用するためにとっておく。こうして法案が成立するまで、資金が転用されていくの

だ。これが法案を通過させるインセンティブを効率的に増やしていく。 
 



 
4.6スポーツ賭博 
世界的なオンラインスポーツ賭博は、規制された市場では少なくとも数百億ドル規模の巨大

市場であり、規制されていない市場ではその10倍の規模であることが一部で推定されてい

る。William Hillといった企業の年間収入は10億ドル超。こうした膨大な機会にもかかわら

ず、企業や政府は既存モデルのイノベーションという点で後手に回っている。既存のアプリ

ケーションは、サイロ化されたデータおよび流動性プール上で作動し、かつアクセシビリ

ティが制限されているため、新商品の市場投入スピードが遅い。さらに一点集中型サービス

のため、盗難やそのほかの不具合、支払い処理における予期せぬ問題といったリスクに、

ユーザーを直面させることになる。 
 
 
2つの大きな支障がこうした状況を生み出している。第1の理由は、ゲーム市場へ新たに参

入するには、少なくとも数百万ドル規模の新規立ち上げ費用が必要な高額事業であること。

第2に、前述のサイロ化とアクセシビリティの問題がある。オープンかつ平等かつ透明な市

場へのアクセスがなければ、商品はイノベーションを促進するプラットフォームモデルを提

供できず、勝ち目がなくなる。 
 
 
Gnosisはこれらの問題を解決するためのイノベーションをもたらす。アクセスに偏りがな

く、透明性の高いオープンプラットフォームの運営により、既存参加者ならびに新規参加者

が、流動性の向上によるより良い賭け率（オッズ）など、同じプラットフォーム上での運営

からくる恩恵を安全に享受することができる。 Gnosisはどこからでもアクセスでき、あら

ゆる当事者に同じ市場を提供することができる。さらに当社のプラットフォームは、新しい

アプリケーションに必要なバックエンドロジックの大半を提供し、新規の参画をめぐる障壁

を少なくとも2桁下げることができる。 
 
5. ロードマップ 
 
5.1  主な活動およびパートナーシップ 
 

● GnosisはEthereum Mainnet上で18カ月以上活動中。次の主要ソフトウェアのリ

リースは8月であると更新した。 Vitalikの2016年初めのインタビューでは、現在主

要ネット中でもっとも進んだDAppであると紹介された。 
● ステートチャネルとスケーリングに向けて、重要な作業を実行中。ステートチャネ

ルをソフトウェア・アーキテクチャに実装することにより、ブロックチェーン上で

DAppをスケーリングするためにもっとも重要なツールのひとつの先駆けとなってい

る。 
● コミュニティーのエンゲージメントに関する取り組みを加速させている。 ソーシャ

ルメディアのフォロー数が急増しており、Slackメンバーは1000人超、Twitterの
フォロワー数も2500人となっている。また、Ethereumエコシステムや金融セク

ター、その他で注目に値するようなパートナーシップを積極的に追求している。 
 
5.2  競合分析  
Gnosisにとって直接の競合相手は、ブロックチェーン・ベースの予測市場プラットフォー

ムであるAugurだ。表5.1は、2つのプラットフォームの違いをハイレベルで比較するもの。 



次のセクションで2者の相違点を詳しく説明する。またGnosisは、William HillやNadexな
どのスポーツ賭博エクスチェンジやオプション・マーケットと間接的に競合する。 
 
Gnosisは、いくつかの重要な点でAugurと異なる。まず第1に、Gnosisは単に市場形成活

動の拠点ではなく、分散型予測市場アプリケーションを開発するためのプラットフォームで

ある点。この違いは微妙だが、急成長する予測資産市場を掌握するための全く異なる戦略的

アプローチを表しているといえる。前者の価値命題は実行可能な情報であり、後者はデータ

の生成である。Gnosisは取引エンジンの開発に大きく投資しているが、Gnosisのミッショ

ンおよびテーマにとって重要なのは、この大規模な予測市場データポイントを、人間やAIの
意思決定エージェントが利用できる意味のある情報に変換することだ。これを実現するため

に、ユーザーが複雑なトピックについての洞察を得て、より適切な情報に基づいた意思決定

を行うことをよりシンプルかつ容易にする、分散型予測市場アプリケーションの開発実現

に、かなりの量のリソースを注ぐ予定だ。 
 
両プラットフォームは市場結果を解決するための仕組みも異なる。Augurの設計は完全に分

散化されており、Reputation（REP）トークン保持者はイベントの結果を知るのに、一定

時間待つ必要がある。その結果は、理論上は難しいが、支払いが遅い解決プロセスだ。 
Gnosisはこれを予測市場導入のスピードを妨げる重要ポイントとみなし、デフォルトで集

中管理され、真に分散したフェイルセーフ機能を備えたオラクル・ソリューションを設計す

るという、重要なデザイン上の決定を下した。この仕組みにより、分散型の恩恵を犠牲にす

ることなく、Gnosisのオラクル市場経由で提供される、専門的かつ高評価のオラクル・

サービスを通じ早期解決が可能になる。 
 
長期的なスケーラビリティと市場ベースのガバナンスについて現在進行中のリサーチを検討

した時、両プラットフォームの軌道も、少なくとも部分的に異なる。スケーラビリティに関

しては、データを必要とするIoTアプリケーションに役立つことを目指すブロックチェー

ン・ベースの予測市場ではあるが、リクエスト頻度が高いために取引が非常に困難になって

しまう。 Gnosisはプロトコルレベルのスケーリング・ソリューション（シャーディング）

を開発中だが、コストの高い大量の取引イベントの検証可能なオンチェーン決済を可能にす

る、ステートチャネルといったオフチェーンのスケーリング・ソリューションを調査する方

向にリソースを費やしている。Gnosisは、大規模な分散化を実現できるというまさにその

理由から、分散型予測市場空間における重要な競合上の優位性のカギとして、ステートチャ

ネルにおける積極的なリーダーシップをとらえている。Ethereum空間でAugurが最初に展

開したことから獲得した優位性は、プラットフォームのスケーリングが第1の懸念事項とな

るや、あっという間にくつがえされることだろう。さらにGnosisは、futarchy（下記の

「現在進行中の研究」で詳述）とも呼ばれる市場ベースのガバナンスに関する研究を行うた

めの補助金を、Ethereum財団から授与された。ブロックチェーン分野の有力な科学者から

選ばれたことは、Gnosis幹部チームの全体的な強さを表しているといえる。 
 
 
 
5.3資金調達 
 
5.3.1販売プロセスの使用 
 
プラットフォーム開発 



 
プラットフォーム開発には、コアなスマートコントラクトの構築および確保、包括的なオラ

クル市場などの追加フレームワーク、取引・管理インターフェイス、サービスレベルのアプ

リケーションテンプレートとカスタムツール、およびステートチャネルや安定したコインと

いった将来的なEthereumインフラストラクチャとの単一化が含まれる。 
 
法的費用 
 
法的要件には、クラウドセール、オペレーション、ゲームライセンス部門のために、少なく

とも3カ所にオフィスを設置することが含まれる。トークンの発行に先立ち、米国の法律事

務所と米国法を解釈する法的意見の作成を行った。ゲームや財務上の使用事例の法務のため

に、継続的なリソースも必要となる。将来、問題が発生した場合に備えて法的臨時費も確保

済みだ。 
 
マーケティングおよび事業開発 
 
事業開発の取り組みは、新規プロジェクトならびにGnosis上で構築できる既存のパート

ナーシップとの関係の特定・確立に焦点を当てる。マーケティングでは、Gnosisアプリ

ケーションを潜在的な顧客層にアピールすることに焦点を当てる。 さらなる取り組みとし

て、Gnosisプラットフォームおよびそれにより何が構築できるのかの認知および知識の拡

大に努める。 
 
5.4開発のロードマップ 
 
5.4.1  現状 
Gnosis has been under development for over two years starting at the beginning of 
January 2015. Since then there were multiple iterations over the core parts of Gnosis. 
This includes the smart contracts powering the framework as well as the general web 
interface and the gnosis.js library. Several integrations of Gnosis with other projects 
like uPort, MetaMask or RealityKeys have been tested. In addition to developing 
Gnosis core infrastructure Gnosis has been developing other products like the 
Gnosis multisig wallet (https://wallet.gnosis.pm), which is used by several projects 
(Golem, Weifund, Stable, ...) setting a standard for secure fund management. Gnosis 
is also involved in development of developer tools and developed the first version of 
a program, which turned into the widely used TestRPC. 
Gnosisは2015年1月初めから2年以上にわたって開発過程にある。この間Gnosisのコアな

部分で複数のイテレーションがあった。これには、フレームワークや一般的なウェブ・イン

ターフェイス、gnosis.jsライブラリを強化するスマートコントラクトも含まれる。これま

でuPortやMetaMask、RealityKeysといった他のプロジェクトとGnosisの単一化がいくつ

かテストされている。 Gnosisのコアなインフラ開発に加えて、Gnosis multisig wallet（
https://wallet.gnosis.pm）のような、安全な資金管理の基準を定める複数のプロジェクト

（Golem、Weifund、Stableなど）で使用される商品の開発も行っている。Gnosisは開発

者ツールの開発にも携わっており、広く使われているTestRPCに変わったプログラムの最

初のバージョンを開発した。 
 
5.4.2  今後の開発 

https://wallet.gnosis.pm/


 
トークンオークションの準備を通して、コアなGnosis技術の開発を次回のインテレーショ

ンを時間内に確実に公開できるよう継続している。 
 
 
2017年第2四半期 

● ベルリン事務所の追加 
● チームの一部はベルリンの活発なEthereumコミュニティーに参加して、ETHDEV事

務所から作業を進める予定。 
● gnosis.jsのベータ版およびスマートコントラクトのベータ版 
● gnosis.jsは、すべてのウェブサイト開発者がGnosis上でアプリケーションを開発す

ることを可能にする使いやすいツールだ。gnosis.jsは、再設計されたよりモジュ

ラー形式のスマートコントラクトとGnosisDBをバックエンドとして単一化する予

定。 
● Gnosis管理インターフェイスのベータ版 
● Gnosisにモダンな外観と直感的で生産的なユーザーエクスペリエンスを与える、市

場の開設・維持のための新規インターフェイスを開発中。Gnosisが提供する機能を

最大限に活用するための高度なインターフェイスだけでなく、起動に必要なすべて

の機能を提供する軽量バージョンも提供する予定だ。 
● ブロックチェーン上のデータ・ストレージは非常に高価である。ブロックチェーン

は、情報の正確性を検証する目的でのみ使用すべきである。GnosisDBは、高速の

ドキュメント検索と回復の利点を持つ安価なストレージを組み合わせたジェネリッ

クのデータベース層だ。 
 
2017年第3四半期 

● Gnosisは、Gnosis上で開発者がアプリケーションを制作することをサポートする

ためのハッカソンを主催する。 
● RealityKeysオラクルの単一化 
● RealityKeysは、Gnosisと単一化された最初の外部オラクル・プロバイダーになる

予定だ。RealityKeysサービスは、新世代の自動化情報サービスを可能にするよう設

計された、自動的かつ人的検証データを提供する。 
● クリプト化経済の実験 
● Ethereum基金から受けた多額の助成金のおかげで、Futarchyの実行可能性をテス

トする一連の実験を行う予定だ。 
● Oraclizeの単一化 
● Oraclizeは、Gnosisと単一化される2番目の外部オラクル・プロバイダーになる予

定だ。Oraclizeは、ブロックチェーン・プロトコルとワールドワイドなウェブ間の

特権的なデータ・ゲートウェイとなることを目指している。Oraclizeの主な目標

は、スマートコントラクトが制約から解放され、ウェブの信頼性に欠ける性質に妥

協することなく、そこから必要なすべてのデータにアクセスできる能力を提供する

ことだ。 
 
2017年第4四半期 

● Gnosis AMA DAppのTwitterとの単一化 
● 最初のエンドユーザーが対面するアプリケーションは、ブロックチェーンのオー

ディエンスを狙うものになる予定。Gnosis AMA（ask me anything）DAppは誰で



も、「EthereumはいつStake of Proof of Stakeにスイッチするか」「Bitcoinは
ハードフォークするか」など、予想高のための質問を市場でできるようにしてくれ

る。 Twitterボットとの単一化により、つぶやきでの参加が可能になる。 
● GNOWIZ機能 
● 最初のエンドユーザーが対面するアプリケーションと一緒に、WIZ機能を利用して

料金を支払うことができるようにする。 
● オラクル価格としてのチェイン上取引 
● WIZ機能を提供する一環として、新しく設計されたマーケットメーカーが展開され

る予定。本マーケットメーカーは、トークンの普遍的なオラクル価格として機能

し、WIZを用いてすべてのERC20トークンで取引される市場に手数料を支払えるよ

うになる。 
 
2018年第1四半期 

● GNODEXアルファ 
● GNODEXは、予測資産を取引するために、分散型でスケーラブルなステートチャネ

ル・ベースのエクスチェンジになる予定。 開発はすでに始まっているものの、その

複雑さのために、MVPに少なくとも1年の開発を要すると予想される。Gnosisは、

他のチームと力を合わせて、分散型のエクスチェンジを提供するために必要な基本

層の構築を目指している。また、予測市場の結果取引を提供するために必要な層も

追加する。 
● Gnosisは、意思決定のために予測市場を用いるのみのDAOを作るツールを構築する

予定だ。このコンセプトは、顧問のロビン・ハンソン氏によってFutarchyという名

で普及した。Futarchy DAOは決定をめぐる市場の反応を測定する。DAOは市場が

それに互助的であるときのみ決定を下す。 
● Gnosis取引インタフェースアルファ 
● ジェネリックなGnosisインターフェイスは、取引アプリケーションの要件を満たし

ていない。このため、Gnosisはトレーダー専用のインターフェイスを追加で開発中

だ。 Kraken、Poloniexほかの取引プラットフォームから、既存の取引インター

フェイスの最良部分を組み合わせ、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供

する予定。 
 
2018年第2四半期 

● Gnosisデスクトップ・スタンドアロン顧客アルファ 
● Gnosisは、IPFSとEthereumライトの顧客統合と併せ、Electronに基づくスタンド

アロン・アプリケーションを提供する予定だ。これは、完全に分散化された予測市

場サービスを可能にし、Gnosis予測市場が世界のどこからでも利用できることを保

証するもの。 
● もうひとつのGnosis DApp 
● Gnosisのコア・コンセプトは、第三者がGnosis上で予測市場アプリケーションを

開発できるようにすることだ。プラットフォームの採用を加速するために、Gnosis
チームは直接DAppsを開発する。私たちが取り組むと決めるアプリケーション分野

は、当社の事業開発リサーチに基づき、Gnosis上での開発を決めた外部チームと調

整する予定だ。 
 
2018年第3四半期 

● Gnosisモバイル・スタンドアロン顧客アルファ 



● アプリケーション・ユーザーにとってモバイル端末が支配的なプラットフォームに

なりつつあるなか、GnosisはAndroidとiOS専用アプリケーションを模索してい

る。人気のあるStatus.IMの顧客をベースに、完全分散型予測市場をモバイル端末で

も提供する予定だ。 
● Gnosis DAppストア 
● Gnosisは、デスクトップとモバイル端末でアプリケーションを販促するために、

DAppストアをスタンドアロンのアプリケーションと単一化する予定。 
 
5.5現在進行中のリサーチ 
Ethereum基金から多額の助成金を得ることができたおかげで、Futarchyの実行可能性をテ

ストする一連の実験を行う予定だ。今後2カ月間、Futarchyの成功に向けて基礎的な前提条

件をテストすべく、少なくとも3回の実験を予定している。最初の2つの実験では、インセ

ンティブが提供された時に、市場の結果を操作するアクターの能力をテストする。これらの

実験の第1段階では、ある特定の時点で5を出力することが検証されたスマートコントラク

トによって決定されるマーケットが開設される。2番目の実験では、スマートコントラクト

がランダムシードに依存する0か10のいずれかを決定する。これらの市場のそれぞれにおい

て、マニュピュレーターが期待する結果から市場価値を押しのけることができたら、彼らに

インセンティブが出されることになる。この報酬を提供することにより、当社がFutarchy
市場について誤った情報を伝えるためのインセンティブを有する市場参加者（企業の株主で

ある可能性が高い）をシミュレートし、そのようなスキームの実行可能性に関する量的情報

を提供することができる。第3の実験ではFutarchyをより直接的に、将来の一時に

Ethereumブロックチェーンの難しさで決定される市場と共にシミュレートする。これらの

実験やGnosis上で作成する一般的なツールを通じて、DAO（および他のタイプの組織）が

Futarchyを使って意思決定を通知し、かつ自動化するための強固なプラットフォームの構

築を目指す。 
 
 
 
 


