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はじめに

新しい時代のインターネットのインフラとなる
Web3.0の新技術。

その根幹技術を構成し、
Bitcoinを超えるという声も聞かれる

世界が注目するブロックチェーンが「Filecoin」。

Filecoinへの投資は、
新時代のインターネットのインフラへの投資なのです。

1. Filecoin（ファイルコイン）とは？

AWSやGCPのような大手IT企業によるクラウドサービスに
代わる技術として、アメリカのProtocol Lab社により開発さ
れた「IPFS」は分散型ストレージを構築する新時代の
Web3.0のインフラです。

このIPFSは従来のような集権型ストレージではなく、世界中
の全デバイスに眠る空きストレージを活用し、巨大なネットワ
ークを構築しようという一大プロジェクト であり、

このネットワーク参加者に与えられる報酬が
Filecoin(ファイルコイン) になります。

既にIPFSを活用した様々なサービスが世界中で誕生してお
り、この新時代のインフラへの投資ができるFilecoinが投資
家の間で注目を集めています。

2. Filecoin（ファイルコイン）が注目される理由

Filecoin  注目の新着ニュース

サーバダウンサーバダウン

サービス
停止

サービス
停止情報漏洩情報漏洩

・米ナスダックがビットコインの次に来る
三つのアルトコインの一つにFilecoinを選出

・Braveブラウザが「IPFS」対応を実装、
中央集権型から次世代の分散型Webに前進

出典：NASDAQ(https://www.nasdaq.com/articles/3-altcoins-that-could-outpace-bitcoin-in-the-coming-years-2020-12-09)

出典：マイナビ(https://news.mynavi.jp/article/20210120-1661592/)

有名企業による数々の出資実績

世界中の取引所で上場（2021/4/5 現在　59箇所）

2017年8月にICOを実施した「Filecoin」は、合計2億5,700
万ドル(約280億円)もの資金を調達しました。

その出資者の中には著名な機関投資家に加え、セコイアや
アンドリーセン・ホロウィッツ、ウィンクルボス キャピタルなど、
著名なベンチャーキャピタルも名を連ねています。

Filecoinは、アメリカ証券取引所(SEC)が唯一許可を 与えた
初めてのアメリカ生まれのコインとなりました。
2020年10月にメインネットがスタート直後から世界中の取
引所での上場を果たし、現在も増え続けています。

大量に保有するデータを管理するためのサーバー設備な
どに莫大な資金と維持費をかけている大企業にとってもこ
のIPFSの技術は魅力的であり、すでにウィキペディアやグーグ
ルなどを始めとした大手企業も採用を発表しています。

そこまで増大する世界のデータは現在、GAFAを代表する
大企業のサービスに集中しているため、情報漏洩、広告公
害、サーバーダウン、サービス停止など、一極集中によるリスク
にさらされています。

データを分散化させる技術「IPFS」があれば、このデータ一
極集中から解放され、より安価、安全にデータ保存できるた
め、このWEBインフラの将来的な問題解決が出来る様々な
分野から期待されています。

重要度に比例して、高まるリスク

BAT（ベーシックアテンショントークン）の日本上場例

現在、日本における暗号通貨取引所は上場審査が厳しく、
新規上場されるプロジェクトは殆どありません。

しかし、同じようにWeb3.0技術のブロックチェーンである
BAT（ベーシックアテンショントークン）は2020年、日本の暗
号通貨取引所「Coincheck」に上場を果たし、新型コロナ
禍の低迷相場の中でも力強く相場を形成し、現在も着実に
その価格を上昇させています。

Filecoinも現在、国内取引所に上場する可能性の話もあり、
実現すれば注目度と流動性が更に高まることでしょう。

人とのコミュニケーションも、調べ物のための検索も、仕事も
、地図も、ショッピングも、音楽や映画などのエンターテインメ
ントも今やインターネットを使う時代。

それらのちょっとしたアクション一つにもデータが発生し、処理
されています。

今、世界では毎日250万バイトのデータを算出しており、IDC 
Globalの予測によると、2025年には世界で発生するデータ
量は175ゼッタバイトにまで増えると予想されています。

テキストによるメッセージだけ見ても、
2019年は毎分350万件以上。 そして
2020年には約1520万件のテキストメッ
セージが送信され、前年比334％と膨大
なデータが蓄積されている状況です。

しかし、今まで以上に急激に巨大化するデータ市場はその
規模や重要度に見合う管理・保管の技術構築・体制が追い
ついておらず、限界を迎えています。

日本でも良くニュース等で耳にしますが、世界的に個人情
報が漏洩するトラブルが後を立たず、大切なデータが最低
限守られるという保証はありません。

世界のデータ管理システムは崩壊寸前にあるのです。

トピックス

今や世界中の人々がインターネットに依存し、データ爆発と
も表現されるデジタル社会を我々は生きています。

その利用人口が世界的に増えている事に加え、5Gなどの
高速データ通信インフラが整備され、動画などデータ量の多
いストリーミングサービスがますます身近になり、またそれを処
理する高スペックの機械が競うかのように開発され、流通し
続けています。

それに伴い、世界のデジタルデータの消費量が加速度的に
増えています。

2022年現在、世界に現存するデータの90%がここ２年間に
生成されたものであることからも、その事がよく分かります。

データは、今や我々の生活及び経済活動になくてはならな
いものになりました。

・暗号通貨ファンド最大手の米グレースケール、
ファイルコインなど５つのアルトコイン銘柄の投資信託を組成

出典：coindesk(https://www.coindeskjapan.com/102794/)

11兆7660億円　の市場規模。



出典：Tradingview(https://jp.tradingview.com/symbols/FILUSD/)

出典：Digital coin price (https://digitalcoinprice.com/forecast/filecoin)

現時点のチャート（2021/4/5 現在　1FIL=175USD）

アナリストによるFilecoinの中長期価格予想

DigitalCoinPriceアナリストによる最新のFilecoinの予想
でも、3年後の2023年には370USD付近。

需要が上昇し続けるウェブインフラの根幹技術であるため、
同社は3年後以降も中長期的に安定した成長を予想してい
ます。

世界のデータセンター・サーバの市場規模は年々増加

コンサルティング・リサーチ会社であるT4の発表によると、
世界のデータサーバの市場規模は継続的に成長し、
2023年には1,110億ドル、日本円にして11兆7660億円の市
場規模と予想しています。

この成長分野の中で、Web3.0の分散型ネットワーク技術と
いう付加価値のあるIPFSは、更なる拡大が予想されます。

3. Filecoinの現在の価格と今後の予想

「売り浴びせ」による価格変動が発生しにくい

Filecoinの総発行量は20億FILに設定されており、その内
の5%（1億FIL）はFilecoin財団に、６年間に分割して割り当
てられます。

そして10%（2億FIL）は2017年のICOに参加した投資家に、
３年間に分割して割り当てられます。

また15%(3億FIL)はProtocol Labsチームに、６年間に分割
して割り当てられます。

残りの70%(14億FIL) はマイナーに、報酬の形で20年間に
分割して割り当てられる予定です。

このようにFilecoinはその他
のアルトコインとは大きく違い、
プロジェクト側や投資家による売
り浴びせの影響が少ない形で
の初期設計がされており、比較
的安定した相場が実現します。

4. IPFS infinite JAPANとは？

日本国内データセンターに設置する
高スペックFilecoinマイニングマシンの所有案件

マイニングのパフォーマンスを上げるのに重要な要素は「安
定高速なネットワーク」「万全な保守サービス」「安定した電
力供給」を実現する日本の東京・秋葉原に構築した、日本初
で最大のマイニングプールに設置する、HUAWAI社のハイ
スペック・マイニングマシン。

参加者はこのマシンを所有し、その維持管理を当社に委託
して稼働させることで、毎日安定したFilecoinのマイニング
報酬を得ることができます。

世界が注目するFilecoinのマイニング案件を販売する業者
は現在国内にも数多く存在しますが、その多くは海外、特に
中国のマイニング業者の案件の仲介。

スキームの信頼性や言葉の壁によるコミュニケーションの
難しさ、聞いていた話と違っても泣き寝入りなど、参加者とし
ては様々な問題点や不安点が払拭しきれません。

その点、IPFS infinite JAPANは次世代のWebインフラを日
本国内で、安心・安全・高品質に構築するため、参加者も安
心して案件に参加していただけるだけでなく、

参加すること自体が日本の次世代インフラを大きくすること
に貢献していただけます。

ブロンズ
パッケージ １台＝１TB＝148,000円(税込)

シルバー
パッケージ ３台＝3TB＝440,000円(税込)

ゴールド
パッケージ ５台＝5TB＝720,000円(税込)

プラチナ
パッケージ

ゴールド
パッケージ ５台＝5TB＝720,000円(税込)

プラチナ
パッケージ １０台＝１０TB＝   　　　　 (税込)1,400,000 円1,400,000 円

運用期間は3年間

機器の買取プランですが、データセンターにおける２４時間
体制の保守メンテナンス、マイニングの担保償還期間の関
係もあり、３年間の運用となります。

契約後、最初の4カ月間は準備、データを充填する期間とな
り、報酬は発生しません。運用期間の3年間とは準備、充填
期間の4カ月間も含めた期間です。３年後のご購入機器の
取り扱いは、その際の市場の状況を見ながら協議の上で検
討いたします。

注意点

Filecoinのマイニングはデータセンターの運用であり、担保
金額、180日間のロックアップ（180分割され、随時分配）な
どがあり、機械購入直後よりすぐに全て動かせるものではあ
りません。

実際の報酬は3年間が終わった後も180日間に分けて分配
されますので、全ての報酬が入ってくるまでに3年半かかりま
す。

機械、システムの保守メンテナンス費用、電力代はマイニン
グ量の３割となります。

5.  マイニング機器販売価格

日本データセンター概要

IPFS infinite JAPANのマイニングマシンを設置する国内
データセンターとは東京都千代田区のデータセンターです。

日本においてインターネット環境が速いのは東京、大阪、沖
縄と海底ケーブルが直接繋がっている都市。

しかも千代田区は、国の官公庁（警察、自衛隊含む緊急機関
）が集中しており、最優先で復旧される地域です。

その千代田区にて、当社のデータセンターは制震構造も完
備した「災害に対し、一般の建物より高いレベルの安全性が
ある」とする基準である“J-Tier3”相当の建物をセレクト。

万が一の火災時なども窒素ガスを利用する、機械に影響が
ない消火方法を採用しています。

更に、停電時もすぐに電気を供給できる体制が整っており、
加えて非常用発電機により、最低24時間以上発電可能。

変電所も2か所以上からつなげているため、一か所からの
供給が止まったとしても電気の供給はストップしません。

インターネット通信も2回線以上の回線を契約し、リスクヘッ
ジをしています。

そして、24時間365日の有人監視を行っているため、セキュ
リティも万全です。

安心・安全な日本においても、更に最先端の設備を整えて
いるデータセンターと言えるでしょう。

※1台あたり：146,666円（税込）

※1台あたり：144,000円（税込）

※1台あたり：140,000円（税込）

Gas（ガス）とはスマートコントラクト実行のためのマイナーへの手数料の事1TiB：¥148,000＋¥50,000
3TiB：¥440,000＋¥150,000

申込時お支払い合計金額例

・1TB：¥148,000（機械１台）＋¥50,000（Gas費）＝¥198,000
 ・3TB：¥440,000（機械3台）＋¥150,000（Gas費）＝¥590,000
 ・5TB：¥720,000（機械5台）＋¥250,000（Gas費）＝¥970,000
 ・10TB：¥1,400,000（機械１0台）＋¥500,000（Gas費）＝¥1,900,000

※Gas（ガス）とはスマートコントラクト実行のために発生す
るマイナーへの手数料であり、FILマイニングをスタートす
る上で必ず支払う必要がある経費になります。

※上記に加えGas(ガス)代として1TBあたり50,000円が購
入時に別途必要になります。



6. 収益シミュレーション

・2021年4月5日時点の直近のマイニング報酬をベースに,
若干低めの予想値で算出しています（1日あたり＝0.1 FIL）。

・初回のGasも出費として入れ込んだシミュレーションです。

・3年後の予想収益は管理費など全て差し引いたものです。

現物購入VS マイニング　パフォーマンス比較 

FIL獲得コストシミュレーション

現物を購入し、FILの価格上昇に伴う3年後のキャピタルゲインを狙う場合

・198,000円＝10.42 FIL購入

[3年後に1FIL＝41,000円の場合]  10.42×41,000円 ＝ 427,200円
[3年後に1FIL＝19,000円の場合]  10.42×19,000円 ＝ 198,000円
[3年後に1FIL＝9,500円の場合]　10.42×9,500円 ＝ 99,000円

※現在価格：1FIL＝19,000円として算出
※手持ち資金：198,000円で算出

・198,000円＝ブロンズパッケージ（＋Gas)購入　(3年後の想定枚数：67.2FIL)

[3年後に1FIL＝41,000円の場合]  67.2×41,000円 ＝ 2,755,200円
[3年後に1FIL＝19,000円の場合]  67.2×19,000円 ＝ 1,276,800円
[3年後に1FIL＝9,500円の場合]　67.2×9,500円 ＝ 638,400円

マイニングにより日々のインカムゲイン＋3年後のキャピタルゲインを狙う場合

中長期的に見ると、圧倒的にマイニングの方が効率が高い！

ゴールド・プラチナパッケージは更に効率は高くなる！
※上記シミュレーションは、パフォーマンスを保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

・販売金額を、案件スタート後の３年間（1,095日間）で得られ
るマイニング報酬の最終FIL獲得期待数で割り、1FILあたり
の獲得予想コスト（単価）を算出しました。

・このFIL獲得コストが現物価格よりも安ければ、それだけお
得にFILを獲得出来たということになります。

7. IPFS infinite JAPANが他社より優れている理由

①マイニングを行う機械を購入する、設備投資の案件である
多くのマイニング業者は期限つきのストレージレンタルという形式を取っているため、期限が
過ぎると手元には何も残りませんが、IPFS infinite JAPANは機械の購入であるため機械
が残る（最終的には売却する選択肢あり）だけでなく、設備投資として経費として認められる
可能性があります。

②日本国内ではNo1規模のマイニング設備である信頼性
IPFS infinite JAPANは日本初、そして日本最大のFilecoinのマイニングプール。規模が大
きいが故の効率的な運用と管理、何より国内に設定されている安心感が海外案件と大きく
違います。

③インカムゲインとキャピタルゲインにおいて、高い期待値
IPFS infinite JAPANは1口あたりのマイニング総定数が77.28FILと、トップクラスの効率。
日々発生するこのマイニング報酬に加え、年々上昇する予測のFIL価格の予想値を勘案す
ると3年後には400%の期待値が持てるため、投資の分散の一つとして非常に適しています。

④HUAWEIの最高スペックのマシンを利用したマイニング

IPFS infinite JAPANのマイニングマシンは全て、HUAWEI JAPAN（サーバシェア世界3
位）が用意・監修を行なっており、何かトラブルがあった際にも即座にサポートされるため、
安定稼働の信頼感が非常に高い体制が整っています。

⑤マシンの設定や維持管理に至るまで、
全て国内の専門エンジニアが代行してくれる。

機械の設定・維持管理・保守、細かなトラブルに至るまで、全て日本国内のエンジニアが対
応する安心感が他社と違います。

⑥東京のトップレベルのデータセンターで
最高のネット環境および24時間体制のセキュリティを構築

東京・千代田区のデータセンターにてマイニングプールを構築しています。24時間、有人に
よるセキュリティ体制が構築されているだけでなく、耐震構造の建物で天災にも強い、日本
トップクラスのデータセンターです。また千代田区は天災が起こってもデータセンターの復
旧が優先されます。

⑦日本での運用のため日本語による明確なやりとりが可能

サーバーの設置、維持運営、保守する契約エンジニア業者だけでなく、当社も、また入金先
も全て日本国内に籍を置く、日本の企業。他社のように海外の業者を仲介する案件であり
がちな、情報伝達スピードや意思疎通に関する心配が無いだけでなく、契約通りのサービ
スを展開する信頼感が大きく違います。

マイニングの機械を購入する案件の中には、3年後に機械が手元に残り、処理が困るケー
スが聞かれますが、 IPFS infinite JAPANは3年後、協議の上で業者による買い取りの選
択肢があるため、参加者が期間中も帰還後も手間を煩わせることはございません。

⑧3年後に買取の選択肢もある

Q ) 設備投資とのことですが、個人事業主でも経費として認め
られますでしょうか？

A）一般論ですが、10万円以上、３０万円未満の設備になります
ので、小額減価償却資産の特例を使える可能性がございます。
法人であれば、現在なら中小企業経営強化税制が使える可能
性がありますので、一度専門の方にご確認下さい。

Q ) 期間として設定されている3年が経過した後はどのようにな
りますか？

A) よくあるストレージ・レンタルの案件とは違い、機械の所有権
はお客様の物です。　そのため、その機械を売却されるか、また
は継続して運用するかは、3年という期限が経った際に、当社と
ご契約者様の双方で協議して決める形となります。

Q ) マイニングが開始した後、管理手数料の３０%はどのように
お支払いすれば良いでしょうか？

A）　日々のFILマイニング量から３０％を自動で差し引かせて
いただきます。ですので、お客様自身で支払い等のお手続きは
不要です。

よくある質問

お申し込み／お問い合わせ

IPFS infinite JAPANのご購入にご興味ある方は、
こちらからお問い合わせ下さい。

© 2021 waysas all right reserved.
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お問い合わせ先：　ウェイサスIPFS事業部(info@waysas.co.jp)
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8. ご購入のプロセスと、契約書のサンプル

当商品のご購入からマイニングまでの流れをご説明致します。

１） 募集期間にお申し込み・購入手続き

2） 電子契約書の締結手続き（発行までに１週間程度）

３） 契約書締結確認後、ご請求

４） 指定の口座へ商品代金のお振り込み

５） 入金確認から最短15日後より準備期間(4カ月間)が
スタート

６） 5ヶ月目からマイニング運用開始

７） 運用期間は準備期間を含む3年間

お手続きの流れ

ご参考までに、ご契約書のサンプルを以下のリンクからご確認下さい。

http://waysas.co.jp/ipfscontructsampledenshi.pdf

電子契約書のサンプル

※上記の準備期間を終えてから、運営側が立て替えている担保分のFILを差し替える期間
として3ヶ月を有しますがこの差し替え分は最終的には機器所有者が得るFILとなります。

※準備の4ヶ月＋上記差し替え期間の3ヶ月があるため、実際に引き出し可能となるFILを
得られるのは8ヶ月目からとなります。

※ファイルコインのマイニングによる報酬には、投げ売りを防ぐための180日間ロックアップ
のルールがあるため、上記の8ヶ月後も全てをすぐに引き出せる訳ではございません（日々
の報酬は１８０日間に分けて払い出しがされます）。 

ご参考情報

ファイルコインのマイナー実績が見えるFILFOX

【FILFOX】は、ファイルコイン・ブロックチェーン上の情
報を閲覧するためのブラウザです。

（FILFOX → https://filfox.info)

世界全体のファイルコインのマイニング実績が詳細に渡
り、オンタイムで確認が出来るだけでなく、個別のマイナー
（マイニング業者・マイニングプール）のマイニング結果も全
て閲覧することが可能です。

IPFS infinite JAPANの実績も【FILFOX】を通じて閲覧可能です。
ご参考までに、以下のリンクからご確認ください。

https://filfox.info/en/address/f0155983

IPFS infinite JAPANのマイニング実績

専用ウォレットについて

当商品をご購入の皆様には、機器による日々のマイニング
量の確認・管理、そして溜まった報酬を引き出す手続きが可
能な「IPFS infinite JAPAN」専用のウォレットをご用意しま
す。

ファイルコインのマイニングには少々複雑な１８０日間のロ
ックアップという概念などがありますが、このウォレットにより
今、いくつ引き出しが出来るのかを明確に把握することが可
能です。

ウォレットの使い方・見方のマニュアルも同時にご提供させ
て頂きますので、どなた様も迷うことなく、透明性のある管
理が可能となります。

開発中

ブロンズパッケージ（1TB＝198,000 円）の、契約期間の採掘量の段階的シミュレーション


