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エグゼクティブサマリー
「発展途上国の起業家にとって、事業を開始するためのローンのというアイディアは難しいこと

ではなく、不可能なことなのです。この厳しい現実に、途上国の起業家は毎日直面していま
す。」

-モルガン・スタンレー、発展途上国におけるマイクロファイナンス

BitMinutes（ビットミニッツ）は、ブロックチェーン技術とプリペイドフォンミニッツ（または
「エアタイム」）を組み合わせることで、アンダーバンクの特別なニーズに対応する独自のソ
リューションを発明しました。ブロックチェーンは価値交換のための分配システムを可能にし、
プリペイドフォンミニッツはユーザー間で転送できる「グレーマーケット」の価値単位として日
常的に使用されています。現在、BitMinutes（ビットミニッツ）はこれらのテクノロジーを、第三
者のアプリケーションを通じて、保証付き融資および無料でグローバルな決済を提供するプリペ
イドエアタイムトークンに統合しています。
BitMinutes（ビットミニッツ）は、銀行口座を持たない世界 40億人の成人に影響を及ぼす可能性
を秘めたグローバルなソーシャルインパクトのストーリーです。この人口統計学における圧倒的
多数は、農村エリアにおける雇用機会の欠如、そして家族の世話を課されることにより財政的に
権利を奪われた女性です。BitMinutes（ビットミニッツ）の幅広いアクセシビリティ、そしてそれ
による社会的志向の低コスト金融サービスは、世界規模で、男性、そして特に女性の生活を改善
するように設計されています
BitMinute（ビットミニッツ）とは？

• BitMinutes（ビットミニッツ）（BMT）は世界 130 カ国、約 40 億ものプリペイド携帯電話で
使用可能なプリペイドミニッツの暗号化トークンです。ICO において、BMT はイーサリアム
プラットフォームに基づき、ERC20トークン標準、に変換されます。

• BMT は、グローバルな金融ネットワーク、モバイルネットワーク事業者、新興ブロック
チェーンを通じて、摩擦のない決済を可能にします。

• BitMinutes（ビットミニッツ）は、世界 70 カ国で 40 億を超える携帯電話と銀行口座への決済
力を組み合わせた 4 年間の製品開発の結果です。

実際の技術として、BitMintues（ビットミニッツ）は、大部分がまだ開発中または導入技術が大部
分を占める、最近資金提供を受けた ICOの競合企業と比べて、大幅な競争上の優位性を提供しま
す。
金融サービスの利用事例
基礎となる BMTプロトコルは、グローバルな第三者代理店、モバイルウォレットおよびバンキン
グシステムを跨いだ融資、支払いおよびプリペイドエアタイム機能にアクセスすることを可能に
します BitMinutes（ビットミニッツ）を使用している第三者アプリケーションはいくつかありま
す。
• BMT はローンの担保として活用することができ、直ちに 40 億もの携帯電話によるプリペイド

エアタイムに変換したり、第三者取引所やベンダーにより現金化することができます。
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• BitMinutes（ビットミニッツ）は現在、マスターカードのグローバル支払いネットワークと統
合されています。これにより、BitMinutes（ビットミニッツ）は第三者機関の換金による現金
や、12 億以上の銀行口座や mWallet に直接入金が可能となっています。

• 支払いおよび使用履歴は BitMinutes（ビットミニッツ） AI エンジンによりビッグデータとな
り、マイクロレンディングで使用される独自の「TAN クレジットスコア」アルゴリズムが計算
されます。

• マイクロローンベースの販売・融資 BMT は、世界中で起業家のためのビジネスチャンスを作
り出します。BMT は地方小売業者を地方銀行に変え、世界の最も小さな村や町に銀行サービ
スを提供します。

BitMinutes（ビットミニッツ）の技術

BMT技術は、クレジット拡大、決済、購入、エアタイムのためのユーザーデータによるデジタル
帳簿を活用することで、リップルとイーサリアムのブロックチェーンにおける分散された力を活
用しています。
Bitcoinとは異なり、BMTは監査機能および政府の監視機能を提供します。BitMinutes（ビットミ
ニッツ）は、国際決済セキュリティと AML（マネーロンダリング防止）標準を満たしています。
BitMinutes（ビットミニッツ）は、金融取引パートナーの ID情報の取得・格納における ISO
20022 標準フォーマットを通じて、顧客確認（KYC）の要件を満たします。すべての
BitMinutes（ビットミニッツ）取引は、エテリアムまたはリップルネットワークに埋め込まれた取
引の変更不可能なコピーと共にリアルタイムで決済されます。
従来の決済ネットワークに準拠するように設計された BitMinutes（ビットミニッツ）は、従来の
決済の世界と、リップル、そして現在のエテリアムと共にスタートした新興ブロックチェーンの
世界との間の「架け橋」です。イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を提供する大多数の新
技術とは異なり、BitMinutes（ビットミニッツ）は現在、ライブテクノロジプラットフォームを運
用しており、2014年に初めて一般に提供しました。
将来の技術

当社は BitMinutes（ビットミニッツ）の分散型分布をよりもたらし、小売業への幅広い普及を強
化するために、モバイルマイニング Androidと iOS アプリの作成をテストしています。マイニン
グアプリは、アプリがオフラインであってもバックグラウンドで実行されるため、マイニングの
進行によって消費される帯域幅はごくわずかです。従来、マイニングではグラフィック処理ユ
ニットや大規模電源など、高価なハードウェアが必要とされました。BitMinutes（ビットミニッ
ツ）は、すべてのモバイルアプリユーザーに向けたクラウドベースのマイニングによってこの問
題を解決します。
まとめ

BMT は、アンダーバンクに金融サービスを提供する際の大きなハードルを解決します。BMT モデ
ルは、主要なグローバル資産クラスであるプリペイドミニッツに流動性を追加し、グローバルに
アンダーベースの信用履歴を確立し、第三者システムによって決済のコストを削減します。
BitMinutes（ビットミニッツ）は、金融包摂の拡大により鍵を握る問題を解決し、全ての人々の利
益のために、多くの国で生活水準を高め、中産階級の成長を牽引することを試みています。 

BitMinutes  （ビットミニッツ）は、  20  億のアンバンク消費者に金融サービスを提供すると
いう世界的な銀行問題を解決するからこそ．．．  Bitcoin  よりも圧倒的に優れていのです！
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グローバルな消費者金融問題
ターゲット市場 - 20 億以上のアンダーバンク層 

背景

• 2 億人以上のアンダーバンク層が存在し、その大部分が携帯電話を保有している（ゲーツ財
団）

• グローバルな消費者需要は総額 42 億ドルもの市場であり、更に成長している（マッキン
ゼー）

• 世界的な個人対個人の決済市場は 600 億ドルであり、移転手数料収入は 600 億ドルを超える
（世界銀行）

• プリペイドモバイルミニッツは、300万以上の電話会社（GSMA）に広がっており、更なる
650 億ドル以上の世界市場を有する

現在の金融サービスは、特に開発途上国では、低所得層のユーザーには手が出せないものです。
その他の障壁には、金融サービスプロバイダからの距離、適切な文書化の欠如、金融サービスプ
ロバイダに対する信頼の欠如などがあります。一方で、銀行は消費者担保の欠如、信用履歴、低
収益性などのリスクを挙げて、これらの個人に対するソリューションを提供していません。問題
は悪化しており、最も脆弱な個人が最も経済的に排除されており、これは特に女性と農村部の貧
困層です。
現在のグローバルバンキングシステムは、これらの 20億もの潜在顧客を排除しています。正式な
銀行との関係や請求書の支払い履歴がなければ、アンダーバンク層の信用へのアクセスはほぼ不
可能です。財務的な足跡を構築するには、発展途上国の多くで欠けている電子監視と評価システ
ムが求められます。
安全なトークンとして、任意の 2つの携帯電話間で瞬時にプリペイドミニッツの形式で価値を移
転する BitMinutes（ビットミニッツ）は、相当な規模であり、尚も成長を続ける数兆ドルも
の機会を創出します。

Bitcoinは、従来の銀行や旧世界の送金オペレーター（MTO）による高価で不透明で遅い（2～3日
かかる）送金オプションを回避する、個人間での迅速な決済手段として、世界の注目を集めてい
ます。しかし残念ながら、Bitcoinの使用例は限られており、Bitcoinの匿名性により違法取引が許
可されており、このシステムは多くの国で違法とみなされています。一方、BMTプリペイドミ
ニッツはイーサリアムのブロックチェーンに書き込まれ、そして強力なマネーロンダリング防止
（AML）が埋め込まれており、顧客確認（KYC）により、取引がリアルタイムで発生し、機能的
にマルチユースケースを可能なものとします。
国際的な銀行基準に基づく BMTは、既に仮想通貨として使用されていたプリペイドミニッツを利
用して、第三者に独自の金融機能を提供します。特に、BMTトークンは、ゼロコスト（テキスト
メッセージデータレートを除く）で世界中の任意の 2つの携帯電話の間で転送することができま
す。将来的には、第三者サービスプロバイダは、消費者がローンの担保としてそのBMTを使用し、
ローンを提供することができるようになり、第 3者アプリケーションを通じて 2億以上の銀行や
モバイルウォレット、および（または）世界 200以上の通信事業者でプリペイドミニッツとして、
BMTは現金に換金できるようになります。
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以下は、アンダーバンク層が直面する金融問題と、第三者がBMTを利用してこれらの課題を解決
し解決する方法をまとめたものです。
問題 - 信用の欠如

2011年以降、新技術、革新的なビジネスモデル、野心的な政府改革が組み合わされて、アンダー
バンク層とされる成人数は 1/5（約 5億人）削減されています。しかし今日、世界の全成人の
38％にあたる 20億人が金融システムから弾かれています。
地理上の概要彼らの大部分は、僅か 6％を占める高収入の OECD諸国の成人と比較して、46％が
アンダーバンク層で、発展途上国で暮らしています。世界のアンバンク層の半分以上が、南アジ
ア、東アジア、そして太平洋に位置します。南アジアでは、約 6億 2,500万人の成人が、東アジ
ア・太平洋地域では約 4億 9,000万人の成人が、銀行口座にアクセスできません。実際、インド、
中国、インドネシアの 3つのアジア諸国だけで、世界中のアンバンカー層の成人のほぼ 40％を占
めます。サハラ以南のアフリカでは、約 3億 5,000万人のアンダーバンク層成人がおり、これは
世界全体の 17％です。
人口統計上の概要：アンダーバンク層は貧しく、不平等な扱いを受ける女性です。世界的に口座
の所有権が著しく改善される一方、いくつかのグループ間で顕著なギャップが存在します。これ
は性別により大きな差があります。世界のアンダーバンク層は男性の 35％と比べての女性は 42％
であり、 2011年と同様に 7％、性別的差異があります。開発途上国では、このギャップは 9％に
も達しており、また変化もありません。しかし、地域で大きく異なり、南アジアは 18％、東アジ
ア・太平洋は 4％となっています。全体的に見て、女性が世界のアンダーバンク人口の 55％を占
めています。そのような差は、家計収入によっても現れています。最貧層世帯の 40％が、世界の
アンダーバンク層の約半分、すなわち約 10億人を占めています。2011年以降、発展途上国にお
いて、最貧層の 40％と最富裕層の 60％の成人における口座浸透率の平均差は 6％狭まり、14％と
なっています。しかし、この変化の多くが東アジア・太平洋の貧困層における口座所有権の増加
によってもたらされたものであり、他の地域ではほぼ同じ状態です。
正式な銀行関係や請求書の支払履歴がなければ、アンダーバンク層はクレジットへのアクセスが
ほとんど不可能です。財務的な足跡を構築するには、発展途上国の多くで欠けている電子監視と
評価システムが求められます。プリペイドミニッツは「グレーマーケット」の仮想通貨として日
常的に使用されているため、BitMinutes（ビットミニッツ）はこれらの問題を解決し、すでに
BitMinutes（ビットミニッツ）のための消費者市場に対応することができます。
ソリューション - 新しいデジタルクレジット

第三者は、BMTのプリペイドミニッツ値を「インスタントデジタルクレジット」に変換して、請
求を支払い、オンラインで商品やサービスを購入したり、銀行やモバイル口座に直接入金するこ
とができます。例えば、プリペイドマスターカードの資金に使用された場合、BMTはオンライン
で商品やサービスを購入するために使用でき、どこでもマスターカードが受け入れられます。
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M-Pesaは、ケニア国内GDPの 50％以上を占める支払い基準を確立しました。BitMinutes（ビッ
トミニッツ）は、ISOバンキング標準を活用して、同様のグローバルモデルを創造し、第三者ア
プリケーションを通じてクレジットを取得し、請求を支払い、オンライン購入をもたらすデジタ
ル手段を提供しています。
問題 - 仕事不足

世界中には、数十億の小売業者が何十億という消費者に日常品を販売しています。これらの小売
業者は、包括的顧客向けに幅広いバンキングサービスを提供するのに最適な候補者であると考え
ています。ケニアでのM-Pesaの成功は、30,000以上の小売業者の努力と規制されていない支払
いシステムに基づいていました。
BitMinutes（ビットミニッツ）は、マーケティングパートナーと協力して、起業家（個人および小
売業者）およびビジネス（テレコム、銀行、小売業者）に向けて広範なサービス配信を可能にす
る類似の機会を提供します。これは、BMT技術によって強化された次世代金融サービスエコロ
ジーになります。
ソリューション - 新しい起業機会 -トラステッドエージェントネットワーク（TAN）

第三者のソリューションを通じて、小売業者および起業家は、BitMinutes（ビットミニッツ）ベー
スのローンを購入、販売、貸し出しすることができます。地方小売業者はBMT技術により地方銀
行となり、新しい金融サービスで収益を増やしながら、地域社会に貴重なサービスを提供するこ
とができます。第三者のラステッドエージェントネットワーク（TAN）小売業者のアプリケー
ションを介して、小売業者のモバイルウォレットおよびモバイルアプリケーションは、戦略パー
トナー（起業家および企業）へ提供されるプラットフォームの一部です。
問題 - 高額送金

現金送金は高額であり（5％～20％のレート）、政府によってより精査されてきており、特に農村
地域では一般的にアンダーバンク層の受取人に送金することはとても困難です。大多数の国
において携帯電話の普及率が高まっているため、現在では現金を受取人のモバイルウォ
レット（またはmWallet）に直接送ることができるようになり、開発途上国で普及してき
ています。
ソリューション - 無料送金

BMTはシンプルなプリペイドミニッツであり、当社は第三者が BMTを使用することで消費者に
無料で即座に携帯電話間で現金を送金できるようになると見込んでいます。
問題 - モバイルマネーの採用

銀行が預金者に対し、自社銀行でのみ有効だった現金使用を許可することを想像してみてくださ
い。現在、何十億ものアンダーバンク層の携帯電話ユーザーに金融サービスを提供するグローバ
ルな「ゴールドラッシュ」がありますが、これはまさにこれらの新しいモバイルウォレット
（mWallet）プラットフォームがやっていることです。彼らは互いに通信を行いません。これは、
銀行/テレコムパートナーシップ（「ウォールガーデン」アプローチ）によって提供される関連シ
ステムにユーザーをロックする設計によって行われます。したがって、これらのシステム間の価
値の交換やサービスの管理は、ほとんどの場合において問題があり、不可能となっています。同
様に、互換性のないワイヤレスネットワーク、そして高い取引手数料は、一般に mWalletの採用
を強く妨げています。
mWalletが広く採用されるためには、携帯電話を使って、今日のように現金を使用する実体（加盟
店、消費者など）間で価値の貸与または移を簡単なものにしなければなりません。BitMinutes
（ビットミニッツ）は、第三者アプリケーションを通じてこのソリューションを提供します。
ソリューション - BMT を搭載したモバイルバリュー
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BMTは、400万消費者の利便性により、消費者において広く認可されるという観点から設計され
ています。現在の壁に囲まれたガーデンアプローチはあまりにも制限されているため、プラット
ホームをつなぐ基礎的な車両（BMT）を作り出すことは、大きなチャンスを生み出します。
BMTモデルは、金融サービスの流通のための広範で一貫した小売業者慣行を提供することによっ
て、別の重要な問題を解決します。したがって、第三者アプリケーションは、先進国で ATMを使
用するのと同様に、融資の提供、ミニッツの転送、単純な引き出し /預け入れを消費者にとって容
易なものとします。

BitMinutes（ビットミニッツ） -  グローバルモバイル決済の構造
BitMinutes（ビットミニッツ）プリペイドミニッツエコノミーを創造する

BitMinutes（ビットミニッツ）は、異なる通信ネットワーク上の加入者間でエアタイムを共有でき
るようにします。第三者アプリを使用するとことで、モバイルアプリを通じて他の商品と同様に
エアタイムを売買することができます。 BitMinutes（ビットミニッツ）を購入または受信すると、
BitMinutes（ビットミニッツ）をオンデマンドでいつでも使用することができます。BMT独自の
スマートトークンアーキテクチャは、SWIFT、マスターカード、リップル、エテリアムなどの
ネットワーク間の送金を容易にするのと同様に、通信事業者間の相互運用を可能にします。
今日、BitMinutes（ビットミニッツ）は世界中で 40億のプリペイド携帯電話にトップアップする
ことができます。エアタイムベンダーのアグリゲーターがリードするパートナーシップを通じて、
BitMinutes（ビットミニッツ）はネットワークエコシステムに直接統合され、シームレスなエアタ
イムトップアップを提供します。エアタイムトップアップの受取人は、互換性のあるモバイル
ウォレットを持っている必要はありません。エアタイムは加入者番号に直接送られ、直ちにプリ
ペイドアカウントに入金されます。
モバイルオペレータの問題：銀行とのアンダーバンクバトルにおける敗北
BMTは最終的に消費者に対して利益をもたらす一方で、BMTはまた、モバイルネットワークオペ
レータ（MNO）およびプリペイドミニッツを販売する小売業者ネットワークを含む流通チェーン
全体に利益をもたらします。
多くの通信事業者は、プリペイドミニッツのインフラストラクチャおよび /またはモバイルウォ
レットサービスを提供していますが、消費者の関心は欠けています。彼らは消費者のプリペイド
ミニッツ購入履歴を持っていますが、経験、分析能力、デジタルクレジットを発行する能力に欠
けています。更に、通信事業者が広範な流通ネットワークを活用することを妨げる規則的ハード
ルが立ちはだかっています。
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モバイルオペレータソリューション：全国小売店のフットプリントを活用する

BitMinutes（ビットミニッツ）は、モバイルネットワークオペレータ（MNO）のプリペイドミ
ニッツを販売する大規模な小売業者ネットワークを有する主要プリペイド MNO ミニッツに事実上、
変換することができます。 BitMinutes（ビットミニッツ）の変換性は、すべての MNO再販業者が、
BMTの貸付、売却、換金のための既存の電子決済ネットワークに対して補償を受けることが
できることを意味します。この決済上の互換性は、主要 MNO再販業者が適切な金銭的インセン
ティブを受け入れ、TAN代理店になることに関心を持つことを意味します。デジタル配信ネット
ワークのない国や MNO の場合、BitMinutes（ビットミニッツ）および TAN モバイルアプリケー
ションはそのインフラストラクチャを提供します。

BitMinutes（ビットミニッツ）は、300 以上の MNO を持つグローバルアグリゲータを既に統合し
ており、今日、40 億台以上の携帯電話のトップオーバーができます。BitMinutes（ビットミニッ
ツ）は、契約が保留中となっている一部流通ネットワークおよび主要電気通信サービスプロバイ
ダと協議中です。交渉中のプロバイダについては、以下のリストを参照にしてください。これら
の交渉は、BMT を共同ブランドベースで、または既存の顧客に対して自らのプライベートラベル
仮想通貨として発行することを中心としています。

戦略的パートナー・小売ブランドのブランディング
当社は、国内外の一部MNOおよびテレコムサービスアグリゲータを含む複数の卸売販売の機会を
開発中です。これらは提携となった時点で発表します。

BitMinutes（ビットミニッツ）の利用ケース分析
アドレッサブル市場の総合分析

BitMinutes（ビットミニッツ）（BMT）は、複数の大規模世界市場において、流動性、そして流動
性の向上、金利の上昇、価値の利用を提供します。BitMinutes（ビットミニッツ）が第三者に対処
できる 4市場のそれぞれの予想規模は以下のとおりです。

• 世界の消費者金融市場 - 40兆ドル

世界的に、特に先進国では、クレジットに対する飽くなき需要があります。例えば、,   Kiva は、
80 カ国以上の何百万人もの人々に 10 億ドル以上の融資をもたらしました。ウォールストリート
ジャーナル紙は。近日、中国において 234％の所得率が米国と EU の消費者負債に一致するという
マイルストーンに達したと報道しました。これは、中国が達成した中産階級の成長に追いつくよ
う、その他発展途上国のクレジットへの需要が高まっていることを示しています。
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• プリペイドミニッツ市場：6,500 億ドル以上
テレコム業界団体のGSMAは、プリペイドミニッツに年間 6,500億ドル以上が費やされていると
推定しています。平均的なユーザーは毎月約 10ドル、または年間 120ドルをに消費します。

• グローバルバリュートランスファー：6,000 億ドル以上
世界銀行は今年、世界中で 6,150億ドルが国境を越えた個人間で送金されると見積もっています。

• 暗号通貨への需要：4,000 億ドル以上
Coinmarketcap.comによると、現在、暗号通貨には約 4,000億ドルの市場価値があるとされてい
ます。うち、Bitcoinが 1,300億ドル以上の規模で最大です。
次のページの図を参照にしてください。
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収益の使用
BitMinutes（ビットミニッツ）は最大、または「ハードキャップ」3,000万ドルを販売しています。
当社は、顧問料、ブローカー手数料、およびマーケティング費用を控除した後、約 2,700万ドル
の純収益使用を見積っています。当社は、アンダーバンク層のファンド消費者ローンを第三者の
貸し手を通じて低コストローンで提供し、その結果、貸付資金が最大の資金運用となります。そ
の目標額を用いて、予算は以下のように分類されます。

• 貸付資金 - 67％
低いドル価値、簡単に返済可能な 5 ドル、10 ドル、15 ドルのローンを提供することで、
BitMinutes（ビットミニッツ）ベースローンの健全な需要が予測されます。最初の 1,800万ドルの
貸付資本により、第三者は 500万ドルから数百万ドルの融資を提供することができます。平均貸
出金額はそれよりも高くなるかもしれません。しかし当社は、貸付商品に集められた資金の大部
分を配分することによって、需要に備えたいと考えています。

• マーケティング - 22％
2番目に大きな予算項目であるマーケティングは、第三者の開発者や流通パートナーが提供する保
証付きローンに対する消費者意識の向上に費やされます。これには、適切な場合はデジタルメ
ディアを含むソーシャルマーケティング、そしてトラステッドエージェントネットワークブラン
ドおよび共同ブランド小売パートナーをサポートする小売バナーおよびチラシの組み合わせが含
まれます。

• オペレーション - 9％
オペレーションには、BitMinutes（ビットミニッツ）チームの給料と海外でのオペレーションコス
トが含まれます。BMT開発はアマゾンクラウドで完全かつ安全に行われ、実装コストを削減しま
す。70カ国で提携している国内パートナーを持つことは、外国事務所設立の必要性を減らします。
BitMinutes（ビットミニッツ）は、有利な税金および暗号通貨の規制環境を有利に活用するために、
ヒテンシュタインの第三者に技術をライセンス供与する計画を有しています。

• 財務/オーバーヘッド - 2％
当社は、予期しない問題に対応するために資金部門に少額の資本を保有し、必要に応じて貸付資
本を増やす予定があります。

トークン所有権の割当
Pre-ICOおよび ICOの間に 68億 BMTが発行され、約 50％が即時取引で利用可能となります。す
べての Pre-ICOトークンは、ICO監査後 30日間の保有期間が適用されます。これには次のカテゴ
リーが含まれます： ICOマーケティングパートナーに支払われるボーナス（90日取引制限）・
10％、BMT管理チームへのインセンティブ・15％（エスクローで開催され、公演においてマイル
ストーンとなる）、貸出担保（非取引）･20％、プリペイドミニッツへの返還（非取引）・5％。
この最初の BMT発行は、取引のみ可能な BMTとなります。その結果、ICO価格 0.2ドルで評価さ
れる BMTの時価総額は、6800万ドルとなります。
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残りの BMTは将来の BitMinutes（ビットミニッツ）ローン需要、プリペイドミニッツ返還、潜在
的なモバイルマイニング履行およびその管理に対応するために資金部門で保管されます。エテリ
アムネットワークで検証可能な BMT発行総額は 1,000億ドルです。これは、必要に応じて上記の
需要を満たすために会社が発行することができる BMTの最大額を表します。これは非常に成功し
たリップルモデルをエミュレートしますが、より広範な利用ケースを有しています。

BitMinutes（ビットミニッツ）マイルストーンロー
ドマップ
次のページをご覧ください。
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企業のリーダーシップ
マネジメントチーム
BitMinutes（ビットミニッツ）マネジメントチームは、SWIFT元CEO世界銀行決済ネットワーク、
マスターカードおよび通貨監督官庁（OCC）元顧問、そして複数のハーバードビジネススクール
やスタンフォードの卒業生を含む、熟練した世界的金融サービスや技術専門家で構成されていま
す。更に、当社は強固な経営陣および顧問チームにより、世界のアンダーバンク人口に低コスト
の金融サービスと雇用創出の機会を提供するうえで最高の企業であると信じています。
トーマス メレディス（Thomas Meredith） - 会長兼最高経営責任者（CEO）
メレディス氏は、インターネット、金融サービス、テレコミュニケーションの豊富な経験を有し
ています。最初の 32ビットアーキテクチャが導入された時、Digital Equipment Corporationでコ
ンピュータのキャリアをスタートさせました。また初の Appleクローンメーカーである Franklin
Computers・オリジナルチームメンバーの 1人であり、800以上の小売業者を含む 11の西部州を
管理していました。さらに、人工知能のリーディングカンパニーである Lisp Machineの連邦シス
テムディレクターを務めました。
また VoxLinkを設立し、ボイスメールと電子メールの統合における革新的企業である同社を 7年
間経営しました。更に、インターネット上で最初に国際的な大規模クレジットカード処理を担っ
た最初のオンラインゲーム企業の 1社とされる Internet Gamingを立ち上げました。加えて、長年
にわたってモーゲージおよびクレジットカード /デビットカード処理の自動化に関して、金融サー
ビス業界でコンサルティングを行ってきました。
メレディスは、ハーバードビジネススクールの起業家スタディの卒業生であり、また 3年間の学
術奨学金を受けてエンジニアの学位をスタンフォード大学を取得しています。また、フランス語
とスペイン語に関する実務知識を持っています。
パディ アトムリ（Paddy Atmuri ）- 最高財務責任者（CFO）
アトムリ氏は、3M、カーギル、コカ・コーラといったフォーチュン 100企業、そして EMC、ベ
ンジャミンムーア、AMGファンドといった中規模企業において、ファイナンストランスフォー
メーションの指導的役割を担ってきました。財務計画を率いており、CFOの要職をより積極的な
ものとし、CEOの有能なビジネスパートナーとなっています。また、タイムリーにすべてのス
テークホルダーへ報告を行い、大幅なコスト削減を実現するための戦略的イニシアチブリーダー
として活躍しています。過去に、アトランタに本居地を置く Embassy National Bankや今日まで
著しく成長を遂げているチャータード銀行をはじめ、複数の新興企業で重要な役割を果たしてき
ました。また、アクセンチュア新製品イニシアチブに参加しています。CPA保有者であり、カリ
フォルニア州立大学からMBAを取得しています。
モリス ムワンガ（Morris Mwanga） - 最高技術責任者（CTO）
ムワンガ氏は、世界有数の経験豊富な金融技術起業家の一人です。コンピュータサイエンスにお
ける上級学歴を追求する前に、サハラ以南のアフリカで金融取引およびモバイルウォレット技術
を開発していました。当該期間、モバイル通信技術経験を含む幅広い銀行統合専門知識を獲得し、
それまでのモバイル通信技術を補完しました。これらはどちらも、グローバルにモバイル金融
サービス提供に変革をもたらすモバイルウォレットテクノロジーの主要コンポーネントです。ム
ワンガ氏は、プログラミングスタッフとすべてのアウトソーシング統合の両方を監督し、
BitMinutes（ビットミニッツ）開発作業全体を率いました。
モバイルウォレット開発管理の専門知識に加えて、12年以上のプログラミング経験を有していま
す。ムワンガ氏は、コンピュータ工学学士号とコンピュータサイエンス修士号を取得しています。
また、公認情報システム監査人（CISSP）でもあります。
ケーン ルイス（Kern Lewi） - マーケティング責任者
ルイス氏は 25年にわたる金融サービスの経験を持つベテランマーケティングプロフェッショナル
です。P2Pへの入社前は、世界貯蓄銀行および CMGモーゲージのマーケティングプログラムの
指揮を 8年担当しました。世界貯蓄銀行では、借り換えブームの際の厳しい競争圧力に直面して、
顧客維持率を倍増させるために奮闘しました。CMGでは、住宅ローン・アクセラレーターローン
商品の導入を指導し、モーゲージ業界において有益な新しいニッチを生み出しました。商品の立
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ち上げを支援するために、採用活動を主導し、2年間で 10,000人以上のローンエージェントをひ
きつけ、教育しました。
ルイス氏のキャリアはアメリカンエキスプレスの加盟店サービス部門でスタートし、新規加盟店
を魅了するための加盟店からの認定獲得、既存加盟店との関係維持・拡大のためのプログラム開
発を担当しました。アメリカンエキスプレス退社後はグレートウエスタンバンクのクレジット
カードマーケティングを担当し、その後 2年間、米国平和部隊でウクライナとアルバニアにおい
てビジネス教育者および小規模ビジネス顧問として奉仕しました。ルイス氏は、ハーバード大学
院経営大学院でMBAを、スタンフォード大学で経済学学士号を取得しています。
ピーター カラザース（Peter Carruthers） - コンプライアンス、銀行業務および FX部門長
カラザース氏は 25年間、フォーチュン 500企業および FXリスクマネジメント機関投資家の顧問
を勤めています。長期的なクライアントに非常に効果的で革新的な FXソリューションを提供する
ことに重点を置いています。15年間、シティバンクで FXアドバイザリーを勤め、残りの 6年間
はCapital Markets.のディレクターとして従事しました。また、クレディ・スイス /ファースト・ボ
ストン、ノバスコシア銀行、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドでの勤務経験を有してい
ます。
カラザース氏は、マンハッタン・カレッジにおいて会計学を副専攻としてファイナンス学士を取
得し、フォードハム大学で MBAを取得しました。また、NFAシリーズ 3および FINRAシリーズ
7、63の称号で登録されています。加えて、国際慈善財団の取締役会および財務チームのアク
ティブメンバーでもあります。
ドナルドチャップマン（Donald Chapman）- グローバルビジネス開発責任者
チャップマン氏は、コンサルティングやビジネス開発において 15年以上の専門的経験を持つ金融
サービス技術および決算分野のプロフェッショナルです。P2Pへの入社前に、フィデリティナ
ショナルインフォメーションサービス（FIS）やフォーチュン 500金融テクノロジー企業に向け、
リアルタイムのグローバル決済ネットワーク（PayNet）の確立を支援してきました。また、プル
デンシャル・ファイナンシャル、ディスカバリー・コミュニケーションズ、ワイス、オーシャン
スプレークランベリーといったクライアントと協力し、企業コンサルティングに 8年従事しまし
た。
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チャップマン氏は、プロビデンス大学を卒業し、NCAAラクロス 1部選手であり、ディーンズリ
ストのメンバーとなっています。また、バブソンカレッジ F.W.からインベストメントコンセント
レーションでMBAを取得しています。オリンスクールオブビジネス（米国ナンバーワンのアント
レプレナーシップ）ニュースおよびワールドレポート
マデオ ラディッロ（Amadeo Radillo） - 中南米局長
ラディッロ氏は、FinTechおよび金融サービス業界で 25年以上の豊富な経験を有する、バイリン
ガル（英語、スペイン語、ポルトガル語）で、バイカルチュラルのシニア財務・決済エグゼク
ティブです。BitMinutes（ビットミニッツ）入社前は、ウィスコンシン州マディソン /ワシントン
DC のWorld Council of Credit Unions（WOCCUサービスグループ）の金融サービスグループ最高
経営責任者（CEO）であり、その間、決済スイッチ、カード発行、モバイルソリューションを中
心に、オンライン・デジタルイノベーションと製品開発を通じて、World Councilのモバイルファ
イナンシャルサービスのフットプリントを拡大するという企業目標を発展・維持させてきました。
また、エクアドル、メキシコ、ペルー、ボリビア、コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、パラ
グアイ、パナマ、ドミニカ共和国において新規および既存クライアントとの関係を開発してきま
した。
WOCCUサービスグループ以前は、ベスタのコーポレート・ファイナンス・マネージャーおよび
ラテンアメリカ商品ジェネラルマネージャーを務めました。ベスタ在職中、決済プラットフォー
ム、技術インフラ、価格モデルや財務モデルを開発・導入し、ケース毎に国際金融、ベストプラ
クティス運用ビジネスのガイダンスを提供し、ラテンアメリカの金融業界において、バンキング
および商業関係を豊かに構築しています。
ジュアン ソト（Juan Soto） -トラステッドエージェントネットワーク（TAN）・マーチャント
リレーションズディレクター
ソト氏は、上級支払業界のベテランであり、そのキャリアを販売時点管理、取引処理、マーチャ
ント獲得市場に費やしてきました。最近では、米国においてヒスパニック系およびアンダーバン
ク市場を対象としたマーチャントサービスおよびコンサルティングを提供する Tesoro Payment
Solutionsを立ち上げました。
また、Fleetcor（フリートカード発行プロセッサ）、Planet Payment（ダイナミック通貨変換処
理）、 Noblett  &  Associates（決済技術コンサルタント）、 Chase Merchant  Services &
NaBANCO（クレジットカード加盟店獲得）、IVI Checkmate / Ingenico（POSマシンメーカー）
といった様々な業界で営業管理およびビジネス開発を担当してきました。
フアン氏は、フロリダ州マイアミのフロリダ国際大学で経営学学士号を取得し、財務およびマー
ケティングを専攻しています。また、テクニカル・プレエンジニアリング関連の学位も取得して
おり、スペイン語に精通しています。
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マキシン アラガル（Maxine Alagar） -カスタマーサービスおよびマーチャントサポートディレク
ター
マキシン氏は、電話業界において 35年ものカスタマーサービス経験を BitMinutes（ビットミニッ
ツ）にもたらしました。ごく最近では、Global Connectionにおいてオペレーションディレクター
に従事し、86カスタマーサービスを含むナショナルコールセンター、ネットワークオペレーショ
ンおよびコールセンター要員の雇用、訓練、解雇といったヒューマンリソース部門を担当してい
ました。コールセンターでは、南東部におい 2,200以上のエージェントをサポートし、50  万人も
の主にヒスパニック系顧客を向けたホームテレフォンサービスを転売しました。最終的に
BellSouthで 25年を勤め上げ、最終的な肩書きは代金回収オペレーションディレクターとなりま
した。マキシン氏は BitMinutes（ビットミニッツ）マーケティングチームと緊密に協力して、小
売業者や内部サービス担当者に重要な情報やトレーニングを提供しています。
デニス　グッドイナフ （Dennis Goodenough） - プロダクト・プラットフォームディレクター
グッドイナフ氏は、金融サービス分野で 30年以上の経験を有しています。金融メッセージング企
業である SWIFTに 11年勤務し、大規模口座管理、事業開発、パートナー管理、コミュニケー
ションおよび規制関連を担当しました。また、DTCCの米国市場中央証券保管庫で 5年間勤務し、
STP問題、参照データ、および T + 3決済サイクルへの移行に取り組みました。アメリカンエキ
スプレスでの 11年の在任期間中、財務、オペレーション、マーケティング部門において昇進を重
ねました。
また ISITC、SIFMA、Asset Managers Forumなど、米国を拠点とする数多くの業界組織で活発に
活動しています。グッドイナフ氏は、ニューヨーク大学の Stern School of Businessで金融/マー
ケティングのMBAを、Hobart Collegeで学士を取得しています。
諮問委員会
レオナルド H. シュランク （Leonard H. Schrank）
シュランク氏は、1992年から 2007年、200カ国において約 8,000の金融機関へ安全な標準化さ
れた金融メッセージング・サービスおよびインタフェース・ソフトウェアを提供するブリュッセ
ルを拠点とする世界的な金融メッセージングシステム企業・SWIFTの最高経営責任者（CEO）で
した。SWIFTは、G-10中央銀行からの上級委員会により、国際収支において重要な役割を果たす
よう監督されています。2001年 9月 11日の攻撃に伴い、シュランク氏は米国との関係を監督し
ました。テロ対策問題に関する財務省やその他の国々。MIT卒で、現在は国際大手銀行である
HSBCを含む複数の国際企業出取締役を務めています。
ブライアン W.スミス（Brian W. Smith）
スミス氏は金融サービス業界に 42年間従事しています。スミス氏は、大統領府のメンバーであっ
たマスターカードインターナショナルの SVP相談役兼コーポレートセクレタリーでありました。
また、通貨監督室のチーフカウンセルおよび政策グループのメンバーであり、複数の多国籍法律
事務所のシニアパートナーでもありました。直近では、- Latham＆Watkins、LLPにおいて金融規
制慣行を率いました。また、複数の企業において取締役会役員であり、慈善団体のメンバーでも
あります。
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スミス氏は、銀行やその他金融サービス会社、決済システムや商品に適用される法律・規制分野
におけるエキスパートです。
コンサルタント
ジェイ ポストマ（Jay Postma） - 送金コンプライアンス
ポストマ氏は、MSB Compliance、Inc.の創設者兼社長として、最近ではアトランタ連邦準備制度
理事会（FRB）との間で、送金コンプライアンスに関するアドバイスを提供しており、豊富な経
験を有しています。また、必要とされる地域での送金ライセンスの取得、および米国連邦レベル
での FinCEN承認について、BitMinutes（ビットミニッツ）に助言しています
国内BitMinutes（ビットミニッツ）サポート
B.M.カンナ（Khanna ）- インド
B.M.カンナ氏は、インド・電子通信局（DOT）に 40年以上携わっており、電気通信分野において
重要な地位付けにいます。
直近では、インド、デリー、ムンバイといった大都市の２都市にサービスを提供する公立通信会
社Mahanagar Telephone Nigam Ltd.の会長兼マネージングディレクターでありました。MTNL の
最高経営責任者（CEO）として 7 年の在任期間、インドで最も効率的に管理されている 5 大公共
部門として認められました。優れた業績に向け、以下の様々な賞を受賞しています。テレコム・
オブ・ザ・イヤー賞と Shiromani Vikas賞はコルカタにおいてマザー・テレサにより授与され
ました。

かつてアラハバードの Indian Telephone Industries（ITI）の CEOおよび副総裁として、Telecom
Headquartersのインドテレコミュニケーション長期計画の実施を担当していました。また、アフ
リカ地域のための PANAFTELシステム実装のための Addis Ababaの ITUにおいて上級専門家でも
ありました。それ以前は、Telecomにおいて本部長ディレクターを務めていました。また、ムン
バイのマイクロ波プロジェクトのディレクターとして、インド西部地域への新システム導入を
担っていました。
カンナ氏は、下記の企業を含む複数の多国籍企業の顧問でもありました。AT＆T、NCR、Lucent
Technologies 、 Arraycom、 Hughes  Network  Systems、 HCL Infosystems、 American  Tower
Corporation、CH2M Hillなど。インド電気通信会のシニアメンバーであるカンナ氏は、重要な政
策立案段階において、インド工業連合（CII）およびエレクトロニクス・テレコムエンジニアリン
グ学会フェローと提携しています。CIIナショナル・テレコム・カウンシルの一員として、インド
のテレコム産業に影響を及ぼす規制上の問題と同様に、CIIによる主要電気通信政策イニシアチブ
にも密接に関わってきました。
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チト コリンズ　（Chito Collins） - フィリピン
コリンズ氏は、IBM、Digital Equipment Corp、Sunといった企業や、CyberCash、IBM Payments
Group、CyberSourceからインターネット決済サービスに特化した eコマース専門家を含むスター
トアップ企業において、25年ものコンピュータおよび決済処理業界経験を有しています。また、
電子商取引業界の主要企業において、ビジネス開発、戦略的パートナーシップの分野で豊富な経
験を有しています。更に、大中小企業のための収益性の高い独立リモートセールスおよびテクニ
カルリージョナルオフィスの設立において実績があります。コリンズ氏は多くの国々の指導者を
輩出した大学に通っており、米国とフィリピンで最も多くの時間を過ごします。
ピーター パン （Peter Pang） - 中国
パン氏は、知的財産、会社法及び国際合弁事業の分野で高い専門知識を持つ一流国際法律事務
所・IPO PANG P.C.の創設者であり、主任弁護士です。
Shell Oil Company、Hershey Foods Corporation、Dole Food Company、およびニッサン北米を含
む、複数の Fortune 500企業への一般法人顧問を勤めました。特に中華人民共和国において、著名
アメリカンブランドを著作権侵害と偽造から保護することを専門としていました。また M＆Aの
専門家でもあり、50億ドル以上の取引に参与しています。
ベテランビジネスマン、そして起業家として、中国・広州を拠点とする物流スタートアップ企業
の Globalontime.com、Guanghzou、の創業者兼最高経営責任者（CEO）であり、また 1994 年に
中国にホームショッピングを導入した最初の外国企業である北京の International Shopping 

Network, Inc.のディレクターも勤め上げました。かつては、エレクトロニクス機器メーカーであ
る CMC Technologies International、Inc.の社長であり、同社においてオーストラリア入札企業へ
の販売を監督していました。パン氏は、著名な中国ビジネスエキスパートであり、中国の世界貿
易機関（WTO）参入の法的経済的影響から、インターネット企業から中国の製造施設まで、数多
くの事業を設立、運営、販売している著名な事業家でもあります。

パン氏は、広東語と中国語に精通しています。パン氏は UCバークレー校、サンタクララ法科大
学院を卒業しており、同校の法律審査メンバーでもありました。また、ヒューストン大学で国際
経済法の LLMを取得し、デューク大学のフュークアビジネススクールに出席し、中国と香港で法
律・経済を学んでいます。
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スマートトークンテクノロジー
BitMinutes（ビットミニッツ）を強化するスマートトークンテクノロジ
BitMinutes（ビットミニッツ）は、ブロックチェーンネットワーク上で動作する独自のスマート
トークンテクノロジ、つまりエテリアムに基づいています。送信者に発行された BMTは、詐欺や
マネーロンダリングを防ぐために送信者のユニーク ID（UID）でカスタマイズされます。独自の
BMTが発行され、受信者のモバイルウォレットに、テキストメッセージ、Eメール、および/また
はスマートフォンアプリケーションを介して送信されます。
Bitcoinとは異なり、BMTは監査機能と政府監視機能を提供します。BitMinutes（ビットミニッ
ツ）を融資に使用した場合、現金として送金されるか、またはプリペイドエアタイムにレバレッ
ジされ、国際決済セキュリティおよび AML（American Money Guarantee）基準を満たします。ス
マートトークンは、金融取引参加者の身元情報を取得して格納する ISO 20022標準フォーマット
を通じて、顧客確認（KYC）の要件を把握します。
ISO標準に基づいて、BMTはバイオメトリック情報とスマート契約ビジネスロジックを追加する
ための追加データフィールドを有しています。これにより、任意の変数に基づいてBMTの使用を
制限することができます。例えば、償還国、受取人のキャリア、および/またはそのmWalletの構
成です。
現在、BMTの背後にあるスマートトークンテクノロジーは、世界的な P2P Cashグローバル送金
ネットワークを介してクロスボーダー送金を容易にしています。具体的には、リップルネット
ワーク上でメキシコの外国為替取引を米国で決済する段階にあります。すべての取引は、リップ
ルネットワークに永久に埋め込まれた取引全体の不変コピーでリアルタイムに解決されます。
元々、従来の決済ネットワークに適合するように構築された BitMinutes（ビットミニッツ）は、
従来の世界と新しい、新興ブロックチェーンの世界との間の「橋」となっており、リップル（ラ
イブ）で始まり、そして現在のイーサリアムとなっています。
P2P Cashはスマートトークン（ST）テクノロジーを決済エンジン、スイッチング機能、アイデ
ンティティ管理のコアとして開発しました。したがって、スマートトークンは、BMTの送金プ
ラットフォームを推進し、グローバル決済ネットワーク間の相互運用性を提供する基盤技術です。
スマートトークンを使用することにより、送信者と受信者の間で取引情報を非公開にしながら、
値を公開元帳間で交換することができます。リップルとイーサリアムの間の相互運用性に加えて、
スマートトークンは SWIFTとマスターカードの HomeSend（ホームセンド）のような既存の従来
のグローバル決済ネットワークを統合します。
スマートトークンテクノロジーは、グローバルバンキング標準 ISO 20022に基づいて信用を拡張
し、価値を交換するために、スマート契約、トークン化とブロックチェーンを統合し、金融サー
ビスに統一しました。スマートトークンテクノロジーを活用することで、BMTは銀行間の相互運
用を生み出すリップルの XRPトークンといったモバイルバンキングの相互運用性を創造します。
技術的な詳細とフローチャートについては、付録Cを参照してください。
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図 1-スマートトークンアーキテクチャの概要

運用と計画改善
以下のシステムは、BitMinutes（ビットミニッツ）の親会社である P2P Cashによって開発されま
した。P2PCashからの無料送金は、アフリカの最大のリテール銀行であるエクイティバンクとの
ジョイントベンチャーを通じて、3年以上にわたって運用されています。グローバル P2P Cashエ
コシステムは、BitMinutes（ビットミニッツ）を促進し、広げることができます。
当社は、4年間の 70カ国での BitMinutes（ビットミニッツ）分配と組み合わせた製品開発が、ま
だ開発中または実施段階である技術に基づいた最近の資金提供 ICO の競合他社に対して、
BitMinutes（ビットミニッツ）に重要な競争上の優位性を与えると信じています。
保証付きスマートローン

BitMinutes（ビットミニッツ）プラットフォームは、グラミン銀行によって開発され、世界的に事
業を展開するマイクロファイナンス NGO の大部分が使用している、世界有数のマイクロファイナ
ンスプラットフォーム MIFOS(www.MIFOS.org)を統合しています。BitMinutes（ビットミニッ
ツ）チームは、当社の既存の MIFOS 融資プラットフォームや AI ローン引受会社とパートナーに
人工知能（AI）引受技術を追加するオプションを検討しています。

保証付きスマートローンは当初、すでに P2Pが BitMinute担保スマートローンを起動する態勢が
整った販売パートナーを有する、コロンビア、メキシコ、グアテマラの第三者を介して行われる
予定です。当社は、第二段階として、インドやフィリピンにおいて、第三者パートナー経由で
BitMinutes（ビットミニッツ）融資の展開を計画しています。TANエージェントのネットワークを
活用し、BitMinutes（ビットミニッツ）は世界のアンダーバンク層消費者のために、スマートロー
ンが手頃な価格で広がる流動性や担保を提供します。
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クライアントサービスオペレーション
クライアントサービスセンター

BMTクライアントサービスセンター営業時間：09：00～21:00 EST当社は顧客のニーズを満たす
ために、お客様が世界中のどこにいても母国語でコミュニケーションできることが不可欠である
ことを理解しています。クライアント担当者は、英語およびスペイン語に堪能であり、更に将来
的にはクライアントサービスセンター向けに、ヒンディー語、韓国語、スワヒリ語、ポルトガル
語、タガログ語スタッフを計画しています。
クライアントサービスサポート

当社クライアントサービスの通常営業時間（09：00～21:00 EST）外でアシスタントを必要とさ
れる場合、お急ぎでない場合は、   support@BitMinutes.com  に電子メールメッセージをお送りく
ださい。お問い合わせは 24営業時間以内に対応いたします。
クライアントサービスチャット

即時のアシスタントを必要とされる場合、当社サイト上で 24時間、英語でライブエージェントと
チャットいただけます。ライブエージェントがご質問にお応えし、ウォレットの作成、アカウン
トアクセス、BMT購入、または一般的なアカウント情報に対してアシスタントを提供します。
クライアント上位

上位問題に対しては、ただちに解決するため  max@BitMinutes.com  までご連絡ください。

競争
グローバル通信事業者

BitMinutes（ビットミニッツ）はシンプルなプリペイドミニッツでとして、当社の唯一且つ真の競
争相手はグローバル通信事業者です。しかし、一方でプライベート BitMinutes（ビットミニッ
ツ）ブランドとして世界中のほぼ全ての大手通信事業者のプリペイドミニッツを販売しているた
め、「友人でもあり敵でもある」ケースです。
潜在的な第三者アプリケーションとの競合

BitMinutes（ビットミニッツ）は、グローバルなアンバンク金融サービスニーズに対応するために
いくつかの第三者アプリケーションを使用するため、下記の市場での競争を予想しています。
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貸付：従来の銀行、マイクロファイナンス NGO、ブラックマーケット

アンダーバンク層への商業クレジット供与者は、村での小売り不足のため事実上、存在しません。
マイクロファイナンス NGOは、資金不足、人員不足、労働力により、ビジネスモデルを拡大でき
ません。200ドルのマイクロファイナンスローンを教育し、処理し、引き受けるのに、2～3人の
人手がかかることがあります。無免許の闇市場は、100％を超える金利で無担保ローンを提供する
略奪的な貸し手でいっぱいです。グレー市場モデルも、非常に細分化されており、維持不可能で
す。
BitMinutes（ビットミニッツ）が保証している保証付きローンプログラムを提供する第三者は、消
費者の信用履歴を作成して市場を見つけることになると予想しています。
送金：ウェスタンユニオン、マネーグラム、Xoom、従来の銀行

すべての銀行と現行の従来の送金は、外国為替相場のスプレッドに加えて、より高い手数料（フ
ラット料金および/または広告代価）で競合します。Xoom（US）、TransferWise / Azimo（UK /
EU）のようなウエスタンユニオンより小額の送金料を課すオンライン競合企業も、まだ料金を徴
収しています。近いうちにこれらの送金競争相手の誰もが手数料をゼロに引き下げることはない
と考えています。彼らには、BitMinutes（ビットミニッツ）テクノロジーの優位性、無料モバイル
ウォレット、および BMTを使用して第三者が開発する予定の無料価格設定ビジネスモデルが欠け
ています。
Bitcoin およびその他暗号通貨

トークン化されると、BitMinutes（ビットミニッツ）はいくつかの理由で仮想通貨として Bitcoin

よりも優れています。貸出機能、取引速度、固有資産価値及び AntiMoneyロンダリング
（AML）BMT に埋め込まれたスマートトークンアーキテクチャ例えば、BMT は数秒で融資の担
保として使用でき、プリペイドミニッツに変換することができるのに対し、ビットコイン取引を
は 1時間はかかります。

また、技術の実装とグローバル物流開発の 4年間により、BitMinutes（ビットミニッツ）は最近、
ICOが資金提供したもののまだ開発中または導入中の競合他社より競争上の優位性を提供するこ
とができます。
より詳細な分析については、付録 Aのタイトルを参照してください。BitMinutes（ビットミニッ
ツ）が Bitcoinより優れている理由
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