
NFTプラットフォームとメタバースゲームで⾼付加価値とアクティブになる
Ver。2.0

[ 簡単に ]
BitcoinLegend（BCL）は、ERC-20に基づく暗号通貨資産です。NFTマーケットプラットフォーム（NFTカード、アー

トワーク）を作成します。

また、マーベルのアベンジャーズにインスパイアされたヒーローNFTカードを使ったメタバースゲームを開始します。

私たちは、3獲得戦略を確⽴することにより、暗号通貨エコシステムを開拓するつもりです。

より多くのユーザー参加を促進するために、リモートクラウドサーバーマイニングを通じてユーザーに利益をもたらす

エコシステムを作成しました。マイニングされたBCLが主要な暗号通貨取引所に上場されている場合、それはデジタル

資産としてだけでなく投資としても機能します。

2つ⽬はMaketoEarnです。ユーザーは⾃分でNFTアバターを作成し、NFTアイテムを作成し、それらを売買して

利益を上げます。

3つ⽬はPlaytoEarnです。ユーザーは、メタバースプラットフォーム上の仮想不動産を開発して投資し、ア
バターでゲームをプレイし、ユーザーが利益を上げることができるように宣伝します。
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1.背景
第4の産業⾰命とは、AI、IoT、ロボット技術、ブロックチェーンが主導する次世代の産業⾰命を指しま

す。この⽤語は、2016年6⽉にスイスで開催されたダボスフォーラムで、フォーラムの議⻑であるクラウ
スシュワブによって最初に造られました。当時、シュワブ議⻑は次のように述べています。 、第4次産業
⾰命は世界秩序を更新する原動⼒となるでしょう。」

⾔い換えれば、それはによって表されます

「スーパーコネクティビティ」、「スーパーインテリジェンス」、および「スーパーコンバージェンス」。

産業⾰命の⽬的は、⼈間の精神的および⾁体的な仕事を簡素化することです。最初の産業⾰命は、
1784年にイギリスで始まった蒸気機関と機械化でした。蒸気機関の発明により、⼈間は⽯炭を使⽤して熱
エネルギーを運動エネルギーに変換しました。たとえば、密閉された空間で⽔を加熱することによって⽣
成された⽔蒸気は、密閉された⼯場に⼊れられ、⽔の蒸発による圧⼒が発⽣しました。機械化により、労
働⼒の必要性が⼤幅に減少しました。

第⼆次産業⾰命は、⽯油を使った発電所の建設と、新しいエネルギー源を使った⼤量⽣産の電⼒でし
た。⾔い換えれば、蒸気パイプラインは⼤規模な⼯場複合施設に置き換えられました。⼯場は⼤量の製品
を⽣産し、プラスチックを⽣産するために⽯油を使⽤しました。⾃動⾞⼯場で⼿作業で⾏われていたこと
は、電気コンベヤーシステムを使⽤してフォードによって⾃動化されました。

1969年、インターネットと⾃動化⽣産システムが主導するコンピューターのデジタル化は、第3の産業
⾰命を引き起こし、それが業界全体のコンピューター化を引き起こしました。PLC（Program Logic 
Controller）を使⽤して、コンピューターが計算し、⼯場で簡単なプロセスを⾃動化します。その後、半
導体技術が開発され、重いコンピューターの代わりにポータブルモバイルスマートフォンが開発されまし
た。

⼀⾔で⾔えば、産業⾰命を⼈間の労働に⼯業化することによって⼈々が経済的かつ精神的により良い⽣
活を楽しむことができるように社会全体で起こる⾰命を指します。
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つまり、⾁体的および精神的な労働です。

第4の産業⾰命は、ロボットまたはAIを介して現実と仮想を統合することにより、オブジェクトを⾃動
的かつインテリジェントに制御できる仮想物理システムを確⽴することが期待される産業の変化を指しま
す。第4の産業⾰命は、これらの変化が⼈間の脳、ニューラルネットワーク、および⾝体に取って代わるこ
とを可能にすることです。これらのタイプの分野は、AI、IoT、ロボットテクノロジー、ドローン、⾃動運
転⾞、およびブロックチェーンです。

これらの分野の発展を、独⽴して、または2つまたは3つの組み合わせで加速するには、「超接続
性」、「超知能」、および「超収束」が必要です。

AIは⼈間の脳の役割を果たし、ロボット技術は⼈体の役割を果たします。IoTは、これらを接続する神
経系の役割を果たします。

このフォームをセキュリティと制御の下で安全に保つのはブロックチェーンです。

この技術は、産業⾰命の集⼤成である⾃動運転⾞、ドローンに適⽤されました。これは、産業⾰命を加
速するためのプラットフォームに基づいています。

過去に、スマートフォンのリーダーであるAppleは、AppStoreと呼ばれるプラットフォームを作成しま
した。つまり、ソースコードがリリースされ、世界中の誰もが開発者になってアプリを作成しました。さ
らに、ユーザーは使⽤するアプリの⻑所と短所を評価し、開発者はそれらを補⾜することで更新しまし
た。これは、1⼈または1つの会社の⼒ではなく、プログラムソースが⼀般に公開された後のプラット
フォームベースで⾏われます。

AI、ロボットテクノロジー、IoT、ドローン、⾃動運転⾞、ブロックチェーンは、相互に接続できるさ
まざまなテクノロジーです。そして、この世界とは異なるメタバースの世界がやってくる。

メタバースは、1992年にニールスティーブンソンの「SnowCrash」で最初に⾔及されました。メタ
バースは、いつでもどこでも他の⼈の⼼とつながることができる世界であるセカンドライフプラット
フォームです。

メタバースは、宇宙1、宇宙2、宇宙3など、現実とさまざまな世界が組み合わさった状態であり、どち
らが本物かわからないほどの疑似現実状態にあります。メタバースでは、本物の私とは異なる⼈⽣を送っ
ています。

これまで、iPhoneは、電話、MP3プレーヤー、ポータブルインターネットデバイスの3つの機能を1つ
に統合することでイノベーションを実現していました。iPhoneの最⼤の利点は、
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モバイルインターネット接続でいつでもどこでも他の⼈とつながることができる世界。

Metaverseは、私のようなアバターが現実ではなく仮想空間に住むセカンドライフプラットフォームで
す。iPhoneのように、アバターは超越的な空間で出会い、コミュニケーションを取り、匿名でARおよび
VR機能を使⽤して経済活動に従事することができます。

超越的な空間でアバターとして会うことは⾰新です。それは、時間と空間の概念の崩壊という形で、次
の20年間の世界の⾰新をリードするでしょう。

この⽬的のために、ビットコインレジェンドファンデーション（以下、BCLファンデーションと呼びます）

は、第4次産業⾰命の分野でブロックチェーンテクノロジー、暗号通貨、メタバースシステムを使⽤して分散型

アプリケーション（DApp）エコシステムを構築するプラットフォームになることを⽬指しています。

2.はじめにとビジョン

誰もがビジョンと夢を持っています。しかし、彼らのほとんどはそれを実現して彼らの⼼に留めることがで

きません。

特に、経済的貧困と現実への不満を解決するための努⼒がなされています。しかし、これらの努⼒の結
果を実際に達成することは困難です。

ビットコインレジェンドは、⼈々の理想を実現するために作成されました。
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私たちは、3獲得戦略を確⽴することにより、暗号通貨エコシステムを開拓するつもりです。

1つ⽬はMinetoEarnです。

経済問題から逃れる⼿段として暗号通貨を適⽤しました。また、電⼒使⽤料や電⼦部品などの投資コス
トが⾼い既存の暗号通貨マイニング⽅式とは異なり、クラウドマイニング⽅式を採⽤しました。

ビットコインレジェンド暗号通貨の利点を⾒てみましょう。
ビットコインの強みである2100万の希少性は、⾦に匹敵する価格上昇でBCLコインに含まれています。

ビットコインは最初の暗号通貨であるため、ビットコインは暗号通貨市場全体の約60％を占め、残りは
アルトコインが占めています。つまり、市場はビットコインによって⽀配されています。

しかし、ビットコインの初期開発に携わった少数の⼈々がその価値が認められているビットコインを過
剰に保有していると、多くの⼈々が採掘を試み、量不⾜のために過熱した採掘競争を引き起こしました。
多くをマイニングするために、マイニングマシンは、復号化操作に必要な優れた機能を備えたグラフィッ
クカードを使⽤して開発されました。ビットコインレジェンドは、半減期サイクルをセグメント化するこ
とにより、初期マイニング量を増やし、マイニング量を減らすように動作するように設計されています。
また、最近のスマートフォンマイニングアプリの弱点である⾦銭的⼿段としてメインネットを作成するこ
とで、さまざまなノードやDAppを使ってプログラムを開発するためのオープンソースフォームを提供しま
す。

ただし、数万種類の暗号通貨があり、単⼀の通貨として受け⼊れられないという⽋点があります。それ
を解決する⽅法として、ビットコインレジェンドは既存の暗号通貨のようなマイニング⽅法を選択し、他
の暗号通貨、各国の既存の通貨との取引に暗号通貨交換リストを採⽤しました。

⾔い換えれば、上場と利益モデルを通じて、通貨の価値が上昇し、量が半減期だけ減少し、希少性を⽣
み出します。

また、ビットコインの⽋点は、マイニングキーのASICチップとグラフィックカードの操作により、多
くのエネルギーとデータを消費することです。エネルギー消費とデータ消費を最⼩限に抑えるために、コ
ンピューターマイニング⽅式ではなくスマートフォンマイニング⽅式を選択しました。

ビットコインはまた、多くの複雑なプログラムのインストール、熱放散、およびマイニングのための床⾯積

を必要とします。スマートフォンマイニング時のシンプルな画⾯とタッチ技術で解決しました。

私たちはビットコイン通貨としての⽋点を補い、暗号通貨の基礎であるブロックチェーンに関連する第4の
産業⾰命を実現したいと考えています。マイニングされたBCLが主要な暗号通貨取引所に上場されている
場合、それはデジタル資産としてだけでなく投資としても機能します。
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2つ⽬はMaketoEarnです。

ユーザーは⾃分でNFTアバターを作成し、NFTアイテムを作成し、それらを売買して利益を上げます。BCLコア

チームはAIテクノロジーを使⽤して、本物の私に似たWebトゥーンキャラクターを作成します。

現在適⽤されているテクノロジーは、Self MadeStudioのFacialLandmarkEngineと
FacialLandmarkTriggerです。このテクノロジーを使⽤すると、ユーザーは本物の私に似た3Dアバターを
直接作成できます。髪型、顔の形、さらには⽬の⾊を変えることができます。

さらに、さまざまな⾐類、装飾品、ゲームアイテムを作成できます。また、アバターの服、アクセサリー、

ゲームアイテムを売買することもできます。これらのアイテムは、NFT作成テクノロジーを使⽤して暗号化する

ことでオークションにかけることができます。

3つ⽬はPlaytoEarnです。

BCLネットワークは、以前に作成されたNFTアバターカードを使⽤して、メタバースで経済活動を実
装します。

経済活動の中⼼は、アバターが活躍する1対1の戦闘とマルチファイティングです。

戦場周辺には様々なレストラン、喫茶店、ギャラリー、ショッピングモールが組織され、経済的な消
費活動が⾏われていました。さらに、ファイティングアリーナに参加するユーザーのために、ジム、
フィットネスセンター、武器店、薬局があります。

これらの消費活動の対象はユーザーです。また、仮想不動産を賃貸または売却することで経済活動を
⾏うこともできます。格闘ゲームの開幕時に観戦料が発⽣します。広告料⾦はゲームアレスを中⼼に発⽣
します。

これを中継する放送チャンネルが実装されます。さらに、メタバースと実際の経済活動の間のリンク
であるオンラインショッピングが⾏われます。

ユーザーはMetaverseプラットフォームで仮想不動産を開発して投資し、利益を上げることができま
す。
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3.ビットコインレジェンドの総供給量

ビットコインレジェンドネットワークは、スマートフォンでマイニングすることでビットコインレジェンド（以下、

BCL）を取得できるゲーム化されたブロックチェーンテクノロジーです。

ビットコインレジェンドネットワーク（BCLネットワーク）はERC-20ベースの資産であり、BCLプロジェクトに取り

組んでいるコミュニティによって管理されています。BCL保有者と出資投資家は、BCLプロジェクトの⽅向性とアイデ

アを提案し、投票によって却下または承認することができます。

当初設計された総発⾏数は210億でしたが、調整の半分と上場の問題により、110億に調整されました。
100億が上場されると、BCLの価値を⾼めるために段階的に燃やされます。さらに、BCLの価値は、NFTプ
ラットフォーム、メタバースゲーム、および消費活動によってさらに増加し  ます。

2022年1⽉以前（A） 2022年1⽉以降（A） 違い
アイテム

供給（BCL） パーセント（％） 供給（BCL） パーセント（％） （AB）
鉱業 15,700,000,000 75％ 6,800,000,000 62％ 8,900,000,000

コミュニティ

エアドロップ
340,000,000 3％ -340,000,000

Excangeセール 2,100,000,000 10％ 2,000,000,000 18％ 100,000,000

パブリッククラウドセール 600,000,000 3％ 60,000,000 1％ 540,000,000

創設者と
チーム

2,000,000,000 10％ 1,500,000,000 14％ 500,000,000

アンバサダー 600,000,000 3％ 300,000,000 3％ 300,000,000

TATAL SUPPLY 21,000,000,000 100％ 11,000,000,000 100％ 10,000,000,000

4.鉱業および利益の計算⽅法
マイニンググループは、マイナー（M）、リファラー（R）、およびステーキングファンダー（S）に⼤きく分けら

れ、マイニングと混雑によってBCLが付与されます。また、これらすべてを実⾏し、アプリ、ビジネス、サービスを開

発するコアチーム（C）もあります。それぞれが⾃分の役割を実⾏することでBCLを受け取ります。

ビットコインレジェンドネットワークは、BCL残⾼を使⽤して実際にビジネス、サービス、および製品を交

換し、主要な暗号通貨取引所にBCLをリストすることができるプレーヤーを育成する⼈々のネットワークとして

設計されています。

総供給量はM + R + Sです。M、R、Sは、鉱夫、紹介者、およびステーキング資⾦提供者です。マイニングが停⽌す

る前に獲得したBCLの合計。

利益は、24時間のマイニングセッションが終了するまでマイニングボタンを押して獲得したBCLの量で
す。
リストする前に毎⽇マイニングすると、この量のBCLが蓄積され、ウォレットに保存されます。
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BCLの利益は、鉱夫、参照、およびステーキング資⾦提供者の活動に依存します。

鉱夫（M）
マイナーは24時間ごとにアプリにログインし、マイニングボタンをクリックして、マイニングが存在することを確認

し、マイニングします。マイナーは、1時間あたり4 BCLの基本レートを得ることができます。これは、マイニングの合

計が減少するにつれて、4、2、1、0.5、0.25、0.13、、0.06、0BCLに減少します。ビットコインとイーサリアムは、⼤

量のエネルギーとデータを使⽤して、鉱業会社によって⾼コストで採掘されています。ただし、BCLコインは、マイニ

ング会社にとってそれほどコストがかからないクラウドサーバーからリモートでマイニングされます。マイニングボタ

ンをクリックすると、1時間あたりのマイニングマウントが⾃動的に表⽰され、マイニングセッションの24時間後に⾃

動的に終了します。利益を上げ続けるには、アプリを起動してマイニングボタンをもう⼀度クリックします。マイニン

グ結果は毎⽇記録され、累積マイニング量も表⽰されます。

当初、半分は、5,000万⼈のユーザーがサブスクライブされたときに終了するように設計されていました。ただ

し、NFTプラットフォーム‧メタバース事業により、鉱業を中⼼とした事業を拡⼤することにより、鉱業を中⼼

とした利⽤者数を1,000万⼈に調整しました。そして、それに応じて半減期が再調整されました。
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リファラー（R）

リファラーとは、メンバー間で信頼されているビットコインレジェンドネットワークに他のユーザーを積極的に紹介することで、アプリユーザーがゲームコミュ

ニティを拡⼤するのを⽀援する⼈です。彼らはさらにコミュニティメンバーの数を増やします。メンバーは、取得したBCLコインを使⽤して、開発されたプラット

フォームのメインネット上で開発された製品およびサービスのトランザクションを実⾏します。ユーザー数が増えるにつれて、更新は適切に⾏われます。リファラー

は、チームのアクティブな各メンバーの紹介ボーナスとして、基本レートの25％を追加で受け取ります。これは、チームで採掘した⼈にのみ適⽤されます。リファラー

にチームのメンバーが10⼈いて、全員が積極的にマイニングしている場合、リファラーは基本レートの10 x 25％= 250％のBCLコインを追加で取得できます。したがっ

て、より多くのBCLを取得するために、リファラーはより多くの新しいマイナーをマイニングチームに招待し、マイニングをアクティブ化するために毎⽇ログインする

ように依頼します。また、利益チームを形成するための新規ユーザーの数に制限はありません。したがって、紹介ボーナスに上限はありません。リファラーが100⼈の

ユーザーで利益チームを構築する場合と、⾃分だけをマイニングする場合の利益の差は⾮常に⼤きくなります。また、スマートフォンのマイニング⼿法で重要なのは、

BCLエコシステムがネットワークメンバーの認証の下で透過的に動作することです。この⽬的のために、ビットコインレジェンドネットワークフェーズ4に⼊ると、

Know-Your-Customer（KYC）プロセスがあります。セキュリティサークルのすべてのメンバーは、他のユーザーの商品やサービスと取引する前にKYCに合格する必要

があります。スマートフォンマイニング⽅式で重要なのは、BCLエコシステムがネットワークメンバーの認証の下で透過的に動作することです。この⽬的のために、

ビットコインレジェンドネットワークフェーズ4に⼊ると、Know-Your-Customer（KYC）プロセスがあります。セキュリティサークルのすべてのメンバーは、他のユー

ザーの商品やサービスと取引する前にKYCに合格する必要があります。スマートフォンマイニング⽅式で重要なのは、BCLエコシステムがネットワークメンバーの認証

の下で透過的に動作することです。この⽬的のために、ビットコインレジェンドネットワークフェーズ4に⼊ると、Know-Your-Customer（KYC）プロセスがあります。

セキュリティサークルのすべてのメンバーは、他のユーザーの商品やサービスと取引する前にKYCに合格する必要があります。

そのため、ネットワーク会員のうち、KYCフェーズに合格しなかった会員、期間内に合格せず保留中の
会員は正会員とはみなされません。フルメンバーとして認証されていない場合は、メンバーシップから削
除されます。また、紹介のためにマイニングして受け取ったすべてのBCLコインを失う可能性があり、KYC
認証プロセスに合格するように促されます。

ステーキング資⾦提供者（S）

ビットコインレジェンドは、NFTプラットフォーム、メタバースゲーム、マイニングアプリの開発によ
り、BCLの価値を⾼めることが期待されています。ただし、暗号通貨市場の流通量を調整するために、ス
テーキング投資システムが適⽤されます。

ステーキング投資システムは、ステーキング期間と量に応じてプログラムされ、投資家またはユーザー
に関⼼や採掘量の増加を報いるものです。

将来、別の事業を展開する場合、ステーキングファンダーは投資プログラムに基づく独⾃の判断で
投資することがあります。
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5.ロードマップ

[最新の達成されたマイルストーン（フェーズ1および

2020-2021（「MinetoEarn」プロジェクト）

√プロジェクト開発チーム、コアチームを構築する

√モバイルアプリの開発とBitcoinLegendConceptの配布
（コインアドバンテージ、マイニング⽅法、トークンエコノミー、マイニングアプリ、ウォレットデザイン）

√Androidモバイルアプリをリリース

√44か国の拡張⾔語パックを開発√iOSモバイルア
プリをリリース
√トークンエコノミーの更新（ブラインを含む）√主要な
暗号通貨取引所で上場計画を⽴てる

フェーズ2） ]

[フェーズ3]

1⽉。2022年
√CommunityAirdrop＆Pre-sale開始√公
式ウェブサイト開始
√KYC認証プロセスの開発

[フェーズ4]

2⽉。2022年
∙コミュニティエアドロップ完了
∙先⾏販売完了
∙ヒーローNFTサンプルをリリース

∙ユーザーのマイニングモニターとping機能が開発されました

∙LBankCrytocurrency交換にリストされているBCL

∙最初のバーニング＆バイバックBCLトークン

⾏進。‒ 4⽉。2022年
∙ステーキング資⾦調達システムを開始

∙レベルアッププログラム開始
∙KYC認証完了

5⽉。2022年

∙iOSとAndroidの暗号ウォレットがアクティブ化

∙BCLコインの決済と引き出し
∙「MaketoEarn」プロジェクトで⾃作スタジオを使ってヒーローNFTカードを開発

∙MXEC暗号通貨取引所にリストされているBCL
∙2回⽬のバーニング＆買い戻し
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【フェーズ5】

Q3。2022年

∙ヒーローNFTカード発売
∙暗号通貨ウォレット（NFTカードを節約）が発売されました

∙NFTPlaformの概念化と開発（NFTカードとアイテムの
販売、購⼊、オークション）

∙CMCLv.20の下で主要取引所に上場されているBCL
∙3回⽬の燃焼

【フェーズ6】

Q4。2022年

∙「MaketoEarn」プロジェクトで⽴ち上げられたNFTプラットフォーム

∙NFTカードを使⽤してメタバースゲームを開発する

∙CMCLv.20の下で主要取引所に上場されているBCL
∙4回⽬の燃焼

【フェーズ7】

2023年

∙「PlaytoEarn」プロジェクトでベータテスト済みのNFTアバターメタバースゲーム

-。1：1およびPVPゲーム（アバターゲーム）

-。仮想不動産の賃貸‧販売
∙⾃分で作ったアバター経済活動プラットフォーム
∙CMCLv.10の下で主要取引所に上場されているBCL
∙5回⽬の燃焼
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