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エターナル・バイキングス  

ホワイトペーパー V1.2  

「歴史を検証すると…イノベーションは、人にインセンティブ
を与えることだけではなく、それらの発想が生まれる環境を整
えることに由来する…」  

- スティーブン・ジョンソン  
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はじめに  

こんにちは、バイキング！私たちのプロジェクト、またホワイト

ペーパーに関心をお寄せいただき、ありがとうございます。エタ

ーナル・バイキングスというベンチャー企業は、初心者と経験者

の両方を念頭に置いて設立されましたが、以下に記載の情報も同

様の配慮に基づいています。  

このホワイトペーパーは、皆様に私たちについて知っていただき

たいこと（およびプラスアルファの情報）を簡潔にまとめていま

す。完全主義の私たちは、このプロジェクトのあらゆる側面に関

して、細部にまでこだわっています。  

エターナル・バイキングスとは、メタバースにより、世界に大

きな変革をもたらすことを目標にするコミュニティが所有・運

営するバーチャル不動産ベンチャー企業です。 

 

 

エターナル・バイキングス・プロジェクトは、弊社とコミュニテ

ィが均等に所有するものです。したがって、皆様がプロジェクト

をよりパワフルにするための提案やコメントをお持ちでしたら、

どうか積極的にご提示ください。  
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また、エターナル・バイキングスという重層的なプロジェクトに

ついて、いろいろな疑問をお持ちかと思います。これらの疑問に

対する回答やエターナルバイキングに関する詳しい情報をご希望

の方は、弊社の公式サイトである Discord をご覧ください。弊社

のチームが皆様をご案内いたします。  

バーチャル不動産投資家向けのプロジェクト  

2011 年当時は、暗号資産は一つのスキームに過ぎないという見方

が世界の主流でした。それから、11 年が経過した今日、ブロック

チェーン・テクノロジーはあらゆる部門で幅広く採用され、それ

により、Web3 時代の礎が築かれ、メタバースが包括的な役割を

果たす時代の幕が開けようとしています。当時、このテクノロジ

ーをバッシングしていた人々の多くは、現在、非中央集権化が未

来の経済に活力を与えるということを認めています。Citibank に

よれば、メタバース市場だけで、その価値がここ8年以内に$13兆

米ドルに達するだろうと予測しています。  

不動産の専門家、暗号資産愛好者、メタバース信者で構成される

私たちのチームは、その効用と価値の正確な可能性を把握するた

めの取り組みさえ、まだ始まっていないと信じています。 
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多くの可能性を持つバーチャル不動産の活用という点に関して

は、列車が駅を出発していないのではなく、到着してすらいない

のです…。  

 

私たちの目標は、バーチャル不動産を信じるすべての人々のため

の主要な拠点となる非中央集権的コミュニティを作り、そのメン

バーに儲かる土地や貴重な情報、それらがもたらすユニークな機

会を提供することです。  

エターナル・バイキングスは、全能の神々（先見の明のあるアー

ティストを私たちはそう呼んでいますが）によって作成された

5000 枚の輝かしいバイキングたちのジェネシス・コレクションを

売り物としています。しかし、私たちは単なるデジタルアートの

ベンチャー企業ではありません…。  

バイキング NFT の所有者は、私たちの未来のエコシステムの最初

の支配者となり、私たちのコミュニティが所有・運営する自然を

介して、メタバースを征服する私たちのミッションにおいて、重

要な役割を果たすことになります。  

 

 

 

 

 



© 2022 エターナル・バイキングス. 無断転載禁止. 著作権および占有資料 ホワイトペーパー V. 

1.1c 

「メタ」ってどういうこと？  

メタバースとは、私たちの現実世界とデジタルの世界がシームレ

スに融合したものと理解してください。それは、私たちが働き、

遊び、リラックスし、取引し、交流することができる統一された

仮想コミュニティです。メタバースはまだ進化の初期段階にある

フロンティアであり、確立した包括的な定義は存在しません。し

かし、常に、メタバースとは何か、またメタバースの未来の可能

性というテーマに関する問いかけがなされています。  

多数の世界  

単一の仮想世界ではなく、むしろ多数の（技術的には無数の）世

界が同時に形成され、現代人のデジタルな社会的相互作用の拡大

を可能にしています。  

より本物らしく、自然で、行動的な仮想体験を生み出す力を有す

るウェブ（そうです。Web3 のことです）に没入型 3D レイヤーを

追加することによって、これらの相互作用が深化します。  

メタバースでは、自宅の快適な環境から国境を超えて、世界へ簡
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単にアクセス、または非中央集権化テクノロジーと連携して、主

要な商品やサービスやエクスペリエンスへの民主的なアクセスが

可能となります。  

-  

より没入感のあるバーチャル体験の開発は、共通の価値観に基づいたコミュニティの構築、お

よびより的確な自己表現を可能とするための重要な手掛かりとなります。  

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、私たちの社会に恐

ろしい影響を与えた一方で、生活のデジタル化を加速させ、多目

的なオンライン・エンゲージメントとコミュニケーションを常態

化させましたが、メタバースがこれらの活動を助長しています。

このように、技術的、社会的、経済的な変革要因があいまって、

メタバースに対する関心が急速に高まっています。  

現在、あらゆる分野におけるダイナミックなグローバル企業がメ

タバースに参入し、それぞれ独自の方法でメタバースの世界を実

装しはじめたことは至極当然なことと思えます。このリストに

は、Google、 Gucci、 JPMorgan、 Meta、Microsoft、Nvidia、

Qualcomm、Roblox、Selfridges、Pokemon、Shopify など、世帯

にサービスを提供する数千社の巨大企業が無数に名を連ねていま

す。  
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エターナル・バイキングスは、バーチャル不動産の領域で個人と

ブランドのどちらに対しても、同じように道を切り拓くことがで

きると、私たちは信じています。  

 

 

 

無限のスペース - 限られた土地  

一部には、限りないメタバースでは区画数が無限にあるため、バ

ーチャルランドには有形資産価値がないという声をあります。  

しかし、現在、人間が生息している領域はわずかであり、海底や

南極などの広大な土地（そしてもちろん宇宙空間も含め）を含

め、現実世界の土地も無限に存在することを忘れないでくださ

い。  
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では、現実世界の土地の価値とは何でしょうか。  

地理的な位置、その場所における機会、豊富な資源など、

様々な要素があります。  

バーチャルランドでも同じことが言えます。エターナル・バイ

キングスは、メタバースで最も繁栄している地域のバーチャル

ランドに狙いを定めています。  

現在、4 つの主要なメタバース・プラットフォームがあり、合計

27 万区画のバーチャルランドが存在します。一方、全世界の人口

は 77 億人です。  

メタバースの発展初期の段階で、最も価値のある区画を確保する

ことで、私たちのコミュニティをいち早く軌道に乗せることが可

能となります。  

-  

 

ビジネス・チャンス  

現在、NFT 業界の時価総額は 410 億米ドルですが、バーチャル不

動産に投資されているのはそのうちのわずか 1～2％です。  
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シティバンクによると、メタバース市場は 2030 年までに 13 兆ド

ル規模になり、2022 年から 28 年までの年平均成長率（CAGR）は

31.2％と予想されています。2030 年におけるメタバース・ユーザ

ーの推定数は 50億人ですが、これらの人たちの中には、最高の区

画へ投資しようと考えている人が多数含まれています。  

なぜ、数えきれないほどの個人、プロジェクト、ブランドが、仮

想の土地を確保したいと思うのでしょうか。その理由は、メタバ

ースの存在理由と同様、無限にありますが、ここでは、バーチャ

ルランドが信じられないほどの利益を生む可能性を秘めている主

な形態を、いくつか紹介します。  

1) 土地の賃貸借 - 現実世界の土地を貸すのと同じように、私たち

は、独立系アーティスト、開発スタジオ、ゲームデザイナーから

ブランドや大企業まで、空間を活用したいと思っているすべての

人にバーチャル区画を貸し出すことができます。  

-  

2) 広告スペースの販売 - バーチャル区画では非常に多くの広告を

掲載する方法があります。外部広告（例：土地の説明、土地の地

図画像など）と内部広告（例：あなたの実際の土地にあるビルボ

ードなど）により、コラボレーションやエンゲージメントをした
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いと考える土地所有者に有利な機会が生まれます。  

3）デジタルアート（NFT）の販売 - ご存じのように、ここ数年に

おける、ブロックチェーンを使ったデジタルアート（NFT）の人

気は高まる一方であり、その数量も著しく増えています。あなた

が地元や旅行先でアートギャラリーや美術館を訪れて楽しむよう

に、いつか、デジタルアート（あるいは、現実世界のアート資産

を取得するためのトークン）を購入できるバーチャル・ギャラリ

ーを訪れる日が来るでしょう。  

4) ゲーム制作と収益化 - 現在存在する中で最大手のメタバース・

プラットフォームの一部は、ユーザーが彼らの土地でゲームを制

作することを歓迎しています。ゲームを制作することで、あなた

は収益機会の宝箱のカギをいち早く開けるができます：プレイヤ

ーへのトークン要求、ゲーム内で NFT や商品の販売、ゲームプレ

イヤーからのゲームプレイ料金支払いによる収益。 

 

 

5) バーチャルビジネスを立ち上げる - バーチャルランドを所有す

ることの最も魅力的な点の 1 つは、デジタル空間を利用して現実

世界のビジネス機会を模倣することができることです。今日、ま

すます多くの業界大手企業が、将来の消費者にアピールするに

は、バーチャル商品と現実世界の製品を購入するためのトークン
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を、両方とも扱うバーチャル空間（店舗、クラブ、事務所、会議

場、カジノ、クラブなど）が必要となることに気が付き始めてい

ます。このような事業は、これらの空間におけるデジタル広告を

介して、現実世界におけるリーチを大きく広げることを可能にし

ます。 

 

 

マーケット・チャレンジ  

メタバースとバーチャル不動産は、興奮とチャンスに満ちた急成

長中のスペースですが、その多くはまだ見えない部分で動いてい

ます。ただし、良いことばかりではありません。良いことがある

と同時に（それもかなり多数）、私たちのコミュニティが取り組

み、克服すべき重要な課題も存在します。  

驚異的な進歩のスピード - 私たちのチームは、進歩的なプロジェ

クトや見逃せない機会に関するデータを大量に収集しています

が、すべてを確保することは不可能です。そのため、見逃してし

まうものや、いち早く活用できないものがあるかもしれません。

もちろん、同空間における他の大きなグループと協力するという

可能性も常に残されています。  
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新興市場 - バーチャル不動産市場は、私たちの予想を超えるスピ

ードで進化しています。先月の状況は数週間後にはまったく過ぎ

去った昔の話になっています。毎日のように変化の風が吹き続け

ている時は、その日の風をいちいち確かめることはできません。  

プロジェクトのインフレと価格の上昇 - 誰もが次世代の最大メタ

バース・プロジェクトを作りたがっていますが、実際は繁栄どこ

ろか、存続するプロジェクトはごく限られているというのが現実

です。真に時代に即したプロジェクトは急速に価値を高めます。

それ自体は良いことですが、これが、後発の多くのプロジェクト

にとって、財政的な、または時間的な制約を課すという影響を及

ぼします。エターナル・バイキングスでは、あらゆる階層の、

様々な状況にある保有者が、いつでもアクセスできるようなプロ

ジェクトにすることを目指しています。  

実用性の欠如 - 初期段階におけるバーチャル不動産部門の早期参

入者として、本部門開発のまさに立ち上げ段階に取り組んでいま

す。新しい産業の成長に最初から関わることができるのは、非常

にエキサイティングなチャンスです。今のところ、存在するプラ

ットフォームのほとんどはまだ新規のプラットフォームであり、

より独創的で利便性に富んだオプションを顧客に提供すべく、新

商品の開発に励んでいます。  
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バイキングのソリューション  

ともに立ち上がる。今日の船出。一丸となっての繁栄。 

コミュニティによる - 問題解決、意思決定、革新、予測という観

点から見た場合、大規模なコミュニティの方が、個々の専門家よ

りもより良いアイデアを生み出すことができます。  

したがって、私たちは常に意思決定に際して、プロジェクトの途

上でいち早く情報を獲得し、収集する機会など、最も効率的な方

法で情報を収集するためにコミュニティの知恵を大切にし、実行

します。私たちが作ろうとしているコミュニティは、エターナ

ル・バイキングスの心臓部です。また、皆様の洞察を大切にし、

適材適所に見識のあるメンバーを採用しています。  

コミュニティのための - 私たちはコミュニティのために存在して

います。また、私たち自身がコミュニティです。私たちの開発お

よびリソース投資の第一の目標は、強く、教養のある、やる気の

あるコミュニティを作ることです。24 時間 365 日の活動、没入型

ラジオ局、IRL（現実世界）イベント、限定商品、業界をリード

する研究と機会、そしてもちろん、私たちの征服の戦利品でいっ
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ぱいのコミュニティ支援庫など、目標を達成するための有効な方

法はたくさんあります！  

 

 

独立したエクスポージャー  

 
所有地の拡大 - エターナル・バイキングスはプロジェクト使用料

の 33%を区画購入に充てています（各取引の 2.5%は、コミュニテ

ィのウォレット（EVWallet.eth）に送られます）。  

 

各区画の購入は、コミュニティ投票により、エターナル・バイキ

ングスの NFT オーナーにより決定されます。非常に優れた見識を

持ち、業界に精通した頭脳を持ち、教育ユニットにより支援され

ている私たちのコミュニティが投資すべきベストの区画、および

避けるべき区画に関して、優れた洞察力を持つことは疑問の余地

がありません。  

 

このようにして、私たちは永遠に拡大し続けるビジョンを実現し

なければなりません。区画の購入に際しては、毎回、投票が行わ

れ、コミュニティに最大の利益をもたらすために、できるだけ有

望な土地を購入します。  
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中長期にわたり、複数の区画を購入することにより、エターナ

ル・バイキングスはその戦利品を効率的に割り当てることが可能

になると同時に、Web3の世界の加速度的な成長に併せて、私たち

のコミュニティのマーケット・センチメントが形成されます。  

 

皆様は、エターナル・バイキングスのプロプリエタリー・スマー

トコントラクトを介して、コミュニティのメンバーが購入した土

地上で行う賃貸、広告、建設などによりマネタイズすることので

きるエターナル・バイキングス・コミュニティの区画の数とその

潜在的なパワーを想像することができますか。私たちにはそれが

できます 。なんとエキサイティングなスコープでしょう。 

 

コミュニティが拡大するにつれて、エターナル・バイキングスの

ウォレットも豊かになり、私たちの仮想世界と現実世界の王国が

繫栄します。常に、コミュニティの活動は、エターナル・バイキ

ングスの心臓の鼓動であり、コミュニティがウォレットと区画を

所有し、管理します。 

土地の賃貸借 - 私たちの主要目標の 1 つは、コミュニティのメン

バーに仮想土地区画への独立したエクスポージャーを提供するこ

とです。私たちは有名なメタバースで最も高級な土地を継続的に

購入し、私たちのエコシステム専用トークンである$GOLDを通じ
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て、コミュニティのメンバーが土地のレンタルをすることを歓迎

します。これは、価格変動に左右されない土地区画へのアクセス

をコミュニティに提供するという考えに基づいています。  

土地所有制度 - エターナル・バイキングスが所有する土地の一部

が土地所有制度に充てられます。これは、土地を小さな区画に分

割し、$GOLDを使って所有権を購入した人が所有することを意味

します。所有者は土地の賃貸料を得て、四半期に一度、自分の土

地を維持するか売却するかを投票することになります。  

 

 

テクノロジーとイデオロギー：スキルと細心の注意  

今日、私たちは暗号資産と NFT スペースが力強く成長するのを目

の当たりにしていますが、テクノロジーに支えられたイデオロギ

ーは成功の秘訣です。  

エターナル・バイキングスの勇敢な使命を果たすため、私たち

は、未来の拡大をマネタイズする可能性を飛躍的に広げる独自の

テクノロジーを使用しました。さらに、非代替性トークンのジェ
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ネシス・コレクションの品質を最大化するために、私たちはアー

トのレンダリングに独自のコードを使用しました。  

エターナル・バイキングスは、常に開発態勢を維持することに全

力で取り組んでいます。現在そして将来成功を収めても、私たち

は、決して現状に満足しません。私たちは目標を達成すればする

ほど、さらに努力し、24 時間休むことなく、皆様には見えないと

ころで、絶え間なくイノベーションを持続して参りますので、ど

うぞご安心ください。  
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スマートコントラクト  

エターナル・バイキングスのエコシステムでは、幅広い実用性と

信頼できるセキュリティを提供するスマートコントラクトを保有

者に提供します。  

フェーズ 1 では、以下のコントラクトが提供される予定です。

EV NFT契約  

EVミント契約  

EVステーク契約  

$GOLD契約  

EVレンタル契約  

第 2 段階（フェーズ 2）の契約は、フェーズ 1 での経過を考慮し

ながら、フェーズ 2 の開始時期に合わせて策定するものとしま

す。  

 

 

 

 

セキュリティ  

過去数ヶ月の間、膨大な数の Discord サーバーがハッキングさ

れ、また多くの造幣局のウェブサイトがハッキングされました。  

エターナル・バイキングス・プロジェクトでは、私たちは非常に
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多くのリソースをコミュニティのメンバーの防御に充当します。

私たちはサイバー攻撃とDiscordセキュリティの専門家の助けを借

りてこれを行います。彼らの卓越した経験と知識は、最高のセキ

ュリティサービスを提供するのに役立ちます。  

アート  

土地を広げ、略奪する点に関しては、伝説で名高いバイキングに

勝る存在は他にいないでしょう。しかし、私たちにとっては、私

たちが理想とするこの歴史上の存在でさえも十分ではありません

でした。  

私たちはバイキングの伝統的な勇敢さ、気高さ、リーダーシップ

を獲得したいと考え、ライオンと人間のハーフであるエターナ

ル・バイキングスという、よりいっそう大きな威厳を持つ、空想

上の存在を創造しました。  

バイキングの勇猛さと、ジャングルの王であるネコ科の動物のハ

ングリー精神と強さを合体させることにより、奔放な力、誇り、

探究心を理想的に表現しています。私たちにインスピレーション

を与えてくれる 2 つの存在が、それぞれが地球上で行ってきたよ

うに、エターナル・バイキングスは、休むことなく、メタバース
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の探索と征服の探求を続けます。  

アートそのものは 2 次元のハイブリッド・レンディションです

が、私たちのアートは 2.5D（2.5 次元）と呼ぶユニークなスタイ

ルを持っています。これを採用しているのは私たちだけです。  

2.5D は、すべて 3D モデルのキャラクターに独特の色彩や触感を

併せ持たせたアートであり、これを見る人に 2Dなのか 3Dなのか

戸惑いを抱かせるようなイメージです。  

 

このアートは以下の 3 つの特徴を持っています: 

● 革新的でユニーク  

● 2 つの世界（2Ｄと 3Ｄ）の特色を持つアート  

● 美しいこと！ 

 

全能の神々（創造主たち）  

Limbheim  

現在 Valve で働いている、スタジオ創設者の AntonShvachkin
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（DOTA 2、Half-life）など、業界の熱狂的なファンによって設立

された会社です。  

Limbheim のチームは仕事に対して尽きることのない愛情を持

ち、自分の仕事に没頭しきっているアーティストで構成されてい

ます。Limbheim はあらゆるタイプのゲーム開発やリアルタイム

プロジェクトに対応できるすべてのスキルを兼ね備え、必要に応

じて、ありとあらゆるワークフローや手法を採用し、私たち独特

の卓越したビジョンを実現します。  

バイキング精神と優れたスキルを持つ Limbheim スタジオのチー

ムと私たちのチームの協力は、至極当然の成り行きです。現在、

私たちは協力して、エターナル・バイキングスに生命を吹き込ん

でいます。  

彼らの素晴らしい仕事をご覧ください： 

https://www.limbheim.com/  

 

Floating Rock  

Floating Rock はエターナル・バイキングス・プロジェクト立ち上

げ当初、私たちの創設チームに力を貸してくれました。  
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両チームはすぐに意気投合し、その絆は強くなる一方です。今で

は親しい友人となった、そして仕事上のパートナーでもある

Floating Rock は、私たちの活動スペースのために、私たちと協力

して、ハリウッドレベルの映像作品を作成してくれています。  

メタバース空間の将来を予測する時、ダイナミックで、優れた映

像環境を作り出す能力は、Web3 プロジェクトやビジネスやアイ

デアの成功の基盤となります。Floating Rock が提供するものは常

に最高のものであり、私たちは一体となって、未来の建築の発想

の実現に励んでいます。  

彼のチームには、世界的に有名な映画の制作に関わって得た数十

年の経験が結集されています。Garrick Rawlingson（ホビット、ハ

ンガーゲーム）、Lukas Niklaus （アベンジャー、ジャングルブッ

ック、猿の惑星）、Stephanie Parker （スパイダーマン：スパイダ

ーバース、アングリーバード 2、スマーフ）、Laurent Herveic （ア

バター2、ジェミニマン、ハリーポッター、アンブレラ・アカデ

ミー、X メン）は、VFX とアニメ業界のベテランであり、この

度、彼らは集結して、Floating Rock.を設立しました。-  
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Floating Rock は、世界有数のアニメーションとアセット開発スタ

ジオとして、最高のプロ意識と正真正銘のバイキング精神を発揮

し、タイトなスケジュールと少ない時間で私たちの伝説の完成の

ために力を貸してくれています。  

今回公開されるアセット、または計画中のアセットが、私たちを

励ましてくれることでしょう。  

彼らの素晴らしい仕事はこちらを参照してください： 

https://www.floating-rock.com/  

https://www.floating-rock.com/  
 

 
 

 

 

 

経済  

エターナル・バイキングスの主要経済アセットは、$GOLD ト

ークンです。$GOLD トークンはジェネシス・コレクションか

らバイキング NFT をステーキングするという唯一の方法によ

ってのみ生成されます。  

ステーキングはコミュニティのメンバーの貢献を組み込む

様々なモデルにより可能となりますが、コミュニティのメン
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バーはコミュニティへの貢献から利益を得ることができま

す。 

第一の条件として、$GOLDの価値は、1$GOLD = 1$GOLDで

あり、これは今後も変わることはありません。私たちはトー

クンの価値を高めるつもりはありません。トークンは、私た

ちのエコシステム、およびその全ての提供物へ公正にアクセ

スするためのユーティリティー・ツールとして使用されま

す。  

$GOLDユーティリティー  

· 名前の変更  

· バイオの変更  

· ブリーディング  

· 商品の購入  

· イベントへの参加費  

· 土地の賃貸借  

· 土地所有（土地のために支払われる$GOLDへのエクスポージャ

ー）  

· 議決権行使  

· 提案の登録  
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トークンバーニング  

$GOLDトークンの使用に際しては、そのほとんどの使用に対

して、トークンバーニングを行います。私たちの目標は、

$GOLDトークンを集めることではなく、むしろ獲得しにくく

することです。  

そのため、数ヶ月に一度（近日公開予定）、ステーキングのた

めの$GOLDの量を半分にし、各エターナル・バイキングスが

毎日生成する$GOLDの量を半分にする予定です。  

このユーティリティーの使用に対する課税でトークンバーニン

グを行い、またその生産量を半分に減らすことにより、ユーザ

ーによる、$GOLDトークンへのアクセスを制限します。  

 

 

課税制度  

つまり、トークンを要求する度に、エターナル・バイキング

スは戦場を離脱するということになります。このため、要求

したトークンの 20％が課税されます。  
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10%はまだ戦場で戦っている人たち（他のステーカー）に分

配され、残りの 10%はバーニングされます。  

このコンセプトにより、NFT をステークし、$GOLDを保持

し続けるというコミュニティのインセンティブが高まりま

す。  

 

 

 

最後の言葉…  

何か始める時、本質的に重要なアイデアに魅了されると、時間の

経過が驚くほど速くなります…。  

エターナル・バイキングスのホワイトペーパーを読み、私たち

のビジョンを理解していただくことで、私たちの足元で大きな

力が動き始めているのを感じていただければ幸いです。  

皆様は、メタバース不動産のスコープが将来を約束されていると

いう私たちの考えに賛同していただけますか？共感されたなら、

勇気をもって、何はともあれ、私たちの目標に参加してみません

か。  
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いにしえの神々の言葉に鼓舞され、私たちのコミュニティは

デジタルランドを支配し、利益をもたらすバーチャル・エコ

システムを創造し、報酬を得るため、船出したところです。  

冒険が畏敬の念を呼び起こし、伝説になるであろう戦利品を

得て、あなたの存在が高く評価されることになるでしょう。  

スコール！  


