
TON
The Open Network



Web3.0の主役の一つとなる可能性が高い！！
2023年以降の暗号通貨市場の主要トレンドはWeb3.0であることは間違い無し。


Tonはその主役の１つになる可能性が高いと考えられる

世界中で5.5億人以上が既にTelegramを使っている

Defi,NFTとの親和性も高く、5.5億人以上がTelegramを利用しており、 
エコシステムが非常に大きく広がる可能性が高い

独自のDEX（分散型取引所）を開発しており、 
完成時にはDEXの中でNO.1になる可能性も高いのではないか？

面倒なウォレットアドレスを必要とせず、使い勝手が非常に良い



暗号通貨TONとは？
Telegramの暗号通貨、TONは、今後通貨としてのステーブルトークンに
なる可能性が非常に高く、今注目しておくべき暗号通貨の1つです。


Telegramの利用者はロシア、東欧に多くおり、ウクライナ戦争の影響
で、金融システムがダメージを受けており（ロシアはSwiftから締め出
し）、暗号通貨利用は一般化しています。


既に使っているプラットフォームの中で、手数料ゼロで送金が簡単に

できるという利点を考えれば、やはりTONは大きく広がって行く可能性
は高いと考えます。



TON価格の大きな上昇になぜ期待が持てるのか？

1 チャートが非常に綺麗でボトムアップしている

2 過去に一度も大相場を作っていないため、上値が軽い

3 5.5億人という圧倒的な規模のTelegram利用者数がいる

4 大手10取引所のまだ1社でしか上場していない  
→ 取扱取引所の増加で出来高アップ、需給バランスが代わり価格大幅上昇に繋がる

5 ステーキング利用者の増加→ 市場流動性がどんどん減ることで価格上昇

6 エコシステムの急速な拡大→ 需要の拡大・継続上昇



TON

TONは一度はプロジェクトを 
完全に止めていた 
（2020年5月）

TelegramでTONの送信が可能に 
（2022年4月）

TONは元々2018年に人気プライバシーアプリ「Telegram」の
暗号資産として「グラム(Gram)」の名前でICOを実施し17億
ドルの巨額な資金を集めたことで注目を集めていました。 


しかし、米SECにGramの販売が米国の証券法に違反するとし
て裁判沙汰になり、裁判が長引きメインネットローンチ予定
日も過ぎたこともあり投資家へ投資資金の返還オプションを
2020年5月に発表しプロジェクトは終了しました。


その後新しい開発チームによりGramからThe Open Network
に名前を変え トークン名も「TON（TONCOIN) 」として復活
を果たしました。

分散型ブロックチェーンプロジェクトのThe Open Networkは
人気プライバシートークアプリ「テレグラム」のチャット上
で ユーザー間で暗号資産（仮想通貨）Toncoin（TON）を送
信できる機能を発表。


新たなボット機能「@Wallet」はテレグラムユーザーであれば
誰でも利用可能 仮想通貨特有のウォレットアドレスを必要と
せず、ユーザー名をタップするだけで簡単かつ手数料無料で
Toncoin（TON）を 送ることができる。


またボット上でクレジットカードを使ってビットコイン
（BTC）を購入し、TONに交換できる テレグラムの月間アク
ティブユーザー数は5億5000万人を超えており、取引プロセス
を簡略化できる新機能には仮想通貨の普及に向けた期待度も
大きい



Ton財団のサイトから参照した内容　

https://ton.org/en/toncoin

TONのユースケース
・TON エコシステムが拡大するにつれて、新しい経済と Web3 に対するTONの
影響はより顕著になる 
・TONはトランザクションスマートコントラクトの処理手数料として利用される 
・プラットフォーム上に構築されたアプリによって提供される決済サービスに
TONは利用される 
・利子を得るためにバリデーターに資本としてTonを貸与される 
・クロスチェーン取引手数料としてTonは使用される 
・Toncoin は、TON のオンチェーン ガバナンス プログラムに不可欠 
・ブロックチェーン ベースのドメイン名 (DNS) の支払いにTONは使用される 
・ブロックチェーンを維持するために必要なバリデーターのステークとしてTON
は使用される 
・TON Proxy の支払いにTONは使用される（今後） 
・分散型データ ストレージの支払いにTONは利用される（今後）



急速に広がるTONのエコシステム
Tonのエコシステムは本当に急激にカテゴリー幅広く拡大。


既に数多くのNFTも立ち上がってきており、取引所での新規取り扱いも急増中。

TONのエコシステム一覧



対応ウォレットは 
すでに30以上

TONを保有し送受金できるウォレットはすでに
30にまで拡大中。


取り扱いウォレットが増えれば増えるだけより
多くの人がTONを保有しやすくなり、TONに対
する需要を拡大させる



TONの売買ができる 
取引所は36箇所

現在Tonの売買を行える取引所の数は36箇所。


BTC,ETH取り扱い上位10位以内の取引所は

まだKucoinだけ。


大手取引所での取り扱いが順次開始されれば、
その都度Tonの需要は大きくなり、Tonの価格上
昇の後押しに。



TONのNFTプロジェクトは 
既に120以上

Tonのエコシステムに広がるNFTプロジェクトは既に120超え。

NFT購入の支払いにはTonが利用されるため、


再度のNFTブームもしくはすでに立ち上がっているNFTプロジェクトの中で

人気化するものが出てくれば、Tonの価格上昇の後押しに。



ユーティリティAPPSも驚くほどのスピードで拡大中
Tonを利用できる様々な便利なツールやソフトが増えることで


Tonの利用者を逓増的に増加させることになり、Ton価格上昇の後押しとなる。


それ以外にも様々なカテゴリーで急速にエコシステムは拡大中。

それぞれのジャンルについては全て記載するとボリュームが多すぎるので、


各カテゴリーの代表的なものを記載。

エコシステムの拡大、ユースケースの拡大はTonの価格上昇を後押しする



ユーティリティAPPSも驚くほどのスピードで拡大中



2023年ロードマップ
Ton財団のロードマップを確認すると、今年も

着実な新たな進展があり大きな期待が持てる


 ロードマップでは、第２四半期にトークノミクスの
改良の提案がされる予定で、ネットワーク

コミッションをBURNさせる形にして


デフレしていくモデルにしようとしている 


DAO的に議決されるのではないか 


デフレモデルになれば継続的に通貨価値の

上昇に結びつくためこの発表時は価格が

継続上昇につながる可能性が高い 


第３四半期では ETH, BNB, BTC Bridge 、

さらにはPolygonにも繋がる


 Defiから相当多くのTonへの新規資金流入、

需要拡大が見込め このタイミングでも

価格は大きく上昇することが見込める



上場直後、2021年11月には4.5ドルまで急騰


しかしその後、暗号通貨バブルの崩壊の煽りを受けて

2022年6月には0.86ドルまで下落


暗号通貨市場は2022年11月まで下落を続けたが、

Tonは6月の安値以降、暗号通貨市場とは関係なく、独自に上昇し続けている


上場後、過去半年、過去3ヶ月のどのチャートを見ても、

下値を切り上げて上昇していることが確認できる


これは上位100位以内の他のほとんどの暗号通貨のチャートには見られない


今年のロードマップを見ても、第二四半期、第三四半期に大きなアップデートがあり、
そのタイミング前後、そしてそのタイミング以降での大きな価格上昇が期待できる

過去チャートから推測できること



上場後のTON価格推移
2022年5月にアメリカの金融引き締めとUSTの崩壊で市場が暴落。


しかし、その後TONは安定的に上昇中



過去1年のTON価格推移
2022年にはTONから様々な発表があり、

現在底値を固めながら安定的に上昇中。



過去3ヶ月のTON価格推移
昨年の12月からTONの価格推移を見てみても、


安定的に上昇している



現在Tonは世界の28箇所の暗号通貨取引所で取引されている


しかし、BTC・ETHの取扱上位10取引所の中では、まだKucoinのみでの取扱


他の9箇所の大手暗号通貨取引所で順次取引が開始された時には取引ボリュームが圧倒的に増えて価格が
急騰する可能性が非常に高い⇒過去の多くの著名暗号通貨で同様の値動きを示している

実はまだ大手取引所での取り扱いが少ない！！

※TON取り扱い上位10取引所

BTC・ETH取り扱い上位取引所

①
 Binance

②
 Coinbase Exchange
③ KuCoin

④ Kraken
⑤ Bitfinex
⑥ Bithumb
⑦ Bitstamp
⑧ Curve Finance

⑨
 Gemini
⑩
 bitFlyer




ステーキング率上昇によるTONの価格上昇

現在TONは潜在的な全体数量に対して約1/4の24％が市場に流通 
そして、その中でステーキングされている量はまだ15％にしかすぎない



SOLANAのチャートを見ると？
SOLはWeb3.0銘柄としても注目され、取引スピード
の速さスムーズさから、ETHの次を狙うトークンと
して急成長


2021年年初から11月にかけて当初の1.5ドルから248
ドルまで165倍上昇


価格上昇理由の一つはステーキング利息を得るため
に多くのトークン保有者がステーキングを行ったた
め（最大時流動するトークンの90％以上）市場での
流動性が一気に枯渇し、SOL価格を急騰させた


TONにおいても、バリデータを多くのTON保有者が
活用することで、ステーキングされるTONは継続増
加していくことになる


これにより市場流通トークン数が減り需要に対して
共通か減り価格上昇が後押しされる


2023年にSOLで起こったことと同様のことがTONで
起こる可能性は高いと考えられる

165倍に



TONの市場流通量が下がれば価格は上昇する

今までは、TONのステーキングを行うには非常にハードルが高い状況にあった


しかし、現在、バリデータの出現により参加ハードルが下がり、バリデータへの参加者は急増


これにより今後、TONの市場流通量が急激に下がることで、価格の継続上昇につながる可能性は高い


年間供給増加率は6％となっているが、ロードマップを見ると、

第二四半期からTONはデフレモデルに変わっていくことが書かれている


デフレモデルとはトークンの年間供給増加量よりも、それ以上に様々な形でトークンがBurnされ

1トークンあたりの単価が上昇するように設計されていくということ


この形がスムーズにいくのであれば、

今後増えるトークンによる供給過多による価格下落要因をあまり気にする必要がなくなる



TONの仕組みは秀逸

今まで多くのトークンがトークン価格の継続上昇形成に失敗している 

暗号通貨バブルの形成・崩壊にも大きな要因はあるが、 
トークン価格維持のための全体設計に欠けていたと言える

それに対してTonはそれらの様々なトークンの価格形成のための仕組み作りを 
全て検証した上で詳細の組み立てをしていると考えられる 

他のトークン郡と全く違うチャートを見せていることを考えても 
上値での売り圧力は弱く、Tonは大きな上昇を見せる可能性は高いと結論付けられる



TON価格上昇によるステーキングの魅力増大
TON価格が今後継続的に上昇すると考えた場合、ステーキングで運用することは非常に効果的な投資方法になる


報酬は全てTonで得られるため、Ton価格が上昇すれば、ドル換算での資産は上昇分だけ増加することになる


仮にTonの価格が30ドルまで上昇すれば、当初3,000ドルで購入したTonから得られるステーキング報酬は

年利8.4%で109.09Tonとなり3,272ドルとなる。ドル換算では年間利回りは100％を超えることになる



円の価値が下落すれば資産は目減りする

しかし、日本国内でも

インフレ率は4％を超え、

今の金利政策は変更しなけ
れば継続不可能。


その時に何が起こるのか？


日銀YCC放棄　→　長期金利急騰　→ 日銀実質債務超過　→ 日本国債格付け下落　

→　新規国債発行難　→　財政悪化急加速 →  日本売り加速　→ 急激な円安　→ インフレ急加速

しかし、中長期的に考えれば、下記のようなシナリオが進行する可能性が高く、 
円の価値の長期的な下落となる可能性が高い

世界がインフレで

金利上昇する中で、

無理やり日銀は


イールドカーブコントロール
で金利上昇を防いでいる


日本の金利が上昇すれば、一時的には円高になることが予想される 

日本は世界の先進諸国の

中でも類を見ない借金を


積み上げている



そして、すべてを満たしている 
トークンのひとつがTONなのである

円安のリスクに備えるために、ドル資産である暗号通貨は非常に有効

今の時流、次の時代に大きく成長するWeb3.0銘柄の中で、 
過去に大相場（大きな上昇・下落）を経験していなく 

（損をしている投資家がほとんどいない）さらには巨大なエコシステム
を構築している勝ち組のトークンを保有すべきである

しかし、ほとんどの暗号通貨はゴミでしかなく、 
将来的には無価値化していく

長期的な円安からの資産分散として



円安が進んだ場合のシュミレーション
仮に現在の1ドル：130円が100円になったとしても、TON価格が上昇していれば投資として十分魅力的な水準にある


これが円安が大きく進んだ場合、円換算で受け取れる報酬は大きく増加することになる

500円の円安は極端だと考える人もいるだろうが、日銀の世界では考えられない

極端な財政ファイナンスを行なっている状況を考えれば200円、300円の円安は十分にあり得る


TONの価格が上昇していく中で、大きな円安が起これば、 
円換算で受け取れるTonトークンの資産は大きく膨れ上がることになる


円という紙幣の継続下落からの防衛という点でも、非常に魅力が高いと考えられる



※バリデータとは 

バリデータとは、バリデーションを行う機能、またはソフトウェアのことである。 

バリデータでは、 入力されたデータが仕様にそって適切に記述されているかを判断し、 
不適切な箇所があった場合にはエラーとして通知する HTML、およびCSSに関しては、 
W3CがWeb上で提供している「The W3C Markup Validation Service」がよく知られている

TONのステーキングで 
最大14％のリターンを得る！！

TONもステーキングをし、日々利息を受け取ることができる

バリデータになるには、ネットワーク、ブロックチェーンの 
基礎のノード部分や、ハードウェアの構築が必要になりそれぞれに知識がある人が必要になる。
また効率的にステーキングするのも専門的な知識は必要になる

また、バリデータになるには1万トンコインが必要、これは最低のバリデータ参加となり、 
ステーキング報酬は発生しないステーキング報酬が発生するには 
1ノードあたり30万トンコインが必要

つまり、バリデータになるのに必要なのでは、機械、それぞれのエンジニア、 
それと最後にステーキングのコイン数1ノードあたり30万トンコイン。 
更に効率よくステーキング報酬を受け取るためには2ノード必要



最低枚数は10Tonから可能
（今のTonの価格を2.3ドルとして、23ドルから可能）

最低23ドル 
10TONから可能 

年間最大 
8.4%の報酬 

シンガポールの 
データーセンター

シンガポールの信頼できる大手
データセンターが、TONのス
テーキングのためのバリデータ
の準備終了。ここに自らのTon
を預けることで、効果的にTon
のステーキングを行うことがで
きる

バリデータ側は人、機材を確保
し、継続的なコストも負担、全て
の利益が受け取れるわけではな
く、バリデータ側が40%で資金提
供側が60%のステーキング報酬の
受け取り。バリデータ側の受け取
り分を差し引いても、年間最大
8.4%となり、十分に高い魅力

TONステーキングの最低枚数は
10TONから。現在のTONの価格で
計算すると、1TON=2.3ドルとし
て、23ドルから可能です。




預け入れはTON以外にもUSDTも可能

今回はTONでの参加以外に特別に 
USDT(ERC20)およびUSDT(BEP20)での参加も可能

USDTでの参加の場合は、送付されたUSDTをバリデータにより 
TONに変換された枚数での参加となります。 

参加者はステーキングに参加すると預けたTON枚数と同数の 
証明書トークンが発行されます。 

日々のステーキング状況は専用サイトから確認する事が可能となります。



TONステーキング
枠が埋まり次第終了となります

最低預け枚数：10TON～

ステーキング報酬：最大14％/年

参加者報酬割合：60%

参加支払方法：TON、USDT(ERC20)、USDT(BEP20)

バリデータ運営会社：META CONST PTE.LTD.
(住所：16 Collyer Quay, #12-01/06, Collyer Quay Centre, Singapore 049318)

報酬割合(ステーキング参加者報酬：60%、運営手数料：40％)

スマホの方は 
QRコードを 

スキャンしてください

https://cryptotrade-alpha.com/ton/?code=slide01

