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1.1 SORA プロジェクトの背景と目的 

SORA プロジェクトは、連続性と数学的分布が大きく影響を与える自然現象のような特性を持つ問題に

対して、最適な解答を導き出すための取り組みです。 

これを実現するための戦略として、二つの主要なテクノロジー、すなわち、恒久的なデータ保存と処理

能力を持つブロックチェーン技術に人工知能(AI)を宿した SORA Neural Network と、データの保持期間

が限定ながらも最高水準の人工知能能力を提供する GPT-4 を組み合わせて利用します。 

そこで、SORA プロジェクトの初期的な応用として、データ復旧作業の自動化を探求します。 

データ復旧は、長時間にわたって劣化途中のドライブを継続的に監視する必要があり、その非線形性は

自然現象の特性に類似しています。 

人間の集中力には限界があり、これらの作業を効率的に行うには人工知能(AI)の活用が不可欠です。 

以上の理由により、SORA プロジェクトとしてはまず、 

ブロックチェーンと人工知能(AI)技術の統合により、データ復旧プロセスの自動化と最適化を目指すも

のとなります。 

 

1.2 SORA プロジェクトの範囲 

SORA プロジェクトは、数学的な分布が人工知能(AI)で処理可能な範囲を積極的に探求します。この目

指す範囲は広大であり、可能な限り幅広い分野に対応できるように設計されています。 

SORA の目標は、これらの数学的な分布を理解し、それらを適切に処理できる人工知能のモデルを設計し、

実装することです。 

この取り組みは、SORA が目指すデータ復旧の自動化と最適化に寄与し、更にはその他の多くの応用可能

性を提供します。 

 

2.1 ブロックチェーンの原理 

ブロックチェーンは、「数値」の増減を第三者が検証可能な形で記録する革新的なテクノロジーです。 

これらの記録は「ブロック」と呼ばれるデータの塊に固められ、ネットワーク全体のノードによって共

有されます。ブロックは一定の間隔で生成され、これを「ブロック生成時間」と呼びます。 

新たに生成されたブロックには、「数値の増減」が記録されます。 

しかし、この記録が所有者によって行われたことを確認するために、所有者の「署名」も同時に刻まれ

ます。これにより、第三者のノードがその記録が所有者により行われたことを検証することが可能とな

ります。最新のブロックを受信し、全ての数値の増減が確認されると「同期完了」となります。 

この時点での数値が「残高」となります。 

この一連のプロセスを通じて、ブロックチェーンはWeb3.0/NFTのような分散型システムを可能にします。 

 

 



2.2 ブロックチェーンの利点と挑戦 

ブロックチェーンの主な利点は、そのなりすまし防止の性質にあります。 

現代のインターネット、つまり Web2.0 の世界では、なりすましや恣意的な評価操作が一般的な問題とな

っています。これにより、信頼性のある情報を見分けることが難しくなっています。 

しかし、ブロックチェーンの堅牢性と、それを活用した NFT や投票システムを通じて、このようななり

すましは防止されます。 

コンセンサス（合意）が必要なブロックチェーンの性質により、スパムのような評価や金銭目的の評価

操作は無効化されます。 

この点が、未来の Web3.0 ブロックチェーンの真価となります。 

しかし、この革新的な技術を最大限に活用するためには、いくつかの挑戦が存在します。 

その解決策を模索するのが、SORA プロジェクトの一部となります。 

 

3.1 人工知能(AI)とは何か 

人工知能(AI)とは、コンピューターシステムが人間の知能を模倣し、学習や推論、パターン認識、自

然言語処理などの能力を持つことを指します。 

これらの技術は、大量のデータを処理し、特定の問題を解決するためのアルゴリズムを生成することが

できます。 

人工知能(AI)は、現在の技術や産業に革新的な影響を与えており、経済成長や社会的進歩に大きく寄与

しています。 

GPT-4 は、OpenAI によって開発された大規模な言語モデルであり、人工知能(AI)の一形態です。GPT-4 は、

自然言語処理（NLP）のタスクに特化しており、文章生成や質問応答、概要作成などのタスクを高い精度

で実行できます。 

この技術は、インターネット上の大量のテキストデータを学習し、その知識を基に新たな文章を生成し

たり、ユーザーからの質問に答えたりすることが可能です。GPT-4 のような AI 技術は、あらゆる業界で

革新的なアプリケーションが開発されており、効率性や生産性を向上させるだけでなく、新たなビジネ

スモデルやサービスを生み出しています。 

特に、データ解析や予測モデリングなどの分野では、AI が人間の専門家に匹敵する、あるいはそれ以上

の性能を発揮することが証明されています。 

 

 

 

 

 



3.2 人工知能(AI)の利点 

人工知能(AI)は、我々の日常生活やビジネスの多くの側面における強力なツールであり、以下のよう

な多くの利点を提供します。 

自動化と効率性: 人工知能(AI)は、単純なタスクから高度な問題解決まで、様々な作業を自動化する能

力を持っています。これにより、労働時間を大幅に節約し、効率性と生産性を向上させることが可能と

なります。 

予測分析: 人工知能(AI)は、大量のデータからパターンを抽出し、未来のトレンドを予測することが可

能です。これにより、ビジネス戦略の策定やリスク管理において有効な情報を提供します。 

パーソナライゼーション: 人工知能(AI)は、個々のユーザーの行動や好みを学習し、パーソナライズさ

れたサービスや推奨事項を提供する能力を持っています。これにより、顧客満足度の向上や売上の増加

に寄与します。 

これらの利点を理解し、適切に対応することで、人工知能(AI)は未来をより良くする強力なツールとし

て進化していきます。 

 

4.1 SORA Neural Network とは何か 

SORA Neural Network は、ブロックチェーン技術とニューラルネットワークを融合したシステムの確立

を目指します。 

ブロックチェーンの分散型システムと、ニューラルネットワークの高度な機械学習能力を組み合わせる

ことで、まずは「ドライブの故障予測」「ドライブ検査」「連続したデータ復旧作業」を効率的に行うこ

とが可能となります。 

従来のニューラルネットワークでは、シグモイド活性化関数の使用により、データが積み重なるほど変

化が見られなくなるという問題がありました。しかし、SORA Neural Network ではこの課題を克服し、大

量のデータを効果的に処理することが可能となります。 

さらに SORA Neural Network は、電力消費を抑えた PoW アルゴリズムを採用する見通しです。これによ

り、環境負荷を軽減しながら、効率的なデータ復旧システムを実現します。 

この新技術は、testnet から段階的にリリースされ、ユーザーに最先端の技術を提供します。 

この技術は、ブロックチェーンと人工知能の融合という今日の技術トレンドを反映しています。 

 

 

 

 

 



4.2 SORA Neural Network の機能と利点 

SORA Neural Network は、ブロックチェーンコア(SorachanCoin)を基盤としています。 

このブロックチェーンコアはオープンソースプロジェクトとして提供され、革新的な技術が共有されて

います。このコアは、当社のドライブ検査/データ復旧ソフトウェア「FromHDDtoSSD v3」にも活用され、

最先端のデータ復旧技術と融合されています。 

SORA Neural Network は、ブロックチェーンと人工知能の組み合わせにより、効率的でセキュアなデータ

復旧システムを実現します。オープンソースの力を活用し、開発者コミュニティと協力して、ブロック

チェーンの未来を築いています。新しい技術の導入により、ハッキング防止にも力を入れています。例

えば、接続許可型のシステムを活用していますが、その許可プロセスが中央集権化になりがちな問題を

解決するために、ブロックチェーン的乱数生成器の開発に取り組んでいます。 

2015 年以降に蓄積された学習データを用いたニューラルネットワーク（人工知能/機械学習）を

「FromHDDtoSSD v3」に導入します。これにより、非中央集権的な人工知能とブロックチェーンの融合が

可能となります。ブロックチェーンのハッキング問題については、時間とともに解決策が開発されつつ

あると見ています。これにより、SORA は新機能の開発に専念できるようになります。 

 

5.1 GPT-4 とは何か 

GPT-4 は、OpenAI によって開発された大規模な自然言語処理(NLP)モデルであり、その設計の中心には

変換器アーキテクチャが採用されています。 

このモデルは、大量のテキストデータから言語のパターンを学習し、人間が理解しやすい文章を生成す

ることが可能です。GPT-4 は、その前身である GPT-3 の成功を受けてさらに拡大・改善されています。 

GPT-4 は、数百億件以上の単語を使用して訓練されており、その結果、驚くほど進化した自然言語生成能

力を持つことになりました。 

このモデルは、翻訳、質問応答、文章の生成、文章の補完など、多様なタスクに対応可能です。また、

GPT-4 はゼロショット、ワンショット、フューショットの学習に対応しています。 

ゼロショット学習では、モデルは特定のタスクについての事前の例を見ずにタスクを実行します。ワン

ショット学習では、モデルは特定のタスクの一例を見てからタスクを実行します。フューショット学習

では、モデルは特定のタスクのいくつかの例を見てからタスクを実行します。GPT-4 はまた、細かい調整

により特定のタスクをさらに高精度に行うことが可能です。これにより、モデルは特定のタスクに特化

した独自のアプリケーションに対応することができます。 

GPT-4 は、その強力な自然言語処理能力により、人工知能(AI)の可能性を広げ、人々が情報にアクセスし、

新しいアイデアを探求する方法を変革しています。 

このモデルは、人間が情報を共有し、学び、コミュニケーションを行う方法に革新をもたらし、これか

らのデジタル世界における新たな基準を設定しています。 

 



5.2 GPT-4 の機能と利点 

GPT-4 は、その前任者 GPT-3 に比べてさらに強力な機能と利点を持つ最先端の自然言語処理（NLP）モ

デルです。このモデルは、大量のテキストデータを用いて学習を行い、その結果として幅広いタスクに

対する非常に優れたパフォーマンスを達成しています。 

多機能性:GPT-4 は、その強力な生成能力と適応性により、多様なタスクに対応可能です。 

これらのタスクには、文章生成、文章補完、翻訳、質問応答、文章の要約などが含まれます。 

これらのタスクは、情報提供、コンテンツ生成、カスタマーサービス、教育など、広範なアプリケーシ

ョンで利用することが可能です。 

高精度:GPT-4 は、大量のテキストデータから学習を行うことで、人間が理解しやすい、複雑で繊細な言

語パターンを生成することができます。これにより、生成された文章は自然で人間らしい、そして文脈

に適したものになります。 

調整可能性:GPT-4 は、細かい調整により特定のタスクをさらに高精度に行うことが可能です。これによ

り、特定のタスクやアプリケーションに対応したモデルの作成が可能となります。 

ゼロショット、ワンショット、フューショットの学習:GPT-4 はゼロショット、ワンショット、フューシ

ョットの学習に対応しています。これらの学習方法により、GPT-4 は新しいタスクを迅速に学び、効率的

に対応することが可能です。 

GPT-4 は、その強力な生成能力と多機能性により、多くの業界で有用なツールとなっています。このモデ

ルは、人間と人工知能(AI)との相互作用をより自然で有益なものにし、コミュニケーション、教育、情

報アクセス、コンテンツ生成などの分野において、大きな変革をもたらしています。 

 

6.1 融合の理由と目的 

SORA プロジェクトは、連続性と数学的分布が大きく影響を与える自然現象のような特性を持つ問題に

対して、最適な解答を導き出すことを目指しています。 

この目的を達成するために、我々は二つの主要なテクノロジー、つまり SORA Neural Network と GPT-4

を組み合わせることにより、前例のない新たな解決策を提示します。 

SORA Neural Network は、ブロックチェーン技術の恒久的なデータ保存と処理能力を活用し、データの真

正性と透明性を保証しながら高度な AI機能を提供します。これにより、不変のブロックチェーン構造上

で人工知能(AI)が直接学習と推論を行い、その結果を確実に記録し続けることが可能となります。 

一方で、GPT-4 は、データの保持期間が限定されているものの、最高水準の人工知能能力を提供します。

大量のテキストデータを利用して訓練された GPT-4 は、広範なタスクで高精度な結果を生成する能力を

持ちます。これら二つの技術を融合することで、我々はブロックチェーンの信頼性と人工知能(AI)のパ

ワーを最大限に活用する新たな枠組みを提供します。その結果として、我々のシステムは複雑なパター

ンを理解し、その上で最適な決定を下す能力を持つこととなります。 

これら二つの技術の融合は、データの信頼性と人工知能(AI)の能力の最大化という二つの重要な課題に

対する解答を提供します。これにより、SORA のシステムは最新のテクノロジーを活用し、複雑な問題に

対する革新的な解答を提供することが可能となります。 



6.2 ブロックチェーンと人工知能(AI)の融合による利点 

ブロックチェーンと人工知能(AI)の融合は、非中央集権性と自律性を持つ新しいパラダイムを提供し

ます。この革新的なアプローチは、大量のデータを自律的に処理し、深い洞察を得る能力を可能にしま

す。そして、この能力を具体化するための一つの鍵となるのが NFT（Non-Fungible Token）です。 

NFT は、その独自性と可換性を保持しながら、構造を変えずに蓄積していく特性を持ちます。 

これにより、重ねられた NFT 群の総合的な解析が可能になり、深層の洞察を得る手段を提供します。こ

の解析は、ブロックチェーン上で確固として記録され、その結果は改ざん不可能で検証可能なものとな

ります。 

ブロックチェーンの堅牢な設計と人工知能(AI)の強力な解析能力を組み合わせることで、我々はデータ

駆動の意思決定を信頼性と透明性の高いものにし、新たな価値を創造します。 

これは、データを通じて世界を理解し、問題解決に向けた最善の行動を自律的に決定する能力をシステ

ムに与えることを意味します。 

これらの利点は、ブロックチェーンと人工知能(AI)の融合が提供する強力な機能を体現しています。 

その結果、新たな技術的可能性が開かれ、革新的なソリューションを生み出すための基盤が築かれます。 

 

7.1 SORA プロジェクトの設計と実施ステップ 

SORA プロジェクトの設計は、ブロックチェーン技術とドライブ検査、ドライブ制御、データ復旧に関

するソフトウェアの統合に着目しています。 

これらの要素は、FromHDDtoSSD v3 に既に搭載されており、強固な基盤となっています。 

次の重要なステップとして、人工知能(AI)の統合が控えています。 

前バージョンの FromHDDtoSSD v2 ではパターン認識の形式で人工知能(AI)が採用されていましたが、 

今回はさらに進んだ人工知能(AI)の導入を計画しています。具体的には、SORA Neural Network と GPT-4

の技術をプラットフォームに組み込むことです。 

これらの AI 技術の搭載により、まずはデータ復旧の効率と精度が大幅に向上します。 

これらの人工知能(AI)は、大量のデータを高速に処理し、より深い洞察を得る能力を提供します。 

また、ブロックチェーンの分散性と透明性を活用することで、データの検証と保管がより信頼性の高い

ものとなります。 

以上のステップを経て、我々はブロックチェーンと人工知能(AI)の統合による画期的なソリューション

を提供します。 

これは、データ復旧業界に新たなスタンダードを設けるだけでなく、その他の産業にも影響を与える可

能性を秘めています。 

 

 

 

 

 



7.2 期待される結果と影響 

SORA プロジェクトの実施により、ブロックチェーンと人工知能(AI)の積極的な融合が可能となり、 

その結果、データ復旧技術の革新的な進歩が期待されます。 

SORA Neural Network と GPT-4 の導入により、データ復旧の効率と精度が大幅に向上し、ユーザーに対し

てより信頼性の高いサービスを提供することが可能となります。 

ブロックチェーン技術と人工知能(AI)の組み合わせによるデータ管理は、透明性と信頼性を提供します。 

これにより、データのセキュリティとプライバシーが強化され、ユーザーの信頼と満足度をさらに向上

させることが可能となります。 

また、SORA Neural Network と GPT-4 の機能を活用することで、ユーザーはより高度なデータ分析結果を

得ることが可能となります。 

さらに、SORA プロジェクトはデータ復旧業界における新たなスタンダードを設ける可能性があります。 

ブロックチェーンと人工知能(AI)を融合させたこのプラットフォームは、業界の既存の枠組みを超え、

新たな可能性を開拓します。 

その影響はデータ復旧業界に留まらず、他の産業にも及ぶ可能性があります。 

総じて、SORA プロジェクトは技術的なイノベーションを通じて、データ復旧業界、そしてそれを超えた

範囲でのポジティブな変化を促進します。 

これにより、社会全体のデジタルトランスフォーメーションに寄与し、データ駆動型の未来を実現する

ための新たな道筋を切り開くことを期待します。 

 

8.1 収益化の方法 

SORA プロジェクトの収益化戦略は、データ復旧ソフトウェアおよびドライブ検査機能のライセンス販

売に基づいています。 

これらの製品は、データ復旧やドライブ検査の業務を迅速かつ効率的に行うための重要なツールであり、 

すでに市場で広く認識され、多くの実績を持っています。 

これらの製品の販売により直接的な収益を得ることができます。 

さらに、これらの製品はブロックチェーン技術、SORA Neural Network、そして GPT-4 によって大幅に強

化される予定です。 

これにより、製品の性能と価値が向上し、それに伴い収益性も増大すると予想されます。 

加えて、SORA プロジェクトはブロックチェーンのエコシステムを活用して、循環的なブロックチェーン

の各サービスを組み込み、収益を循環できる仕組みを確立する予定です。 

ブロックチェーンを活用することで、新たなビジネスモデルや収益源を開拓し、持続的な成長を実現す

ることが可能となります。 

 

 

 

 



8.2 SORA プロジェクトの持続可能性 

SORA プロジェクトは、その持続可能性において非常に強力な基盤を持っています。 

これは、既存の製品の実績と信頼性、革新的な技術の組み合わせ、そしてブロックチェーンエコシステ

ムの活用による新たな収益源の創出により支えられています。 

それらの製品は、SORA Neural Network と GPT-4 という最先端の AI 技術、そしてブロックチェーン技術

によって大幅に強化される予定です。 

これにより、製品の性能と価値が向上し、それに伴い収益性も増大すると予想されます。 

さらに、ブロックチェーンのエコシステムを活用することにより、新たなビジネスモデルや収益源を開

拓することが可能となります。 

これにより、SORA プロジェクトは、持続可能な成長と収益の循環を実現することができます。 

これらの要素は全て、SORA プロジェクトの持続可能性を高め、長期的な成功への道筋を示しています。 

これは、パートナーや顧客にとって、SORA プロジェクトが安定した価値と成長を提供する信頼できるプ

ロジェクトであることを示しています。 

 

9.1 SORA プロジェクトの重要性と期待される貢献 

 

SORA プロジェクトは、その革新的な技術と戦略により、ブロックチェーンと人工知能(AI)の分野にお

ける重要な貢献を目指しています。 

特に、ブロックチェーン的乱数生成器の開発と、人工知能(AI)とブロックチェーンの融合は、SORA プロ

ジェクトが主導する主要なイノベーションの一部です。 

まず、ブロックチェーン的乱数生成器については、これはブロックチェーンのセキュリティに対する重

要な強化策です。 

ブロックチェーンは、その分散性と不変性により、セキュリティが非常に高いとされています。 

しかし、一部の乱数生成器は予測可能であり、それがハッキングのリスクとなっています。 

SORA プロジェクトが開発を進めているブロックチェーン的乱数生成器は、この問題を解決するための新

たな手法を提供します。 

これにより、ブロックチェーンのセキュリティはさらに強化され、その信頼性と採用率が向上すること

が期待されます。 

次に、人工知能(AI)とブロックチェーンの融合については、これは新たな可能性を開拓するものです。 

人工知能(AI)は大量のデータを効率的に処理し、価値ある洞察を得る能力を持っています。 

一方、ブロックチェーンはデータの不変性と透明性を保証します。 

これら二つの技術を融合することにより、高度に信頼性のあるデータ分析が可能となり、それにより新

たなビジネスモデルやサービスの開発が促進されることが期待されます。 

これらの貢献を通じて、SORA プロジェクトはブロックチェーンと人工知能(AI)の分野における技術革新

を推進し、これらの技術の普及と発展に対する重要な役割を果たすことを目指しています。 

 



9.2 今後の展望 

SORA プロジェクトの最優先事項は、前述した革新的な技術を具現化し、有用な製品を実現することで

す。そのためには、ブロックチェーン的乱数生成器の開発、人工知能(AI)とブロックチェーンの融合技

術の進展、そしてこれらを統合するソフトウェアの開発という、多大なる労力と専門知識を必要とする

挑戦を続けていく必要があります。 

しかし、そのような困難を克服し、これらの技術を一つに結びつけることができれば、その結果として

得られる製品は、ユーザーにとっての価値、社会への影響、そしてビジネスの視点からも、大きな可能

性を秘めています。 

それは、データ復旧やドライブ検査といった具体的な課題を解決するだけでなく、ブロックチェーンと

人工知能(AI)という二つの革新的な技術の融合を通じて、新たな価値を創造することができます。 

SORA プロジェクトの最終的な目標は、このような価値創造を通じて、社会全体にポジティブな影響を与

え、テクノロジーの進歩を推進することです。 

そのためには、今後も技術開発を進め、継続的な改善を行い、ユーザーと社会のニーズに応える高品質

な製品を提供し続けることが求められます。 

私たちはこの挑戦を続け、その先にある可能性に向かって進むことを約束します。 

そして、この旅路において、我々のパートナーである皆様の支援と共感を心から感謝し、今後とも一層

のご支援とご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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1.1 Background and Purpose of the SORA Project 

The SORA Project is an initiative designed to generate optimal solutions to problems 

characterized by continuity and mathematical distributions, which greatly influence 

natural phenomena. To achieve this, the strategy employs two major technologies: the 

blockchain technology, which provides persistent data storage and processing 

capabilities, coupled with the Artificial Intelligence (AI) hosted in the SORA Neural 

Network, and GPT-4, which offers top-tier AI capabilities albeit with a limited data 

retention period. 

As an initial application of the SORA Project, we will explore the automation of data 

recovery tasks. Data recovery requires ongoing monitoring of deteriorating drives over 

long periods, a non-linearity that resembles the characteristics of natural phenomena. 

Given the limitations of human concentration, the utilization of AI is indispensable 

for carrying out these tasks efficiently. 

Therefore, the primary objective of the SORA Project is to automate and optimize the 

data recovery process through the integration of blockchain and AI technologies. 

 

1.2 Scope of the SORA Project 

The SORA Project actively explores the range of mathematical distributions that can 

be processed by AI. This target scope is vast, designed to accommodate as many fields 

as possible. 

The goal of SORA is to understand these mathematical distributions and to design and 

implement AI models capable of processing them appropriately. This effort will 

contribute to the automation and optimization of data recovery, the main focus of SORA, 

while also providing many other potential applications. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Principles of Blockchain 

Blockchain is an innovative technology that records fluctuations in 'values' in a form 

that can be verified by third parties. These records are consolidated into chunks of 

data called 'blocks', which are shared by nodes throughout the network. 

Blocks are generated at regular intervals, a period referred to as 'block generation 

time'. The newly generated block records the 'increase and decrease of values'. However, 

to confirm that this record was made by the owner, the owner's 'signature' is also 

engraved simultaneously. This allows third-party nodes to verify that the record was 

made by the owner. 

Upon receiving the latest block and verifying all changes in values, the 

synchronization is deemed 'complete'. The values at this point become the 'balance'. 

Through this series of processes, blockchain enables decentralized systems like 

Web3.0/NFT. 

2.2 Advantages and Challenges of Blockchain 

The main advantage of blockchain lies in its resistance to impersonation. In the modern 

internet world, i.e., Web2.0, impersonation and arbitrary manipulation of ratings have 

become common problems, making it difficult to distinguish reliable information. 

However, through the robustness of blockchain and the utilization of NFTs and voting 

systems, such impersonations are prevented. Due to the consensus-based nature of 

blockchain, ratings or evaluations driven by spam or monetary purposes are invalidated. 

This is the true value of the future Web3.0 blockchain. 

However, to maximize the use of this innovative technology, several challenges exist. 

Exploring solutions to these is part of the SORA Project. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 What is Artificial Intelligence (AI) 

Artificial Intelligence (AI) refers to computer systems that mimic human intelligence, 

possessing abilities such as learning, inference, pattern recognition, and natural 

language processing. These technologies can process large amounts of data and generate 

algorithms to solve specific problems. AI is having an innovative impact on current 

technologies and industries, contributing significantly to economic growth and 

societal progress. 

GPT-4, developed by OpenAI, is a large-scale language model and a form of AI. 

Specializing in natural language processing (NLP) tasks, GPT-4 can perform tasks such 

as text generation, question answering, and summarization with high accuracy. This 

technology learns from vast amounts of text data on the internet and can generate new 

texts based on this knowledge or answer questions from users. 

AI technologies like GPT-4 are fueling the development of innovative applications 

across all industries, improving efficiency and productivity, and creating new 

business models and services. Particularly in fields like data analysis and predictive 

modeling, it has been proven that AI can perform at or above the level of human experts. 

3.2 Advantages of AI 

AI is a powerful tool in many aspects of our daily lives and businesses, offering 

several advantages such as: 

Automation and Efficiency: 

AI has the capability to automate various tasks, from simple to complex problem-solving. 

This can save significant labor time and improve efficiency and productivity. 

Predictive Analysis: 

AI can extract patterns from vast amounts of data and predict future trends. This 

provides valuable information for formulating business strategies and risk 

management. 

Personalization: 

AI has the ability to learn individual user behaviors and preferences, providing 

personalized services and recommendations. This contributes to improved customer 

satisfaction and increased sales. 

Understanding these advantages and responding appropriately, AI continues to evolve 

as a powerful tool for bettering the future. 

 

 



4.1 What is the SORA Neural Network 

The SORA Neural Network aims to establish a system that merges blockchain technology 

and neural networks. By combining the distributed system of blockchain and the advanced 

machine learning abilities of neural networks, it becomes possible to efficiently 

carry out "drive failure prediction," "drive inspection," and "continuous data 

recovery operations." 

Traditional neural networks faced an issue where data changes became unobservable as 

data piled up due to the use of sigmoid activation functions. However, the SORA Neural 

Network overcomes this challenge, allowing it to effectively process large amounts 

of data. 

Furthermore, the SORA Neural Network plans to adopt a PoW algorithm that suppresses 

power consumption. This will realize an efficient data recovery system while reducing 

environmental impact. This new technology will be released gradually from the testnet, 

providing users with cutting-edge technology. 

This technology reflects today's technology trends of merging blockchain and 

artificial intelligence. 

4.2 Functions and Advantages of the SORA Neural Network 

The SORA Neural Network is based on the blockchain core (SorachanCoin). This blockchain 

core is offered as an open-source project, and innovative technology is shared. This 

core is also utilized in our drive inspection/data recovery software "FromHDDtoSSD 

v3," merging it with the latest data recovery technology. 

The SORA Neural Network realizes an efficient and secure data recovery system through 

the combination of blockchain and artificial intelligence. 

Leveraging the power of open-source, it is building the future of blockchain in 

cooperation with the developer community. 

With the introduction of new technology, great efforts are also being put into 

preventing hacking. For instance, we are utilizing a permissioned system, and to solve 

the issue of the permission process tending to become centralized, we are working on 

the development of a blockchain-based random number generator. 

The neural network (artificial intelligence/machine learning) that uses learning data 

accumulated since 2015 will be introduced to "FromHDDtoSSD v3." This enables the fusion 

of non-centralized artificial intelligence and blockchain. 

We are viewing that solutions for the blockchain hacking problem are being developed 

over time. This will allow SORA to focus on the development of new features. 

 



5.1 What is GPT-4 

GPT-4 is a large-scale natural language processing (NLP) model developed by OpenAI, 

with the transformer architecture at the core of its design. This model is capable 

of learning language patterns from a large amount of text data and generating 

human-understandable sentences. GPT-4 is an expansion and improvement upon its 

predecessor, GPT-3. 

Trained on hundreds of billions of words, GPT-4 has achieved a remarkably evolved 

natural language generation capability. This model can handle various tasks such as 

translation, question answering, sentence generation, and sentence completion. 

Furthermore, GPT-4 supports zero-shot, one-shot, and few-shot learning. 

In zero-shot learning, the model performs tasks without seeing any prior examples of 

the specific task. In one-shot learning, the model performs tasks after seeing one 

example of the specific task. In few-shot learning, the model performs tasks after 

seeing several examples of the specific task. 

GPT-4 can also perform specific tasks more accurately through fine-tuning, enabling 

the model to handle unique applications specialized for certain tasks. 

By leveraging its powerful natural language processing capabilities, GPT-4 is 

expanding the possibilities of artificial intelligence (AI), transforming the way 

people access information and explore new ideas. This model is bringing innovation 

to the way humans share information, learn, and communicate, setting a new standard 

in the digital world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Functions and Advantages of GPT-4 

GPT-4 is a state-of-the-art natural language processing (NLP) model with even more 

powerful features and advantages compared to its predecessor GPT-3. This model learns 

from a large amount of text data, resulting in outstanding performance across a wide 

range of tasks. 

Multifunctionality: 

GPT-4, with its potent generation abilities and adaptability, can handle a variety 

of tasks. These tasks include sentence generation, sentence completion, translation, 

question answering, and sentence summarization. These tasks can be utilized in a wide 

range of applications such as information provision, content generation, customer 

service, and education. 

High Accuracy: 

By learning from a large amount of text data, GPT-4 can generate complex and delicate 

language patterns that are easy for humans to understand. As a result, the generated 

sentences are natural, human-like, and context-appropriate. 

Tunability: 

GPT-4 can perform specific tasks more accurately through fine-tuning, making it 

possible to create models tailored for specific tasks or applications. 

Zero-shot, One-shot, Few-shot Learning: 

GPT-4 supports zero-shot, one-shot, and few-shot learning. Through these learning 

methods, GPT-4 can quickly learn new tasks and respond efficiently. 

GPT-4, with its powerful generation abilities and multifunctionality, has become a 

valuable tool in many industries. This model is making the interaction between humans 

and artificial intelligence (AI) more natural and beneficial, bringing significant 

changes in fields such as communication, education, information access, and content 

generation. 

 

 

 

 

 

 



6.1 Reasons and Objectives for Integration 

The SORA project aims to derive optimal solutions for problems that exhibit 

characteristics such as continuity and significant influence from mathematical 

distributions. To achieve this goal, we propose an unprecedented solution by 

integrating two primary technologies, the SORA Neural Network and GPT-4. 

The SORA Neural Network utilizes the perpetual data storage and processing 

capabilities of blockchain technology, providing advanced AI functionalities while 

ensuring the authenticity and transparency of data. As a result, artificial 

intelligence (AI) can directly learn and infer on the immutable blockchain structure, 

reliably recording the results. 

On the other hand, GPT-4 offers top-level artificial intelligence capabilities, albeit 

with a limited data retention period. GPT-4, trained on a large amount of text data, 

has the ability to generate high-accuracy results across a wide range of tasks. 

By integrating these two technologies, we present a new framework that maximizes the 

reliability of blockchain and the power of artificial intelligence (AI). Consequently, 

our system gains the ability to understand complex patterns and make optimal decisions 

based on them. 

The integration of these two technologies provides solutions to two critical 

challenges: maximizing data reliability and the capabilities of artificial 

intelligence (AI). Therefore, SORA's system can use cutting-edge technology to provide 

innovative solutions to complex problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Advantages of Integrating Blockchain and Artificial Intelligence (AI) 

The fusion of blockchain and artificial intelligence (AI) offers a new paradigm with 

decentralization and autonomy. This innovative approach enables the autonomous 

processing of large amounts of data and the attainment of deep insights. One key to 

actualizing this capability is the Non-Fungible Token (NFT). 

NFTs maintain their uniqueness and interchangeability while accumulating without 

changing their structure. This enables comprehensive analysis of stacked NFTs, 

providing a means to gain deep insights. This analysis is solidly recorded on the 

blockchain, and the results are tamper-proof and verifiable. 

By combining the robust design of blockchain and the powerful analytical capabilities 

of artificial intelligence (AI), we make data-driven decision-making more reliable 

and transparent, creating new value. This means giving the system the ability to 

understand the world through data and autonomously decide the best course of action 

for problem-solving. 

These advantages embody the powerful capabilities offered by the integration of 

blockchain and artificial intelligence (AI). As a result, new technological 

possibilities are opened, and a foundation is built for creating innovative solutions. 

7.1 Design and Implementation Steps of the SORA Project 

The design of the SORA project focuses on the integration of blockchain technology 

and software related to drive testing, drive control, and data recovery. These elements 

are already incorporated into FromHDDtoSSD v3, forming a robust foundation. 

The next crucial step is the integration of artificial intelligence (AI). In the 

previous version, FromHDDtoSSD v2, AI was employed in a pattern recognition format, 

but now we plan to introduce more advanced AI. Specifically, we will incorporate the 

technologies of SORA Neural Network and GPT-4 into the platform. 

With these AI technologies in place, efficiency and accuracy in data recovery will 

significantly improve. These AI systems provide the ability to quickly process large 

amounts of data and gain deeper insights. Also, by leveraging the decentralization 

and transparency of blockchain, data verification and storage become more reliable. 

Through these steps, we offer a groundbreaking solution through the integration of 

blockchain and artificial intelligence (AI). This not only sets a new standard in the 

data recovery industry but also has potential implications for other industries. 

 

 



7.2 Expected Results and Impact 

With the implementation of the SORA project, the proactive integration of blockchain 

and artificial intelligence (AI) becomes possible, leading to innovative advancements 

in data recovery technology. 

The introduction of the SORA Neural Network and GPT-4 greatly enhances efficiency and 

accuracy in data recovery, enabling the provision of more reliable services to users. 

Data management through the combination of blockchain technology and artificial 

intelligence (AI) provides transparency and reliability. This enhances data security 

and privacy, further improving user trust and satisfaction. 

Moreover, by leveraging the features of the SORA Neural Network and GPT-4, users can 

obtain more advanced data analysis results. 

Additionally, the SORA project has the potential to set a new standard in the data 

recovery industry. This platform, which integrates blockchain and artificial 

intelligence (AI), goes beyond the existing industry framework and explores new 

possibilities. Its impact may extend beyond the data recovery industry and potentially 

influence other sectors. 

In sum, the SORA project promotes positive changes in the data recovery industry and 

beyond through technological innovation. 

We expect this to contribute to the digital transformation of society as a whole and 

pave a new path towards a data-driven future. 

8.1 Revenue Generation 

The revenue strategy of the SORA project is based on the licensing sales of data 

recovery software and drive testing functionalities. These products are essential 

tools for performing data recovery and drive testing tasks quickly and efficiently, 

and they are already widely recognized in the market with a proven track record. Direct 

revenue can be obtained through the sale of these products. 

Furthermore, these products are expected to be significantly enhanced by blockchain 

technology, the SORA Neural Network, and GPT-4. This will increase the performance 

and value of the products, which in turn is expected to enhance profitability. 

In addition, the SORA project plans to establish a mechanism for circulating revenue 

by incorporating various services of the cyclical blockchain ecosystem. By leveraging 

blockchain, it becomes possible to develop new business models and revenue streams, 

enabling sustainable growth. 

 

 

 



8.2 Sustainability of the SORA Project 

The SORA project has a very strong foundation in terms of its sustainability. This 

is supported by the track record and reliability of existing products, the combination 

of innovative technologies, and the creation of new revenue streams through the use 

of the blockchain ecosystem. 

These products are expected to be significantly enhanced by cutting-edge AI 

technologies such as the SORA Neural Network and GPT-4, as well as blockchain 

technology. This will improve the performance and value of the products, which in turn 

is expected to increase profitability. 

Furthermore, by leveraging the blockchain ecosystem, it is possible to develop new 

business models and revenue streams. This enables the SORA project to achieve 

sustainable growth and revenue circulation. 

All these elements enhance the sustainability of the SORA project and indicate a path 

towards long-term success. This demonstrates to partners and customers that the SORA 

project is a reliable project that provides stable value and growth. 

9.1 Importance of the SORA Project and Expected Contributions 

The SORA project aims to make significant contributions to the fields of blockchain 

and artificial intelligence (AI) through its innovative technologies and strategies. 

In particular, the development of a blockchain-based random number generator and the 

integration of AI and blockchain are some of the major innovations led by the SORA 

project. 

Firstly, the blockchain-based random number generator is an important enhancement for 

blockchain security. Blockchain is considered highly secure due to its decentralized 

nature and immutability. However, some random number generators are predictable, 

posing a risk of hacking. The blockchain-based random number generator being developed 

by the SORA project offers a new solution to this problem. This is expected to further 

strengthen the security of blockchain and improve its reliability and adoption rate. 

Secondly, the integration of AI and blockchain opens up new possibilities. AI has the 

ability to process large amounts of data efficiently and gain valuable insights, while 

blockchain guarantees the immutability and transparency of data. By integrating these 

two technologies, highly reliable data analysis becomes possible, which is expected 

to facilitate the development of new business models and services. 

Through these contributions, the SORA project aims to drive technological innovation 

in the fields of blockchain and AI, playing a significant role in the proliferation 

and development of these technologies. 

 



9.2 Future Prospects 

The top priority of the SORA project is to realize the aforementioned innovative 

technologies into tangible, useful products. To achieve this, we need to continue 

facing challenges that require immense effort and expertise, such as the development 

of a blockchain-based random number generator, advancements in the integration of AI 

and blockchain technologies, and the development of software that integrates these 

elements. 

However, overcoming these challenges and linking these technologies together will 

result in products that hold great potential from the perspectives of user value, 

societal impact, and business. This not only solves specific problems such as data 

recovery and drive testing, but also creates new value through the integration of two 

innovative technologies, blockchain and AI. 

The ultimate goal of the SORA project is to have a positive impact on society as a 

whole and drive technological advancement through such value creation. To do this, 

we must continue to develop technology, make continuous improvements, and provide 

high-quality products that meet the needs of users and society. 

We promise to continue this challenge and move towards the potential that lies ahead. 

We deeply appreciate the support and empathy of our partners on this journey, and we 

ask for your continued support and understanding in the future. 


