
Fund4 : Catalystバリューのオンボーディング（配布金額$50,000相当のADA） 1/1 令和3年6月17日 beyondstandard（Aichi/Tokai Stake Pool）

https://github.com/Project-Catalyst/catalyst

https://www.youtube.com/channel/UCD-LbBX8c6wgNKggZ43lQrA

https://app.mural.co/t/teamcatalyst1605/m/teamcatalyst1605/1613753459899/fe645dce5588353ff96b2748221f76859e0ba504

https://cardanomobile.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Orders,_decorations,_and_medals_of_Canada

https://voluntary.gold

https://www.inno.go.jp/en/

・こちらは機械翻訳によるもので参考程度です。提案者が不利益を被ったりすることが無いよう、一切の個人的解釈を含めず原文をそのまま掲載しております。ただし、【詳細（冒頭抜粋）】は詳細の項目の冒頭
10段落目までを掲載しています。項目はヘッダーに記載してある日時での拍手数順にしております。また、こちらはPDFファイルで、特にスマホではまだ見づらいと思うので、後日になりますがアイデア10個程
度を上限として、抽出して投稿記事として詳細の全文を含めて掲載予定です。このアイデアの日本語訳が見たいなどのリクエストがありましたら、番号を記載してDMしてください。（リクエストが無ければコ
ミュニティアドバイザーによる総合評価の高い順番とします。）
番号 1 タイトル   Project Catalyst Landing Page/Project Catalyst ランディングページ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Project-Catalyst-Landing-Page/341718-48088

$10,000.00
 【現状の課題】Project Catalystの新規および既存のコミュニティメンバーが、必要な情報やリンクを見つけるための中心的な場所がありません。

 【解決案】Project Catalystに関連するさまざまな資料にリンクする、コミュニティ主導のコミュニティ・ランディング・ページを構築する。
【詳細（冒頭抜粋）】問題提起
貢献したいと考えているCardanoコミュニティのメンバーは、Project Catalystに参加する方法についての情報を集めるという困難な課題に直面している。現在、これらの情報は、様々な文書、ナレッジプール、
コミュニティメンバーの頭脳やコミュニケーションチャンネルでコミュニティ全体に広がっている。有意義な参加をするためには、プロセスへの参加とは何かをしっかりと理解する必要があり、それができて初め
て有意義な方法で参加することができるのです。情報に簡単にアクセスできなければ、コミュニティのメンバーがプロジェクト・カタリストに貢献するための重要な障害となります。提案された解決策コミュニ
ティ・ランディング・ページと情報リポジトリの形で関連情報を集めることは、重要な情報を提供することによって、プロジェクト・カタリストへの有意義な参加に直接影響を与えます。開発は、クリエイティ
ブ・コモンズでライセンスされたGitHubプラットフォーム上で、オープンな方法で行われています。開発は、クリエイティブ・コモンズでライセンスされたGitHubプラットフォーム上でオープンに行われていま
す。サイトの情報は公開されているので、アクセスするのにログインは必要ありません。私たちの意図は、このサイトの初期段階を誘導し、成⻑のための基礎を築くことです。構造が整い、⾃⽴したプロジェクト
になったら、カルダノ財団やその他の関係者にカストディアンシップを渡すことができます。追加、削除、構造、ルック＆フィール、コンテンツはすべて、最初はgithubの課題追跡システムを通じてコミュニティ
主導で行われ、ユーザーはプルリクエストを通じてサイトを追加、作成、開発することができます。
現行のイテレーションが利用可能： https://project-catalyst.github.io/ContributorsA 提案チームで構成された運営チームがページの基礎を築く。

 課題提起やプルリクエストによるコミュニティメンバーの参加ロードマップ

番号 2 タイトル   Cardano Podcast Interviews w/Teams/Cardanoポッドキャストでのチームへのインタビュー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Podcast-Interviews-w-Teams/340411-48088

HP 【総合評価】 4.76 【拍手数】 81 必要ドル

$8,740.00
 【現状の課題】Catalystでは、各プロジェクトの責任者が誰なのかはわかりません。私たちが読めるのは、プロジェクトの内容と作者の名前だけです。

 【解決案】Cardanoポッドキャストでは、Catalyst上の興味深いプロジェクトを支えるチームへのインタビューを行っています。そうすれば、もっと参加者が増えるでしょう。
【詳細（冒頭抜粋）】次の2つのファンドで、コミュニティのメンバーにProject Catalystへの有意義な参加を促すためには、魅力的なコンテンツを提供することが大切です。プロジェクトの背後にあるチームに、
⾃分たちのプロジェクトを紹介したり、詳しく話したりするプラットフォームを提供するのが一番です。私はすでにCardano Podcastで7回のインタビューを行っています（4回はすでにライブで、3回は編集
中）。インタビューをするには、カタリストの面白いプロジェクトについてのリサーチ、インタビュー相手候補への連絡、日時や内容の合意、インタビューの録音、ビデオ（YouTube）や音声のみの編集
（Spotify、Apple podcasts、Google podcasts、Breaker、Pocket Casts、RadioPublicなど）などで、通常5時間ほどかかります。月に10回のインタビューをこなすためには、毎月50時間を費やす必要がありま

 す。必要な総予算 8,740米ドル 

番号 3 タイトル   Guided Onboarding Experience/ガイド付きオンボーディング体験 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Guided-Onboarding-Experience/340760-48088

HP 【総合評価】 4.65 【拍手数】 42 必要ドル

$15,000.00
 【現状の課題】新人に必要なのは書類だけではありません。⾃己流のオンボーディングでは、新入社員に過度の負担を強いることになります。個人的なものにしましょう。

 【解決案】ガイド付きのオンボーディング体験を提供することで、⽴ち上げを凝縮し、人材をトリアージし、初日の行動を促すとともに、コミュニティのつながりを構築します。
【詳細（冒頭抜粋）】CatalystやCardanoが盛り上がっている中、毎日のように新しい人たちがエコシステムに参加しています。ある人は、オープンソースの混沌の中に飛び込む準備をしています。数え切れない
ほどのコミュニケーション・チャンネルや散在するリソースの扱い方をすぐに覚える者。⻑く付き合っていく人もいます。次の大きなdAppや未来のコミュニティリーダーを、バラバラで威圧的なオンボーディン
グプロセスのために失うことがないようにしましょう。 持続的で有意義な参加のためには、オンボーディングから始まり、Catalystへの参加を通して、ローカルとグローバルの両方のつながりを通してコミュニ
ティの感覚を育む必要があります。この初期段階では、カルダノのエコシステムへの一般的なオンボーディングのための壁画ボードを作成する予定です。この初期段階では、カルダノのエコシステムに参加するた
めの一般的なオンボーディング用の壁画ボードを作成する予定です。初期のアウトラインとして、以下のセクションを含むことができます。
-触媒の役割、期待事項、ベスト・プラクティス
-開始 - カタリストの専門家による初日のガイダンス
-統合されたリファレンスおよびドキュメントのリポジトリ
-このコンテンツは、コミュニティからのフィードバックや、テレグラムやディスコードで募集したREALの新規参加者とのオンボーディングセッションを経て、繰り返し設計していきます。資金の一部は、このプ
ロセスにおいて、コミュニティのエキスパートと新規参加者の両方の参加を促すために使用したいと考えています。提案を受け付けるだけでなく、パズルの特定の部分に協力してもらうための「懸賞金」を出すこ
ともあります。この取り組みが成⻑するにつれ、新しい才能を惹きつけ、新しいピースがまとまったオンボーディング・スイートに収まるようにするためのガバナンスを提供するローリング・ファンドとして機能
することを期待しています。 免責事項：物事は壊れたり、ドキュメントがなかったり、イテレーションによって大きく異なることがあります。概念の証明：コミュニティの協力を得て、私は初のカタリストコ
ミュニティの回顧と計画のセッションを共同で開催し、ファシリテーターを務めました。最初のセッションは12人の参加者でスタートしましたが、2回目のセッションでは19人に増えました（58％増）。セッショ
ンの範囲は私がここで提案しているものとは異なりますが、以下の録音を見れば、品質、内容、スタイルの面で何が期待できるかがわかるでしょう。注意していただきたいのは、最初の録音の音声はかなりひどい

 エコーがかかっているということです。しかし、ある視聴者が指摘したように、それはそれで2倍良いものになっています :)

番号 4 タイトル   West Africa Catalyst Onboarding/⻄アフリカCatalystオンボーディング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/West-Africa-Catalyst-Onboarding/340129-48088

HP 【総合評価】 4.63 【拍手数】 45 必要ドル

$6,000.00
 【現状の課題】カルダノのウェブサイトやソーシャルメディア、グループを通じて接触した⻄アフリカの優秀な人々をProject Catalystに参加させるための合理的な枠組みがない。

 【解決案】Project Catalystの目標達成に貢献するW/Africansを惹きつけ、参加させるための多様な会員制度の導入

番号 5 タイトル   Cardano Mobile App/カルダノモバイルアプリ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Mobile-App/341679-48088

HP 【総合評価】 4.07 【拍手数】 18 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】メンバーは、慣れ親しんだフォーマットで、簡単にProject Catalystプロジェクトに参加できる構造的なフォーマットを必要としています。

 【解決案】Project Catalystに関する教育や、作業中のロールのタスクを管理するためのモバイルアプリです。メンバーにはCatalystトークンが付与されます。
【詳細（冒頭抜粋）】製品概要
私たちは、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリを構築し、成⻑するCardanoコミュニティにProject Catalystの構造的な紹介を提供することを目指しています。タイムラインや利用可能な役割、提案者を支援す
る機会を伝えます。
メンバーはアプリ内で直接コミュニケーションをとり、カルダノのエコシステムを改善し続けるために協力することができます。
Catalystトークンは、後日、プール運営者が取引手数料の支払いとして受け入れる活動に対して付与されます。チームの経験Chris Patten-Walker - LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/chris-patten-walker-
1472088/)Michale Fioretti - LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/michael-fioretti/) ターゲット市場
私たちのターゲット市場は、何よりもまず、既存のカルダノエコシステムに関わるすべての人です。私たちは、カルダノに関するすべてのことを網羅したワンストップショップを構築したいと考えており、
Project Catalystは、この提案が注力する分野の1つにすぎません。
ユーザー獲得
まずは、Facebook、Instagram、Reddit、YouTubeなど、さまざまなソーシャルメディアにターゲットを絞った広告を掲載する予定です。
また、広告だけでなく、Cardano Forums、Cardano Meetups、Clubhouseなどのプラットフォームを通じて、コミュニティへの参加を促進します。
資金配分

 資金は以下のように配分されます。

番号 6 タイトル   Social Physics-Balloon Challenge/Social Physics-Balloon Challenge IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Social-Physics-Balloon-Challenge/342326-48088

HP 【総合評価】 3.18 【拍手数】 14 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】Catalystには、地域住⺠を巻き込む「価値」を⽣み出す力がありません。また、「価値」の定義にも課題があります。

 【解決案】DARPAのRed Balloon Challengeを組み合わせてアジャイルチームを作ると、コミュニティのメンバー、提案者、メンター、アドバイザーにインセンティブが与えられます。

番号 7 タイトル   "They desire a better country."/"彼らはより良い国を望んでいる" IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/They-desire-a-better-country/341344-48088

HP 【総合評価】 2.83 【拍手数】 45 必要ドル

$34,000.00
 【現状の課題】提案者は、⾃分のアイデアが却下されたことで取り残されたように感じますが、Catalystファネルに参加した他の人々は、参加することで報酬を得ています。

 【解決案】伝統的な紋章学を参考にして、CF/IOHKがカナダ勲章制度に基づいて、個々のNFTデジタルアセットを発行することを提案します。
【詳細（冒頭抜粋）】"Desiderantes meliorem patriam" - "彼らはより良い国を望んでいる。"
これは聖書のヘブル人への手紙に書かれています。
_
この提案は、@jbpin : https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Encourage-proposals/340111-48088 からの投稿に触発されたものです。この提案は、@jbpin :  からの投稿に触発されたものです。これは競合する提
案だと思うので、彼を共同投稿者に加えるべきかどうかはわかりません。

参加した人は、カルダノムーブメントへのサービス提供に応じてスケールアップした成果を認められるべきです（私の考えでは、カルダノの「エコシステム」や「プラットフォーム」は、意図的に「ムーブメン
ト」と呼ばれ始めるべきだと思いますが、それは3つの事業体とマッキャン・ダブリンとの間の問題です。私は今後、全体の構造をムーブメントと呼ぶことにします）。)
jbpinさんは、提案に力を入れても、その提案が却下されたら意味がないとおっしゃっていました。彼は、経験の浅い、専門家ではない、しかし重要な参加者からの必然的な拒絶が、使用されなくなり、最終的に
参加者が減るという意図しない結果をもたらすという問題を鋭く指摘しています。
_
また、プロジェクトがすべてプロのベンチャーキャピタリストに流れてしまうことで、苦情や不満、さらには参加したくないと思う参加者という意図しない文化が⽣まれてしまうことも考えられます。
私が提案するのは、「⼩人」、「新参者」、「ノミ屋」、「ホドラー」、「スペック・ユー・ラター」など、私たち全員が⻑期的に運動に参加し、健全な誇りを持って当事者意識を育み、運動によって力を与えら
れるような草の根運動を発展させることです。
私が提案することは良い効果をもたらします。私たちは一緒に、ADAの価値を持つ特定のNFTをCF/IOHK/IOGから参加者に発行するシステムを作ることができます。このトークンは、功績を認め合う精神のも
と、適切な団体によってのみ「鋳造」され、発行されるべきものです。このトークンは、強気の市場、弱気の市場にかかわらず、他のすべての形態の通貨から切り離されたADAの価値を持つべきであり、コミュニ
ティサービスに基づいた市⺠のトークンとしての優位性を⽰唆することを提案します。
最初に、私はこのシステムを、一連の段階を持つカナダのオーダーモデルに大まかに基づいて提案します。同じような紋章を使って参加者をエスカレートさせることも可能です。興味深いことに、この種のメン
バーシップを決定するカナダの評議会は、純粋な投票ではなく、コンセンサスのメカニズムによって行われているようですが、それが実際にどのような意味を持つのかはわかりません。
私の最初の提案は、上記の構造に基づいて、IOHKが合意したメリットの指標に基づいて提案者/参加者にNFTを発行することです。すべての提案に何かを与えることを提案しているわけではありませんが、参加者
が将来的に改善された提案を作成することができるように、正式なフィードバックは必要でしょう。
番号 8 タイトル   Voluntary.Gold: a community network/コミュニティネットワーク「Voluntary.Gold IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Voluntary-Gold-a-community-network/341650-48088

HP 【総合評価】 2.6 【拍手数】 3 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】世界のカルダノコミュニティには、コラボレーション、リーダーシップの育成、社会的交流、インセンティブのための分散型プラットフォームがありません。

 【解決案】私たちの連合ネットワークは、コミュニティのメンバーが⾃己組織化し、互いに訓練し、サポートし、そのサービスに報いるために構築されています。
【詳細（冒頭抜粋）】Voluntary.Goldは、活動家やボランティアが、⾃分の関心のある組織や大義のために動員され、その貢献に対して報酬を得ることができる、連合型のソーシャルアクションネットワークで
す。
 https://voluntary.gold DIFFERENTIATION:================「Voluntary.Gold」は、⾃律的なボランティアコミュニティが社会のために⾃己組織化できるよう、特別に設計された史上初のプラットフォー
ムです。私たちは、このようなニーズに対する初めての包括的なソリューションであるだけでなく、私たちの3つの柱からなるアーキテクチャは、ニーズの成⻑に合わせて拡張できるように設計されています。一
般的に確⽴された様々な分散化運動や、特にカルダノコミュニティと連携することで、私たち（総称して）は、この分野における思想的リーダーや著名なサービスプロバイダーとして位置づけられます。
MARKET:=======ボランティアコミュニティを動員するための分散型ソリューションである当社の市場は、ミッションを遂行する非営利団体、草の根の政治運動、オープンソースソフトウェア開発プロジェク

 トなど、これらのコミュニティが⾃然に形成される活気あるエコシステムです。

番号 9 タイトル   Encourage proposals/提案を奨励する IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Encourage-proposals/340111-48088

HP 【総合評価】 2.23 【拍手数】 1 必要ドル

$1.00
 【現状の課題】提案者はオール・オア・ナッシングの役割で、投票もできません。

 【解決案】プロセスの最後まで参加した提案者には、参加を促すためのリワードプールを作る

番号 10 タイトル   Incentivizing interaction/インタラクションの活性化 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Incentivizing-interaction/340824-48088

HP 【総合評価】 1.89 【拍手数】 6 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】画期的なイノベーションは、同じようなバックグラウンドを持った人が起こすものではありません。

 【解決案】異なる背景を持つ人々の交流を奨励することで（差が大きければ大きいほど、報酬も大きくなる）、イノベーションをもたらします。
【詳細（冒頭抜粋）】インセンティヴィング
- 異なるバックグラウンドを持つ人同士の交流（差が大きければ大きいほど報酬も大きい
- 異なる背景を持つ個人が作成したプロジェクト（プロジェクトメンバー間の差が大きければ大きいほど、報酬は大きくなります）。

 - カルダノコミュニティによるプロジェクトの資金調達（プロジェクトメンバーの差が大きいほど報酬が大きくなる

番号 11 タイトル   Teaming to integrate multiple ideas/複数のアイデアを統合するチーミング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Teaming-to-integrate-multiple-ideas/341807-48088

HP 【総合評価】 1.25 【拍手数】 0 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】ソーシャルネットワークを作ることで、参加者がお互いに「いいね！」を押したり、アイデアを共有したり、共同作業をすることができます。

 【解決案】触媒の中で人々がアイデアを共有し、作業できるようにすることで、ソーシャルネットワークの発展が可能になる。

HP 【総合評価】 1.19 【拍手数】 12 必要ドル

$1,000.00
 【現状の課題】個人では、カルダノの将来に対するアイデアを一つの視点でしか語れず、時間が経つと興味を失ってしまう可能性があります。

 【解決案】チームを認めることで、コミュニティは⾃分のアイデアを提供し、Cardanoに関するイニシアチブに積極的に発言するようになります。

番号 12 タイトル   Create Social Network in Catalyst/Catalystでソーシャルネットワークを作る IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Create-Social-Network-in-Catalyst/340066-48088

HP 【総合評価】 1.22 【拍手数】 1 必要ドル


