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$25,000.00
 【現状の課題】ADAの経済には、価値が容易に出入りしなければならない。橋がないことの代償は、ADAが確立されたDeFiの生態系にアクセスできないことです。

 【解決案】CardanoとOnomy（Cosmos IBC Framework Integrated）の間にブリッジを作り、多くのブロックチェーン経済圏との間での価値移転をオープンにする。
【詳細（冒頭抜粋）】AltheaのGravity Bridgeを活用し、修正することで、CardanoとCosmosの間のブリッジを構築する。これにより、Cardano、ATOM、Onomy NOMの保有者に大きな価値提案を提供する。カ
ルダノは、機能するカルダノとコスモスの双方向ブリッジに加えて、オノミーバックボーンを経由してイーサリアムからカルダノにブリッジする能力を持つことになります。1ヶ月の目標：現在のETHから
Cosmosへのブリッジ契約を、Cardanoのテストネットで変換してテストする- 3ヶ月の目標：OnomyとCardanoの間でブリッジを実行するテストネットを稼働させる（Cardonomy）- 6ヶ月の目標：Cardonomyを
CardanoとOnomyの両方のメインネットで展開する私たちにとっての成功とは？重要なKPIは、製品の能力を高めること、送金を成功させること、ブリッジ運営者への報酬支払いを成功させることです。カルドノ

 ミー!

番号 16 タイトル   Community-driven content production/コミュニティ主導のコンテンツ制作 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Community-driven-content-production/342309-48088

HP 【総合評価】 3.6 【拍手数】 328 必要ドル

$30,680.00
【現状の課題】もっと多くの人にCardanoを知ってもらう必要があります。世界的なイベントを開催し、それをサポートするdappsを用意することで、楽しく参加してもらいたいという欲求を生み出してくださ

 い。
 【解決案】ユニークで楽しく、やりがいのあるイベントを開催するために、グローバルコミュニティの創意工夫を活用することで、新しいユーザーをCardanoエコシステムに惹きつけます。

番号 15 タイトル   Bridging Cardano to Onomy & Beyond/カルダノからオノミへ、そしてその先へ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Bridging-Cardano-to-Onomy-Beyond/341926-48088

HP 【総合評価】 3.67 【拍手数】 82 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ヘルスケアに関する研究は急激に進んでいます。しかし、この研究が実用的な医療プロトコルに変換されるスピードは同じではありません。

 【解決案】ヘルスケアDSLとトークン化されたピアレビューを用いて、医療従事者によって作成された分散型P2Pヘルスケアプロトコルハブです。
【詳細（冒頭抜粋）】この問題を理解するために、産後の出血を管理するための医療プロトコルの例を添付の画像で見てみましょう。見てわかるように、医療プロトコルは論理構造を持っており、Haskellのよう
なプログラミング言語に組み込まれたドメイン固有の言語を使って簡単にモデル化することができます。さらに、Marloweのようなドラッグ＆ドロップ式のフロントエンドを用いることで、プログラミングの専門
家ではない医療関係者でも簡単にプロトコルを作成することができます。MyJeeniの本質とインスピレーションの一部は、Marloweが金融契約に対して行ったことを、ヘルスケアのプロトコルに対して行うことに
あります。このことは、カルダノの将来のヘルスケアプロジェクトに大きな利益をもたらします。このプロトコルは、ヘルスケアやその他のバイオサイエンスの専門家チームによって共同で修正・更新される必要

 があります。

番号 14 タイトル   The Cardano Global Treasure Hunt/カルダノの世界的な宝探し IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Cardano-Global-Treasure-Hunt/340173-48088

HP 【総合評価】 3.67 【拍手数】 3 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】コンテンツやアイデアに対する感謝の気持ちを、クリエイターに「ADA」を渡すことで表現したいというニーズは多い。現状では、このようなソリューションはありません。

 【解決案】解決策としては、主要なプラットフォームに対応したブラウザ拡張機能を作成し、複数のソーシャルプラットフォームで$ADAトークンのチップを容易にすることが考えられます。
【詳細（冒頭抜粋）】私は、$ADAトークンやCardanoネットワークの他のネイティブトークンをチップするユーティリティを容易にするブラウザ拡張機能を開発したいと思います。 How it Works:すべてのユー
ザーは、ブラウザ拡張機能（TipADA - オープンソースになる予定）をダウンロードすることができます。 情報はハッシュ化され、検索目的でデータベースに保存されます（私たちは、Cardanoトランザクション
のメタデータを利用し、バックエンドAPIサーバーをオープンソース化することで、この部分を可能な限り分散化したいと考えています）。https://imgur.com/a/yjDLTUOSo コンテンツ制作者がウォレットアド
レスとソーシャルメディアアカウントをリンクさせているので、拡張機能はウォレットアドレスと一緒にQRコードを生成し、チップボタンをクリックしたときにそれをチップ提供者に提示します。 これにより、
$ADAトークン、カルダノウォレットの完全な実用性を実現し、カルダノ/ADAの全体的な普及を促進することができます。また、ティッパーがコンテンツクリエーターにチップしたいネイティブアセット/トーク
ンまたはNFTを選択できるUIを提示することもできます。これらのことは、他の暗号通貨ティッピングボットで大きな問題となっている、ADAトークンをサービス内に集中させることなく行うことができます。拡
張機能の作成者である私は、ユーザーのお金をコントロールすることはできません。もしコンテンツ作成者がブラウザ拡張機能をインストールしていなかったり、リンクしていなかったりしたら？コンテンツ制作
者がブラウザ拡張機能をインストールまたはリンクしていない場合は、チップを渡すことはできませんが、拡張機能は自動的または手動で制作者にメッセージを提示して、誰かがあなたにいくらかのADAを渡した

 いと思っていることを連絡することができます。また、制作者がCardano Walletを作成して拡張機能にリンクするというオンボードプロセスを案内することもできます。

番号 13 タイトル   Myjeeni - Decentralized Healthcare/Myjeeni - 分散型ヘルスケア IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Myjeeni-Decentralized-Healthcare/341005-48088

HP 【総合評価】 3.67 【拍手数】 25 必要ドル

$60,000.00
 【現状の課題】Cardanoに対応したRevutoバーチャルデビットカードによるサブスクリプション管理。詳細はこちらをご覧ください： https://bit.ly/revuto_cardano

 【解決案】サブスクリプション管理ソリューション：ユーザーがサブスクリプションの季節性を積極的に管理し、ワンクリックでサブスクリプション体験を楽しむことができます。
【詳細（冒頭抜粋）】Revutoは、仮想デビットカードを介してカルダノとフィアットをつなぐ購読管理ソリューションです。このアプリは、ユーザーが購読料を積極的に管理し、購読料が発生したときに承認、
ブロック、スヌーズすることができるようにして、お金を節約できるようにしています。Revutoで購読料を支払うことで、ユーザーはRevutokensでリワード、キャッシュバック、ローンを得る権利を獲得し、そ
れを購読料の支払いに充てることができます。借り手に流動性を提供することで、Revutoken保有者は利回りを得ることができます。
レブト・チーム CEOのJosipa Majicは、グローバルな銀行を対象とした感情分析会社の創業者兼CEOでした。CTOのMarko Rukonicは、IntuitのAI部門の責任者（シリコンバレーで20年以上の経験）、COOの
Vedran Vukmanは、初期の暗号採用者であり投資家です。Revutoのサービスは、完全にCardanoネットワークをベースにする計画ですが、各フェーズに個別に取り組む必要があります。
- Revutoアプリの一般公開
- 最初のREVUネイティブ・トークンをCardanoネットワーク上に導入する。
- ADA/REVUペアの導入
- CARDANOでのREVUトークンセールの実施（近日発表予定
- ユーザーがRevutoアプリにRevu Nativeトークンを入金できるようにする。
- ユーザーが行った紹介に基づいて、Revuトークンで報酬を得ることができます。
- Revuトークンのキャッシュバックを受けることができます。
- プロトコルに流動性を提供する際、Revuトークンの利回りを得ることができます。
- ロジックをPlutusに移行（Goguenリリース
- 規制当局への対応のための法的作業 成功の測定方法
- Revutoアプリのユーザー数
- ユニークなトークン保有者の数
- 日刊/週刊/月刊のアクティブユーザー数
- Revutoプラットフォームで行われた取引数
- プロトコルの総流動性
- デビットカードの発行枚数
- プラットフォーム上で実行されたマイクロローンの数
番号 12 タイトル   TipADA - Decentralized $ADA Tipping/TipADA - 分散型$ADAティッピング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/TipADA-Decentralized-$ADA-Tipping/341421-48088

HP 【総合評価】 3.83 【拍手数】 80 必要ドル

$35,000.00
 【現状の課題】COVIDの流行により、先住⺠族のアーティストはオンライン販売を余儀なくされました。オンラインで販売されている先住⺠の商品の真正性を確保することは、彼らが生き残るために重要です。

 【解決案】IndigeneArts.comを、デジタル証明書で認証された先住⺠のアートを扱うNFTのニッチ市場にする。
【詳細（冒頭抜粋）】関連する経験（続き
https://IndigeneArts.com を構築した E コマースおよびマーケットプレイスの専門家からなるチームで、最近 Forbes で紹介されました： https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2021/02/23/indigenearts-
sets-out-to-immerse-shoppers-in-the-world-of-indigenous-cultures カナダのチームです。
Marina（unCommonThread.biz 共同創業者兼 CEO）： ソフトウェア開発に 20 年以上の経験を持つ、技術起業家であり e コマースのパイオニア。
フレイザー（共同創設者兼戦略担当EVP）： 戦略、マーケティング、事業開発の起業家。戦略、マーケティング、事業開発を担当する起業家で、Eコマース、ブランディング、コンサルティングなど16年以上の経
験があります。
ドミトリ、シニアソリューションアーキテクト。20年以上にわたり、ビッグデータやアナリティクスの分野でソリューションを構築・開発してきた経験を持ち、最近ではブロックチェーン、カルダノ、チャールズ
に情熱を注いでいる。
ビクター、シニア開発マネージャー：ソフトウェア開発で約20年の経験を持ち、プロセス改善、UIとフロントエンドの開発、要件収集、複雑なソフトウェアシステムとプロセスのマッピングに重点を置いていま
す。ウクライナチーム。
アリーナ プロジェクトマネージャー
エフゲニー：ソリューションアーキテクト
ダリア：バックエンド開発者
ドミトリー：バックエンドデベロッパー（インテグレーション担当
ルスラン フロントエンドデベロッパー
Gleb：品質保証 品質保証 問題文（続き）。
この提案は、本物の先住⺠族の製品のマーケットプレイスであり、世界中の先住⺠族の芸術と文化の情熱的な愛好家のコミュニティであるIndigeneArts.comを支えるマーケットプレイス・プラットフォームへの
Cardanoブロックチェーンの統合に関するものです。一見、ニッチなユースケースのように見えますが、実はそうではありません。これには興味深い課題があり、それを解決することは、カルダノのエコシステム
全体に利益をもたらし、カルダノが世界の金融オペレーティングシステムだけでなく、世界の文化の宝庫になるための完璧なシードプロジェクトとして機能する可能性があります。そして、芸術、音楽、工芸品、
⾻董品、収集品、記念品など、あらゆる種類のニッチなものを含むように適用することができます。先住⺠族のオンライントレードは、最初に見たときよりもずっと複雑です。先住⺠族のコミュニティとその文化
全体の生存を左右する市場なのです。COVID-19の影響で、売上や海外からの観光客が激減し、さらにパウワウなどの地元のイベントで社会的な収入を得るという性質上、さらに悪化してしまいました。eBay、
Amazon、Etsyなどの既存のプラットフォームを利用したオンライン販売では、大量生産された偽物が氾濫し、売り手と買い手の間の信頼を損ない、価値の高い本物の先住⺠族の製品の価値を下げてしまうため、
番号 11 タイトル   REVUTO - Subscription Management/REVUTO - サブスクリプションマネジメント IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/REVUTO-Subscription-Management/342222-48088

HP 【総合評価】 3.86 【拍手数】 95 必要ドル

$40,000.00
 【現状の課題】Cardanoは、ADAの価値を高め、大勢のプレイヤーを集めるために、ADAをゲーム通貨とした、簡単に学べるマルチプレイヤーゲームを必要としています。

 【解決案】KEVM Devnet.v1.0を使用して、成功している既存のTron DAppをCardanoに移行し、ADAとNative Assetsをスマートコントラクト内のゲームトークンとして使用します。
【詳細（冒頭抜粋）】現在のゲーム状況：このゲームはトロンですでに2年間成功しています。しかし、最近の急激なエネルギーコストの上昇により、より少ないエネルギーを使用するためにプラットフォームを
アップグレードする間、TRX版のゲームをオフラインにせざるを得ませんでした。無料版はまだ生きており、ユーザーは https://pc.traps.one で試すことができます。TRX版は、アップグレードが完了した時点で
オンラインに戻ります。そのため、正確なデイリーアクティブユーザー数やトランザクションの統計は、2月上旬にプラットフォームがアップグレードのためにオフラインになる前のデータを参照してください。
統計はhttps://dappradar.com/tron/games/traps で見ることができますが、数週間前のアップグレード前の正確な統計を見るには、必ず「すべての時間」のデータに展開してください。主なリンク：ウェブサイ
ト：https://pc.traps.one
テレグラム トラップスワン
ツイッター @Traps_Oneユーザーが作成したデモ動画です。ユーザーデモ:Dappradar stats (Dappradarの "All Time "statsを見ると、2020年2月上旬にTronのエネルギーコストの急激な上昇に対応するためのアッ
プグレードのためにプラットフォームがオフラインになる前の、正確なデイリーアクティブユーザースタッツとトランザクションスタッツがわかります。アップグレードが完了すると、プラットフォームはオンラ
インに戻ります。トラップの正確な統計を見るには、2020年2月以前のdappradarの統計をご覧ください）: https://dappradar.com/tron/games/trapsObject of the game:各プレイヤーは、自分の惑星に設定された
量のADAを持って入場する。そして、複数のプレイヤーがお互いを食べようとボード上で追いかけあいます。他のプレイヤーを食べた場合、そのプレイヤーのADAを奪い、あなたがそれを保持します。死んだら、
プラットフォームトークンを採掘し、プラットフォームから毎日配当が支払われます。つまり、勝てば他のプレイヤーからADAを獲得し、それをすぐに受け取ることができ、死ねばプラットフォームトークンを採
掘することになります。このゲームはシンプルですぐに覚えられるため、戦略やチームプレイのバリエーションを無限に楽しむことができます。今すぐ無料版を https://pc.traps.one で気軽に試してみるか、上に

 掲載したユーザーデモビデオを「関連する体験セクション」でご覧ください。

番号 10 タイトル   Indigenous Art Authenticity/先住⺠族のアートの真贋 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Indigenous-Art-Authenticity/341856-48088

HP 【総合評価】 3.9 【拍手数】 11 必要ドル

$60,000.00
 【現状の課題】ブロックチェーンゲームは、ゲーマーや開発者にとって対話が難しい。ユーザーの体験をシンプルにするエコシステムが求められています。

 【解決案】Novelliaは、合理的なユーザーインターフェースによって開発者とユーザーのブロックチェーン統合を簡素化する、コミュニティ主導型のプラットフォームです。
【詳細（冒頭抜粋）】ゲーミング3.0へようこそ！かつては自分のものは自分で所有していましたが、インターネットが登場してからは自分のものを取り戻す時代になりました。Novelliaプラットフォームとは何で
すか? Novelliaプラットフォームには、Novellia DashboardとNovellia DAO (decentralized autonomous organization)が含まれます。Novellia Dashboardとは何ですか? Novellia DAOとは何ですか? Novellia
(NVLA) ガバナンストークンの保有者が、Novellia Dashboardに掲載するコンテンツを選択できる分散型システムです。DAOでのやりとりに伴う手数料は、イノベーションと改善のための資金源となります。ユー

 ザーはこの資金を、ゲーム、コンテンツ、技術開発のための提案を受け入れるために、⺠主的に分配することができます。これにより、DAOはスパムやその他の悪者から守られています。

番号 9 タイトル   Migrate Tron Multi-PVP Game to ADA/マルチPVPゲーム「トロン」をADAに移行 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Migrate-Tron-Multi-PVP-Game-to-ADA/340361-48088

HP 【総合評価】 4 【拍手数】 424 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】Cardanoにはエレガントなデザインが隠されていますが、デリゲーターやステークプールのオペレーターは、その可能性を捉えるために情報にアクセスする必要があります。

 【解決案】Cardanoを広く普及させることを目的として、プールの中継場所、ステーク、インフラの提供者を表示するウェブアプリ。
【詳細（冒頭抜粋）】概要： https://www.monadpool.com/cardano.html 上の Cardano ネットワークの現在のインスタンスについてデレゲータとプールオペレータを教育することで、PoS 分散型プロトコルの可
能性を捉える - 発売以来、9k 回以上提供されています。
背景:私がBTCのマイニングを始めたのは2013年11月のことで、当時はまだ小規模なオペレータがフランケンシュタインのマルチCPUセットアップを使って大規模なプレイヤーに*ちょっと*対抗できた頃でした。
しかし、競争力を維持するためには工業化されたセットアップが必要であり、それが中央集権化につながることが明らかになったため、BTCには興味を失いました。2020年にCardanoを読んだときに、暗号に再び
活気を与えられました。このネットワークが生きて動いていることは今でも驚きですし、分散化を可能にするという点で、このネットワークがいかに特別なものであるかを代表者に十分に理解してもらう方法を考
えたいと思っています。そのために、ネットワークの地理的・経済的特性を視覚化するサイトの制作を始めました。 の機能を実装することになりました。
このツールをさらに発展させるために、代表者に向けたいくつかの機能を実装したいと考えています。主に、以下のような要素を考慮してプールを推薦するために、ユーザーの好みを考慮したシンプルなウィザー
ドやフォームを用意しています。
- 場所（ユーザーの近くにあるプール、またはユーザーがカルダノの普及に貢献したいと考えている場所の近くにあるプール
- インフラ（大規模なクラウドプロバイダーを避ける、または信頼性の高いプロバイダーに惹かれる
- リレーの数（多様なロケーションとインフラ・プロバイダー
- プールの大きさ（賭け金を分散させるか、大きなプールでより安定したリターンを狙うか
- リスク選好度（より良い報酬を得るために小さなプールに賭けてみるか、より確実なリターンを得るために賭けてみるか
- コミュニティから提案された他のアイデアを受け入れる
Cardanoのステークホルダー、デリゲーターとSPOの両方に向けて。
集中化の警告
1. 一連のフィルターは、複数の軸でステークの分布を分析し、51%の攻撃を実行するのに必要なSPO/エンティティの数を最小限に抑えるためのものです。
2. 2. ネットワークの51%(またはN%のスライダー)をオフラインにするために必要な最小エリアを示すジオリスク分析により、シンビル攻撃を容易にします。
なぜウィザードに注目したかというと、「どのプールに賭けるべきか」という質問は、カルダノ関連のソーシャルメディアでは非常に繰り返し聞かれる質問だと観察したからです。私は、個人的な利益とネット

 ワークの最適化の両方の観点から、ステークの決定に貢献する無数の要因を消化するために、新旧の代表者を支援することができる公平なツールを作りたいと考えています。

番号 8 タイトル   Novellia Gaming Platform and Store/ノベラスゲーミングプラットフォームとストア IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Novellia-Gaming-Platform-and-Store/340365-48088

HP 【総合評価】 4.13 【拍手数】 15 必要ドル

$22,567.00
 【現状の課題】過去3年間のアート業界の問題点第1位は、新しいコレクター（テクノロジーに精通し、ガジェットを駆使するミレニアル世代）の獲得。

 【解決案】Art DApps Platformは、IdeaScaleのフォーマットにインスパイアされたもので、アート関連のFund受賞者とのコラボレーションによるアートの創造とキュレーションに焦点を当てています。

番号 7 タイトル   Decentralization Aids: Geo & Infra/地方分権の助っ人。ジオ＆インフラ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralization-Aids-Geo-Infra/341954-48088

HP 【総合評価】 4.19 【拍手数】 47 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】アーティストやバイヤーは、アートやNFTの適切な評価を見つけるのが難しい。マーケットプレイスは美術批評のプロセスを統合する必要がある

 【解決案】NFT Artのマーケットプレイスは、排他的な審査や無意味な入札合戦ではなく、クラウドソースによるアート批評を中心としたものです。
【詳細（冒頭抜粋）】プロジェクトの説明
名前 "CRITIQ "または "CRITQ "あなたはどちらが好きですか？
このプロジェクトは、元々は "FRAME(D) "というワーキングタイトルでM大学のGameChanger Pitch Contestに提出され、3位に入賞したコンセプトを進化させたものです。このコンセプトは、その後、NFT分野
での適用に向けて大幅に変更されましたが、中核となる価値提案はそのまま引き継がれています。オリジナルのホワイトペーパーは、こちらからご覧いただけます。https://www.notion.so/taubypi/FRAME-D-A-
Social-Art-Media-Platform-3fa2add5621341ccb80aec0174c19581Problem:This Guy @CoinBureauの言葉が、この問題をよく表しています。
"Beepleのような有名なアーティストのNFTを買わない限り、あなたが見ているNFTに本当の価値があるかどうかを見極めるのは本当に難しいことです。理論的には、そのNFTの販売履歴を見て需要があるかどう
かを確認することができますが、多くの販売者はNFTSを鋳造し、自分が所有する他のEthereumウォレットを使って自分から購入しています。これは、人工的な販売履歴を作成し、あなたが興味を持っているNFT
が何らかの市場価値を持っているような印象を与えます。これは基本的に、多くの大雑把な暗号通貨取引所で見られる洗浄取引の「ソロ」バージョンです。また、NFTマーケットプレイスには、博物館や美術館の
ふりをした出品者がたくさんいます。ときには、ツイッターのダミーアカウントにリンクしているため、「認証済みセラー」と表示されていることもあります。このような偽の美術館やアートギャラリーは、グー
グルで見つけた半端に有名なアート作品の高品質な画像をNFTSとして販売し、かなりの利益を得ています。NFT市場は明らかにバブル状態にあり、暗号市場とは異なり、下降局面でのサポートはほとんどないと
思われます。これは主に、NFT市場が流動的ではなく、NFTの公正な価値を見極める決定的な方法がないためです」-Coin Bureau;ソリューション：CRITIQは、買い手がNFTの「公正な価値」を評価するのを助
け、詐欺師が「ウォッシュ・セリング」を行ったり、他人が所有する美術品を売り飛ばしたり、（現在市場に溢れている）「素朴な」または知識のない買い手に高額な美術品を販売したりするのを防ぐ、必要とさ
れているサービスを提供します。また、展示されている、あるいは販売されているNFTアートをクラウドソースで批評・評価することで（AI/MLとの組み合わせ/強化）、贋作を選び出し、詐欺師を暴き、「群衆
の知恵」によって公正な評価を確立することができます。製品：CRITIQは、アーティストが批評家の称賛を得るための場所を確立することを目的とした分散型マーケットプレイスで、プロモーションの機会を平
等に提供し、実力に応じた「報酬」を最大化します。このプラットフォームは、美術品の価格と実際の価値が大きく乖離していること（NFTや伝統的なもの）への反発を表しており、より関連性の高い公平な基準

 （すなわち、美学、美しさ、形、意味、コンセプト/物語、文化的意義、歴史、技術、作品など）での評価を推奨していきます。

番号 6 タイトル   Art DApps to fund & curate artwork/アートワークに資金を提供し、キュレーションを行うArt DApps IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Art-DApps-to-fund-curate-artwork/342062-48088

HP 【総合評価】 4.2 【拍手数】 11 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】現在のところ、ゲームユーザーが時間や金銭的なリスクを伴わずにゲームのパフォーマンスを収益化する方法はありません。

 【解決案】PlayerMintは、ゲームプレイのパフォーマンスに応じて、ファンジブルトークンとノンファンジブルトークンをゲーマーに提供する無料のプラットフォームです。
【詳細（冒頭抜粋）】背景
PlayerMintは、暗号資産を通じて、すべてのプレーヤーに、より楽しく、やりがいのある、社会的な経験を提供します。このため、PlayerMintは当初、Discordボットとして構築されます（Twitchボットとアプリ
ケーションは将来的に構築される予定です）。PlayerMintボットは、Discordサーバーのオーナーが自分のサーバー内にマイクロエコノミを作り、自分と自分のコミュニティに利益をもたらすことを可能にしま
す。このボットのユーザーは、5日ごとに自動的に発生する、PlayerMintのファンジブル・トークンであるPMXの支払いを通じて、Fortniteのプレイに対する報酬を得ることができます。PlayerMintのユーザー
は、PMXを使ってPlayerMint Collectibles（当社のNFTシステム）を収集・取引することができます。
ユーザー体験
1. PlayerMint Botが存在するDiscordサーバーに参加/作成してください。
2. ウォレットを作成してください。
3. Epic Gamesのアカウントを認証する（ゲーム内のパフォーマンスをトラッキングできるようになります）。
4. Fortniteをプレイ
5. PMXの支払いを受ける
6. PMXをPlayerMint Collectiblesなどに使用する
開発ロードマップと資金使途
PlayerMintの開発は2つのフェーズで行われます。フェーズ1では、本提案に記載されているDiscord Botの構築を行います。カタリストの資金の100％は、PlayerMintの開発グループであるKromeon
（https://kromeon.com/）がフェーズ1を構築するために使用されます。彼らの開発プロセスは以下の通りです。フェーズ2は、PlayerMint社が将来的に計画しているものです。フェーズ2は、将来のカタリスト・
ラウンド、またはフェーズ1からの収益で賄われます。フェーズ2は、PlayerMintの⻑期的な目標とビジョンを明らかにするために含まれています。フェーズ2の計画は以下の通りです。- フェーズ1の開発（14週
間）-。
初回ディスカバリーミーティング // 2日間 // 終了
製品スコープとPRDの決定 // 3日 // 終了
製品設計 // 4週間 // やるべきこと
製品開発 // 8週間 // 実行
製品テスト/QA // 1週間 // やるべきこと - フェーズ2の説明 ー
番号 5 タイトル   CRITQ~Art Criticism NFT Marketplace/CRITQ〜美術評論 NFTマーケットプレイス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/CRITQ~Art-Criticism-NFT-Marketplace/341875-48088

HP 【総合評価】 4.24 【拍手数】 44 必要ドル

$15,000.00
 【現状の課題】人々は、票や投票、選挙を扱う際に、安全で信頼できる、不変の真実の情報源を求めています。

 【解決案】ブロックチェーン上およびブロックチェーン経由で投票を行い、安全で不変的な情報と結果を投票に提供するための既存のソリューションを拡大・成⻑させる。
【詳細（冒頭抜粋）】私たちは、https://vote.crypto2099.io（メインネット）とhttps://testvote.crypto2099.io（テストネット）において、カルダノのオンチェーン投票の「概念実証」を成功させ、継続していま
す。これらのプラットフォームの目的は常に、IOGが開発したCatalyst投票アプリの現在の範囲と規模では目立たない可能性のある、以下のような小規模なエンティティにオンチェーン投票メカニズムを提供する
ことでした。例えば、労働組合や組合員、市⺠団体（PTA、サッカーリーグ、自治会など）などです。このプロジェクトは、IOGがCatalyst/Voltaireメカニズムを介して取り組んでいる大規模なイニシアチブの競
合相手ではなく、補完関係にあると考えています。この資金要求の目的は、より多くのユーザーを引き付けるために、投票プラットフォームの機能、ブランディング、使いやすさの改善・向上に（寄付ではなく）
専任の時間を割くことができるようにすることです。現在のシステムは、標準化されたJSONスキーマを利用しています。このスキーマはパブリックドメインとしてオープンソース化されており、本プロジェクト
の一環として今後も維持される予定です。https://github.com/spocra/onchain-votingIf 資金は、以下の目的に使用されます。
1. 1.システムの投票パラメータと機能を強化し、ブロックチェーン上で投票を行うことに関心のあるすべてのユーザーが利用できるパブリックプラットフォームとして運営を継続する。 2.投票プラットフォームの
再ブランディングを行い、新規ユーザーの摩擦を最小限に抑えるための情報や「How To」記事を強化・拡大して提供する。 4.ブロックチェーンを使った投票のプライバシーと正当性を強化・確保するための実行

 可能なソリューションとして、Atala Prismのような新しい「アイデンティティ・ソリューション」の反復・開発・研究を継続する。

番号 4 タイトル   PlayerMint: Token System for Gamers/PlayerMint: ゲーマーのためのトークンシステム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/PlayerMint-Token-System-for-Gamers/340535-48088

HP 【総合評価】 4.33 【拍手数】 37 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】プラスチック汚染は世界的に大きな問題ですが、データが不足しています。リッターコインは、データ収集のインセンティブになるとともに、カルダノの採用率を高めることができます。

 【解決案】OpenLitterMap.comは、初めて市⺠科学にプルーフ・オブ・ワークの原則を適用することで、ユーザーにLittercoinを報酬として提供しています。
【詳細（冒頭抜粋）】OpenLitterMapは、世界のゴミとプラスチック汚染に関する、オープンソースでインタラクティブなアクセス可能なデータベースです。200万人以上のボランティアによって作成された世界
で最も包括的な地図であるOpenStreetMapのオープンな価値観と⺠主的な研究コミュニティにインスパイアされ、私たちはクラウドソーシングとオープンデータの同じ原則を汚染に適用しています。方法論を開
発するためにx2修士号を取得した後、私たちは仕事をしている人々に与える報酬を積極的に探していました。2015年にトークン化とイーサリアムに出会った後、私たちは初めて地理情報の作成にプルーフ・オ
ブ・ワークの原則を適用することを決め、Littercoinが誕生しました。これは2つの理由で重要なイノベーションです 1. プラスチック汚染は世界的に大きな問題となっていますが、データが著しく不足していま
す。1時間に推定900トンのプラスチックが海に流れ込み、何兆ものプラスチックが付着したタバコの吸殻が地球上のほぼすべての場所を汚染しているにもかかわらず、ゴミ汚染の分布や量についてはほとんど知
られていません。最近では、世界中の何億人もの人々が、データを収集できる強力な機器を装備しているため、世界的な汚染に関する知識が破壊される可能性が高まっています。しかし、巨大なグローバルデータ
セットを作成する社会の能力は、まだ著しく未発達です。データ収集技術とインセンティブを適切に組み合わせることで、より多くの人々が自分のデバイスを使って汚染に関するデータをクラウドソースする方法
を知ることができるようになり、汚染に関する巨大なグローバルデータセットを作成することが新たな常識になるでしょう。2. 2. カルダノや暗号の大量導入には、大きな参入障壁があります。ほとんどの人は、
現金を手放したくないし、取引所にも登録したくありません。Littercoinは、ユーザーが汚染に関するデータを共有することでネットワークに参加するため、これらの障壁を取り除きます。ユーザーは、ジオタグ
付きのゴミの写真を撮り、ラベルを付け、ゴミを処分することで、Littercoinを獲得し、現金や取引所に登録することなく、Cardanoを始めることができます。実際には、ブロックチェーン技術について何も知ら
ず、ウォレットを作成することもなく、OpenLitterMapで過去4年間、何千人もの人々がすでにLittercoinを「採掘」しています。リッターはどこにでもあり、誰もがそれが何であるかを知っています。そのため、
リッターマップは世界がこれまでに経験したことのない、最もアクセスしやすいデータ収集の形態となっています。多くの人を市⺠科学に、ひいてはcardanoのエコシステムに初めて参加させることができます。
また、リッターコインの採掘者を、ゼロウェイストや循環型経済の革新的なスタートアップや地元企業と接触させることで、廃棄物の発生源に対処し、地域の循環型経済ネットワークを改善し、積極的な環境活動
に報いるという計画の一環として、小売店での採用を増やす実験もできます。しかし、OpenLitterMapには多くの作業が行われてきましたが、次のステージに進むためには、皆様のご協力が必要です。この資金で
開発者を雇い、アプリを改良し、より楽しく、より簡単に、よりやりがいのあるものにしていきたいと考えています。その代わりに、地球をきれいにするために必要なデータを生成するために皆さんとパートナー

 シップを組むことで、Cardanoの普及と環境へのポジティブなブランディングを促進することができます。

番号 3 タイトル   Cardano On-Chain Voting/カルダノのオンチェーン・ウォッチング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-On-Chain-Voting/341963-48088

HP 【総合評価】 4.44 【拍手数】 44 必要ドル

$36,500.00
 【現状の課題】PlutusはHaskellで書かれたCardanoのスマートコントラクトレイヤーです。Plutusで安全なDeFiコントラクトを構築する最初のターゲットユーザーは、上級のHaskellerです。

 【解決案】6人のシニアフルスタックHaskell開発者のチームは、深いフィンテックの背景を持ち、現在TN上でPlutus eUTXOスマートコントラクトシステムを構築しています。
【詳細（冒頭抜粋）】Liqwidは、分散化された非親告罪の融資のために、Cardano上でオープンソースの流動性プロトコルを開発しています。
この提案は、Plutusスマートコントラクト/APIの完全なセットを構築し、そのコントラクトを提供されるCardanoオラクルメカニズムと統合するシニアHaskell開発者のチームに資金を提供するためにADAを要求
しています。
これまでの提案では、KEVMサイドチェーン上の初期製品のリリースに必要な技術開発、インフラ、バック／フロントエンド、セキュリティ、Solidityコードベースの開発に焦点を当ててきましたが、今回の提案
はPlutusスマートコントラクト／APIの開発のみに焦点を当てています。
以下のStatement of Workでは、Fund4の目標を説明しています。
貸し出し/借り出しのためのPlutusスマートコントラクトの開発
ツール作成、テスト、自動化（API/QA
Plutus scの構築のためのプロジェクト計画とプロジェクト管理。
デブオプス
すべての Liqwid スマートコントラクト/API の文書化。
必要に応じたPlutusシステム自体への貢献（Python/JSでの開発ツールなど
Haskellの開発会社であるMLabs Consultingは、フィンテックや決済の分野で幅広く活躍してきましたが、現在は分散型金融の分野への新たな旅に出ています。彼らのクライアントには、JuspayとTillitがあり、そ
れぞれインドとヨーロッパのB2CとB2Bの決済会社です。
Juspayでは、MLabsチームは、決済スタックのPurescriptからHaskellへの移行と、GroovyからHaskellへの移行を指揮しています。Tillitでは、MLabsチームがB2Bペイメントのバックエンドシステムの構築と、そ
れに伴うDevOpsを支援しています。その他のプロジェクトでは、フロントエンド開発、人工知能、機械学習などを行っています。
開発されたコードはすべて、Apache 2.0ライセンスでオープンソース化されます。
MLabsのオープンソースHaskellへの取り組み。
我々のチームは、スタティックおよびJITコンパイラ（Cython、Numba）、Haskellデータ処理システム（Streamly）、Purescriptのビルドシステムとフレームワーク（SpagoとParcel）、フロントエンドフレーム
ワーク（Halogen）、Haskellスキーマバリデータ（Medea）など、多くのオープンソースプロジェクトを立ち上げ、貢献してきました。データベースライブラリ (beam, beam-mysql), Redis バインディング
(Hedis), Nix と Haskell のビルドシステムとパッケージ (nixpkgs, cabal-extras), 文字列と文字列解析ライブラリ (text-ascii, io-streams-ascii, bytestring-lexing), メトリクスとモニタリングライブラリ
(prometheus-haskell) などなど。
番号 2 タイトル   Littercoin - Mass Adoption/Littercoin - 大量採用 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Littercoin-Mass-Adoption/340301-48088

HP 【総合評価】 4.87 【拍手数】 74 必要ドル

・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   Haskell Devs for Liqwid Plutus SC's/Haskell Devs for Liqwid Plutus SC's IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Haskell-Devs-for-Liqwid-Plutus-SC-s/342249-48088



Fund4 : Dappsと統合（配布金額$200,000相当のADA） 2/4 令和3年6月17日 beyondstandard（Aichi/Tokai Stake Pool）

https://www.paalup.com

https://github.com/logicalmechanism

https://www.ekofolio.com/

https://xceed365.com

http://encrypgen.com

https://www.LifestyleEntrepreneursPress.com

https://www.crayonic.com

https://github.com/NFT-DAO/NFT-Metadata

https://www.linkedin.com/in/clint-morgan-513b39/

https://www.m2tec.nl

http://estati.ae/

https://github.com/UPTODATE-DEV

https://NFT-DAO.org

https://staking.rocks $80,000.00HP 【総合評価】 2.62 【拍手数】 271 必要ドル

$39,987.00
 【現状の課題】カルダノのデファクト・NFTプラットフォームを実現するためには、Fund 3のMinimum Viable ProductがAlpha、Betaテスト＆リリースに進む必要があります。

 【解決案】NFTフレームワークとユーザーインターフェースのアルファ版・ベータ版の完成 MVPを固めてベータ版として発売し、新しい機能を追加していきます。
【詳細（冒頭抜粋）】*
*
*
NFTフレームワークのMVP（Minimum Viable Product）をベータローンチに向けて推進する。
************************************************************************* 私たちのNFT-DAO Fund-3の作業は、カルダノ上で最初のNFTマーケットプレイス・フレームワークを提供します 私たちは、MVPを

 固めてベータ版で発表します また、MVPを新しい機能で拡張します 私たちは、追加のNFTマーケットプレイス・テンプレートを開発しています 

番号 39 タイトル   Tokenized ADA for Yield Farming/イールド・ファーミングのためのトークン化されたADA IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Tokenized-ADA-for-Yield-Farming/341574-48088

HP 【総合評価】 2.67 【拍手数】 83 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】従来のゲームには、ユーザーに具体的な報酬を提供しないという重要な魅力がありませんでした。

 【解決案】カルダノブロックチェーン上で、NFTベースのオンラインサッカーマネージャーゲームを開発し、サッカーマネージャーの常連ユーザーをカルダノネットワークに呼び込む。

番号 38 タイトル   NFT-DAO Framework Collab?continued 編集済み/NFT-DAOフレームワーク共同研究-継続 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/NFT-DAO-Framework-Collab%E2%80%94continued/340998-48088

HP 【総合評価】 2.67 【拍手数】 20 必要ドル

$3,000.00
 【現状の課題】アフリカの人々は銀行口座を利用しないことが多く、利用していてもAからBへの送金の際に必要な管理ができていません。

 【解決案】ブロックチェーン技術を用いた送金プラットフォームを設計し、ユーザーがある口座から別の口座へと無制限に送金できるようにする。
【詳細（冒頭抜粋）】戦略的ランドスケープキンシャサにDRCハブが間もなく開設されますが、ここゴマには、ブロックチェーン技術の導入を促進しようとしている活発で熱心な開発者のコミュニティがすでに確
立されています。戦略的方向性私たちはすでに毎週のようにミートアップやハッカソンを開催しています。フェーズ1: (3ヶ月)Dappを構築するための詳細なロードマップを作成（Cardanoプロトコルを使用）-----
--------------------------------------------- ---------------

 フェーズ2: (時期未定)

番号 37 タイトル   NFT Based Online Football Manager/NFTベースのオンラインフットボールマネージャー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/NFT-Based-Online-Football-Manager/341153-48088

HP 【総合評価】 2.67 【拍手数】 7 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ライフサイエンス（製薬、バイオテック）におけるサプライチェーンマネジメントは、非常に困難であり、透明性と俊敏性に欠け、コスト効率も良くありません。

 【解決案】信頼性、効率性（支払い、供給、保管など）、スピードを向上させた透明性の高いライフサイエンス・サプライチェーンを構築する。

番号 36 タイトル   Afri-pay/アフィリエイ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Afri-pay/342064-48088

HP 【総合評価】 2.73 【拍手数】 13 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】暗号投資家は、暗号ファンドによる不動産投資にアクセスできない

 【解決案】透明性の高い不動産投資を行う投資家が、物件を購入したり、投資ファンドに参加したりするためのプラットフォーム
【詳細（冒頭抜粋）】アイデア提出時からの最も重要なポイント
1. 欧州のソフトウェア開発者1名と米国のコンサルティング会社と協力してMVPを構築する。
2. Digishares.io（ホワイトレーベルのブロックチェーンソリューション）と連絡を取り合っているが、理想的にはすべてを一から構築するが、特にKYC/AMLの統合やカストディサービスについては、コンサルタ
ントとして支援することができる。
3. UAEにおけるトークン化の法的規制を支援するために、ドバイのブロックチェーン・アドバイザリー会社との提携を検討中。
4. 投資の流れとスマートコントラクトに格納する必要のある情報を定義。また、取引の流れについて現地の証券会社と確認。詳しい資料はこちら：
https://docs.google.com/document/d/1DYzOGUnFRYpGxY1HPjPRXC7ZvYUjDSXTHkoVQVPCzkc/edit?usp=sharing5。競合分析も行っています。基本的に競合他社はすべてイーサリアムのブロックチェーン上
で動作しており（莫大なガス料金がかかる）、その多くはすでに活動を停止しているため、製品を構築し、より手頃な価格で使いやすくするためには非常に有利です。詳細はこちら：
https://docs.google.com/document/d/1DYzOGUnFRYpGxY1HPjPRXC7ZvYUjDSXTHkoVQVPCzkc/edit?usp=sharing
6. ドバイ政府はすでに暗号を受け入れており、規制が強化された時点で完全に準備ができるよう、構築を開始するには絶好のタイミングです。すでに暗号を受け入れている売り手や、暗号を受け入れて支払いを
フィアットで送金するカストディアン・パートナーがいることに注意してください。ドバイの不動産物件を掲載した現在のウェブサイト - http://estati.ae/
私は、投資会社である50以上のクライアントと仕事をしており、通常、1資産あたり2,000万〜5,000万ユーロの市場外投資を調達しています。ほとんどのクライアントはまだフィアットで投資していますが、数人
のパートナーと一緒に、暗号支払いのみでいくつかの投資を成立させましたし、アラブ⾸⻑国連邦のドバイでは暗号を受け入れる売り手もいます。
製品 - 売り手が暗号を受け付け、買い手が物件を取得できる投資先を見つけることができるプラットフォーム（直接投資）。持株会社と投資ファンドを設立することで、複数の小口投資家がファンドに参加できる
クラウドファンディングのソリューションを提供することが可能になります。ファンドは資産を取得し、物件を管理し、賃料を徴収し、利益を分配する（ドバイの利回りは5〜8％、観光シーズンには10％を超え
ることもある）。
スマートコントラクトは、テナント情報、支払いデータ、所有権記録（title dee）などを提供する。短期レンタル（ホテルの部屋など）の場合、訪問者は暗号またはフィアットで支払うことができます。
開発のキックオフとして、まず直接投資を促進するためのリスティングプラットフォームに取り組みます（スマートコントラクト内でUAEのドバイで承認された買い手と売り手の契約）。完成後は、投資ファンド
のインフラを構築して、クラウドインベストメントを促進し、小口の投資家が資産取得に参加できるようにします。
私はプロダクトマネジメント、デザイン＆マーケティングを担当しているので、開発者やコミュニティからの開発支援が必要になります（すでにプロダクトのワイヤーフレームを作成中）。
現在、米国のソフトウェア開発者1名とコンサルティング会社1社と連絡を取っており、ソフトウェアの技術的な開発を喜んで手伝ってくれることになっています。また、アラブ⾸⻑国連邦の不動産のトークン化に

 関する規制について、アラブ⾸⻑国連邦のブロックチェーン・アドバイザリー会社に相談しています。
番号 35 タイトル   Pharma&Biotech - Supply Chain Mngt/ファーマ＆バイオテック - サプライチェーン・マネジメント IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Pharma-Biotech-Supply-Chain-Mngt/341091-48088

HP 【総合評価】 2.73 【拍手数】 19 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】サッカーのベッティングプールは、透明性の欠如、不便なバイイン/ペイアウト、中央管理者への信頼が必要であるという制限があります。

 【解決案】私は、カジュアルなファンが様々な価格の透明なサッカーベッティングプールを簡単に作成し、参加できるようなdappを作成します。

番号 34 タイトル   Real Estate Investment Platform/不動産投資プラットフォーム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Real-Estate-Investment-Platform/341190-48088

HP 【総合評価】 2.76 【拍手数】 63 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】現在の政党や政治家は、有権者へのサービスや誠実さを保つことに問題を抱えています。

 【解決案】CardanoをベースにしたDAO意思決定政治システムで、選挙で実行するために設計された投票の透明性、安全性、匿名性を提供します。

番号 33 タイトル   Decentralized Football Betting Pool/分散型サッカーベッティングプール IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralized-Football-Betting-Pool/339979-48088

HP 【総合評価】 2.88 【拍手数】 27 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】フィアットマネーを送金して、電話や電気のない人のためにADAのステーキングを行います。

 【解決案】貨幣を預けると、QRコード付きのチケットがもらえる物理的な両替機。お金はADAとして賭けられます。
【詳細（冒頭抜粋）】ファンド4 - ステイクマシンのキャビネットを作る。
銀行グレードの部品で作られた競合のマシンではなく、自動販売機の部品でマシンを作ります。これにより、監視された場所（小さな店舗）に設置することができます。大きな利点は 金庫ではないので、設置面
積が非常に小さくなります。そのため、マシンはカウンターの近くや上に置くことができる。紙幣識別機やチケット印刷機の部品は大量に作られているので、はるかに安くなる。マシンは手頃な価格で作ることが
でき、大量に製造することができる。
本機は以下の主要コンポーネントで構成されています。
- スマートペイアウト紙幣リーダー/リサイクラー
https://innovative-technology.com/products/products-main/91-smart-payout
- チケットプリンター推定製品コスト = ? 13.10.88 (分解図参照)- 最初のサンプル
2,000,000 - 購入した部品
1,800,000 - 製造された部品
- キャビネットエンジニアリング
時給 70,-。
15 * 8 * 70 = 8400,-
- ソフトウェアエンジニアリング
15 + 10 + 15 + 5= 50
50 * 8 * 70 = 28000,-
必要な資金
30,000,000 - カタリスト
10,200,000 - M2tec
-------------------+
40.200,- (2.000 + 1.800 + 8.400 + 28.000,-)
助けを求める
番号 32 タイトル   Demos DAO/デモ DAO IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Demos-DAO/340151-48088

HP 【総合評価】 2.89 【拍手数】 15 必要ドル

$40,000.00
 【現状の課題】死後の個人財産の譲渡、追跡、請求、分配

 【解決案】リビングウィルは何世紀も前から存在しています。これを、NFTやリアルタイムでのデータ利用が可能なブロックチェーンに移行する必要があります。
【詳細（冒頭抜粋）】私は過去数ヶ月の間にいくつかのトークンを構想し、それらのための家を探していました。Ethereum、LINK、DOT、Stellarなど数多くの可能性を模索した後、私はCardanoに出会いまし
た。イーサリアム、リンク、ドット、ステラなど様々な可能性を探った後、カルダノに出会いました。チャールズ氏のビデオをいくつか見た後、私はすぐに大ファンになり、投資家にもなりました。私が提案した
い最初のアイデアは、マルチアセットで拡張可能なトークンを使ったもので、私はこれを「Bequeath (BEQ)」と名付けました。 これらのトークンのうち5つは、「Executor (EXEC)」、「Codicil (CODI)」、
「Timespan (SPAN)」、「Trigger (TRGR)」、「Hash Me (ME)」です - 注意：これらのトークンに関する情報は、このプロジェクトでの使用に限定されています。Bequeathトークンについて- オンチェーンの遺
言書のような役割を果たしますが、Dynasty TrustやCodicilとしても機能します- 1つ以上のアイテムの所有権を、アセットに応じて全額または一部を保存することができます- アセットは何でも構いません（物理
的な財産、デジタルアセット、アカウント、ウォレット、NFT、IPなど）。基本的には、所有権を移すことができるものであれば何でも構いません。 - その操作には多くのオプションがありますが、これらは作成

 時に定義され、実行および/または焼却されるまで修正可能です。

番号 31 タイトル   Fiat to ADA stake machine/フィアット、ADAステイクマシンへ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Fiat-to-ADA-stake-machine/341111-48088

HP 【総合評価】 2.9 【拍手数】 30 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】従来の入札方法は面白みがなく、ブロックチェーンが持つ力を活かしきれていません。

 【解決案】厳選されたアーティストのドロップを、スマートコントラクトによって自動的に実行される事前に設定されたルールを利用して、ゲーミング化すること。

番号 30 タイトル   Bequeath: Inheritance tracking/Bequeath: Inheritance tracking IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Bequeath-Inheritance-tracking/342322-48088

HP 【総合評価】 2.92 【拍手数】 8 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】報道機関は広告に大きく依存しており、その結果、質の低いコンテンツがクリックされることになります。

 【解決案】トークンを伴うDAppを導入します。ユーザーはトークンを購入すると、参加しているニュースサイトに広告なしでアクセスできるようになります。DAppはそれに応じてサイトに報酬を支払う

番号 29 タイトル   dRelic/d-Relic IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/dRelic/341879-48088

HP 【総合評価】 2.94 【拍手数】 1 必要ドル

$28,648.00
 【現状の課題】NFTのユースケースでは、様々なメタデータのニーズやスキーマがあります。複雑で壊れやすいシステムや、大規模化での混乱を避けるために、NFTを同様に扱うための標準がありません。

 【解決案】業界の専門家と協力して標準を特定または定義し、IOGや業界のコンソーシアムと協力してNFTのメタデータ標準を文書化します。
【詳細（冒頭抜粋）】*
*
*
カルダノでのNFTのためのメタデータ規格の定義
************************************************
NFTのユースケースには様々なメタデータのニーズやスキーマがあります普遍的に受け入れられる標準を定義することは容易なことではありません業界の専門家に協力してもらい、標準を特定・定義します業界の
コンソーシアムに協力してもらいますNFTのメタデータ標準を文書化することを意図していますNFTにメタデータを追加するための使いやすいユーザーインターフェースを作成します計画と予算フェーズ1 - 既存
の市場におけるすべてのメタデータ標準とモデルを調査します。
(NFT-DAOのワーキンググループですでに進行中)フェーズ2 - RFC(コメント要求)文書のドラフトを作成し、より大きなコミュニティでレビューを行う(業界のコンソーシアムやワーキンググループ、IOGエンジニ

 アリングに参加し、参加する)

番号 28 タイトル   Universal news subscription/ユニバーサルニュースの購読 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Universal-news-subscription/342122-48088

HP 【総合評価】 3 【拍手数】 55 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】コロンビアの農家の収入は非常に少なく、コロンビアでは飢餓で亡くなる人もいます。投資家は現在、農業用デジタル資産の取引ができません。

 【解決案】農家の人たちは、自分の仕事の対価としてトークンを受け取り、人々は食料を得ることができます。 投資家や個人が農業用デジタル資産を取引できるようになります。

番号 27 タイトル   NFT-DAO NFT metadata standards 編集済み/NFT-DAO NFTメタデータ規格 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/NFT-DAO-NFT-metadata-standards/341012-48088

HP 【総合評価】 3.08 【拍手数】 6 必要ドル

$80,000.00
 【現状の課題】デジタル資産を保護するための現在のソリューションは、単純なPIN/パスワードを超えて、人の実際の物理的なアイデンティティとの緊密な結びつきを欠いています。

 【解決案】ADAは、パスワードなしで安全な取引を可能にするために、静的および行動的バイオメトリクスによって鍵を保護することができる初のHWウォレットを開発しました。
【詳細（冒頭抜粋）】この提案は以下のことを意味しています。Crayonic KeyVaultは、現在ベータ版としてエンドユーザーや金融機関でテストされており、HWの真正性や人物の真正性をゼロ知識で証明するとと

 もに、取引の意思を証明するデジタル署名を用いて、非常にセンシティブな取引を安全に行うことができます。

番号 26 タイトル   tokenize agricultural products/農産物のトークン化 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/tokenize-agricultural-products/341727-48088

HP 【総合評価】 3.14 【拍手数】 12 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】小売店を通じたオンラインでの書籍販売では、マージンの30〜70％が流通業者や小売業者に渡り、著者や出版社にはデータがない。

 【解決案】BookChain Library & BookExchangeは、読者がコンテンツを発見して消費するインセンティブを創出する一方で、権利者に直接対価を支払っています。
【詳細（冒頭抜粋）】BookChain - Conceptual FrameworkOverview of the BookChain Platform, BOOK Token, BookExchange and The LibraryJesse Krieger - February 2021BookChainは、出版されたコンテン
ツを消費するためのエコシステムであると同時に、書籍に関連する権利を売買するためのマーケットプレイスでもあります。プラットフォーム上の各BOOKは、書籍のテキストコンテンツに加えて、関連するメタ
データや権利レコードを含むブロックチェーンのレコードです。いったんBOOKが「印刷」されると（ファンギブルでないトークンの鋳造に相当）、BOOKChainプラットフォームの中核である不変の分散型台帳
上に存在します。BOOKトークンBOOKトークンは、BookChainプラットフォームで使用される暗号通貨です。出版社、権利者、著者は「BOOK」を取得することで、書籍をプラットフォームに「印刷」し、書籍
のコンテンツ、メタデータ、関連する権利を表すNFTを作成することができます。読者は「BOOK」を手にすることで、プラットフォーム上のすべてのコンテンツを収めた「ライブラリー」にアクセスし、特定の
著者や出版社、クリエイターに杭を打つことで利子を得て、クリエイターに報酬を支払います。 読者が「BOOK」をチェックアウトし、自分の本棚に追加すると、権利者には名目上の「BOOK」が支払われます。
* 読者が本を消費し、利用し、共有すると、「BOOK」が支払われます。* 読者が「BOOK」をクリエイター（著者や出版社）に賭けた場合、そのトークンは分散型金融の流動性に利用され、読者とクリエイター

 の両方に発生する利回りを生み出します。

番号 25 タイトル   Proof-of-Free-Will ADA HW wallet/自由意志の証明 ADA HWウォレット IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Proof-of-Free-Will-ADA-HW-wallet/342283-48088

HP 【総合評価】 3.17 【拍手数】 39 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】現在のゲノムデータの市場は、大手遺伝子検査会社2社が集中的に運営しています。私たちは、⺠主的な「デシ」のオルタナティブ

 【解決案】私たちのGene-Chainは、ユーザーが直接認識し、報酬を得ることができる、ピアツーピアの、報酬付きの透明なゲノムデータの取引を可能にします。
【詳細（冒頭抜粋）】私たちは、カルダノベースの$DNAトークンを発売し、ゲノムデータに関連する他のカルダノベースの分散型科学データ共有プラットフォームと統合し、さらにカダノベースの完全なGene-

 Chainプラットフォームを並行して構築します。

番号 24 タイトル   The BookChain Library & Exchange/The BookChain Library & Exchange IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-BookChain-Library-Exchange/340694-48088

HP 【総合評価】 3.17 【拍手数】 58 必要ドル

$6,000.00
 【現状の課題】暗号通貨の購入は、特に第一世界の国々に住んでいない人にとっては、複雑なプロセスとなります。

 【解決案】適切なプラットフォーム上に構築された、フィアットからクリプト、クリプトからクリプトへの取引を可能にする、ピアツーピアの非カストディアル分散型取引所です。

番号 23 タイトル   Genomic Data Marketplace/ゲノムデータマーケットプレイス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Genomic-Data-Marketplace/342215-48088

HP 【総合評価】 3.2 【拍手数】 8 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】現在のeラーニング・プラットフォームは、中央集権的で、杓子定規で、アフリカの状況に合っていない。

 【解決案】ガバナンス、分権、インセンティブをeラーニングに導入（分権型Udemy
【詳細（冒頭抜粋）】概要 - ブロックチェーン統合型eラーニングシステム
私たちのプロジェクトの名前はXceedLearnで、より大きなXceedNetwork Ecosystemの数少ないユースケースの一つです。
ナイジェリアはアフリカ最大の経済規模と人口を有していますが、残念ながら教育システムは貧弱で機能していません。その結果、正規の教育機関を卒業した学生の多くは、成⻑する現代経済の需要に対応するた
めの準備ができておらず、関連するスキルを持っていません。
XceedLearnは、カルダノブロックチェーン上の分散型eラーニングプラットフォーム上で、学習者に機能的で関連性の高いコンテンツを提供する講師のコミュニティを作ることを目的としています。XceedLearn
のガバナンスメカニズムを通じて、膨大なスキルギャップを埋め、アフリカの労働力が国際的な競争力を持つことを可能にする学習カテゴリーが奨励されます。コンテンツクリエーター
従来のeラーニングプラットフォームとは異なり、XceedLearnは質の高いコンテンツクリエイターのコミュニティを構築します。コンテンツ制作者は、コミュニティが設定したポリシーやガイドラインを遵守する
ことが求められ、承認されるとインセンティブが与えられます。コンテンツ制作者は、無料および有料のコースを提供することができます。インセンティブとして、有料コースがADAで購入されるたびに、コンテ
ンツ制作者はネイティブ・トークンを受け取ることができます。コンテンツ制作者は、受講者からのフィードバックに基づいてランク付けされます。コンテンツ制作者が獲得する評価やバッジは、ブロックチェー
ン上の学習者の活動によって得られるため、人為的なバイアスがかかりません。学習者
ADAのネイティブトークンは、インセンティブとして提供され、ADAでコースを購入すると獲得できます。さらに、学習者は、課題、コースワーク、クイズ、認定につながる評価などのコース活動に参加すること
がインセンティブとなります。このような参加は、バッジや証明書の獲得につながり、これらの証明書は人間のバイアスや操作がないブロックチェーンを通じて発行されることになります。メンター
学習者の活動や参加を通じて、学習者コミュニティを支援し、メンターシップを提供するメンターのコミュニティが生まれます。メンターは、参加した学習者の数や受け取ったフィードバックに応じて、当社のネ
イティブトークンを受け取ることができます。また、メンターは学習者コミュニティへの貢献度を示すバッジを獲得します。テクノロジースタック
XceedLearn、XceedRecruiter、Xceed365 HCMは、すべてMicrosoft Azureのクラウド環境で動作するフルビルドのアプリケーションです。下図はXceedNetworkのテックスタックを示したもので、XceedLearnは

 ブロックチェーンを活用したネットワークのアプリケーション層に位置づけられています。

番号 22 タイトル   Peer-to-peer Cryptocurrency Market/ピアツーピアの暗号通貨市場 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Peer-to-peer-Cryptocurrency-Market/340207-48088

HP 【総合評価】 3.33 【拍手数】 32 必要ドル

$23,200.00
 【現状の課題】300Bの監視資本主義市場は、顧客との関係を壊した。人々は自分の個人データの利用をコントロールし、利益を得るべきである

 【解決案】パーソナルデータライセンシングのスマートコントラクトを利用した、注目度に応じて報酬を支払うDappとパーミッションベースの顧客プラットフォーム。

番号 21 タイトル   Xceed Decentralized eLearning/Xceed分散型eラーニング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Xceed-Decentralized-eLearning/340199-48088

HP 【総合評価】 3.38 【拍手数】 25 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】イーサリアムの高いガス価格は、自然資本に支えられたステーブルコインの摩擦のない発行と取引というエコーフォリオのビジョンを阻害しています。

 【解決案】実現可能性を評価し、EkofolioのネイティブトークンであるEKOトークンとFOLIOトークンをCardanoに展開し、プロジェクトに持続可能なStablecoinのユースケースを追加する。
【詳細（冒頭抜粋）】Ekofolioは、トークン化された自然資本資産がブロックチェーン技術を活用して容易に取引できる市場を創設することで、気候変動に対抗するというビジョンを持って2017年に設立されまし
た。参入障壁を下げ、流動性を高め、持続可能な森林などの伝統的な資産クラスに多くの資本を呼び込むことで、最終的にブラウンフィールドなどの劣化した土地を購入して再植林することで、世界の森林被覆の
純減に対抗することができます。 当時、Ekofolioの目的は、専門用語を多用するアーリーアダプターの間のギャップを埋め、潜在的な「アーリーマジョリティ」のために技術を解明することでもあり、これが当社
のサイトがフィアットしか受け付けないがトークンを発行するように設定されている主な理由です。2019年後半に概念実証の森を2週間以内に売り切った後、当社はこの1年間、最新の規制に準拠するためにトー
クンモデル（参照：https://www.ekofolio.com/tokens/ ）と基礎となるファンドの研究と構造化を行ってきました。また、欧州宇宙機関から助成金を受け、衛星を使った森林の監視と報告を開発しています。一
方で、現在の暗号市場のブームを受けて、私たちは3つの結論に達しました。1つは、現在、うまくいっている多くの暗号投資家が、市場の変動に対するヘッジとして、資産の一部を当社のEKO（年率3％の成⻑）
のような安定コインまたは安定コイン＋トークンに預ける必要があるということです。 2つ目は、世界中でブロックチェーン技術や暗号通貨に対する認識、関心、知識が爆発的に高まっており、ユーザーの受け入
れや親しみやすさが増していることです。3つ目は、イーサリアムのネットワークの混雑やガス価格の高騰により、当社のビジネスモデルが維持できなくなっていることです。

 そのため、Ekofolioが以下の4つの目的を達成することが急務だと考えています。 

番号 20 タイトル   Dapp to control/monetize your data/自分のデータをコントロール/マネタイズするためのDapp IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Dapp-to-control-monetize-your-data/341501-48088

HP 【総合評価】 3.38 【拍手数】 52 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】ユーザーは簡単にトークンを作ることができますが、ピア・ツー・ピアの取引以外にトークンを売る方法がありません。

 【解決案】このマーケットプレイスでは、ユーザーは誰でも、Plutusで書かれたスマートコントラクトを使って、カルダノブロックチェーン上の検証可能なあらゆるトークンを販売することができます。
【詳細（冒頭抜粋）】マーケットプレイスとは？マーケットプレイスは、ユーザーが作ったトークンを分散して取引するためのオールインワンソリューションです。NFTを始めたばかりのユーザーにとっては簡単
なエントリーとして、低床高天井のNFT市場のプラットフォームを提供し、上級ユーザーにとっては、設計のシンプルさとマーケットプレイスが業界にもたらす大きな柔軟性とカスタマイズ性の組み合わせによ
り、家を作るようなものです。ゲートキーピングのないマーケットプレイス。ユーザーは誰でもマーケットプレイスにトークンを登録することができ、すぐにトークンの取引を開始することができます。これによ
り、トークン化されたモノをインターネット上で販売する新しい道が開かれます。理論的には、アート、チケット、家、車など、トークン化できるものなら何でも、支配者のいない分散型の方法で取引できるとい
うことになります。これは非常に大きな意味を持ち、このマーケットプレイスは単なるトークン交換の場ではありません。一般ユーザーは、自分のウォレットをマーケットプレイスにリンクすることで、ブロック
チェーン上で注文を作成・完了することができます。ユーザーがトークンを採掘した場合、そのトークンをマーケットプレイスに追加することができます。----------------------------------------------------------

 --------------------------------------

番号 19 タイトル   Sustainable Forest Stablecoin/サステイナブル・フォレスト ステーブルコイン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Sustainable-Forest-Stablecoin/342241-48088

HP 【総合評価】 3.4 【拍手数】 147 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】私たちの地球の生態系は、大量の二酸化炭素の排出によって破壊されており、さらに単独運転者が多いことによって悪化しています。

 【解決案】ライドシェアのインセンティブとして、シェアでのCO2排出量の削減に応じて、ADAでカーボンクレジットを発行し、トークン化する。
【詳細（冒頭抜粋）】提案の目的
乗り物を共有することで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減することができます。ライドシェアの累積効果により、シェアできる人数に応じてCO2排出量は指数関数的に減少します。私たちは、人々にライドシェ
アをするためのインセンティブを与え、一度に一台のライドシェアで地球を救うことを目指します。
背景
PaalUpでは、ライドシェアのプロセスを促進するために、人々を結びつけることを目的としたdappを開始しました。私たちのプラットフォームは、目的地が近い人をマッチングし、利用するライドシェアのプ
ラットフォームを柔軟に選ぶことができます。非中央集権的なアプリが示唆するように、私たちはライダーをペアにし、ライダーはライドシェアのプラットフォーム、支払いの共有、その他すべての詳細を自分の
好きなプラットフォームを使って自由に処理できます。このアプリはすでにここまで構築されていますが、今後は以下のように追加されて最終的に完成します。
戦略的展望
パンデミック前、UberとLyftの月間アクティブユーザー数は、世界全体で1億2千万人を超えていました。さらに、カーボンオフセットには年間400億ドル以上が費やされていると言われています。PaalUp社は、ラ
イドシェアのマッチングだけでなく、ライドシェアによって削減されたCO2の排出量に応じてADAの報酬という形でインセンティブを提供することで、巨大な市場を形成しています。私たちのプラットフォーム
は、カルダノのエコシステムに全く新しいコミュニティを導入すると同時に、カーボンクレジット取引のための検証可能、監査可能、透明な市場を提供します。
戦略的方向性
私たちはすでに、ライドシェアの要素を促進するこのアプリの一部機能を構築しました。次に、カーボンクレジットをどのようにトークン化するかを検討しています。このような仕組みを構築することで、ユー
ザーは獲得したCO2排出権（トークン）を現金化することができ、ライドシェアに真の価値があることを実感することができます。
それを実現するための現在の戦略。成功のイメージ測る指標ロードマップ（3ヶ月計画）リスク管理Covid19が何ヶ月も続くと、乗り物をシェアしたいという気持ちが制限されてしまい、ユーザーの導入が制限さ
れてしまう可能性があります。しかし、私たちのアプリではCOVIDの確認が必要であり、ライドパルがCOVIDフリーであり、乗車中にマスクを着用するという高度な保証をライダーに提供することができます。

 UberやLyftのような既存のカーシェアリング事業者とパートナーシップを結ぶことができれば、導入を大幅に促進することができます。

番号 18 タイトル   Cardano-based Marketplace/カルダノベースのマーケットプレイス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-based-Marketplace/340007-48088

HP 【総合評価】 3.4 【拍手数】 26 必要ドル

 【現状の課題】情報・教育コンテンツの制作には多くの労力が必要であり、何がカルダノコミュニティにとって価値があるのかを予測するのは困難です
 【解決案】コンテンツモデルをベースにしたコミュニティ主導のコンテンツ制作のためのコラボプラットフォームで、コンテンツとモデルに対するトークンベースのガバナンスが組み込まれています。

【詳細（冒頭抜粋）】知識はエンパワーメントの基本
今年の初めに暗号通貨市場が大きく成⻑したにもかかわらず、Cardify社の最近のレポートでは、新しい投資家の3分の1が暗号の仕組みを知らないことが明らかになりました。[1] また、同じレポートでは、投資家
の3分の1以上が、暗号通貨を購入する前に1ヶ月未満しか調査しておらず、4分の1が短期的な利益を求めていたことも示されています。この証拠は、通貨の価格上昇の可能性が、典型的なFoMO効果、見逃しの恐
怖（自分が逃している報酬のある経験を他の人がしているのではないかという一般化された不安を特徴とする心理現象）で多くの新規投資家を魅了していることを示唆しています。[2]
大量導入の鍵となるのは、ブロックチェーン技術とそのイノベーションの可能性に関する教育です。職業分野や教育レベルにかかわらず、ブロックチェーン技術の基礎に関する知識があれば、人々は自分のお金や
時間を投資する際に、より良い判断を下すことができます。しかしそれ以上に、私たちが生きている分散化に向けた社会経済の変革を理解するための扉を開き、人々がこの新しい分散化された経済インフラで積極
的に行動する準備をすることができます。
とはいえ、質の高い教育コンテンツを制作するには、時間と計画、そして異なる知識分野の人々による多くの作業が必要です。また、ブロックチェーン・暗号通貨業界の技術的進歩の速さは、このテーマに関する
教育コンテンツの制作をさらに困難にしています。膨大な技術的背景をかき分け、より多くの人々に合った手頃でわかりやすいメッセージに変換するためには、多くの学習時間が必要となります。
世界中の多くの人々に届けるためには、英語だけでなく他の言語でも教育コンテンツを提供する必要があります。翻訳作業は単純ではなく、専門的な定義を理解し、メッセージを効果的に翻訳できる専門の翻訳者
が必要です。
また、クリエイターが作りたいコンテンツと、それを消費する人にとっての価値が必ずしも一致していないことも大きな要因です。視聴者にとって価値のないコンテンツの制作は、制作者にも視聴者にもメリット
のない労働力となるため、コンテンツを消費するコミュニティからの積極的なフィードバックプロセスが必要となります。当社の提案ソリューション
この問題を解決するために、私たちは、あらかじめ定義されたコンテンツモデルに基づいてコミュニティ主導のコンテンツ制作を組織化し、何が最も重要で優先されるべきかをコミュニティに判断させ、登録され
た貢献者の間で創造的な制作作業を自動的に配分する共同プラットフォームを提案しています。カスタムガバナンストークンによって構築されたコミュニティガバナンス層では、どのコンテンツをコントリビュー
ターがカバーすべきか、またコンテンツモデルをどのように改善すべきかをステークホルダーが決定できます。
その目的は、コミュニティが意思決定プロセスやコンテンツ制作に参加できるようにすることです。したがって、このプラットフォームとガバナンスは、制作されたコンテンツが視聴者の期待するものと一致して
いることを保証するツールとして機能し、ブロックチェーンがコミュニティに力を与え、組織の構造を変えることができることを実証しています。Infoblocksプロジェクト
この6ヶ月間、私たちのチームはInfoblocksプロジェクトにおいて、カルダノネットワークがどのように機能しているかのある側面を説明するために、有益で教育的なコンテンツを制作することを繰り返してきま
した。トピックを決定するために、私たちはコミュニティでよく見られる質問を参考にしました。
私たちの最初のアプローチは、コンセプトをおかしな方法で視覚的に説明することでした。それぞれのコンテンツ（インフォブロック）には、静止画像として配布されるインフォグラフィック、コンテンツをより
詳しく説明するベーステキスト、テキストに基づいたシンプルなグラフィックアニメーションとナレーションを含むビデオ、そしてビデオ制作に使用され、コンテンツを自分で読むことができるインタラクティブ
番号 17 タイトル   +Rideshire-CO2 = Ada IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/+Rideshare-CO2-=-Ada/341255-48088
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https://cardax.gitbook.io/cardax/

https://miro.com/app/board/o9J_lRA_fCw=/

https://fivebinaries.com/

https://polyswap.io/

https://powerfan.io

https://uptodatedevelopers.com

http://www.upandgo.coop

https://www.graflr.com

https://cobo.com/hardware-wallet/

https://youblob.com

https://github.com/cbisaillon/

$10,000.00HP 【総合評価】 1.71 【拍手数】 4 必要ドル

$108.00
 【現状の課題】配達員はチップを100％受け取り、レストランの従業員は除外され、燃費や時間の効率は無視されます。

 【解決案】環境に優しい蜂の巣型フードデリバリー・アプリ、マルチチップ・スプリットで大量導入を支援 - 数百万の新規ウォレット（ワーカー＋ユーザー）、3,000億ドルの取引

番号 72 タイトル   Global Restaurant Dapp - BIBOP/グローバルレストランDapp - BIBOP IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Global-Restaurant-Dapp-BIBOP/340351-48088

HP 【総合評価】 1.71 【拍手数】 3 必要ドル

$50,000.00
【現状の課題】現在のマーケットプレイスは、違法なアイテムの取引に関連している
売り手と買い手の履歴がわかりにくい

 支払いを証明するのが難しい
 【解決案】違法な取引を排除するためのコミュニティのインセンティブ売り手と買い手の履歴がブロックチェーンに保存される支払いが行われたことを証明できること

【詳細（冒頭抜粋）】この分散型マーケットプレイスには、違法な取引を排除する方法、売り手や買い手の信頼性を確認する方法、商品が期待通りでない場合に取引をキャンセルする方法が必要です。違法な取引
を排除するには？このマーケットプレイスで行われるすべての取引には手数料がかかりますが、これは人々が違法行為を報告するためのインセンティブとして使われます。人々は売り手を報告することができ、十
分な数の参加者が報告すれば、システムはその売り手をネットワークから排除し、報告した人々に報酬を分配します。売り手や買い手の信頼性を確認する方法誰かが行ったすべての取引はブロックチェーンに保存
されるため、その人の過去の取引履歴を確認することができます。システムは、善良な売り手や買い手に「クレディビリティ・トークン」を与えることができます。商品が届いたかどうかを確認するには？取引の
前に、買い手と売り手がスマートコントラクトで商品代金の2倍を賭けます。商品が届き、買い手が満足すると、お互いに賭け金が戻ってきて、売り手はお金を手にします。これは、売り手が本当に商品を持って

 いるかどうか、買い手が思っていた通りの商品であるかどうかを確認するものではありませんが、一緒に解決策を見つけたり、もしかしたら取引をキャンセルするかもしれないというインセンティブになります。

番号 71 タイトル   Fair Food Ordering & Delivery/フェアフードオーダー＆デリバリー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Fair-Food-Ordering-Delivery/341719-48088

HP 【総合評価】 1.75 【拍手数】 2 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】200兆ドルの不動産市場は、現在、何百万人もの意欲的な投資家がアクセスできない状況にありますが、ブロックチェーンでそれを解決できます

 【解決案】私たちは、Cardanoブロックチェーン上に構築されたトークン化されたネットワークを提案しており、誰もが世界中であらゆるレベルの不動産に投資することができます。

番号 70 タイトル   Decentralized Local Marketplace/分散型ローカルマーケットプレイス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralized-Local-Marketplace/340699-48088

HP 【総合評価】 1.75 【拍手数】 7 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】現在、メイカーやそのイタレーション、アイデアにインセンティブを与える適切な方法はありません。

 【解決案】オンラインメイカースペースを通じて、ラピッドプロトタイピングを中心としたアイデア共有プラットフォームを実現し、メーカーを前面に押し出します。
【詳細（冒頭抜粋）】私たちの主な目的の一つは、エンドユーザーがゼロから始めて、このオンラインメイカースペースソリューションを通じてビジネスを構築することを容易にすることであり、メーカー、流通
業者、組織、物理的なメイカースペース、メーカー、そして購入者に至るまでの各セグメント間でWin-Winの状況を作り出すことです。私たちは、これらすべてのセグメントを結ぶ赤い糸を作ります。当社のメイ
カースペースソリューションは、製品やコンポーネント、そしてアイデアを共有するメイカーを中心としています。
このソリューションは、Magentoを中心としたオープンマーケットの上に構築されています。
企業が新製品のプロモーションやコンテストを行う場合は、企業もメイカーになることができますのでご安心ください。私たちは、オープンソースのアイデアとその貢献者が、複雑な政府の事務処理を必要とせ
ず、適切なインセンティブを得られるようにすることで、特許に関する現在の知的財産システムを破壊します。私たちは、オープンソースコミュニティのために白紙のシステムを有効にしていますが、AIにこれを
有効にした場合、私たちの⻘写真機能を使ってArduinoやRaspberry Pi上でシンプルなSMD LEDライトを点滅させる方法を説明した最初のメーカーは、どれだけの収入を得ることができるでしょうか？すべての
PCBが点滅するライトを持っているように
これはほんの一例ですが、小さなことですが、今後の展開に大きな影響を与えるでしょう。
国境を越えたアイデアのコラボレーションでは、貢献度に応じてそれぞれのインセンティブを定義し、一緒に設計図を作ったり、本当に良いアイデアの0.0001%であっても、それを必要としている人たちに助けを
与えることができます。

 また、これらすべてにおいて、どのようにしてアカデミアを可能にするか、そしてWolfram CDF（F5に搭載される予定ですので、詳しくは後述します）と連携させるかなど、5分間のピッチビデオです。

番号 69 タイトル   Tokenized Property Investment DApp/トークン化された不動産投資DAP IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Tokenized-Property-Investment-DApp/341802-48088

HP 【総合評価】 1.79 【拍手数】 41 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】M-Pesaは、発展途上国で最も成功している携帯電話金融サービスです。それらと統合することで、エイダをより身近なものにすることができます。

 【解決案】今後は、M-Pesaが提供するAPIとの連携を構築し、Adaを使った取引をより簡単に行えるようにする予定です。

番号 68 タイトル   Online Makerspace/オンラインメイカースペース IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Online-Makerspace/341053-48088

HP 【総合評価】 1.79 【拍手数】 4 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】インフルエンサー・マーケティングは、毎日何千もの金融取引が手動で実行されている急成⻑中の業界です。

 【解決案】私たちは、企業やインフルエンサーがCardanoブロックチェーン上でスマートコントラクトを簡単に作成できるプラットフォームを作っています。

番号 67 タイトル   M-Pesa payment rails integration/M-Pesaペイメントレールの統合 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/M-Pesa-payment-rails-integration/341992-48088

HP 【総合評価】 1.8 【拍手数】 16 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】スポーツクラブのフロントオフィスは非効率的です。契約書の作成や交渉に何週間も何ヶ月もかかり、選手への支払いも忘れてしまいます。

 【解決案】カルダノのスマートコントラクトをスポーツ業界に導入し、信頼できるデータを使って自動的に決済を行いたいと考えています。

番号 66 タイトル   Influencer Marketing Smart Contract/インフルエンサー・マーケティング・スマートコントラクト IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Influencer-Marketing-Smart-Contract/340329-48088

HP 【総合評価】 1.83 【拍手数】 28 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】イーサリアムトークンを包むことで、カルダノのエコシステムに流動性が加わり、イーサリアムユーザーはスケーラブルなカルダノのdAppsを楽しむことができます。

 【解決案】WETHERステーションでは、ユーザーはEtherを入金して1対1対応でラップされたEtherトークンを鋳造することができ、またWETHERからETHERへの出金も可能です。

番号 65 タイトル   Sports Industry Smart Contracts/スポーツ業界のスマートコントラクト IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Sports-Industry-Smart-Contracts/340331-48088

HP 【総合評価】 1.83 【拍手数】 39 必要ドル

$125,000.00
 【現状の課題】Multi-sigによる単一障害点のない暗号の保存。セキュリティを重視する先進的なユーザー（または機関）を対象としています。

 【解決案】より高いセキュリティと優れたUXを提供する、大きなタッチスクリーンを備えたQRコード付きエアギャップのハードウェアウォレット「Cobo Vault」に統合。
【詳細（冒頭抜粋）】関連する経験 "詳細な計画 "マルチシグのセキュリティは、種類の違いであって、程度の違いではありません。これは、ビットコインを保護する際に1つ（またはそれ以上）の致命的な失敗を
しても、損失を回避する能力を与えるものです。フォールトトレラントなセキュリティシステムを使用することで、各ステップをより速く（より慎重に）進めることができ、シングルキーシステムよりもはるかに
高いレベルのセキュリティを達成することができます。From: https://btcguide.github.ioThe エコシステムに第3のハードウェアウォレットを統合し、「10倍のセキュリティ」ソリューションを実現することを計
画しています。ヨロイでは、異なるハードウェアウォレットを使用した2/3マルチシグを使用してウォレットを作成することができます。Emurgo社とはすでに話し合い、ハードウェアウォレットのマルチシグを

 ロードマップに追加することを決定しています。マルチシグについての詳細はこちら： https://btcguide.github.io/why-multisig

番号 64 タイトル   Wrapped Ether - The WETHER token ??/ラップドエーテル - WETHERトークン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Wrapped-Ether-The-WETHER-token-%F0%9F%8C%A7/340469-48088

HP 【総合評価】 1.86 【拍手数】 16 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】ユーザーの導入は簡単ではありません。このサービスは、EU市⺠がCardanoで?を送受信するための簡単な方法を提供します。

 【解決案】weboobで管理している銀行口座＋トークンの作成/償還を台帳上で行います。

番号 63 タイトル   Better security using multi-sig/マルチシグによるセキュリティの向上 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Better-security-using-multi-sig/341406-48088

HP 【総合評価】 1.93 【拍手数】 2 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】企業はマーケティングツールとして、利益の何パーセントかを寄付することを利用しています。しかし、これはお客様に確認するのが難しく、時間がかかります。

 【解決案】宛先に届いたx%を自動的に慈善団体に転送するスマートコントラクトです。簡単な確認のためにエクスプローラー機能を追加。

番号 62 タイトル   SEPA to/from Cardano addresse/カルダノアドレスへのSEPAの送受信 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/SEPA-to-from-Cardano-addresse/342150-48088

HP 【総合評価】 2 【拍手数】 3 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】カルダノを主流にする。若い開発者の育成。

 【解決案】私の多人数参加型オンラインゲームでは、資産管理、契約、決済（内部・外部）にカルダノを導入したいと考えています。

番号 61 タイトル   Make donations transparent/寄付の透明化 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Make-donations-transparent/341265-48088

HP 【総合評価】 2 【拍手数】 2 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】小売店のバイヤーは、ディーラーやオンライン・オークション・サイトを信用していない。現在のオークションサイトでは、透明性が高く、公的に検証可能な入札が行われていません。

 【解決案】お客様が入札に参加する際に使用するネイティブトークンを発売し、簡単なクレジットカードのオンランプオプションを提供します。入札はコミュニティで簡単に確認できます。

番号 60 タイトル   Multiplayer Game using Cardano/Cardanoを使ったマルチプレイヤーゲーム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Multiplayer-Game-using-Cardano/341472-48088

HP 【総合評価】 2.07 【拍手数】 13 必要ドル

$55,000.00
 【現状の課題】新人アーティストとして名前を知られることに苦労していませんか？サイン入りNFTを名刺代わりにファンに渡して、印税をファンと分かち合いましょう。

 【解決案】Graflrはアーティストを認証します。アーティストは、あらかじめ選択されたランダムなメッセージ（Rare/Common/Epic）を写真にサインすることができます。NFTですべてを撮影。
【詳細（冒頭抜粋）】Graflrは、AndoidとIOS向けのモバイルアプリで、デジタルサインを作成し、改ざん防止のメタデータ付きのJPGファイルを作成します。
5万5千ドルの投資で、6ヶ月後にはNFTサポートを追加することができます。ベータ版のリリースでは、アーティストやファンがGraflrのお気に入りのサインを、アプリストアで購入したアプリ内クレジットを
使って、NFTとして鋳造することができます。
実現する技術
* 画像解析（利用規約違反のチェックなど
* クラウドベースのミントサービス
** ユーザーがアップロードした画像の審査（利用規約のチェックなど
** IPFSによる画像ストレージ（NFTはGraflrよりも⻑持ちします。
** ADA契約によるNFTのミント化とファンのADAアドレスへの配送。
ストレッチゴール
* Common/Rare/Epicのランダムなドロップとレポートによる希少性のサポート。
依存するプロジェクト／技術（必須ではないが、相互運用してエコシステムに付加価値を与えるために重要
* NFTマーケットプレイス（共有ロイヤリティ、暗号化されたIPFSファイルのサポート、理想的にはオーナーのプライバシーのような追加機能を尊重します。
* NFTを閲覧できるIOS/Androidモバイルウォレット（ユーザーの設定を容易にするため、RXアドレスを要求するAPIが望ましい）。

 また、NFTの標準規格（フィールド、暗号化コンテンツの取り扱い、ロイヤリティ、標準的なメタデータタグなど）への参加も必要です。

番号 59 タイトル   Vehicle Auctions with Tokenized Bid/トークン入札による自動車オークション IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Vehicle-Auctions-with-Tokenized-Bid/340520-48088

HP 【総合評価】 2.13 【拍手数】 4 必要ドル

$18,000.00
 【現状の課題】ワーカー所有のギグ・プラットフォームup&goの分散化とスケールアップを図り、他の都市、チーム、言語、サービス、通貨への導入を容易にします。

 【解決案】簡単に導入できるupandgo.coopのプラットフォームをDappとして再構築し、ギグワーカーがDeFinを利用できるようにし、公正な雇用を実現する。
【詳細（冒頭抜粋）】提案既存の非常に成功したギグプラットフォームであるUp&Goを分散型プロトコルに変換し、世界の他の都市に移植できるようにします。プラットフォーム協同組合は、⺠主的な所有権や
ガバナンスなどの協同組合の原則に基づいて、プラットフォーム資本主義に代わる近未来の選択肢を提供します。問題このイノベーションは、生産手段を労働者の手に渡すことで、不平等に対処する私たちの時代
の最大の問題の1つを解決します。https://www.wired.com/story/when-workers-control-gig-economy/ このDappは、以前は少数の特権階級が所有する搾取的なシェアリングやギグエコノミープラットフォーム
によって最も搾取され、彼らのために働く多くの人々を貧困に陥れていた労働者の背後で、デジタル経済を利用する権限を与えることで、女性に力を与えます。カルダノネットワークは、公正なコラボレーション
のためのツールを提供することで、この力の不均衡に対処することができます。ホームクリーニングなどの分野では、多くのギグが顧客から見えない人々によって行われていることから、特に有色人種の女性は、
給付金が少なく、給料も低く、有意義なオン・ザ・ジョブ・スキル・トレーニングの機会もほとんどありません。彼女たちの労働者としての権利は停滞しています。白人以外の労働者は、差別に対して無防備なま
まです。ギグエコノミーが生み出す不平等は、性別、能力、人種に基づく既存の体系的な不公平を拡大しています。プラットフォーム協同組合は、進取の気性に富んだ自己創設者によるオンラインビジネスの運営
において、経済的公平性、トレーニング、⺠主的参加を導入します。解決策Up&Go Dappは、様々な社会的支援階層で運営されているオーストラリアの確立された自己資金によるケア機関（例：https://www）が
実施しているような、他の在宅ケアサービスが採用されることで、ケア経済を世界的に強化し、サービスの範囲を拡大します。 このプロジェクトのパートナーは、ニューヨークのニュースクールのTrebor Sholtz
氏が率いるGlobal Platform CooperativesネットワークとMondragon academyであり、彼らはDappを様々な法的・組織的イノベーションサイクルをオンラインおよびオフラインで行い、世界中の地域化された協
同組合イニシアチブのネットワークを構築できる立場にあります（https://platform.coop）。オリジナルの技術開発者であるCoLabは、Cardanoプラットフォームに精通しており、プロトコルの採用やCardanoコ

 ミュニティチームとのコラボレーションに挑戦したいと考えています(https://colab.coop)。米国から英国、EUへの法的・金融的構造の移植は、Smart.coopBUDGETが行います。

番号 58 タイトル   Autographed selfies backed by NFT/NFTがバックアップする直筆サイン入りセルフィー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Autographed-selfies-backed-by-NFT/341276-48088

HP 【総合評価】 2.17 【拍手数】 12 必要ドル

$45,000.00
【現状の課題】ADAを賭けることだけがADAを獲得する方法ではないはずです。

 コンテンツ制作者は、Google、Microsoft、Apple、Sonyから30％もの手数料を請求されています[1]。
 【解決案】コンテンツ制作者の収益化の選択肢を増やす：ADAでの購読料の支払い.コンテンツへの短期間のアクセス、または選択された記事へのアクセス

番号 57 タイトル   Scale Up&Go/スケールアップ＆ゴー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Scale-Up-Go/340829-48088

HP 【総合評価】 2.17 【拍手数】 4 必要ドル

$9,700.00
 【現状の課題】A銀行口座からB銀行口座への送金の際、銀行が行う取引を国⺠がコントロールできないという問題

 【解決案】ブロックチェーン技術に基づく送金プラットフォームが好評で、ある口座から別の口座へ無制限に送金可能
【詳細（冒頭抜粋）】ステップ1：アプリケーションのアイデアの検証ステップ2：プロジェクトの詳細な説明ステップ3：アプリケーションの開発に使用する技術の選択ステップ4：時間的な作業の細分化（開発
期間、テスト期間、パッチ適用期間、デプロイメント）-----------------------------------------------------------------。アカウントの作成と管理2. ブロックチェーン技術を利用した、ある口座から別の口座への送

 金3. テスターを対象とした各種セキュリティテストの実施4. 取引履歴管理

番号 56 タイトル   ADA Subscription Payments/ADAサブスクリプションの支払い IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADA-Subscription-Payments/341801-48088

HP 【総合評価】 2.18 【拍手数】 6 必要ドル

$2,000.00
 【現状の課題】一般的に、高等教育のブロックチェーンの重要なユースケースは、例えば記録管理やパフォーマンスの最適化などです。

 【解決案】この新しい教育プラットフォームは、ブロックチェーンスマートコントラクトを使用して、管理業務の自動化、教員と学生の保護と安全を実現します。

番号 55 タイトル   Afri-pay/アフィリエイ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Afri-pay/341251-48088

HP 【総合評価】 2.2 【拍手数】 4 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】コンテンツ制作者は、「最も価値のあるファン」を特定するためのツールを持っておらず、ファンに暗号で報酬を与えたり、ファンを収益化する方法を持っていません。

 【解決案】ユーザーが自動的に興味を持って購読料を支払うことができる分散型金融。ファンをサブと連れてきた人の数でランク付け
【詳細（冒頭抜粋）】分散型金融とスマートコントラクトを利用して、ユーザーが毎月自動的に獲得した利息で購読料を支払うことができます。
私たちはあなたの潜在的な最も価値のある顧客を見つけ、デジタルギフト（NFT）や個人的なメッセージを介して個人的に彼らをターゲットにすることができます。あなたのファンを、購読期間や、あなたの独占
的な購読に連れてきた人の数でランク付けします。
ディープラーニングと人工知能を使って、購読しているコンテンツに似たユーザーを推薦し、発見しやすくします。
現在、https://powerfan.io でオープンベータサービスを実施しています。
https://www.ceeya.io/ 、https://slingshow.co/ 、その他複数のコンテンツ制作者向けサイトと提携しています。
tik tok、youtube、onlyfansなどのコンテンツクリエーターや、authorces acceleratorのベストセラー作家とのコミュニティを構築しています。
Albert An - 2021年2月 *コンテンツ・クリエイター・リクイディティ・プール。
- コンテンツクリエーターは、ファンにADAやPFANトークンなどの暗号を賭けて、クリエーターの独占的なコンテンツを購読して楽しんでもらうことができます。
- FANSが提供する流動性により、ユーザーは貸し出しプールでスワップや借り入れを行い、利子をコンテンツ制作者と流動性を提供したFANSとの間で分配することができます。
- FANSは、複数のコンテンツ制作者を登録することができ、また、自分のプロフィールにステークするオプションもあります。*PFANトークン。
- このトークンは、コンテンツ制作者を登録し、流動性を提供したFANSに発行されます。
- これらのトークンは、トークン保有者のガバナンスと特別な権利のために使用されます。
- トークンは、より多くの発見を望むユーザーを検証するために、⻘い検証済みチェックマークを追加するための手数料として必要です。
- トークンは、広告主がニュースフィードに広告を掲載するために使用されます。
- トークンは、コンテンツ制作者がライブ放送やTwitchストリームを行う際のチップとして使用できます。*PFAN NFT Gems :
- ガバナンスやコンテンツキュレーションにおいて、GEM保有者は、禁止すべきコンテンツやヘイトスピーチとして扱われるべきコンテンツなどについて、高い投票権を持つことができます。
- GEM NFTホルダーは、自分のNFTを公開市場で取引することができるようになり、自分が提供した流動性に対して若干高い金利を付与することができるようになります。

 - GEM NFTは、毎年新たなGEM NFTを生み出し、新たな保有者と取引や販売ができるようになります。

番号 54 タイトル   Blockchain in Education/教育におけるブロックチェーン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Blockchain-in-Education/341490-48088

HP 【総合評価】 2.22 【拍手数】 8 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ガチャゲームでは、ユーザーはランダムな仮想アイテムを転がすためにプレイします。これらのアイテムは取引できず、ゲームのエコシステムの中でのみ価値を持つ。

 【解決案】NFTに支えられた革新的なゲームを制作することで、ユーザーのゲーム内アイテムに現実の価値を持たせることができます。これにより、新しいユーザーにもカルダノを知ってもらうことができます。

番号 53 タイトル   Content Creator Fanbase DEFI DAPP/コンテンツ・クリエイター・ファンベース DEFI DAPP IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Content-Creator-Fanbase-DEFI-DAPP/340794-48088

HP 【総合評価】 2.22 【拍手数】 4 必要ドル

$20,000 would be spent for Research and Formal Method stages.
 【現状の課題】中間業者は農家よりも商品の市場状況に詳しいため、価格をコントロールする力を持っています。

 【解決案】商品の交換が分散化されることで、中間業者が減り、農家は市場の状況についてより良い情報を得ることができます。

番号 52 タイトル   Free to Play Collectible Game/無料で遊べるコレクティブルゲーム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Free-to-Play-Collectible-Game/341028-48088

HP 【総合評価】 2.27 【拍手数】 2 必要ドル

$75,000.00
 【現状の課題】クリエイティブコンテンツの制作者に適切なロイヤリティが支払われていない：ロイヤリティの支払いを検証可能な形で追跡する手段がありません。

 【解決案】ペイ・パー・プレイで、コンテンツの著者・所有者に直接ロイヤリティを支払う、またはメディアタイプによって充当されるメディア・ブロックチェーンです。

番号 51 タイトル   Commodities Dex/コモディティデックス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Commodities-Dex/340609-48088

HP 【総合評価】 2.29 【拍手数】 67 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】大学は巨大で非効率的な中間業者です。資金提供者から科学者への直接の資金移動は、スマートコントラクトによって可能になる

 【解決案】資金提供者が大学の仲介者を介さずに科学者に直接資金を託すことができる、トラストレスのスマートコントラクトシステムです。

番号 50 タイトル   Auto-Paying Royalty System/自動支払い型ロイヤリティシステム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Auto-Paying-Royalty-System/340168-48088

HP 【総合評価】 2.33 【拍手数】 17 必要ドル

$35,000.00
 【現状の課題】ほとんどすべての取引は、誤った価値観に基づいて行われているため、不公平感があります。市場には、すべての人に公正な価値を提供するための新しい基準と方法が必要です。

 【解決案】人間の基本的な欲求である取引のデータを世界中で記録するエンジンは、価値の基準となる指標を作るためのものです。

番号 49 タイトル   Peer-to-peer Science/ピアツーピア・サイエンス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Peer-to-peer-Science/340304-48088

HP 【総合評価】 2.33 【拍手数】 24 必要ドル

$200,000.00
 【現状の課題】⻄アフリカの金利は年率20％を超えるのが普通で、アフリカの革新的なプロジェクトの87％が資金を得られていません。

 【解決案】⻄アフリカの革新的なプロジェクトに資金を供給するためのトークナイゼーション・エコシステムの構築。シードプロジェクトの技術的、構造的、およびトケジンを支援。

番号 48 タイトル   Global Parity Valuation Engine/グローバルパリティ評価エンジン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Global-Parity-Valuation-Engine/342415-48088

HP 【総合評価】 2.36 【拍手数】 3 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ネイティブトークンを、信頼のない分散型の方法で取引できるようにする必要があります。

 【解決案】Polyswapは、Plutusスマートコントラクトを使用したオンチェーンプロトコルを構築・維持し、ネイティブトークンの信頼性の高い分散型取引を実現します。
 【詳細（冒頭抜粋）】Planned RoadmapFuture RoadmapTwitterでフォローする: https://twitter.com/PolyswapDEXCheck GitHubを見る: https://github.com/polyswap

番号 47 タイトル   Tokenize West Africa projects/⻄アフリカのプロジェクトをトークン化 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Tokenize-West-Africa-projects/341270-48088

HP 【総合評価】 2.43 【拍手数】 779 必要ドル

$9,500.00
 【現状の課題】トークンをフェイクアウトしたり、エアドロップしたりするには、取引ごとに1つ以上のADAを入れる必要があるため、コストがかかります。

 【解決案】Cardanoのネイティブトークンのエアドロップやフェイクを容易にするサーバーサイドコンポーネントを開発したいと考えています
【詳細（冒頭抜粋）】# ♪ 詳細な計画
ネイティブトークンを誰かに送るたびに、1つ以上のADAを一緒に送る必要があり、グループに意味のある配布をすることが難しい。蛇口やエイドロップのようなユースケースでは、トークンのエンドユーザーと
発行者の橋渡しをするサービスを作りたいと考えています。エンドユーザーは最小限のUTXO取引に必要な金額を送り、サービス側は、サービスに送った金額から取引手数料を差し引いたネイティブトークンを一
緒に送り返します。## ロードマップ、成果物、パフォーマンス私たちは、資金調達から2ヶ月以内に、誰もが簡単に実行できるように、完全に動作するサーバー側のソフトウェア、ドキュメント、コンテナ化され
たソリューションを提供することを計画しています。主なKPI（重要業績評価指標）は、このサービスを利用するトークン発行者の数となります。⻑期的な目標としては、2021年までに少なくとも50のインスタン
スを展開することです。## 関連する経験
ファイブバイナリーは、インフラ開発会社です。我々は、飛行機で鋳造された最初のCardanoブロック、ITNでの最初のステークプール、メインネットでの最初のShelleyトランザクション、Cardanoで鋳造された
最初のネイティブアセットなど、Cardanoのパイオニアです。

 当社は、Emurgo、Trezor、Ergo Foundationなどのお客様から信頼を得ています。お問い合わせや当社の詳細情報をご覧になりたい方は、https://fivebinaries.com/。

番号 46 タイトル   Polyswap: Decentralized Exchange/Polyswap 分散型取引所 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Polyswap-Decentralized-Exchange/340420-48088

HP 【総合評価】 2.47 【拍手数】 8 必要ドル

$40,800.00
 【現状の課題】意思決定を支援するツールは、カルダノにはすでに構築されていませんが、これはコミュニティの外にも広がる可能性があります。

 【解決案】オープンソースのガバナンスツールの作成とドキュメントの証明計画と決定を共有するためのCardanoブロックチェーン上の永続的なマーク
【詳細（冒頭抜粋）】最新の情報は、ミロの掲示板のウェブサイトの項目で見ることができます。計画:主な目標は、開発者がCardanoをより魅力的なものにして、その結果、コミュニティに関わる人を増やすこと
です。どうすれば実現できるのでしょうか？私たちが重視している方法の一つは、スマートコントラクトのように自分の作品の機能として使えるアプリケーションを作ることで、パートナー間の取引を簡単に行う
方法を作ります。私たちのアプリケーションの利点は、コードで生成された契約書を提供することで、変更不可能であり、またすべての当事者にとって安全であることです。また、安全性と有効性を保ちながら、
カルダノコミュニティの機能の一部をよりエキサイティングなものにすることができ、これにより、コミュニティに興味を持つ人の数が増えることが期待されます。このアプリケーションは、APIを介して統合さ
れ、使用されるので、動作するために低パフォーマンスを必要とするため、多くの人がアクセスできるようになります。このアプリケーションは、文書化、開発、トークンの鋳造など、コミュニティですでに行わ
れている様々な活動に統合されますが、投票プロセスにも統合されます。ここでの問題は、カルダノコミュニティが分散化と集合知を強く求めていることであり、我々はそれをアプリケーションで提供することが
できます。アプリケーションを使用することで、許可された当事者が永続的にアクセスできるデータを文書化する安全な方法を提供することができます。これは、アプリケーションに構造化された方法でデータを
追跡させることで達成されます。アプリケーションを使用することで、許可された人が永続的にアクセスできる安全なデータの記録方法を提供することができます。このプロジェクトの目標は、ユーザー数を毎月
約10％ずつ着実に増やしていくことであり、これはアプリケーションのダウンロード数、アプリケーションのユーザー数、アプリケーションを通じて行われた取引の数で確認することができます。 ロードマップ

 と予算

番号 45 タイトル   Token faucet/トークンの水栓 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Token-faucet/341466-48088

HP 【総合評価】 2.5 【拍手数】 4 必要ドル

$15,000.00
 【現状の課題】学術出版は高度に中央集権化されており、著者と査読者によって生み出された価値は、ゲートキーパーである出版社に移されます。

 【解決案】査読プロセスにおけるスマートコントラクトによる出版物のトークン化と、出版物の継続的なコミュニティへの参加。

番号 44 タイトル   Distributed decision making Dapp/分散型意思決定 Dapp IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Distributed-decision-making-Dapp/342293-48088

HP 【総合評価】 2.53 【拍手数】 7 必要ドル

$3,000.00
 【現状の課題】カルダノに関する知識の欠如は、⺟国語で利用できるリソースが少ない非⺟国語圏では一般的です。

 【解決案】私たちは、スペイン語でカルダノに関する短いビデオシリーズを制作することを計画しています。このビデオのターゲットは、カルダノを知らない人たちです。

番号 43 タイトル   DeSci - Decentralised Science/DeSci - Decentralised Science IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/DeSci-Decentralised-Science/341139-48088

HP 【総合評価】 2.56 【拍手数】 17 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】外出先でもあなたに寄り添う、メンタルヘルスアシスタントアプリ。

 【解決案】メンタルヘルスは、私たちの生活のほとんどで見過ごされていることのひとつで、自分自身の健康状態、心の健康をチェックすることを忘れてしまいます。

番号 42 タイトル   Cardano with N / Cardano in Spanish/Nとカルダノ / スペイン語でカルダノ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-with-%C3%91-Cardano-in-Spanish/341672-48088

HP 【総合評価】 2.57 【拍手数】 7 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】現在、カルダノには分散型取引所（DEX）がありません。Cardanoで作られたトークンは、まだ上場する「ネイティブな取引所」を持っていません。

 【解決案】Cardax - Cardanoエコシステムにおける最初のDEXです。Cardaxは、Uniswapのようなものですが、Cardano上のものです。
【詳細（冒頭抜粋）】プロジェクトのフェーズとマイルストーンフェーズ1：アーキテクチャ＋UI/UXマイルストーン1A：システムのロジックと「必須」機能のリストの作成マイルストーン1B：各機能と各ページ
のワイヤーフレームの作成マイルストーン1C：プロジェクト全体のルック＆フィールのデザインマイルストーン1D：フロントエンドの機能デモの作成※ファンド4の予算はフェーズ1の費用をカバーするもので

 す。 

番号 41 タイトル   Mental Health Dapp on the go/メンタルヘルスDapを搭載 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Mental-Health-Dapp-on-the-go/341559-48088

HP 【総合評価】 2.61 【拍手数】 253 必要ドル

 【現状の課題】膨大な量がEthとBSC上のDeFiイールドファームに閉じ込められている。彼らは、イールドチャンスが少ないため、まだCardanoに移行したくないのだ。
 【解決案】ADAと1:1の兌換性を持つトークンで、保有するADAをステークしながら、トークンを使ったイールドファーミングが可能です。

【詳細（冒頭抜粋）】これらのトークンは基本的にトークン化されたADAであり、保有者がdAppや中央のカストディアンに預ける必要のあるADAを表しています。預けられたADAと引き換えに、ユーザーはいつ
でもADAに戻すことができるトークンを受け取ります。預けられたADAは、コミュニティのステークプールにステークされ、ステーク報酬を得ることができます。預けられたADAから得られたステーク報酬は、ス
テーク報酬が得られた対応するエポックの間、トークンの保有者に支払われます。 入金されたADAから得られたステークス報酬は、ステークス報酬が得られたエポックの間、トークンの保有者に支払われます。
トークンが他のウォレットや保有者に売却または譲渡された場合、ステークス報酬はトークンの新しい保有者にも送られます。要求された資金の50％は、預かったADAを保管するdAppの初期開発と、獲得したス
テークス報酬が支払われるべきトークン保有者を追跡するシステムに充てられます。これには、プロジェクトに取り組む有能なチームの結成も含まれます。30％は、新規採用者を獲得するためのターゲットマーケ
ティングに充てられます。20％は、雑費と初期費用に充てられます。必要なアプリの初期動作バージョンは、最初の2〜3カ月で完成すると推定されます。その後、レビューと公開テストは次の1〜2カ月で行わ

 れ、マーケティングも並行して行われます。

番号 40 タイトル   Cardax - DEX on Cardano/Cardax - DEX on Cardano IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardax-DEX-on-Cardano/342252-48088
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https://github.com/kryptt

https://codexperts.co

https://www.africanblockchainassociation.co.uk/

https://developer.samsung.com/blockchain/keystore/overview.html

https://www.karmapoint.app/en

http://synthesis.finance

https://token.im/

https://cypherock.com

https://voluntary.gold

$50,000.00
 【現状の課題】未来はDEFIであり、投資家は投資前に専門的な財務分析を必要とする。

 【解決案】証券・暗号の専門家集団によるDEFIの財務報告書をご希望の方にお届けします。

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 3 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】コインベースやバイナンスなどのウェブサイトでADAをキャッシュイン、キャッシュアウトするのは複雑すぎますし、手数料でいつも損をしています。

 【解決案】"ADAppTO "は、フィアット通貨をADAに変換したり、ADAをフィアット通貨に変換したりできるアプリです。

番号 106 タイトル   Dapps of financial analysis on DEFI/DEFIでの財務分析のDapps IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Dapps-of-financial-analysis-on-DEFI/341289-48088

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 1 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】音楽との関わり方は、実はとても限られています。

 【解決案】Musescore.com + Synthesiaのような、自由に音楽を共有したり検索したりできるアプリケーションを、ブロックチェーンで作ります。

番号 105 タイトル   ADAppTO/ADAppTO IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADAppTO/341523-48088

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 2 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は、コラボレーション、リーダーシップ開発、社会的交流、インセンティブ付与のための分散型プラットフォームを欠いています。

 【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名分のために動員され、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 104 タイトル   Music Database MIDI blockchain/音楽データベースMIDIブロックチェーン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Music-Database-MIDI-blockchain/341611-48088

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 5 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】保険は最も古い金融商品の一つです。リスクをヘッジすることは生活やビジネスの基本ですが、複雑すぎます。

 【解決案】保険会社と保険契約者が契約を結ぶ保険マーケットプレイスを構築します。

番号 103 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/341627-48088

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 12 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】ADAを保護するためには、紛失や盗難のリスクがあってはなりません。しかし、すべてのハードウェアウォレットは、PKストレージにより単一障害点を持っています。

 【解決案】Cypherock X1との統合により、Shamir Secret Sharingを用いて、タンパープルーフのスマートカードに単一障害点なしに鍵を保存することができます。
【詳細（冒頭抜粋）】2019年だけで40億ドル（約4,000億円）以上のデジタル資産が紛失・盗難されています。ビットコインが誕生して10年以上が経過しても、通常のユーザーのための安全な鍵管理はまだ解明さ
れていません。Crypto Self custodyの基本的なニーズは、Transaction、Recovery、Inheritanceの3つです。現在のウォレットは、残念ながら取引機能のみに焦点が当てられていますが、これまでのところ、リカ
バリーや相続に焦点が当てられることはほとんどありませんでした。トランザクションの面でも、現在のハードウェアウォレットはすべて、ハッキングするための価格が設定されています。ウォレットは秘密鍵を
一箇所に保存するため、現世代のCryptoウォレットはすべてハッキング可能です。これは、Trezorウォレットがハッキングされたときに明らかになりました。Trezorウォレットには修正不可能なバグ
（https://cointelegraph.com/news/trezor-wallets-can-be-hacked-kraken-reveals）があるため、すべてのTrezorウォレットが脆弱になっています。ウォレットのバックアップについては、今日、ユーザーは紙や
金属製のバックアップに頼っていますが、これはハードウェアウォレットと同じレベルのセキュリティを持っているわけではなく、24個の単語やフレーズ（または秘密鍵）は、信頼性の問題、ハッキング、盗難、
火災、地震、永久的な損失の恐れなどにさらされています（https://twitter.com/CypherockWallet/status/1232361926136455168）。最後に、デジタル資産の相続はいまだに標準化されていないプロセスであ
り、今日のユーザーのほとんどはその処理方法について手がかりを得ていません。課題は、自分が生きている間は秘密鍵を保護し、死んだ後に秘密鍵を移す必要がありますが、自分の鍵を知っているのは自分だけ
なので、それは不可能です。また、デジタル資産の相続に集中管理型のサービスを利用すると、プライバシーや資産の管理ができなくなり、リスクが大きくなります
(https://twitter.com/ljxie/status/1261711895662194688)。Cypherockウォレットは、これらの問題を解決するために、垂直型のソリューションを構築することを意図しています。Cypherockウォレットは、これ
らの問題を解決するために、Shamir秘密分散とタンパープルーフハードウェアを使用しています。これは、デジタル資産のセキュリティのための個人的なフォートノックスのようなものです。Cypherock X1ハー
ドウェアソリューションには、X1ウォレットと4枚のcycard（EAL 6+認証のセキュアエレメント）の2つの主要コンポーネントがあります。デジタル資産をバックアップしたい場合は、X1ウォレットにデジタル資
産を入力し、PINを設定します。デジタル資産をバックアップする場合は、X1ウォレットにデジタル資産を入力し、PINを設定します。Shamir Secret Sharingを使用して、情報は4つの部分に分散され、4枚の
cyCardにそれぞれ保存されます。万が一、秘密鍵を復元する必要がある場合は、4枚のカードのうち、任意の2枚を取り出すだけでよい。このプロセスは、シードフレーズに対するmultisigと同様のセキュリティを
提供します。デモ：秘密鍵はどこにも永久に保存されないため、ハッカーが資金をハッキングするには、少なくとも2枚のCyカードと暗証番号の位置を確認する必要があり、ハードウェアコンポーネントの単一障
害点を防ぐことができます。ユーザーは、デスクトップアプリとCypherock X1を使って、単一障害点のないブロックチェーン取引を行うことができます。デモ - Cypherockウォレットを利用して、デジタル資産

 の継承サービスを提供しています。これは、デジタル資産のプライバシーと管理を損なうことなく継承を可能にするもので、ユーザーはデジタル資産に対して完全な安心感を得ることができます。

番号 102 タイトル   Decentralized Event-Risk Contracts/分散型イベント・リスク・コントラクト IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralized-Event-Risk-Contracts/342005-48088

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 0 必要ドル

$35,000.00
 【現状の課題】ADAのための簡単なGTM戦略で、より広い普及と流動性を促進する。

 【解決案】ロイヤリティ、ギフトカード、インセンティブプログラムのためのシンプルなAPIを構築することで、ADAの導入を促進します。

番号 101 タイトル   Better Security using Shamir Shares/Shamir Sharesでより良いセキュリティを IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Better-Security-using-Shamir-Shares/342024-48088

HP 【総合評価】 1.08 【拍手数】 2 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ゲーム開発者、特にインディーズの開発者が、大手の決済プロバイダーを回避して、どのようにして決済システムにアクセスし、簡単に実装できるのでしょうか？

 【解決案】Unity開発プラットフォームのように、アセットストアでアクセスできる簡単なツールセットを提供し、決済サービスを提供しています。

番号 100 タイトル   ADA Powers Incentive Apps/ADA Powers インセンティブアプリ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADA-Powers-Incentive-Apps/342183-48088

HP 【総合評価】 1.09 【拍手数】 3 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】資産の価格やイベントの結果など、人々が知りたいと思っていることについて、信頼できる予測を見つけるのは難しいものです。

 【解決案】The Predictors APPを使えば、より良い判断をするために必要なデータをクラウドソーシングすることができ、正しい予測をすることで賞品を得ることができます。

番号 99 タイトル   Making Cardano the go to for games/カルダノをゲームに利用する IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Making-Cardano-the-go-to-for-games/341485-48088

HP 【総合評価】 1.11 【拍手数】 4 必要ドル

$80,000.00
 【現状の課題】家族やグループがプロジェクトに参加するためのシンプルで透明性のある方法を提供する

 【解決案】人々がプロジェクトを共有し、他の人々が参加できるdAppを作成します。家族やグループで共通のプロジェクトに取り組むことができます。

番号 98 タイトル   The Predictors App - Oracle Service/The Predictors App - Oracle Service IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Predictors-App-Oracle-Service/342243-48088

HP 【総合評価】 1.25 【拍手数】 1 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】現在、一般的なDEXでは、AMMのリクイディティ・プールを採用しています。これでは、スポットやデリバティブのオーダーブックベースの市場のような親しみやすさがありません。

 【解決案】ADA/Nativeトークンのペアを取引するためのオーダーブック市場を調査・実施し、ユーザーが非協力的な方法で参加できるようにする。

番号 97 タイトル   Family/Groups join planning dAPP/家族・グループで企画するdAPP IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Family-Groups-join-planning-dAPP/340830-48088

HP 【総合評価】 1.25 【拍手数】 1 必要ドル

$5,001.00
 【現状の課題】今後予定されているカルダノのdefiプロジェクトでは、価格変動による資本損失を防ぐために、トレーダーに1つ以上の安定したコインが必要になります。

 【解決案】この問題を解決する一つの方法は、既存のプロジェクトをフォークしてデプロイすることで、ADAが支援するアルゴリズムの安定したコインを実装することです。

番号 96 タイトル   Order Book Based Exchange/オーダーブックベースの交換 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Order-Book-Based-Exchange/341022-48088

HP 【総合評価】 1.25 【拍手数】 2 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】アフリカの家庭の収入を増やす。

 【解決案】登録された参加者間でサービスや商品を交換するための「Barter Network」を作成します。数値はADAに基づいています。

番号 95 タイトル   ADA-backed algorithmic stablecoin/ADA-backed algorithmic stablecoin IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADA-backed-algorithmic-stablecoin/341852-48088

HP 【総合評価】 1.31 【拍手数】 1 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】Mary HFCのリリースにより、ネイティブアセットが利用できるようになりました。アセット制作者がトークンの詳細やメタデータを定義するためのツールが必要です。

 【解決案】ネイティブ・トークン／アセット、トークン・ポリシー、アセット・メタデータを定義するためのステップ・バイ・ステップのプロセスを提供するウェブサイトとdApp。

番号 94 タイトル   Escambo/エスカンボ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Escambo/342011-48088

HP 【総合評価】 1.33 【拍手数】 0 必要ドル

$125,000.00
 【現状の課題】Cardanoは、トレーディングカードやターンベースの戦略を構築するためのシンプルでエレガントな方法を提供していません。

 【解決案】PoCゲームを作って、本番に展開するまで開発を続ける。その経験をもとに、ゲームプラットフォームを構築する。

番号 93 タイトル   Native Asset and Metadata app/ネイティブアセットとメタデータアプリ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Native-Asset-and-Metadata-app/341788-48088

HP 【総合評価】 1.33 【拍手数】 4 必要ドル

$4,000.00
 【現状の課題】就活生は、自分の履歴書を改善したいと思っていたり、そうでなくても、内定の機会を増やすために履歴書を作りたいと思っていたりします。

 【解決案】応募者が履歴書を送り、人事担当者がそれを見て検討する。

番号 92 タイトル   OctoWars - a game platform/ゲームプラットフォーム「OctoWars IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/OctoWars-a-game-platform/341996-48088

HP 【総合評価】 1.35 【拍手数】 2 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】1社の実験データの量が限られているため、レアな事象が無視されてしまう。これはAIの性能にとって危険なことです。

 【解決案】異なる企業のデータを共有・同期するためのブロックチェーン・プラットフォームを構築し、すべてのデータをすべての企業のAIに利用できるようにする。

番号 91 タイトル   ADA human resources/ADAヒューマンリソース IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADA-human-resources/342175-48088

HP 【総合評価】 1.37 【拍手数】 24 必要ドル

$15,000.00
【現状の課題】自立のためには、農業技術の最適化で十分です。

 自由な」知識の欠如が最大の課題です。
 【解決案】私たちは、人々が農業技術にアクセスし、改良、共有、新しい技術をカルダノで作成することができるDappを提案します。

番号 90 タイトル   Data sharing for medical AI/医療AIのためのデータ共有 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Data-sharing-for-medical-AI/342358-48088

HP 【総合評価】 1.4 【拍手数】 9 必要ドル

$200,000.00
 【現状の課題】カルダノは、アジア市場でより多くのモバイルウォレットを必要としています。

 【解決案】imTokenは、Cardanoに対応したモバイルウォレットで、中国を中心としたアジア市場に巨大なユーザー基盤を持っています。

番号 89 タイトル   Improving agriculture with Dapps/Dappsで農業を改善する IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Improving-agriculture-with-Dapps/340421-48088

HP 【総合評価】 1.4 【拍手数】 1 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】Catalystには、私たちの分散した生活のストーリーを捉え、未知の世界に備えるための組織化を可能にする能力が欠けています。

 【解決案】dappsは、過去、現在、未来の提案に持ち込まれたすべてのdappsとソフトウェアを集約したものになります。

番号 88 タイトル   imToken wallet integration/imTokenウォレットの統合 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/imToken-wallet-integration/342008-48088

HP 【総合評価】 1.43 【拍手数】 4 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】人間が使うために、毎日何トンもの木が切られています。そして、そのうちのわずかな割合が再植林されているにすぎません。

 【解決案】Stakable Token (NFT)を開発し、そこから報酬を分配することで、グリーン団体に安定した収入を提供する。

番号 87 タイトル   EmancipationStation/エマンシペーション・ステーション IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/EmancipationStation/342337-48088

HP 【総合評価】 1.44 【拍手数】 1 必要ドル

$25,000.00
#NAME?
番号 86 タイトル   Funding Tree Planting Organisations/植樹団体への資金援助 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Funding-Tree-Planting-Organisations/342021-48088

HP 【総合評価】 1.47 【拍手数】 3 必要ドル

$80,000.00
 【現状の課題】人は孤独を感じる。人は死を恐れます。これは、豊かな人類の歴史と進化に対する理解が不足していることが原因のひとつです。

 【解決案】家系図データの統合化

番号 85 タイトル   Synthesis - Hybrid Crowdfunding/Synthesis - Hybrid Crowdfunding IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Synthesis-Hybrid-Crowdfunding/340707-48088

HP 【総合評価】 1.5 【拍手数】 1 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】社会の絶え間ない進歩は、日々、より多くの気候問題を引き起こし、地球は死に、カルダノはそれを救うことができる。

 【解決案】いつでも使える共通のトークンを使った決済システムにより、世界的に統一された持続可能な交通システムになる

番号 84 タイトル   Circle of Life (DNA)/サークル・オブ・ライフ（DNA IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Circle-of-Life-DNA/340548-48088

HP 【総合評価】 1.5 【拍手数】 0 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】ブロックチェーン関連プロジェクトの高い需要

 【解決案】プラットフォームを利用して技術プロジェクトを遂行するニーズを統一し、プロジェクトを開発するためにフリーランスを雇用する

番号 83 タイトル   Global sustainable transport/グローバル・サステイナブル・トランスポート IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Global-sustainable-transport/341494-48088

HP 【総合評価】 1.55 【拍手数】 4 必要ドル

$58,000.00
 【現状の課題】パンデミックによる孤立は、人々の間に信頼の欠如をもたらします。それは機会の減少、貧困と不平等の拡大を意味します。どうすればお互いを信頼することができるでしょうか？

 【解決案】このアプリは、他の人が与えたトークンで良い行動に報います。トークンは評判になり、その行動に基づいて人々を認識し、信頼することができます。
【詳細（冒頭抜粋）】現在、4月21日の発売に向けて、ベータ版アプリを開発中です。

 ピッチの様子はこちら***ご丁寧なコメントへのお返事もご覧ください***。

番号 82 タイトル   ADA MyProject Freelance/ADA MyProject Freelance IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ADA-MyProject-Freelance/342310-48088

HP 【総合評価】 1.56 【拍手数】 4 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】鍵を安全に保管することが最も重要です。Metamaskなどのソフトウェアウォレットは、ブラウザ上ではうまく機能しますが、携帯電話ではなかなかうまくいきません。

 【解決案】スマートフォンのハードウェアウォレットは、ユーザーとDAppsの間でADAの取引を可能にします。
【詳細（冒頭抜粋）】私は、SamsungのKeystoreプラットフォームにCardanoを導入するために、Samsungと共同でチームを結成することを提案します。これにより、何百万人ものエンドユーザーが簡単に
Cardanoを利用できるようになり、開発中のDappsの採用率も高まるでしょう。現在、このプラットフォームはEthereumやTronベースのDappsをサポートしています。私たちは、機能しているCardano Dappsを

 会話の中に取り込み、プラットフォームに乗せることができます。

番号 81 タイトル   Personal Reputation System/パーソナル・レピュテーション・システム IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Personal-Reputation-System/340948-48088

HP 【総合評価】 1.56 【拍手数】 1 必要ドル

$100,000.00
 【現状の課題】質の高い入門・中級者向けのチュートリアルが不足している。カルダノのことを知らない12歳の子供たちが、最高のDappsを書くことになるでしょう。

 【解決案】カルダノは急いで作られたものではなく、大量に採用されることもないだろうと私は思います。最善の策は、10〜12歳の子供向けの簡単なハウツーです。

番号 80 タイトル   Mobile Device HW Wallet Integration/モバイルデバイス HW ウォレットの統合 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Mobile-Device-HW-Wallet-Integration/341312-48088

HP 【総合評価】 1.58 【拍手数】 3 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】小さなステークプールの運営者は、ステークプールへの参加者を見つけるのに苦労しています。慈善事業への寄付などのインセンティブに頼っているのが現状です。

 【解決案】適切なデレゲートと適切なプールを結びつけるマーケティングプラットフォームの構築。好みや義務に左右される。
【詳細（冒頭抜粋）】このプラットフォームは、ステークプールの運営者が、自分のステークを委任してくれる忠実な人々を望んでいるという考えに基づいています。手始めに、米国や英国などの⻄欧諸国に住む
アフリカ系ディアスポラを、資金の一部を関連する慈善団体に寄付するステークプールに接続したいと考えています。このシステムは、次の3者にメリットがあります。 1.委任者は、インフレ率を上回る資産に投
資し、人道的・有意義なことにも貢献する。また、ADAのピアツーピア取引に参加し、自国に安心して送金することができます。2.ステークプールの運営者は、ロイヤルティの高い人々を獲得します。最終的に、
これはCardanoネットワークの分散化を促進し、私たちのコミュニティと世界をより良いものにします。このプラットフォームは、発展途上の世界を変えるというカルダノのビジョンにも合致しています。このプ
ラットフォームは、日常的なユーザーフレンドリーなマッチングアプリと同様に機能する分散型アプリとして構築することができます。一般の人がログインして、興味のあるプールやチャリティをマッチメイクす
ることができます。顧客のロイヤルティを維持するために、これはアフリカの発展という大義のために集団で貢献し、資産をアフリカ人の手に戻すディアスポラのコミュニティであることを示すでしょう。アフリ
カン・ディアスポラの一人として、この種の投資やアプリケーションは、コミュニティに新たな希望をもたらすと信じています。アフリカには⻑年続く通貨問題がありますが、ブロックチェーン技術で解決するこ
とができます。その例として、ジンバブエで使用されていたEcoCash（デジタル化された決済システム）がありますが、基本的な操作ができずに失敗に終わりました。これにより、他の不換紙幣のための持続不可

 能な闇市場が生まれました。ディアスポラがブロックチェーン技術に参加することで、人々は普通の人々に対して不正に操作されていないシステムに信頼を持つことができます。

番号 79 タイトル   Howto Cardano/Howto Cardano IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Howto-Cardano/340806-48088

HP 【総合評価】 1.64 【拍手数】 7 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】よく耳にする話です。スマートコントラクトが悪用され、何百万もの暗号が盗まれてしまう。

 【解決案】スマートコントラクトの専門家に自分のスマートコントラクトをテストしてもらうことができるdAppです。

番号 78 タイトル   Stake Pool Operator Marketing/ステイク・プール・オペレーター・マーケティング IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Stake-Pool-Operator-Marketing/340589-48088

HP 【総合評価】 1.67 【拍手数】 6 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】ADAやその他のトークンを追跡したり移動したり、SMRT CNTRtとやりとりするためのCardanoブロックチェーン用のモバイルウォレットアプリはありません。

 【解決案】ユーザーがADA＆ネイティブトークンを追跡・移動し、スマートコントラクトと対話できるiOSおよびAndroidアプリケーションを開発します。

番号 77 タイトル   Testing Smart Contracts/スマートコントラクトのテスト IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Testing-Smart-Contracts/340815-48088

HP 【総合評価】 1.67 【拍手数】 3 必要ドル

$200,000.00
 【現状の課題】カルダノ（ADA）のエコシステムには、ユーザーが信頼できる空間・環境でADAを使用できる、実行可能なエンターテインメント環境が必要です。

 【解決案】ユーザーがポーカーやスロットマシンなどのゲームをプレイできる、トラストレス、パーミッションレスの高性能なe-Gamingプラットフォームを構築します。

番号 76 タイトル   Mobile Application for Cardano/Cardanoのモバイルアプリケーション IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Mobile-Application-for-Cardano/340886-48088

HP 【総合評価】 1.67 【拍手数】 3 必要ドル

$40,000.00
 【現状の課題】新興国の小規模コミュニティでは、金融サービスへの十分なアクセスがありません。

 【解決案】私たちは、伝統的なクレジットソースにアクセスできない個人のために、クレジットへの分散型アクセスを促進することを計画しています。
【詳細（冒頭抜粋）】https://andybowness.wixsite.com/fida-services - WIP私たちは、MVPの開発を実現し、プロジェクトの実行可能性を実証し、将来的に新興国で同様のDappsのユースケースを実証するため
に資金を必要としています。私たちは、ケニアの特定のコミュニティにおける取引のクリティカルマスを達成することを目標としています。私たちは、この製品を利用して、Cardanoブロックチェーンを利用した
金融取引のクリティカルマスを獲得することを目指しています。4万ドルの資金で、ユーザーがウォレットを作成し、ユーザー間でネイティブアセットを転送する機能を実現します。これは、ブロックチェーン上

 のスマートコントラクトを介して実行されるユーザー間のローン契約の作成を含むことが予想される、進行中のプロジェクトの初期段階となります。

番号 75 タイトル   CardanoArcade/カルダノアーケイド IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/CardanoArcade/341334-48088

HP 【総合評価】 1.67 【拍手数】 1 必要ドル

$5,003.00
 【現状の課題】今日の夕食は何にしようかな？

 【解決案】世界中のレシピが集まった「ユニバーサル・クックブック」を見てみましょう。

番号 74 タイトル   Distributed financial support/分散型金融支援 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Distributed-financial-support/341640-48088

HP 【総合評価】 1.67 【拍手数】 0 必要ドル

 【現状の課題】Covid-19は、世界中のレストランでの食事のスタイルを変えました。
 【解決案】食堂の予約や終了時間の設定、料理や飲み物の注文を事前に行うアプリです。企業が事前に計画を立て、顧客の注文を常に正しいものにするのに役立ちます。

番号 73 タイトル   The Universal Cookbook/ユニバーサルクックブック IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Universal-Cookbook/342166-48088


