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$2,000.00
 【現状の課題】ガバナンスシステムは非常に複雑で、設計が不十分な場合が多く、ほとんどのソリューションは十分に理解されていなかった問題を解決するものです。

 【解決案】問題を深く理解し、それを反復して、そこからシステムを設計する。

HP 【総合評価】 1.18 【拍手数】 7 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】グループで人材を集め、ワークフローを割り当てて、相乗効果や効率化を図ることが必要です。

 【解決案】プロジェクトに必要なタスクを支援するプロフェッショナルな人材プールを作り、そのプールが報酬を共有できるようにする。

番号 19 タイトル   Behavioural based governance/行動主義的なガバナンス IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Behavioural-based-governance/342014-48088

HP 【総合評価】 1.2 【拍手数】 3 必要ドル

$22,000.00
 【現状の課題】Cardanoは、優れたコンセプトと優れたスキルが出会うプラットフォームを必要としています。iPodには、スティーブ・ジョブズのビジョンと、それを作ったエンジニアが必要でした。

 【解決案】Dappsのアイデアをプログラマーと共有したり、様々なスキルを持ったプログラマーが互いに指導し合えるような休憩室を備えたウェブサイトです。

番号 18 タイトル   Working Groups/ワーキンググループ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Working-Groups/340060-48088

HP 【総合評価】 1.56 【拍手数】 1 必要ドル

$20,000.00
 【現状の課題】現在、報酬を得ているのは、アイデアを作成した人（提案者）と一部の紹介者のみですが、より多くの参加者に報酬を拡大する必要があります。

 【解決案】より多くの参加者を対象とした新しいコンペンセーションプランを作る。より多くの人にアイデアに協力してもらい、それに応じて報酬を得る。

番号 17 タイトル   Cardanotes/カルダノーツ IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardanotes/341599-48088

HP 【総合評価】 1.75 【拍手数】 2 必要ドル

$40,320.00
 【現状の課題】The Project Catalystに関する情報がうまく構成されておらず、簡単にアクセスできない。

 【解決案】コミュニティから情報を収集するためのツールの作成Cardanoネットワークに保存された情報レポートやインサイトに使用されるデータ
【詳細（冒頭抜粋）】最新の情報は、Miro掲示板のウェブサイトのセクションで見ることができます。計画：主な目標は、提案への関与、提案へのフィードバックの有効性を改善し、投票段階をより簡単にするこ
とです。これを達成するには、提案への投票とフィードバックに特化したdapp/ウェブページが必要です。投票プロセスの改善は、コミュニティにどのように役立つのでしょうか？投票プロセスの改善は、コミュ
ニティにどのように役立つのでしょうか？資金調達の平均成功率の増加をモニターすることで、コミュニティメンバーの信頼感を高めることができます。そのおかげで、Catalystコミュニティのアクティブな貢献
者の数が増え、コミュニティの意思決定が改善されていきます。投票プロセスを複数のプラットフォームからアクセスできるようにすることで、より多くの新規参入者を迎え入れ、活動率を大幅に向上させること
ができます。このことは、コミュニティの意思決定を常に改善し、将来の可能性をより簡単に見出そうとする我々の意欲を証明することにもなります。a. 目標は、いくつかの良い（主観的な）提案を無駄にし、失
敗した提案の数を減らすことです。また、失敗した提案は必ずしも悪い提案ではなく、成功させるためにはもっと努力が必要であるという事実を浮き彫りにしようとしています。また、成功した提案と失敗した提
案のすべてを、コミュニティがアクセスできる場所にまとめておき、今後の提案を改善するための学習ポイントとして活用できるようにしたいと考えています。私たちの主な目標は、このツールを利用する人の数
を徐々に増やしていくことです。例えば、毎月着実に10％のユーザーを増やすことが定量的な目標となります。. 私たちの主な目標は、このツールを利用する人の数を徐々に増やしていくことです。例えば、毎月
10％のユーザーが着実に増えていけば、定量的な目標となります。アクティブなユーザーの数を測定するために、私たちは公開するために行われた取引を記録します（公開1回につき0.17ドル）。そのためには、
投票プロセスや、成功した提案や失敗した提案、与えられたフィードバックに対する人々の反応など、投票段階でのさまざまな状況に対する詳細な分析が必要となります。これらを適切に利用するためには、オー

 プンソースにして、人々が必要に応じて情報を入手できるようにする必要があります。

番号 16 タイトル   New Compensation Plan/新しい報酬プラン IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/New-Compensation-Plan/340943-48088

HP 【総合評価】 2.07 【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 15 タイトル   Governance tools to boost collabs/コラボレーションを促進するガバナンスツール IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Governance-tools-to-boost-collabs/342295-48088

HP 【総合評価】 2.17 【拍手数】 6 必要ドル

$800,00 for the time to go looking for more people to qualify this idea and help prove the concept.
 【現状の課題】権力の分配方法を決めるのは難しく、ヒエラルキーは必要ですが、それを正しくするのはほとんど不可能です。

 【解決案】様々なタイプの権力構造を作り、それを人々に試してもらい、何が有効かを見極めることができるシステムを開発するためのデザインです。

番号 14 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/341639-48088

HP 【総合評価】 2.36 【拍手数】 29 必要ドル

$100.00
 【現状の課題】Catalystは初めての人には分かりづらい場所です。新規ユーザーには、Project Catalystでうまくやっていくための本当に簡潔なガイドがありません。

 【解決案】プロジェクトCatalystで成功するための簡潔なガイドをすべての人（愛好家、開発者、起業家、コミュニティ・アドバイザーなど）のために作成する。

番号 13 タイトル   Idea: decentralized hierarchies/アイデア：分散型ヒエラルキー IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Idea-decentralized-hierarchies/339995-48088

HP 【総合評価】 2.8 【拍手数】 16 必要ドル

$7,736.00
 【現状の課題】Project Catalystには、コミュニティから供給される分散型のエネルギーを、望ましい結果の達成に導く方法が必要です。

 【解決案】目標の設定と達成に焦点を当てたグループセッションをコミュニティが容易に行えるような能力とシステムを構築する。
【詳細（冒頭抜粋）】この提案は初期段階に焦点を当てています。成功した暁には、将来の資金調達ラウンドにおいて、システムの開発を継続するためのさらなるフェーズを提案する予定です。私はソーシャル
UI/UX（ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンスデザイナー）として、このグループデザインの問題、あるいはコデザインと呼んでいた問題を⻑い間考えてきました。私は何年も前からシステムを
開発しており、ビジネスのクライアントと「スワン・セッション」と呼んでいるものを実施することで、自分のビジネスの方向性を変えようとしています。私は、このシステムをProject Catalystのエコシステム
に導入し、コミュニティが組織的で目的のある共同デザインを促進し、参加できるように、具体的な実践方法、システム、ガイドラインを開発したいと考えています。スウォームセッションは、大規模な分散型意
思決定を実現するプロセスの重要な一部になると信じています。短期的に意味のある結果を出すために、この最初の提案では、ギャップを埋めるテストケースに資金を提供します。私たちがこのフェーズで確認し
たギャップは、Project Catalyst自体のブランドデザインの開発です。現在、コミュニティが生み出したブランド原則は存在していません。ブランドストーリーはロゴ以上のものです。ブランドストーリーとは、
ロゴ以上のものであり、事業体の基本的な構成要素であり、強力なブランド原則は、基礎ブロックを敷設するための建築計画です。メジャーなブランドには、よく練られ、理解された個性があります。私が開発し

 たシステムを使って、一緒にこれをデザインすることを提案したいと思います。

番号 12 タイトル   Guides to project Catalyst success/プロジェクトCatalyst成功のためのガイド IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Guides-to-project-Catalyst-success/340122-48088

HP 【総合評価】 3 【拍手数】 117 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】Catalystは、分散型意思決定における革新の最前線に位置しています。私たちには過去のモデルがありません。そうでしょうか？

 【解決案】インターネットが普及する以前、グレイトフル・デッドは、分散型、非集中型でありながら、深くコミットしたコミュニティを作り、維持していました。私たちは何を学ぶことができるでしょうか？
【詳細（冒頭抜粋）】プルーフ・オブ・アフリカでのDorの最近のインタビュー（よくできていますね！）の中で、彼は我々には後に続く例がないと嘆いています。彼は、人類の歴史の中で、分散型の意思決定に
関する小さな実験はあったものの、それらはすべて、すぐに非常に中央集権的な解決策に収束する傾向があったと述べています。 "バリー・バーンズは、『Everything I Know About Business, I Learned From The
Grateful Dead』の序文の中で、「デッドは、インターネットが存在する前からインターネットの世界を理解していた。地理的に分散しているが、互いに深く結びついているデッドヘッズという『仮想コミュニ
ティ』を育てることに貢献し、ファンや顧客とのインタラクティブな関係を築き、フィードバックを求め、それに基づいて行動した」と述べています。その価値は、それを認めることで生まれる自発性と、未知の
次の発明点に対する開放性にある」私は、グレイトフル・デッドとデッドヘッド・コミュニティの例を研究することで、カタリスト・コミュニティは多くを学ぶことができると強く信じています。その出発点とし
て、私は前述の本を強くお勧めします。最初の2章は、「戦略的即興」と題されています。最初の2つの章は、「戦略的即興：デッドはいかにして計画と行動を同時に行うことを学んだか」と「自分の価値を生き
る。さらに一歩進んで、私はCatalystのコミュニティがグレイトフル・デッドのコミュニティ、特にバンドの分散型意思決定プロセスで役割を果たした人や見識のある人たちとつながり、そこから学ぶための意図

 的な努力をすることを提案したいと思います。デッドヘッド・コミュニティは常に良い目的をサポートしてきましたが、彼らが私たちの目的を見つける手助けをしましょう

番号 11 タイトル   Voltaire Assistant (Swarm Sessions)/Voltaireアシスタント（スウォームセッション IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Voltaire-Assistant-Swarm-Sessions/340811-48088

HP 【総合評価】 3 【拍手数】 4 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】増え続ける企画書の講評を人間に頼っているが、AIはどのようにしてより質の高いフィードバックを提供し、結果を改善できるのか？

【解決案】
番号 10 タイトル   Calling All Deadheads!/Calling All Deadheads! IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Calling-All-Deadheads!/341806-48088

HP 【総合評価】 3.04 【拍手数】 5 必要ドル

$5,680.00
 【現状の課題】現在、各ファンドでどのプロジェクトが受賞したかを調べることは容易ではありません。これでは、Catalystの透明性が損なわれる可能性があります。

 【解決案】各ファンドやキャンペーンの受賞プロジェクトを紹介するウェブサイト。Catalystの透明性を高める。そうすれば、より多くの参加を促すことができる。
【詳細（冒頭抜粋）】これにより、コミュニティのメンバーは、新しいプロジェクトや、以前の基金で獲得したプロジェクトでさらに資金を求めているものに投票する際、より多くの情報に基づいた判断ができる
ようになります。私の計画は、各基金や各キャンペーンで誰が勝利したかを示すウェブサイトを構築することです。そうすれば、誰もがどのプロジェクトがどの基金、どのキャンペーンで勝利したかを正確に知る
ことができます。当選したチームがコミュニティに対して説明責任を果たすために、当選してから数週間後にカルダノポッドキャストでインタビューを行います。そのインタビュービデオは、

 Catalystwinners.comのプロジェクトページに埋め込みます。必要な予算 5680米ドル 

番号 9 タイトル   AI Proposal Evaluation and Guidance/AI提案の評価と指導 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/AI-Proposal-Evaluation-and-Guidance/342650-48088

HP 【総合評価】 3.13 【拍手数】 12 必要ドル

$9,000.00
 【現状の課題】WADAのアウトリーチは現在、ウェブアプリの容量に制限されています。アウトリーチ活動を最適化するためには、独自の強固な統合管理システムが必要です。

 【解決案】Servant Server、Haskell、Elmを使用して、WADAを強固でスケーラブルな分散型の概念実証システム/Dappを一から構築する。
【詳細（冒頭抜粋）】戦略的方向性まず。共同提案者であるWADAのために、分散型統合管理システムを設計・構築する。高度な技術を持つ開発者のチームは、資金があれば6-9ヶ月でこのウェブアプリを完成さ
せることができる。これにより、WADAはプロポーザルのアウトリーチ活動を合理化・最適化するためのツールを得ることができ、その結果、カルダノカタリストプロジェクトは、彼らが連れてくる新しいユー
ザーにとって、よりアクセスしやすく、理解しやすいものになります。最新の分散型台帳技術（Directed Acyclic Graphs DAG）の有望な可能性を探ることで、明日のソフトウェア開発者や建築家のための金融イ
ンフラを構築することができます。この分散型台帳技術は、さまざまなレベルで画期的なものですが、特にアフリカのパラダイムに当てはまります。この分散型台帳技術は、現在のブロックチェーン技術では実現
できないスケーラビリティ（拡張性）を提供し、マイクロペイメントのレベルで懸念されている、取引時間や手数料の低減（ほとんど存在しない）にも対応しています。これは⻑期的なプロジェクトで、私たちの
チームはウェブアプリの開発と並行して検討を開始します。
最終的には、機能的なプログラミング言語の堅実性を証明する強固な内部ウェブアプリとなり、WADAやアフリカにある様々なハブで使用されるトレーニングモデルや分散管理ツールとしての役割を果たすことに
なります。 重要な測定指標 タイムライン

 フェーズ 1: (3 ヶ月の目標) 

番号 8 タイトル   Catalystwinners.com/Catalystwinners.com IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Catalystwinners-com/342050-48088

HP 【総合評価】 3.33 【拍手数】 42 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】ユーザーは分散した意思決定に圧倒され、開発者はネットワークのアップグレードを完了するための資金を持っていません。

 【解決案】CommonWealthは、ブロックチェーンネットワークに、信頼性が高く、時間をかけて検証されたUX/UIを提供し、ユーザーや開発者が迅速に意思決定できるようにします。
【詳細（冒頭抜粋）】CommonWealthは昨年、35のオンチェーンEdgeware（Polkadotのパラチェイン）のプロポーザルで5Mを展開するために使用されました。
私たちは、オープンソースのCommonWealth UI（DOTエコシステムをベースにしたもの）をCardanoエコシステムに展開していきます。これは大規模なプロジェクトであるため、段階的に進めることにしまし
た。ステージ1は25,000ドル：1.) アドレスリンク2.) 任意のトークンのためのホエール転送 - プロジェクトがより統合されるにつれて完全なガバナンスフォーラムに移行することができる「トークンフォーラムを

 許可する」3.) サーバー側。

番号 7 タイトル   +WADA Outreach=Smart Catalyst Users IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/+WADA-Outreach=Smart-Catalyst-Users/341675-48088

HP 【総合評価】 3.43 【拍手数】 21 必要ドル

$8,000.00
 【現状の課題】複数の提案により、調整する原則がほとんどない、断片的なガバナンス・エコシステムが形成されている。複数の提案は互いに協力し合う可能性が低い。

【解決案】早く行きたいなら、一人で行けばいい。遠くに行きたければ、一緒に行こう。
 リソースとピアレビューを提供するチームを作ろう。

【詳細（冒頭抜粋）】こんにちは。Adagov.orgのミッションは、カルダノコミュニティが集団統治を解決するために、提案のピースを組み合わせることです。
ほらね... 案1＋案2＋案3ではガバナンスとは言えません。私たちは、コミュニティによって集められた素晴らしいアイデアを、デザインを使って1つのまとまったソリューションにしたいと考えています。蜂の群
れや魚の群れ、シロアリのコロニーのような自然の集団では、一人の個人やエリート集団が集団のために意思決定をすることはほとんどありません。女王蜂が巣を新しいコロニーに導くのではなく、ミツバチが実
力に基づいて投票した後に決定するのです。
自然界の集団は、何百万年もかけてこのことを正しく理解し、一連の原則に基づいて参加し、まとまった結果を得てきました。私たちには、部族的なヒエラルキー的思考から集団的な泳ぎの知能へと移行するため
のわずかな時間しかありません。アイデア・メリット・クラシーとは？
------------------------------

 アイデア・メリトクラシーとは、優れたアイデアがメンバーによって選別され、報酬が与えられる統治システムです。

番号 6 タイトル   Open Source Governance UI/オープンソースガバナンスUI IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Open-Source-Governance-UI/342194-48088

HP 【総合評価】 3.58 【拍手数】 54 必要ドル

$14,000.00
 【現状の課題】投票もステークプールと同様に、コミュニティの幅広い支持を得るためには、多様な参加者を促すバランスのとれたインセンティブが必要です。

 【解決案】小規模な利害関係者と大規模な利害関係者の影響力を均衡させる、様々な投票飽和・集計アルゴリズムを設計・評価する。
【詳細（冒頭抜粋）】概要
ブロックチェーンのガバナンスには、ユーザー、開発者、スポンサー、投資家の権利と責任のバランスをとることが必要です。分散型システムの整合性を確保することは、権力が少数のアクターに集中することを
可能にする富のパワーロー分布に向かって進化するという経済システムの傾向を考えると、特に困難です。カルダノの革新的なステークプールインセンティブの飽和アルゴリズムは、最も分散化された暗号通貨の
検証プロセスの確立に大きく貢献しました。ガバナンス投票プロセスを集約し飽和させるシステムを設計することは、カルダノのエコシステムの発展を監督するステークホルダーの活発で多様なコミュニティを発
展させる上で、同様の影響を与えるでしょう。
提案された成果 1ヶ月目のマイルストーン。アグリゲーションとインフルエンス機能の定義, $5,000
KPIs2ヶ月目のマイルストーン。集約関数と影響関数の分析 4,000ドル 3ヶ月目のマイルストーン プロトコルのテストのための多数決シミュレーションの設計 $5,000
KPIsIP戦略
本プロジェクトは、GPL 3.0ライセンスを用いたオープンソースとして運営されます。ドキュメントとコードのドラフトのために、Github リポジトリが開始されました。プロジェクト期間中、カルダノコミュニ

 ティからの貢献とフィードバックを歓迎します。https://github.com/Photrek/Cardano-Catalyst/tree/main/Diversify%20Voting%20Influence 

番号 5 タイトル   Adagov.org (Co-creation)/Adagov.org（共創の場 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Adagov-org-Co-creation/340677-48088

HP 【総合評価】 4 【拍手数】 46 必要ドル

$5,000.00
 【現状の課題】ディベートやディスカッションは、お互いに言い過ぎたり、誤った情報や論理的な誤りを押し付けたりすることで損なわれます。

 【解決案】アイデアや発言を消化可能な部分に分割する。各サブポイントを議論し、投票、論理分析、アイデアのリンク、コメント、メタ分析を行う。

番号 4 タイトル   Diversify Voting Influence/投票先の多様化 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Diversify-Voting-Influence/340657-48088

HP 【総合評価】 4.14 【拍手数】 15 必要ドル

$30,669.00
 【現状の課題】Project Catalystの形式は、合理的な無知を助⻑します。参加者が増えれば増えるほど、有意義な参加を維持するのが難しくなります。

 【解決案】透明性の高い原則に基づいて提案をフィルタリングすることで、意思決定を強化し、その結果を消費者にわかりやすく伝える。

番号 3 タイトル   Meta-Memory (Fmrly Fed. Debate)/Meta-Memory (Fmrly Fed. Debate) IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Meta-Memory-Fmrly-Fed-Debate/340284-48088

HP 【総合評価】 4.19 【拍手数】 147 必要ドル

$800.00
 【現状の課題】プロジェクト・カタリストに関する情報は、多くの人にとって消化しにくいものです。

 【解決案】Project Catalystを視覚的に説明する一連のインフォグラフィックを作成する。
【詳細（冒頭抜粋）】最初のシリーズとして、4つのインフォグラフィックスを想定しています。納品は、カスタムウェブサイトやコミュニティのGithub Repo（https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Project-
Catalyst-Landing-Page/341718-48088?submitted=1）を通じて、2〜3週間の期間で行うことができます。インフォグラフィックスのスタイルについては、Instagram
（https://www.instagram.com/etranevskaya/）に掲載されているEvgeniyasの作品を参照してください。今後の展望：このプロジェクトが成功した暁には、Project Catalystのビジュアルコミュニケーションの
ニーズに対応したシリーズを提案し、実施する予定です。成功指標：4つのインフォグラフィックが作成され、コミュニティに提供されること。この提案の延⻑として、このプロジェクトを拡大するためにクラウ

 ドファンディングの実験を行っています。詳細は https://teleolog.art/ をご覧ください。

番号 2 タイトル   The Great Filter ??/グレートフィルター ? ? IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/The-Great-Filter-%E2%9D%8C%E2%9C%85/340904-48088

HP 【総合評価】 4.59 【拍手数】 22 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   Infographics - Series 1/インフォグラフィクス - シリーズ1 IdeaScale原文 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Infographics-Series-1/340837-48088


