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令和3年6月17日

beyondstandard（Aichi/Tokai Stake Pool）

・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
Cardano Emerging Threat Alarm/カルダノ 新興国の脅威の警告
HP

IdeaScale原文

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Emerging-Threat-Alarm/340926-48088

【総合評価】

4.6

【拍手数】

16

必要ドル

$50,000.00

【検討したいこと】脅威がシステムを克服する前に、利害関係者がカルダノブロックチェーンの深刻な新興システム脅威を特定するためにはどうすればよいか？
【検討したい理由】Cardanoの複雑さは、分散化、ネイティブトークン、マルチアセット対応、スマートコントラクト、新規ユーザーなどで増していきます。脅威が出現する。
【詳細（冒頭抜粋）】ブロックチェーンシステムは、技術的、経済的、社会的な要素が複雑に絡み合ったものであり、様々な地域や背景を持つ多くの関係者が依存し、利用しています。これらのシステムは現実世
界から隔離されているわけではなく、ダイナミックな相互作用から予期せぬ脅威が発生する可能性があります。
Cardanoのステークホルダー（ユーザー、SPO、DApp開発者、パートナー、取引所、政府、企業）は、自らの存在に対する発展途上の脅威を特定し、等級付けすることができる弾力性のあるシステムを必要とし
ています。
現在、カルダノシステムのいくつかの側面は完全に中央化されており、いくつかは非中央化されつつあり、いくつかは完全に非中央化されています。ステークホルダーは現在、Input Output Global（IOG/IOHK）
の専門知識に依存し、Cardanoエコシステムに契約に基づくサービスを提供していますが、その契約は切れつつあります。多くのステークホルダーは、IOGがカルダノの発展のための新たな5カ年計画を提出し、資
金提供を受けることを希望し、望んでいる。
しかし、多くの人（私を含む）の希望通りに実現したとしても、分散型の脅威警告システムを実装することは良いことだと思います。Cardanoの歴史や他のブロックチェーンの歴史を通して、私たちは脅威がいか
にゆっくりと現れるかを見てきました。
何十ものネットワークパラメータとそのステークホルダー、デリゲーター、ステークプールオペレーターへの影響についての議論をよく目にします。すべてのブロックチェーンには、ガバナンスの問題、手数料の
問題、ネットワークの問題があります。他のブロックチェーンとの競争、ステークスに関する課税問題、ブロックチェーン自体の規模など、経済的な問題が浮上することもよくあります。将来的には、トランザク
ションの価格、ブロックチェーンへのスパム行為、Sybil攻撃の試み、取引所の利益になるようにネットワークに影響を与えようとする中央の取引所による投票ブロックなどの問題が現れるかもしれません。
等々...。
要するに、人生や社会・自然環境は予測不可能なのです。カルダノネットワークは、分散型の脅威警告システムを実装する必要があるかもしれません - それは、1つのアクター（IOG/カルダノ財団/Emergo/何で
も）に依存しないものです。
シンプルな脅威警告システムは、カルダノブロックチェーンにとって問題と見なされつつある新たな問題をすべての関係者に警告し、その結果、Catalystでの資金調達ラウンドを通じて、それらに対処するための
新たな資金調達提案を生み出すかもしれない。
目と耳だと思ってください。進化生物学では、目や耳、感覚が動物の体の前部に進化したのは偶然ではなく、新しい環境に最初に入り、脅威がシステムを克服する前に脅威を感知する必要があったからです。
私たちは、目に見えない脅威が力とスピードを増していることを警告する、シンプルな脅威警告メカニズムを必要としています。一酸化炭素警報器を思い浮かべてください。目に見えない脅威が蓄積されていくの
を検知するシンプルなものです。安価で効率的、そして非常に貴重なものです。それがこのチャレンジの目的です。
ステークホルダーは、カルダノの目であり耳である。自分が感じていることを伝える方法があれば、そのフィードバックをシステムに戻すことができます。そうすれば、既存のCatalystメカニズムや、開発中の
Voltaire構造全体で対処することができます。
番号

2

タイトル

DLT Entrepreneurship Toolbox/DLTアントレプレナーシップツールボックス

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/DLT-Entrepreneurship-Toolbox/341809-48088

4.17

【拍手数】

6

必要ドル

$150,000.00

【検討したいこと】有権者やステークホルダーがプロジェクトに価値を見出すために、初期段階の起業家が優れたアイデアを実行し、伝えるためのスキルをどのように向上させるか
【検討したい理由】起業家の強みは野心とビジョンだが、有権者の心をつかむためにアイデアを明確に伝える仕組みがないことが多い。
【詳細（冒頭抜粋）】経験の浅い起業家にとって、初期段階のベンチャーの重要な要素をすべて自信を持って伝えることは、圧倒されるようなことです。 これは、プロジェクト・カタリストにとって重要なこと
です。なぜなら、最も強力なアイデアは、時間をかけて最も首尾一貫して伝えられ、最終的に有権者（特に専門家の評価者）の心にはっきりと響くものだからです。この課題は、経験の浅い起業家が重要な起業家
精神を学び、応用することを支援し、チームやステークホルダーと協力して意義あるカタリスト・プロジェクトを実現できるようにすることを目的としています。これにより、持続可能なインパクトと、投資や意
思に対するポジティブなリターンを確保することもできます。ビジネス・アクセラレーターは、起業家に "ビジネス・アクセラレーターは、起業家に次のようなものを提供します。「業界におけるイノベーション
のための幅広い機会と、伝統的な起業家教育に代わるもの」（Miller & Bound, 2011）しかし、これはあまりにも多くの起業家が逃している教育です。優秀なエンジニアも野心的な起業家も、スタートアップに必
要なリソースの確保に苦労しているのが現状です。このチャレンジでは、次のような起業家精神の育成に重点を置くべきです。
** バリュープロポジションの設計とテスト
*** ビジネスアイデアのための財務リテラシー
**** 持続可能な開発への影響と成⻑の測定これは、今日の地球上で最も破壊的なビジネスアクセラレータであるProject Catalystに向けて（またはその間に）、テクノロジープロジェクトや提案を開発するために
必要なことかもしれません。このチャレンジでは、ユーザーが簡単に把握できるデジタル起業家精神のツールセットと知識ベースを装備し、自分のベンチャー計画に適用できるような、斬新なソリューションを求
めています。この課題では、デジタル学習、コラボレーション、起業家が自分で目標を決め、学んだスキルを発揮できるように導くことが重要です。
番号

3

タイトル

Multilingual resources/多言語リソース

HP

IdeaScale原文

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Multilingual-resources/341725-48088

【総合評価】

4

【拍手数】

9

必要ドル

$75,000.00

【検討したいこと】今後3〜6ヶ月の間に、英語を⺟国語としない人たちに、どうやってカルダノのエコシステムを学び、成⻑させる気にさせることができるでしょうか？
【検討したい理由】多言語プラットフォームにより、英語を話さない人でもカルダノについて学ぶことができ、世界中での普及率が高まります。
【詳細（冒頭抜粋）】少なくとも私の⺟国語（スペイン語）では、例えばPlutusやMarloweを使ったスマートコントラクトのコーディング方法を学びたい人のためのリソースはありません。 解決策：ささやかな
予算（$50.000-100.000 USD）でチャレンジを設定し、英語を⺟国語としない人々の間で採用を増やす方法を提案してもらうことができます。ブロックチェーン技術やカルダノのソリューションに関する無料のリ
ソースを地元のコミュニティに提供することに焦点を当てた教育組織に資金を提供する。 - 英語を⺟国語としない人々の採用を増やすためのその他のアイデア。
番号

4

タイトル

Success Tracking/成功の追跡

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Success-Tracking/340273-48088

3.96

【拍手数】

18

必要ドル

$100,000.00

【検討したいこと】どのようにすれば、資金提供を受けたプロポーザルの成功率を高めることができますか？
【検討したい理由】資金提供を受けたプロポーザルの進捗状況を知ることで、コミュニティの参考になり、ROIの判断や採用の助けにもなります。
【詳細（冒頭抜粋）】情報提供 Project Catalystから資金提供を受けているプログラムやアプリの最新情報にアクセスできるツールを備えた、情報に精通したコミュニティメンバーによる活発なエコシステムで
す。達成 プロジェクトが成功しているデータを見て、自分たちがその解決策の一部であることを知ることで、すべてが現実のものとなり、私たちの努力をまとめることができます。活用
投票後、多くのコミュニティメンバーは、資金提供された提案の進捗状況を知りたいと思うかもしれません。これらのプロジェクトがどのように行われているか、またその成功（または失敗）から学ぶ方法につい
て、きちんとした情報を得ることが重要です。
質問の指針
- 資金提供を受けたプロポーザルについて、コミュニティが参考にできる指標は何か？
- 人々はこの情報にどのようにアクセスするか？
- この情報はどのように表示できるか？
考えられる方向性
- 資金提供されたプロポーザルに関する最新情報を表示するソフトウェア
- ウェブベースの環境
番号

5

タイトル

Decentralised Storage Solutions/分散型ストレージソリューション

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Decentralised-Storage-Solutions/340968-48088

3.92

【拍手数】

11

必要ドル

$250,000.00

【検討したいこと】どうすれば、カルダノブロックチェーン上に構築された、堅牢で信頼性が高く、安全で手頃な価格の分散型大容量ストレージネットワークを作ることができるでしょうか？
【検討したい理由】世界はこれまで以上にクラウドストレージに依存しています。今後もその必要性は増すばかりです。しかし、そのようなデータのほとんどを保有しているのは、現在、数社の企業です。
【詳細（冒頭抜粋）】世界のクラウドストレージ市場は、2019年の491.3億⽶ドルから2027年には2975.4億⽶ドルになると予測されており、予測期間中の年平均成⻑率（CAGR）は25.3％となっています。しか
し、経済的な要因よりも重要なのは、ブロックチェーン技術に基づいた堅牢で安全、かつ改ざん不可能な分散型グローバルストレージソリューションを構築することで、私たちのデータを安全にし、大企業や犯罪
組織、国家の指導者の気まぐれの影響を受けないようにすることでしょう。 ﬁlecoin - https://ﬁlecoin.io/ 、Holo - https://holo.host/ 、Akash DeCloud - https://akash.network/ など、すでに存在しているプロ
ジェクトと同様に、ストレージプロバイダーはトークンによってインセンティブを与えられるべきです。可能であれば、ステークプールの運営者が既存のマシンにストレージを取り付けて提供できるようなシステ
ムを設計し、実装することから始めましょう。不変のブロックチェーンに所有権の記録があっても、それが指し示す作品にアクセスできなくなってしまったら、何の意味があるのでしょうか？ブロックチェーンに
保存されるのはメタデータだけであり、そのファイルがホストされていた中央ストレージがダウンして利用できなくなれば、デジタルアートや音楽、土地の賃貸などにかかわらず、NFT自体の価値が失われてしま
います。
誰かが何十万ドルも払ったNTFのアート作品が突然なくなったとしたら、メディアはどのように報道するでしょうか。そんなことがあったら、一般の人が一番気にするのは、きっとストレージの永続性でしょう。
私たちはそれを見越して、最初からシステムに組み込んでおき、最終的にはそうなる可能性があるからこそ、それを重要な差別化要因のひとつとして設定しておくのです」（参考資料）。
https://www.fortunebusinessinsights.com/cloud-storage-market-102773
https://coinmarketcap.com/alexandria/article/what-is-decentralized-storage-a-deep-dive-by-filecoin
https://www.coindesk.com/its-an-nft-boom-do-you-know-where-your-digital-art-lives
番号

6

タイトル

Nation Building Dapps/国家建設のためのDapps

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Nation-Building-Dapps/340594-48088

3.86

【拍手数】

4

必要ドル

$240,000.00

【検討したいこと】発展途上国の政府が広く採用するためには、どのようなコアDappソリューションを提供すればよいのでしょうか？
【検討したい理由】基盤のない貧しい国々にとって、政府のDappソリューションは、持続的な繁栄を可能にするビルディングブロックとなるでしょう。
【詳細（冒頭抜粋）】Dappの提案は、次のようなレジストリの基礎的なソリューションをカバーする必要があります。
国⺠ID・市⺠登録、財産、医療・予防接種、教育センサス、歳入庁、企業設⽴、選挙投票、税関・国境管理、犯罪記録、雇用センサス、自動⾞登録、免許・認証
提案者は、事前にIOHK/EMURGO Atalaソリューションを確認する必要があります。
番号

7

タイトル

DeFi and Microlending for Africa/アフリカのためのDeFiとマイクロレンディング

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/DeFi-and-Microlending-for-Africa/340138-48088

3.77

【拍手数】

82

必要ドル

$90,000.00

【検討したいこと】アフリカの環境に合ったマイクロレンディングやDeﬁ dAppのソリューションを作るにはどうしたらいいでしょうか？
【検討したい理由】アフリカに特化したマイクロレンディングや、歴史的な文化的規範に基づいたDeFi dAppsは、ユーザーの導入を促進します。
【詳細（冒頭抜粋）】ソース
1. なぜ従来の銀行はサブサハラ・アフリカに通用しないのか： https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0455.pdf
2. モバイルマネーをはじめとするスタートアップ企業は、金融包摂が低いままのアフリカの銀行危機をどのように解決しているか：
https://www.researchgate.net/publication/316847980_The_Rise_of_Financial_Services_in_Africa_An_Historical_Perspective_The_Importance_of_High-Impact_Entrepreneurship
3. 携帯電話が東アフリカの銀行ソリューションとしてどのように独自の進化を遂げたか。
番号

8

タイトル

Self Governing Stake Pools/自律型ステークスプール

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Self-Governing-Stake-Pools/342019-48088

3.73

【拍手数】

44

必要ドル

$200,000.00

【検討したいこと】どのようにすれば、セルフガバナンスを通じてデリゲーターに権限を与え、ステークプールのエンゲージメントに影響を与え、活気ある多様なプールコミュニティを育成することができるで
しょうか？
【検討したい理由】ステイクプールの管理は中央集権的で、委任者の関与を妨げ、信頼を必要とし、コミュニティに対する説明責任を欠いています。
【詳細（冒頭抜粋）】もし、ステークプールがDAO（Decentralized autonomous organization）のように管理されたらどうでしょうか？ステイクプールで行われるすべての決定は中央集権的なものではなく、代
表者による投票で行われます。ステイクプールは、カルダノのガバナンスシステムを活用して、斬新で創造的なプールの管理方法を推進することができます。これにより、すべての面で分散化が図られ、代表者は
多様かつ公平な方法で自分のプールの方向性に影響を与えることができるようになります。プールガバナンス トケノミクス プールガバナンスフォーラム プール投票プラットフォーム プールトレジャー

番号

9

タイトル

Web-of-Trust Digital Identity/Web-of-Trust デジタル・アイデンティティ

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Web-of-Trust-Digital-Identity/341410-48088

3.25

【拍手数】

23

必要ドル

$400,000.00

【検討したいこと】先住⺠コミュニティが、メンバーの個人情報を管理できる強固なデジタル・アイデンティティを構築するには、どうすればよいのでしょうか。
【検討したい理由】先住⺠族のコミュニティは、自分たちの文化を維持するのに苦労しています。デジタル・アイデンティティは、集団のアイデンティティと経済的な福利を強化することができます。
【詳細（冒頭抜粋）】草の根の会員制組織や先住⺠族のグループがメンバーを簡単にオンボードし、彼らが自分の管理下にあるデジタルアイデンティティを作成するのを支援することは、CardanoベースのDApps
の採用を増やすことにつながり、これらのNGO、社会組織、先住⺠族の文化の経済的アイデンティティを開発するための基礎となります。
コミュニティメンバーに、コミュニティ内の他の人を教育したり、支援したり、デジタルアイデンティティを簡単に設定できるように乗せるために必要なツールを提供します。個人は、カルダノ（アタラプリズ
ム）ベースのデジタルアイデンティティを設定し、貯蓄グループへの所属や部族の一員であることなど、政府以外の初期資格を確認することができます。慈善団体、政府機関、雇用者、部族は、個人の請求権を簡
単に設定・作成し、個人に発行することができます。 アオテアロア（ニュージーランド）のマオリ族の組織の会員名簿をデザインするためのニーズとコミュニティ主導のアプローチの概要は、A R?p? T?kanga
M?ori Membership Database Toolkitという文書に記載されています（添付PDF https://cardano.ideascale.com/a/idea/341410/35461/download 参照）。例えば、データの共有と再利用に焦点を当てた先住⺠の
信頼のフレームワークを開発することを検討します。例えば、Te Mana Raraunga (M?ori Data Sovereignty)と連携して https://www.temanararaunga.maori.nz/Related 情報Fund3からの密接に関連した課題提案
は、Atala PRISM DID Mass-Scale Adoption https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Atala-PRISM-DID-Mass-Scale-Adoption/334524-48088IOG の Atala Prism prototype: https://atalaprism.ioW3C DID
Standards: https://www.w3.org/TR/did-core/W3C DID Use Cases: https://www.w3.org/TR/did-use-cases/ です。
番号

10

タイトル

Propose, build & deliver in 6 weeks/6週間で提案、構築、提供

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Propose-build-deliver-in-6-weeks/340949-48088

3.23

【拍手数】

33

必要ドル

$50,000.00

【検討したいこと】多額の予算をかけずに、公平な投票機会を得ながら貢献できる機会を提供するにはどうすればよいか。
【検討したい理由】大規模なプロジェクトは、実行者にとっても資金提供者にとっても、多くのリスクを伴います。小さな単位での作業は、リスクを軽減し、柔軟性があります。
【詳細（冒頭抜粋）】このチャレンジの目標は、6週間以内に提案を考え、それを作り、提供することです。
新しいメンバーや、提案を始めたいと思っている人の助けになるような、Catalystプロジェクトに何かを加える提案が理想的です。また、次の資金調達ラウンドに向けて、新たな提案ができるような形で作業を共
有する必要があります。すべてのコードはオープンソースで共有されるべきである 提案の最大予算は5kである
すべてのプロポーザルは同じような規模で、投票開始時にはほとんどの成果物ができあがっているようにすることです。これにより、どのチームがコミュニティに真の価値を提供できたかを純粋に評価し、投票を
行うことができます。 予算の大きさの理由。
提案予算
目標は、6週間という限られた時間の中で、新しいチームが結成できるようにすることです。これらのチームは、学習し、ステークホルダーに自分たちの価値を証明するための時間が必要です。最大5,000ドルの予
算があれば、少人数のグループがこの方法で数週間作業するのに十分な予算を確保でき、チームが過剰に負担することもありません。また、このキャンペーンでは評価が均一化され、投票者にとっては各提案の価
値が比較しやすくなります（同じ尺度で評価されるため）。**これ以上要求するチームには、非常に低い評価を与えるか、キャンペーンを公平に保つためにフィルタリングされます キャンペーン予算
少なくとも10チームが資金を得られるように、総予算は5万円に設定されています。これにより、大きな魚がキャンペーンの資金をすべて奪ってしまうことを心配することなく、人々が何らかの価値を提供しよう
とすることができます。
番号

11

タイトル

Framework for non-tech entrepreneur/非技術系起業家のためのフレームワーク

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Framework-for-non-tech-entrepreneur/341065-48088

3.21

【拍手数】

9

必要ドル

$45,000.00

【検討したいこと】非技術系の起業家が、カルダノを使ったPPPなどの大規模プロジェクトを作れるような仕組みを提供するにはどうしたらいいでしょうか。
【検討したい理由】非技術系の起業家に機会を理解させ、フレームワークを提供する
【詳細（冒頭抜粋）】私は変化を起こしたいと思っています。 - カルダノ社内では誰と話をすればいいのか、ジョン・オコナーはすべての⺠間公共パートナーシップの相談相手なのか？ - 政府との間で問題を解決
した現実のユースケースは何か？ - 産業ごとの現実のユースケースは何か？アイデアを生み出すための最も活発なフォーラムを一箇所に集約する？結果として、このフレームワークがあれば、既存のアイデアを生
み出したり、それを基にソリューションパートナーを見つけたり、Cardanoの指導を受けたり、政府や大企業と連携してアイデアを実現したりすることができるようになります。
番号

12

タイトル

Migrate Ethereum/イーサリアムを移行する

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Migrate-Ethereum/339986-48088

3.19

【拍手数】

52

必要ドル

$400,000.00

【検討したいこと】今後3ヶ月間で、より多くのEthereumプロジェクトがCardanoに移行し始めるようにするにはどうしたらいいでしょうか？
【検討したい理由】イーサリアムには大きなプロジェクトや問題がある。Cardanoに移行することは、プロジェクトやCardanoにとっても良いことだ。イーサリアム2.0は⻑い道のりを歩んでいる
【詳細（冒頭抜粋）】イーサリアムプロジェクトがカルダノに移行することを意図し、可能にし、実際に移行する環境を作ることで、他のイーサリアムプロジェクトがカルダノに移行するという雪だるま式の効果
が生まれます。
予算
400,000⽶ドル（約4,000万円
個人的には、最大でも500,000ドルにすべきだと思っています。
成功とは？
Ethereumコミュニティや暗号メディアでは、Cardanoに移行するプロジェクトや移行に成功したプロジェクトについて定期的に話題になっています。
移行を検討しているEthereumプロジェクトは、移行の利点、課題、リスク、欠点について十分な情報を得ていると感じている。
重要なEthereumプロジェクトは、定期的にCardanoへの移行を発表、または開始している。
イーサリアムプロジェクトのCardanoへの移行は、簡単で効果的であり、十分にサポートされていると考えられる。
指針となる質問 可能な方向性

Fund4 : Fund6チャレンジ設定（配布金額$400,000相当のADA）
番号

13

タイトル

2/2

令和3年6月17日

beyondstandard（Aichi/Tokai Stake Pool）

Credit unions and co-operatives/信用組合と協同組合

HP

IdeaScale原文

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Credit-unions-and-co-operatives/340587-48088

【総合評価】

3

【拍手数】

3

必要ドル

$50,000.00

【検討したいこと】信用組合は、DEFIによる高い貯蓄リターンを、発展途上国の洗練されていない、技術に精通していない投資家にどのようにして広げることができるでしょうか？
【検討したい理由】現在の金融システムの最大の問題点は、その大部分を占める銀行が利潤追求型であることです。
【詳細（冒頭抜粋）】現在の金融システムの最大の問題点は、その大部分を占める銀行などの金融機関が利潤追求型であることです。彼らは、顧客に価値を提供することよりも、株主に利益を還元することをはる
かに優先しています。一方、信用金庫や協同組合は非営利団体であり、ステークホルダーへの価値提供を重視しています。カルダノは、ブロックチェーンを通じて金融市場に信頼を取り戻そうとしています。
Fund 6の価値ある課題は、信用組合や協同組合が繁栄するための環境をカルダノが提供することです。法的枠組み、関連する教育、考え方、詳細情報などは、以下の組織によってすでに整備されています。
https://platform.coop/ https://www.fairshares.coop/
番号

14

タイトル

Cardano Web Hub/カルダノウェブハブ

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Web-Hub/340258-48088

2.96

【拍手数】

1

必要ドル

$25,000.00

【検討したいこと】カルダノはインターネット上で、一般の人々やコミュニティのメンバーにリーチするために、どのようにしてより意味のある、インパクトのあるプレゼンスを確⽴することができますか？
【検討したい理由】グローバルな多言語対応のカルダノウェブハブは、エコシステムのオンラインリソースを簡単に紹介し、アクセスできるようにするために不可欠です。
【詳細（冒頭抜粋）】ランディングページとCardanoワールドへのゲートウェイを作ること。私たちは、真の意味でエレガントで美しいデザインのエコシステムへの多言語ゲートウェイを必要としており、カルダ
ノのブランディングを強化し、その使命とビジョンを強調し、ユニークな開発コンセプトを強調し、カルダノの膨大なオンラインリソース、チャネル、パートナーシップを集約します。
番号

15

タイトル

Staking Pool Workshops/杭打ちプールワークショップ

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Staking-Pool-Workshops/340786-48088

2.94

【拍手数】

10

必要ドル

$10,000.00

【検討したいこと】ADAホルダーが自分でステーキングプールを作り、運営する方法をどのように教えればよいのでしょうか？
【検討したい理由】これにより、エコシステムの分散化がさらに進みます。プールを運営するためのより幅広い参加者を提供する。
【詳細（冒頭抜粋）】ステイキングプールの運営をコミュニティメンバー全員が利用できるようにするにはどうしたらよいか？プログラマーではない人がプールを運営するための理論や技術を学べるようなリモー
ト環境（コースやワークショップ）を作ることはできないでしょうか。
番号

16

タイトル

Functional Paradigm Onboarding/機能的パラダイムのオンボーディング

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Functional-Paradigm-Onboarding/341730-48088

2.93

【拍手数】

7

必要ドル

$21,000.00

【検討したいこと】自社の既存のマネジメントシステム構造の中で、どのようにしてFunctional Programing Capabilitiesを実証するか？
【検討したい理由】私たちはADAに興奮していますが、ADAがどのように設計され、構築されたかを忘れています。HaskellはCardanoを支える真のアンサングヒーローである
【詳細（冒頭抜粋）】考え抜かれたシステムを作るには、忍耐力、考え抜かれた人々、効率的なツールが必要です。Haskellはプログラム言語としてLamda Calculusを採用しており、開発者が自分のコードを推論
するのを容易にしています。
番号

17

タイトル

No-Code/Low-Code Solutions/No-Code/Low-Codeソリューション

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/No-Code-Low-Code-Solutions/342657-48088

2.78

【拍手数】

14

必要ドル

$200,000.00

【検討したいこと】参加へのハードルを下げるにはどうしたらいいか - コーディングなしでカルダノ上で何が作れるかを示す
【検討したい理由】Gartner社は、2024年までにソフトウェア開発の65%以上がローコード／ノーコード・プラットフォームで行われると予測しています。
【詳細（冒頭抜粋）】Cardanoの現在のローコード／ノーコードツールセット（例：Marlowe Playground）を使って、Cardano上で何が作れるのかを世界に示しましょう。Cardanoのローコード/ノーコードツー
ルは、他のローコード/ノーコード開発プラットフォームと組み合わせることができます。
番号

18

タイトル

Partnerships for Global Adoption/グローバルに展開するためのパートナーシップ

HP

IdeaScale原文

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Partnerships-for-Global-Adoption/340504-48088

【総合評価】

2.7

【拍手数】

5

必要ドル

$30,000.00

【検討したいこと】カルダノが国連開発計画や世界銀行グループとグローバルなパートナーシップを結び、大量導入を促進するにはどうすればよいか？
【検討したい理由】発展途上国で活動する国際機関とのコラボレーションにより、カルダノのブロックチェーンソリューションの大規模な導入が加速されます。
【詳細（冒頭抜粋）】パートナーシッププロトコルは、地方政府や住⺠にブロックチェーンソリューションを提供することで、国家建設を支援し、持続可能な開発目標をサポートすることを目的としています。カ
ルダノの活動は、より広範な開発プロジェクトの一環として実施される。提案者は、カルダノ財団のさらなる実施のために、問題となっている各国際機関のパートナーシップフレームワークモデルを提供する。
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.htmlhttps://www.worldbank.org/en/who-we-are
番号

19

タイトル

ZooCardano-Stories of Value/ZooCardano-価値の物語

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/ZooCardano-Stories-of-Value/342329-48088

2.59

【拍手数】

4

必要ドル

$300,000.00

【検討したいこと】プロポーザル用のNFTを作ることはできますか？Catalystは、cryptoが経験した最大のイベントです。この「価値ある物語」をどうやって活用するか？アイコンを見る
【検討したい理由】私たちのストーリーは私たちのアイデンティティであり、私たちは個人的にも集団的にもこれらのストーリーを大切にしています。ストーリーは文化的資産であり、保存しなければならない。
【詳細（冒頭抜粋）】これは、ZooCardanoというインタラクティブで視覚的な小宇宙のゲームを作るための一環で、コミュニティの収益源となり、自分自身や自分たちが暮らすこの壁に囲まれた庭についてもっ
と知るためのツールとなります。投票を待つのではなく、キャンペーンの初期段階で価値を高めるためにはどうすればいいのでしょうか？コミュニティからより多くの参加者を得るためには、どのような提案が必
要でしょうか？
番号

20

タイトル

Marketing/マーケティング

HP

IdeaScale原文

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Marketing/340497-48088

【総合評価】

2.5

【拍手数】

12

必要ドル

$400,000.00

【検討したいこと】2021年の強気相場の局面（第4四半期まで）で、「新世界のOS」をいかに多くの人に伝えるか。
【検討したい理由】できるだけ多くの人に、インパクトのある方法でカルダノの情報を伝えることが、ネットワーク効果を生み出す最も効果的な方法です。
【詳細（冒頭抜粋）】Goguenのリリース、Coinbaseへの上場、そしてカルダノが築き上げているすべての勢いと同時に、全国的（世界的）な広告キャンペーンを展開すれば、2021年の暗号ブルランの最終パラボ
リックフェーズで起こる必然的な熱狂を十分に活用することができるでしょう。
番号

21

タイトル

Clean Water/きれいな水

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Clean-Water/340069-48088

2.29

【拍手数】

3

必要ドル

$5,000.00

【検討したいこと】ADAオーナーに、世界のきれいな水のプロジェクトへの寄付を促すにはどうしたらいいでしょうか。
【検討したい理由】ネットワークの中で社会的責任を果たし、基本的な資源を必要としている人を助ける必要があります。
【詳細（冒頭抜粋）】クリーンウォータープロジェクトのために、ADAの報酬から1％の寄付を求めるプレッジキャンペーンを実施。
番号

22

タイトル

Allow the vote for network updates/ネットワークアップデートの投票を許可する

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Allow-the-vote-for-network-updates/342063-48088

2.14

【拍手数】

15

必要ドル

$12,000.00

【検討したいこと】アップデートは必須です。コミュニティの投票や議論による更新プロセスを考えることが重要になってきます
【検討したい理由】プロトコルのガバナンスとレジリエンスを高めるためには、修正を行う際に全メンバーの過半数の同意が必要となります。
【詳細（冒頭抜粋）】Cardanoは新しいプロトコルであり、そのコミュニティは拡大していきます。ADAの保有者をCardanoのアップデートに参加させることは、課題であり必要なことです。私たちは、（他のプ
ロトコルが許可しているように）アップデートのための「オンチェーン」での検証プロセスを検討し、コミュニティに提案することを提案します。
番号

23

タイトル

Developer Courses/デベロッパーコース

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Developer-Courses/340715-48088

2.12

【拍手数】

5

必要ドル

$25,000.00

【検討したいこと】新しいキャリアを求めている人たちのために、トレーニング／実習プログラムを採用すること
【検討したい理由】ソフトウェア会社が資金を使って新人を育成する能力を拡大するために
【詳細（冒頭抜粋）】挑戦は私にあります
番号

24

タイトル

Celebrities Onboarding/セレブリティのオンボーディング

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Celebrities-Onboarding/342029-48088

1.84

【拍手数】

1

必要ドル

$100,000.00

【検討したいこと】テレビ、音楽、映画などのセレブに、今年のトークンオファリングのプラットフォームとしてCardanoを採用してもらうには？
【検討したい理由】1. カルダノにネイティブセレブの資産が増える→イノベーションの普及が早まる→サクセスストーリーが増える→リピート2. +アセットが増えた→トランスが増えた → +ADA
【詳細（冒頭抜粋）】イノベーションとしてのカルダノを市場でより早く普及させるためには、観察可能で具体的な結果を示さなければならない。人々がセレブを尊敬しているように、そのターゲットグループを
受け入れることは、より多くのオブザーバーを増やすことにつながるだろう。カルダノのエコシステムは、セレブに他のものと比較して高い相対的優位性を提供する必要がある。セレブには、カルダノを始め、
ポートフォリオに組み込むための簡単な方法を提供する必要があります。セレブがカルダノに乗ることを楽しみにするために、どのようなツールや文書を作ればいいでしょうか？
番号

25

タイトル

More wood behind fewer arrows/少ない矢で多くの木材

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/More-wood-behind-fewer-arrows/342170-48088

1.8

【拍手数】

3

必要ドル

$250,000.00

【検討したいこと】カタリストの提案力を高めるにはどうすればいいのか？
【検討したい理由】多くの良い課題が設定されましたが、強力な提案が十分に得られませんでした。注目を集める必要があります。F3は3つの課題を設定し、F4は6つの課題を設定しました。
【詳細（冒頭抜粋）】トップの私のチャレンジタイトル、そして今回の提案は、「メタ」です。"More wood behind few arrows "というのは、課題の数を1つに減らすということです（「優先順位をつけるのは痛
いときにしか効かない」からです）。 私は、課題が1つであれば、何でも構いません。しかし、すでに良いものがたくさんあったので、新しい課題を設定するのではなく、これまであまり取り組まれていなかった
課題を倍増させることを提案します。以前の課題を倍にするための具体的な提案は以下の通りです。*F4：提案者アウトリーチ
番号

26

タイトル

Lobbying team/ロビイングチーム

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Lobbying-team/342043-48088

1.75

【拍手数】

2

必要ドル

$2,000.00

【検討したいこと】Cardanoを広めるという意味では、すべての人が同じように作られているわけではありません。大勢の人に届くようにするにはどうしたらいいか。
【検討したい理由】なぜなら、組織的な関与や著名人の関与などに焦点を当てることで、他の人々がCardanoを受け入れるための橋渡しをするからです。
【詳細（冒頭抜粋）】影響力のある人たちにカルダノのロビー活動をすることだけを目的としたチームを作ることはできないでしょうか？
番号

27

タイトル

Global Impact: Fighting COVID/グローバル・インパクト COVIDとの戦い

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Global-Impact-Fighting-COVID/342020-48088

1.69

【拍手数】

1

必要ドル

$100,000.00

【検討したいこと】カルダノで作られたソリューションは、COVIDの危機にどのように対処できるのでしょうか？
【検討したい理由】* 最優先のグローバルな問題解決に貢献する * Cardanoの有用性を示す
【詳細（冒頭抜粋）】世界は解決すべき緊急の問題を抱えています。どうすればインパクトを与えることができるでしょうか？この課題では、COVIDパンデミックによって引き起こされる問題を解決するために、
Cardanoを活用することを考えてもらいます。ブロックチェーンは、複数の関係者が分散した方法で互いに統合できるという点で優れています。COVIDは、私たちの生活のほとんどすべての部分に影響を与えるグ
ローバルな問題なので、Cardanoは良い統合ポイントになるかもしれません。Cardano上で構築されたソリューションは、COVIDに対処するためにどのように役⽴つでしょうか？
番号

28

タイトル

Pyramid Rewards system/ピラミッド型報酬システム

HP

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Pyramid-Rewards-system/342035-48088

1.36

【拍手数】

1

必要ドル

$2,000.00

【検討したいこと】私が提案したいのは、新しい人を連れてきた人に積極的に報酬を与えるピラミッド構造という考え方です。
【検討したい理由】なぜなら、利己的で合理的な観点から見ると、人々は、より積極的なレベルで新しい人々を連れてくるためのインセンティブを得る必要があるからです。
【詳細（冒頭抜粋）】人々の活性化
番号

29

HP

タイトル

One Book a Month/月に一冊の本

IdeaScale原文
【総合評価】

https://cardano.ideascale.com/a/dtd/One-Book-a-Month/340454-48088

1.27

【拍手数】

0

必要ドル

$30,000.00

【検討したいこと】杭のプールを表現するためにタイプライターで本を書き、ノードが飽和状態になったら本を出版して配布する。
【検討したい理由】タイプライターのプロセスは、各ページがチェーン上のブロックのようなものであるという点で、分散型ネットワークの目的をエミュレートしています。
【詳細（冒頭抜粋）】著者（カルダノ保有者）は、ステークプールのノードが飽和するのをサポートするために本を書き、飽和に達したプールごとに本を完成させる。文学は、ブロックチェーン技術をサポートす
るものです。

