
Fund4 : 提案者への働きかけ（配布金額$50,000相当のADA） 1/1 令和3年6月17日 beyondstandard（Aichi/Tokai Stake Pool）

http://bit.ly/3ciLnmz

http://whycardano.org/

https://www.linkedin.com/in/deryck-lance-9405898/

http://vidintro.com

http://sustainableada.com

http://static-press.com

https://github.com/cardano-foundation/catalyst

https://nowpx.com.ng $10,000.00
 【現状の課題】コロナ・ウイルスによる身体的制約の中で、患者さんの家の玄関先まで薬を届ける必要があるという問題。

 【解決案】庶⺠が好きな薬を注⽂してお金を払えば、玄関先まで届けてくれるサイトです。
 【詳細（冒頭抜粋）】患者さんや小売店の方が薬を注⽂し、クレジットカードやデビットカードで支払い、処方箋薬の注⽂をスキャンし、配送先の住所を入力すると、48時間以内に薬が届けられます。

HP 【総合評価】 1 【拍手数】 1 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】いくつかのオープンなRAN自治体プロジェクトのトークン化を支援するチームを作る。

 【解決案】通信事業者がサービスを提供する通信ネットワークのインフラを国⺠や自治体が所有できるようにすること

番号 17 タイトル   A platform for ordering drugs onlin/オンラインで薬を注⽂できるプラットフォーム IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/A-platform-for-ordering-drugs-onlin/341008-48088

HP 【総合評価】 1.18 【拍手数】 0 必要ドル

$3,000.00
 【現状の課題】カルダノは、アンバンクのベーキングに値するはずですが、世界のいくつかの国の人々は、まだADAを買うのに自分のフィアットを使うことができません。

 【解決案】カルダノと協力して、ADA/ローカル・フィアット取引所の設立を支援する分散型プラットフォーム（技術だけではない）を定義する。

番号 16 タイトル   Telecom infrastructure tokenization/通信インフラのトークン化 IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Telecom-infrastructure-tokenization/342080-48088

HP 【総合評価】 1.75 【拍手数】 1 必要ドル

$3,000.00
 【現状の課題】優れたアイデアとビジネスセンスを持つ人でもコードを書けない人もいれば、コードを書ける人でもビジネスセンスがない人もいます。

 【解決案】提案者は、自分のアイデアやチームを次のレベルに引き上げるために何が必要なのかを明確にすることができます。

番号 15 タイトル   WorldWide ADA/local fiat possible/世界のADA/ローカルフィアットの可能性 IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/WorldWide-ADA-local-fiat-possible/341839-48088

HP 【総合評価】 1.76 【拍手数】 9 必要ドル

$50,000.00
 【現状の課題】10億人規模のブランドを構築するには、大胆な戦略と的確な実行が必要です。

 【解決案】イノベーターや投資家にカルダノの力を示すバイラルメディアキャンペーンを実施し、カルダノについてもっと知りたいという行動を喚起する。

番号 14 タイトル   Idea to Team Connection Support/アイデアからチームへの接続サポート IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Idea-to-Team-Connection-Support/342626-48088

HP 【総合評価】 1.83 【拍手数】 2 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】ハッカソンを通じて外部の開発者やイノベーターをカルダノに触れさせることで、現在のエコシステムに新鮮な知見をもたらすことができます。

 【解決案】カルダノをベースにしたハッカソンを開催することで、開発者がこの空間を探索し、実験してくれるようになるでしょう。

番号 13 タイトル   Viral Media Campaign/バイラルメディアキャンペーン IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Viral-Media-Campaign/341356-48088

HP 【総合評価】 1.83 【拍手数】 5 必要ドル

$36,000.00
 【現状の課題】触媒を初めて使う者として、過去のFundsの結果/状況を知りたい。F1のPDFは良いスタートだったが、今では古くなってしまった。

 【解決案】IdeaScaleはファンドを立ち上げるのに適したプラットフォームですが、ファンド化された提案はCardano Foundationのスペースに置かれるべきです。
【詳細（冒頭抜粋）】私は、Github Pagesでホストされたウェブサイトを作成することを提案します。https://github.com/cardano-foundation/catalyst にリポジトリを作成し、https://cardano-
foundation.github.io/catalyst にJeykllを使ってウェブサイトを構築します。資金があれば、ウェブデザイナー・開発者・プロジェクトマネージャーと協力してウェブサイトを作成し、12ヶ月間にわたって資金提供

 を受けた各プロジェクトが定期的に更新されるようにします。

番号 12 タイトル   Cardano Hackathon/カルダノハッカソン IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Hackathon/342007-48088

HP 【総合評価】 2 【拍手数】 1 必要ドル

$4,000.00
 【現状の課題】多くの人はまだブロックチェーンを理解しておらず、大悪党であるクリプトを恐れています。カルダノは、彼らにとってチーズの一種のようなものかもしれません。

 【解決案】私は最近ブログを公開しましたが、その焦点の一つはブロックチェーンとクリプトを大衆に紹介すること...そしてカルダノのエバンジェリズムです。
【詳細（冒頭抜粋）】私は昨年から執筆活動を行っており、Philosophy、プログラミング、数学・論理、テクノロジー、フューチャリズム、ブロックチェーン・暗号通貨など、さまざまなトピックに関するラフド
ラフトをまとめています。数週間前に static-press.com でサイトを立ち上げ、さまざまなトピックの記事を隔週で公開する予定です。特に暗号とカルダノについてのセクションを設けたいと思っています。これ
は、私の謙虚な意見ですが、この分野で最もエキサイティングな技術とエコシステムであり、このコミュニティからは非常に礼儀正しく、しかし確固とした革命以上のものを期待しているからです。
同じ内容のポッドキャストを始めて、この分野の重要な出来事をレビューしたり分析したり、Cardanoやその他の暗号の出来事についてゲストにインタビューしたりしたいと考えています。そのためには、サウン

 ド機器やスタジオ機器、ソフトウェアを購入する資金と、マーケティングキャンペーンのための少額の予算が必要です。合計: $4000.00

番号 11 タイトル   Beautiful and clear results page(s)/美しく、明確な結果 ページ(s) IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Beautiful-and-clear-results-page-s/342256-48088

HP 【総合評価】 2.06 【拍手数】 0 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】カルダノを社会に導入するためには、ICT技術以外にも、法律、政治、利害関係者の立場など、さまざまな側面が必要です。

 【解決案】学際的な科学的アプローチと、戦略家、政治学者の強力なネットワークを活用することで。

番号 10 タイトル   Crypto Blog & Cardano Podcast/Crypto Blog & Cardano Podcast IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Crypto-Blog-Cardano-Podcast/341914-48088

HP 【総合評価】 2.08 【拍手数】 1 必要ドル

$6,000.00
 【現状の課題】カルダノのインフラが解決しようとしている現在の問題に関連するニュースを、インターネット上でより多く報道する必要がある

 【解決案】カルダノを含むカタリストで起こっていることや、興味を引くための現在のプロジェクトの最新情報をカバーする恒久的なニュースサイトです。

番号 9 タイトル   Adaption and integration of Cardano/Cardanoの採用と統合 IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Adaption-and-integration-of-Cardano/342206-48088

HP 【総合評価】 2.11 【拍手数】 1 必要ドル

$44,000.00
 【現状の課題】持続可能なADAは、カルダノが持続可能な世界の実現にどのように役立つのか、ユースケースや例を説明するためのアウトリーチや教育を拡大します。

 【解決案】目標は、カルダノの側面を現在のSDGsに結びつけ、このブロックチェーン技術で平等で持続可能な世界を作ることです。
【詳細（冒頭抜粋）】スターターキットと、世界を変え、より持続可能な場所にするためのカルダノの採用と能力を促進するネットワークを作ること。現在の持続可能な開発目標との関連性を示す情報コンテンツ
を作成します。さらに、プロジェクトが作成され、カルダノ上で実行される際に、そのユースケースを共有し、どのように新技術を実装し、カルダノとのパートナーシップを築くことができるかを示し、世界をよ
り持続可能で平等な場所にするためのネットワークの能力を高めること。
目標
- カルダノがどのようにして世界をより持続可能なものにすることができるか、あるいは現行のSDGsの達成に向けてどのように支援することができるかを探求し、情報コンテンツを作成すること。
- 持続可能な世界の実現に向けて、カルダノで実行されている現在のプロジェクトを探り、促進するネットワークを作る。

 - コミュニティ外の他のメンバーが、Cardanoのブロックチェーン技術を使った持続可能なプロジェクトを実施することを奨励する。

番号 8 タイトル   A Cardano editorial news website/カルダノ編集部のニュースサイト IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/A-Cardano-editorial-news-website/341931-48088

HP 【総合評価】 2.13 【拍手数】 10 必要ドル

$10,000.00
 【現状の課題】世界中の若くて優秀な人材を募り、ネットワークに貢献する。学生団体で意識改革を行う

 【解決案】学生会や学部に働きかけ、意識を高める。ソーシャルメディアを駆使し、ニュースレターやアウトリーチ活動を組み合わせることで、参加者を募る。

番号 7 タイトル   Sustainable ADA/持続可能なADA IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Sustainable-ADA/340246-48088

HP 【総合評価】 2.67 【拍手数】 19 必要ドル

$30,000.00
 【現状の課題】プロジェクトを提案し、資金を調達し、現実の世界で応用するまでのステップバイステップのプロセスが明確でなく、アクセスできません。

 【解決案】ミニプロジェクトの提案から実際のアプリケーションまで、わかりやすくアクセス可能なマルチメディアデモンストレーションを提供する。
【詳細（冒頭抜粋）】メタプロジェクト：目的：触媒にプロジェクトを提案し、資金を得て、それを現実の世界で応用するまでの完全なステップバイステップのプロセスを示すこと。プロジェクト：目的：中小企

 業とサービス提供者（Vidintro）との間の取引を成功させる。方法：Vidintroは、中小企業のためのプロフェッショナルな紹介ビデオを制作します。

番号 6 タイトル   University/College Outreach/大学/カレッジ・アウトリーチ IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/University-College-Outreach/340064-48088

HP 【総合評価】 2.67 【拍手数】 4 必要ドル

$25,000.00
 【現状の課題】Project Catalystでは、外部の優秀な起業家/企業を誘致し、F5/F6で提案を行いたいと考えています。

 【解決案】このチャレンジをLinkedIN/Social Mediaに投稿してコメントを求めたり、ideascaleに招待してプロフィールを作成したり、提案を検討したりします。
【詳細（冒頭抜粋）】提案者を探すのであれば、ソースを見に行きましょう。ほとんどのスタートアップや企業は、市場への露出のためにLinkedInを利用しています。
私は、LinkedInのボランティアや経験のセクションに加えることができるLinkedInのメッセージを作成することを提案します。これを行う場合、人々がどこかに行って私たちの活動を調べ、またそのメッセージに
基づいて行動することを準備する必要があります。
Project CatalystのLinkedinグループとPAgeを作成し、コミュニティのウェブサイトにリンクする。
オンラインで投稿し、共有する。また、以下とも連携します。

 https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Experimental-Educational-Videos/341774-48088

番号 5 タイトル   Proposer to Producer Demo/提案者からプロデューサーへのデモ IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Proposer-to-Producer-Demo/340340-48088

HP 【総合評価】 2.71 【拍手数】 39 必要ドル

$4,500.00
【現状の課題】ドイツ人は、暗号空間全体に対して非常に懐疑的です。

 多くの人がビットコインの存在をほとんど知らず、犯罪目的でしか使われていないと考えています。
【解決案】カルダノのビジョンをすべてのゲルマン人に見えるように、ウェブサイトを作り、イベントを開催する。

 →Catalystについての教育を行い、学生を参加させる。

番号 4 タイトル   Gauntlets of Catalyst Courts/ガントレット・オブ・カタリスト・コート IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Gauntlets-of-Catalyst-Courts/342228-48088

HP 【総合評価】 2.9 【拍手数】 6 必要ドル

$13,280.00
 【現状の課題】Cardanoコミュニティの外にいる人は、Catalystが何であるか、自分のプロジェクトに資金を提供するためにどのように応募すればよいかを知らない/理解していない。

 【解決案】Catalystとは何か、どのように提案を提出するのか、どのように投票するのかなどを段階的に説明するビデオ付きのオンラインコースです。
【詳細（冒頭抜粋）】Statitsta.comによると、2020年第3四半期の時点で、米国のインターネット業界におけるベンチャーキャピタルの投資額は127.4億米ドルに達しています。Project Catalystは、現在、VCに資
金調達を依頼している起業家を取り込むことを目的としています。もし、そのような起業家たちが、1.自分のビジネスに出資せず、2.分散型コミュニティが主導するという選択肢があると知ったら、何をするか想
像できますか？もちろん、Catalystを使って自分のプロジェクトやアーリーステージのスタートアップに資金を提供しようとするでしょう。それは当然のことです。問題は、彼らがProject Catalystの存在を知らな
いことです（Cardanoの存在すら知らないかもしれません）。そこで、まずはProject Catalystという新しい資金調達の方法を知ってもらい、どうやって応募すればいいのかを知ってもらう必要があります。
そのために、Catalystについて知ってもらうためのデジタルプラットフォームを構築します。チュートリアルでは、プロポーザルを提出するための資金調達方法、コミュニティとの交流方法、Project Catalystです

 でに資金調達した他のチームの成功例を紹介するビデオなどを段階的に紹介します。

番号 3 タイトル   Cardano Vision Website Germany/カルダノビジョン ウェブサイト ドイツ IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Cardano-Vision-Website-Germany/342318-48088

HP 【総合評価】 3.17 【拍手数】 12 必要ドル
番号 2 タイトル   Free Online Course about Catalyst/Catalystに関する無料オンラインコース IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Free-Online-Course-about-Catalyst/340644-48088

HP 【総合評価】 4.63 【拍手数】 66 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   West Africa Proposer Outreach/⻄アフリカ提案者アウトリーチ IdeaScale原⽂ https://cardano.ideascale.com/a/dtd/West-Africa-Proposer-Outreach/340017-48088

$6,000.00
 【現状の課題】⻄アフリカの起業家は、Project Catalystの資金提供キャンペーンや、コミュニティがアフリカの提案を奨励していることを知らない

 【解決案】ゲストスピーカーによる講演、プロジェクト提案、インタビュー、ライブQ&A、2x1時間のウェビナーワークショップを含む2日間のバーチャルイベント（フランス語・英語
【詳細（冒頭抜粋）】メインイベントは、資金が確保され、資料が作成された後、30日間のマーケティングキャンペーンの後に行われます。
この30日間に、2回以上のウェビナーを開催して紹介し、メインイベントへのサインアップにつなげます。
経験とツール
私たちのチームは、トレーニングの提供、教材の作成、オンラインイベントの開催など、幅広い経験を持っています。ポッドキャストの世界、スタートアップの世界、そして企業のトレーニングコンサルタントと
しての専門知識を持っています。使用するツールは、Zoom、Slido、Miroをブレンドしたもので、非常にインタラクティブでインパクトのあるバーチャルイベントを提供することを考えています。
マーケティング戦略：成功の秘訣
⻄アフリカやディアスポラ諸国の優秀な起業家や専門企業を対象とする。プロジェクト・カタリストについて教え、インパクトのあるカタリスト・プロポーザルを提出するプロセスを支援する。
主な評価指標：主なチームメンバー
ジョシュ・フィールディング - WADAグローバルリード
Mercy Tachie-Menson - WADA コムズリーダー
Vincent Katchavenda - Smart-chain.fr コンサルタント
予算
2k チームコスト（材料費、オンボーディング、コーディネーション
1k イベント費用（ホスティング、ゲスト料金
3k マーケティング (広告、アウトリーチ、インセンティブ)
目標とする成果（概算）：連携する提案。
⻄アフリカ : 開発ツール・イベント: https://cardano.ideascale.com/a/dtd/West-Africa-Dev-Tools-Events/341147-48088
⻄アフリカのローカルセンター： https://cardano.ideascale.com/a/dtd/Local-Centers-in-West-Africa/340029-48088
⻄アフリカ分散型アライアンス: https://cardano.ideascale.com/a/dtd/West-Africa-Decentralized-Alliance/333074-48088
*グラフィックス上のすべての日付は説明のためのものです*。

 プロジェクト概要： https://docs.google.com/document/d/1ImmCN4ldOObcRtV4BEXWozUyYbytffd7DofZFVSK48w/edit?usp=sharing


