


DAOstackは、コラボレーションの未来を触媒するように設計されています。

これは、分散したガバナンスのためのプラットフォームであり、共同体が共

有された目標や価値を簡単かつ効率的に自律組織化することを可能にしま

す。DAOstackは、集団知能のためのオペレーティングシステム、または

DAO用のWordpressとも呼ばれています。

DAOstackトークン販売の期待された収益のほとんどは、

DAOファンドによる管理のために使用される予定です。

GENトークンと評判保持者のコミュニティがそのリソース

の割り当て関わります。

DAOstackのプラットフォームは、2018年の春に開始され、モ

ジュール式のスマート契約フレームワーク、フレンドリーな

JavaScript開発環境、そして直感的なUIが含まれています。これに

より、技術的知能のない素人でもでも分散組織を作成またはそれ

に加入できます。
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DAOstack: 紹介ムービー

コラボレーションの未来へようこそ。

https://www.youtube.com/watch?v=25wtmzBG1Yg&t=2s


3チャレンジ

自律分散型組織(DAO)は、中央管理者なしで集合的に行動をするための自己組織化の保持を目指し、概念上普及しています。ですが、DAO

は、未だに抽象的な考え方のままであり、分散化への動きはまだ規模を達していません。その理由は、弾力性とスケーラビリティの両方を備え

た分散型ガバナンスソリューションの欠如です。

分散型ガバナンスが必要とするのは:

弾力性 効率性・スケーラビリティ

賄賂や外部からの影響を受けにくい

少数のの悪い行為や悪い判断に脆弱ではない

意思決定を端に分配する

共通の利益に向けて働くために全員にインセンティブを

与える。

圧倒的なアイデアや意見のノイズに関わりない。

効率的に集団行動を管理する、例えば：

利用者が１万人、１０万人や１００万人でも効果的。

• どのプロポーザルが投票者の注目を集める

か。

• 誰が判断に関与するか。



4アプローチ

Matan Field
DAOstackアーキテクト・代表取

締役社長

Jordan Greenhall
DAOstackアドバイザー
MP3.com共同創業者

DivX共同創業者・前社長

「DAOスタックを設計する最初の原

則は、特定のプロトコルや特定のア

プリケーションを構築するのではな

く、エコシステムが成長するための

土壌を構築することでした」

DAOstackアドバイザー
Gnosis社代表取締役社長

DAOstackパートナー

Adam Levi
DAOstack最高
技術責任者

「我々は、集団知能面で、人間がどの

ようにして知覚、選択肢、行動を調整

するかについて、全く新しいツール

キットを発明しなければなりません。

それこそ、DAOStackの目標なので

す。」

「分権化を妥協せず、開放性を維持

し、中央集権化された意思決定に

後戻りしないように、ガバナンスをど

のようにしていますか？それこそが

DAOstackの存在の必要性なので

す。」

「DAOstackは完全にオープンな

アーキテクチャを採用しています。

コード上に目が多いほど、それが良

い。それが、私たちへの最高のサ

ポートとなります。」

Martin Köppelmann



5DAO Stack

Alchemy
複数の相互運用可能なアプリの一つである
ネイティブUI. 

DAOs 
規模のある分散型協力。
反競争的経済を共同構築するスマート組織のメッ
シュネットワーク。 

dApps 
DAOスタック上で、組織の必要性に応じて
構築された共同作業アプリ。 

Arc.js 
フロントエンド開発者でも簡単にArc上に
Dappsを簡単に開発出来るAPIレイヤー。 

The ArcHives 
スタック上で構築された協調dAppsの相互運用性とネッ
トワーク効果を強化する共用リジストリ。 

をイーサリアムブロックチェーン上に存在する
スマート契約のライブラリー、混合できるモジュール
もあり、その上構成及び展開するための一般的な統
治フレームワーク。すなわち、 用の
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コラボレーション

6

DAOstackは、個人の貢献度をどれだけ評価する

か、インフラストラクチャに投資するかどうかなど、結

果を生み出す大規模なグループの意思決定を調整

するのに役立ちます。

千人のアーティストが関わる映画プロジェクト 

関連の分散型ケース：

一万人によるオープンソースのソフト開発

Shared Ownership キュレーション

五万人の学者による環境問題への取り組み。

多くのユーザーが資産と資金を共同所有し、共同

管理することを可能にすることが含まれます。

ベンチャーファンド

チャリティーファンド

年金ファンド

保険ネットワーク

不動産投資組合十万人の報道陣の協力型ニュースネットワーク

人々の主観的ネットワークが世の客観的主題の

ランク付けを可能にする。

Yelpや TripAdvisorのようなレストラン・ホテル

ガイド

SNSフィードやRedditのような、記事や動画。

Google 検索のようなキューレーション型ウエブ

リスティング。

DAOstack の使用例

関連の分散型ケース： 関連の分散型ケース：



7Arc フレームワーク

スケーラブルなガバナンスのための進化したフレームワーク

適応性 

Arcは、無限の統治要素をサポートし
ている。DAOstack環境が成長するに
つれ、スキームライブラリーとグロー
バル制約が進化する。その上、新た
なテンプレートやモジュールが、オー
プンソース開発コミュニティーや第三
者によって開発、そして追加され続け

る。 

モジュラー 

全てのDAO系の統治構造は小さな
基礎的要素(統治モジュール又は要
素）でできており、簡単に追加、結
合、編集や削除出来る。モジュール
はブロックチェーンに再展開する必
要は無く、単に参照するだけで、スト
レージ及び運用コストを削減し、セ

キュリティーを強化する。 

アップグレード可能 

各DAOの統治構造は、新しいス
キームや制約を使用できるよう又

は、既存のものと異なるパラメータを
使用するようにアップグレード可能。
詳細としては、Arcから作成されたか
くDAOには一連のルールがあり、そ
れにはディフォルトでルールを変更
出来るルールも含まれている。



8Alchemy

Stack上に構築された最初のアプリケーションは、分権化された組織

の予算とリソース割り当てのための直感的なユーザーインターフェ

イスであるAlchemyです。 Alchemyを使用すると、数回のクリックで

誰でもDAOを作成し、必要に応じてERC20暗号トークンを作成し、

意思決定と人材共有のハブに他人を招待することができます。

Alchemyの初期リリースでは、参加者は提案を作成して投票

することができ、提案が合格すると自動的に資金が移転し、貢

献者にトークンと評判（投票力）の両方を報酬として与えること

ができます。

Alchemyの今後のロードマップとして、より多くのカスタマイズ、他

の一般的なコラボレーションツールとの統合、モバイルサポート、

および賞金システムが含まれています。
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「DAOスタックを設計する最初の原則

は、特定のプロトコルや特定のアプリ

ケーションを構築するのではなく、エコ

システムが成長するための土壌を構

築することでした」

Matan Field
 DAOstackアーキテクト・代表取締役

社長



DAO内のアテンション管理エンジン

10GEN トークンとホログラフィックコンセンサス

GENはDAOstackエコシステムの注目トークンです。 ガス同様、ETHで支払われ、Ethereumから分散型世界で集団的注目を受けるように、

GENは集団的な人間の注目を得ることができます。また、GEN上で実行される予測市場は、各DAOが最も重要な提案に優先順位を付けるのに

役立ちます。

予測市場

GEN保持者は、GENを使用して注目を

得るためにブースティングでき、または、

ブースティングを避けることもできます。

許可なくGENを取ることはできません

投票プロトコル

GENは代替可能で移転可能

DAO内の判断エンジン。☼

評判保持者が提案に賛否の投票を

行う。

☼

評判の転送は不可能。☼

評判を再配布するには提案を通さなけ

ればいけない。

☼



11Genesis DAO

DAOstackのエコシステム内の最初のDAOであるGenesis DAOは、

2018年の春から、DAOstackプロジェクトとエコシステムを推進する目

的で、Alchemyを通してファンドを集団管理するためのパイロットを行

います。

DAOstackはコミュニティがGenesis DAOに参加し、そのガバナンス

体系であるGenesis プロトコルに基づいて提案を作成し投票すること

で、リソースの管理を支援します。

Genesis DAOは、安定性を証明しするにつれますます大きなファンド

を管理します。結果的に、GENトークン販売からの売り上げの多くを

管理することになります。

11
￼
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￼協調経済

DAOstackは、才能、アイデア、学習を互いに共有できる、相互運用可能なDAOのコミュニティである分散組織のエコシ

ステムを支えるように設計されています。

誰も不均衡な権力を持てません。

何億人もの人が協調した分散型経済に参
加しているときのポテンシャルを想像してみ
てください…

皆貢献する価値に比例して報酬を受ける

皆共通の利益に向かって行動するようインセンティブが与える。

☼

☼

☼
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￼チーム

Adam Levi

ディープブロックチェーン技術者。
Technionからの物理学の博士号を獲
得。元IDFのレーダーエンジニア。 22年
のコーディング経験。 

Matan Field

分散型統治の専門家。 
物理学の博士号を持つ。2014年以来
DAOアーキテクトとブロックチェーン起業
家。 

Nathalia Scherer

文化と生活システムの触媒。ダライ・ラマフェ
ロー、そして社会革新と複雑な問題解決に焦
点を当てたとシステムエンジニア。 

Josh Zemel

Equifax、Blue Cross Blue Shield、Toyota
の主要な成長企画・実行に関与。デジタル
代理店IMMの前VP。 

Roberto Klein

ブロックチェーン規制、IPO、企業/スター
トアップファイナンスに焦点 を当てた投資
家と起業家。 M.Sc、MBAの所持者。 

Yehonatan Goldman

オペレーションのポリマスと愛好家。2014
年以来の仮想通貨投資家と冒険者。ワイ
ンメーカーと考古学者でもある。 
 

Primavera de Filippi

パリの国立科学研究センター(CNRS)の
常任研究者。米国ハー バード法学部の
フェロー 。

CTO/技術者CEO & アーキテクト

アルケミスト コミュニティー・事業開発 広報

法務・税理 オペレーション
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Jordan Greenhall
DivXの共同創業者と元
CEO。 MP3.comの共同創
業者。ディープコード運動
の指導者の一人。

Yoni Assia
eToro.comの創業者兼
CEO。 Meitav Dashの理
事。暗号通貨取引のパイオ
ニアの一人。

Daniel Schmachtenberger

Neurohacker Collective社
の共同創業者。Critical 
Path Global社の創業者。
人類進化関係の筒学者で
統合システムの戦略家でも
ある。

アドバイ

ザー

パートナーMartin Köppelmann 

Gnosis社の共同創業者兼
CEO。 Blockchain起業家
と思考リーダー。
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Website Short Film YouTube Medium Twitter Telegram Github

https://daostack.io/
https://www.youtube.com/watch?v=25wtmzBG1Yg
https://www.youtube.com/channel/UCX4GNxoP4GdGQk7pUp0j6JA
https://medium.com/daostack
https://twitter.com/daostack
https://t.me/daostackcommunity
https://github.com/daostack

