
Hyperledger Composer Playground - ビジネス・ネットワークをテストする - 動画のスク

リプト 

 

Hyperledger Composer Playground、 

 

略して Playground は、 

 

ブロックチェーン・ビジネス・ネットワークを迅速にモデル化してテストするための環境で

す。 

 

前回の動画では Playground のツアーにご案内しました。 

 

今回の動画では、ビジネス・ネットワークをテストします。 

 

それには IoT Perishable ビジネス・ネットワークの資産と参加者をインスタンス化した上

で、 

 

Playground を使ってトランザクションを実行します。 

 

Playground のウェルカム画面で「Let's Blockchain (ブロックチェーンを開始)」ボタンをク

リックして開始します。 

 

「My Wallet (マイ・ウォレット)」ビューで、「Deploy a new business network (新規ビジネ

ス・ネットワークをデプロイする)」をクリックします。 

 

ウィザードが表示されます。perishable-network テンプレートが見つかるまでスクロールダ

ウンして、これを選択します。 

 

perishable-iot-network という名前を付けた後、「Deploy (デプロイ)」をクリックします。 

 

「admin (管理者)」ID カードが表示されたら、「Connect now (今すぐ接続)」をクリックし

ます。 

 

モデル・ファイルを選択すると、選択したファイルがエディター・ウィンドウ内に自動的に

開きます。 

 



モデルの内容を簡単に見ていきましょう。 

 

モデル・ファイルの先頭にある 2 つの列挙型は、製品のタイプと配送のステータスを定義

するためのものです。 

 

それに続いて、ShipmentTransaction という抽象トランザクションがあります。ここに含ま

れている Shipment という資産は、この後すぐに確認できます。 

 

続いて  TemperatureReading という具体的なトランザクションがあります。これは 

ShipmentTransaction を拡張したものです。 

 

次の ShipmentReceived も、ShipmentTransaction を拡張しています。 

 

次にあるのが Shipment です。この資産にはいくつものプロパティーが定義されています。 

 

続いて Contract 資産があります。 

 

次に出てくるのが Address 概念です。 

 

住所は実際の資産や参加者、あるいはトランザクションではありません。 

 

そのため、concept キーワードを使ってモデル化しています。 

 

次に続くのは、Business という抽象参加者です。 

 

これには 3 つの参加者サブタイプがあります。 

 

Grower、 

 

Shipper、 

 

Importer です。 

 

最後にある SetupDemo トランザクションは、モデルをインスタンス化して、資産および

参加者レジストリーに取り込むために使用します。 

 



次に表示するのは JavaScript コードです。このコードは logic.js 内にあります。 

 

ShipmentReceived などのトランザクションをモデル化するときは、トランザクションのビ

ジネス・ロジックを指定する必要があります。 

 

そのビジネス・ロジックをこのファイル内に格納します。 

 

ここに表示されているのは、配送品を受け取るときのビジネス・ロジックです。 

 

ここに表示されているのは、IoT 温度センサーの測定値を記録する際のビジネス・ロジック

です。 

 

最後に、デモをセットアップする JavaScript コードがあります。 

 

モデルには有益な役割がありますが、それはソリューションのブループリントとしての役

割に限られます。 

 

どんな有益なモデルでも、ある時点でインスタンスにする必要があります。 

 

トランザクションは JavaScript コードとしてインスタンス化されて、logic.js 内に格納され

ます。 

 

資産と参加者をインスタンス化すると、それぞれ該当するレジストリーに格納されます。 

 

「Test (テスト)」タブをクリックします。モデルの構成要素が左側に表示されています。 

 

Grower、Importer などの要素です。 

 

けれども右側では、Playground が、レジストリーが空だと言っています。 

 

前の動画では、手作業で Test 資産を追加して Hello トランザクションに渡されるように

しました。 

 

けれども、このモデルはそれよりも複雑になっています。 

 

幸い、perishable-network テンプレートの作成者は setupDemo という関数を用意して、レ



ジストリーにデータを取り込めるようにしています。 

 

その関数を実行しましょう。 

 

「Submit Transaction (トランザクションの送信)」をクリックします。 

 

「Transaction Type (トランザクションのタイプ)」ドロップダウン内に SetupDemo が含

まれていることを確認してから、 

 

「Submit (送信)」をクリックします。 

 

JavaScript コードは正常に実行されて、Historian レコードがそれを表示するようになって

います。 

 

この Historian 機能については、動画の最後のほうで改めて取り上げます。 

 

確認しましょう。Grower をクリックすると、空のレジストリーについてのメッセージは消

えていて、Grower インスタンスが表示されています。 

 

Importer、Shipper についても同じです。 

 

Contract 資産についても、Shipment 資産についても同じです。 

 

これで、モデルをテストする準備が整いました。 

 

これから行うシミュレーションは次のとおりです。 

 

温度の測定値は摂氏 5、7、1、4℃。 

 

配送品の受け取り。 

 

これをシミュレーションするには、TemperatureReading トランザクションを 4 回呼び出

します。それぞれの測定値について 1 回ずつです。次に、ShipmentReceived トランザクシ

ョンを呼び出します。 

 

用意はできていますか？ 



 

ワクワクしますね！ 

 

キャプション: オタクの発言です 

 

TemperatureReading トランザクションを呼び出すために、「Submit Transaction (トランザ

クションの送信)」をクリックします。 

 

「 Transaction Type ( ト ラ ン ザ ク シ ョ ン の タ イ プ ) 」 ド ロ ッ プ ダ ウ ン 内 に 

TemperatureReading が含まれていることを確認します。 

 

ブロックチェーン内に記録する温度測定値と、 

 

配送品 ID として SHIP_001 と入力します。 

 

「Submit (送信)」をクリックすると、トランザクションが実行されて、温度測定値がトラ

ンザクションとしてブロックチェーン内に記録されます。 

 

この作業を残りの測定値について繰り返して、 

 

4 つすべての温度測定値を記録します。 

 

次は、配送品の受け取りをシミュレーションします。 

 

それには、ShipmentReceived トランザクションを呼び出します。 

 

まず、契約条件を表示しましょう。 

 

配送されるユニットごとに生産者に支払われる金額は .0.5 米ドル、つまり 50 セントです。 

 

輸送コンテナー内で許容される最小温度は摂氏 2℃ です。最大許容温度は 10℃です。 

 

一度でも最小温度が 2℃ を下回ると、ユニット当たり 20 セントのペナルティーになりま

す。温度が 10℃ を上回ると、ユニット当たり 10 セントのペナルティーになります。 

 

凍った野菜を食べたいと思う人は誰もいません。そうですよね？ 



 

キャプション: 野菜オタクの発言です 

 

温度測定値の中に、1℃ という測定値が含まれていたことを思い出してください。したがっ

て、スマート・コントラクトでは Shipper にユニット当たり 20 セントのペナルティーを

科す必要があります。 

 

配送品に含まれているユニット数は 5000 です。ですから、最大の支払い額は、単価 50 セ

ント× 5000 ユニットで、2500 ドルになります。 

 

けれども低温度のペナルティーが科せられるため、支払い額から引かれるペナルティーは、

0.2 米ドル× 5000 で、1000 ドルになります。 

 

スマート・コントラクトでは、支払い額が 1500 ドルとして計算されます。 

 

この仕組みを確かめるために、JavaScript コンソールを開きます。ここに、トランザクショ

ンの JavaScript コードによって出力が記録されます。 

 

次は、ShipmentReceived トランザクションを呼び出します。 

 

配送品 ID として SHIP_001 と入力します。 

 

ログの出力を見ると、スマート・コントラクトによって支払い額が正確に計算されているこ

とがわかります。 

 

ここで、Playground の Historian 機能について少々説明したいと思います。 

 

Playground 内で実行するすべてのトランザクションは Historian に記録されます。 

 

現在のバージョンではソート順がアルファベット順になっていますが、この先いつかは、ソ

ート順が年代順になるか、場合によっては構成することもできるようになると思います。 

 

いずれにしても、4 回の温度測定値のトランザクションが記録されています。 

 

ShipmentReceived トランザクションも記録されています。 

 



何よりも、トランザクション・メタデータは JSON 形式で保管されます。XML ではない

のです！ 

 

キャプション: JSON オタクの発言です 

 

以上が、Playground を使ってブロックチェーン・ビジネス・ネットワークをテストする方

法です。 

 

この動画を楽しんでいただけたことを願います。 

 

今後の動画では、さらに多くの Playground の機能を取り上げ、CTO モデリング言語、イ

ベント、アクセス制御などについて説明する予定です。 

 

Steve Perry でした。最後まで見ていただいて、ありがとうございます。 


