
⽇本語訳



ブロックチェーン - 簡単に⾔うと
B にお⾦を送⾦したい 取引記録がオンラインで「プロッ

ク」として準備される

このプロックは、ネット
ワーク上の各パーティにブ
ロードキャストされる

ネットワーク上の各
パーティは、その取
引記録が有効である
ことを承認する

そのプロックは、透明性があり、
消失できない取引記録として
チェーンに追加される

A からB にお⾦が移動
する



メリット

• 仮想的な連続性
• 透明性
• 復元⼒
• 不変性
• 独⽴性
• ⾃⼰への信頼性



チャレンジ（課題）

• 若い技術
• 法令
• 取り組みへのエネルギー
• プライバシー保護
• システム統合・連携
• 標準化と採択



プライベート ブロックチェーン

• 取引記録速度がかなり改善される
• データはネット接続の誰でもが利⽤可能ではない（限定公開）
• 公開の監査能⼒が実装できる（コンソーシアム ブロックチェーンと法令）



BPMとブロックチェーンの連携
複数企業のコンソーシアムで基幹アプリケーションを構築
する統合プラットフォーム



主要メリット

1. 複数の企業が共通プロセスを信頼
できる

2. 顧客との信頼関係を改善
3. 末端から末端までの追跡能⼒とリ

アルタイムな監査証跡を提供
ブロックチェーン

ネットワーク



複数のパートナーが共通プロセスを信頼できる

複数の参加者はそれぞれ独⽴してアセットを交換できる
ようにするため、そのロジックを密閉した業務プロセス
を使⽤する。

これは、ブロックチェーンの「決定事項は変更不可能」
な”スマートコントラクト”に準拠するアプローチである。



システム、プロセス、特定ユーザーインターフェイス、
へシームレスに誘導し、アプリケーションはブロック
チェーンパートナーが顧客により良いサービスを提供で
きるようにする。

顧客との信頼関係を改善



末端から末端までの追跡能⼒とリアルタイムな監査証跡を提供

タイムスタンプとデジタル署名を伴ったリアルタイ
ムな監査証跡が各パートナーの各ステップごとに⽣
成できる。



顧客
製造⼯場

新⾞在庫

販売代理店

コントローラ

  顧客は販売代理
店で新⾞を発注する。

  販売代理店は新⾞の在庫
を確認する。

      販売代理店は顧
客に⾞を届け⽀払を受け取る。   在庫がない場合は、製造

⼯場に発注される。

  製造⼯場は新⾞を組み⽴て、
それを販売代理店に届ける。

  ⾃動⾞会社はブロック
チェーン上で新⾞アセットの
発⾏をコントローラにリクエ
ストする。

適⽤事例 – ⾃動⾞注⽂管理



顧客
製造⼯場

新⾞在庫

販売代理店

コントローラ

  顧客は販売代理
店で新⾞を発注する。

  販売代理店は新⾞の在庫
を確認する。

  在庫がない場合は、製造
⼯場に発注される。

  製造⼯場は新⾞を組み⽴て、
それを販売代理店に届ける。

  ⾃動⾞会社はブロック
チェーン上で新⾞アセットの
発⾏をコントローラにリクエ
ストする。

デモシナリオ – ⽀払取引記録

      販売代
理店は顧客に⾞を届
け⽀払を受け取る。



デモ – 主要コンポーネント

• ビジネスロジックのナビゲーションとブロック
チェーンの取引記録管理を伴う業務プロセス

• Chain.com ブロックチェーンへの接続フレー
ワーク

• 限定された顧客、⾃動⾞会社、調整役（レギュ
レータ）が⼀体となった３つの業務アプリケー
ション

• ４つのコア（アセット管理者、顧客、⾃動⾞会社、
調整役）に配備されたプライベート ブロックチェー
ン

• ブロックチェーンのコア、アカウント、アセット、
取引記録を管理するためのダッシュボード アプリ
ケーション

• Java SDK



デモ – アーキテクチャ

ブロックチェーン ネットワーク

顧客アプリ ⾃動⾞会社アプリ コントローラ アプリ

コネクタユーザー管理タスク管理プロセス

⾃動⾞会社コア 顧客コア コントローラ コア 調整役コア



デモ – ブロックチェーン データモデル

ブロックチェーン ネットワークの⽬的は、デジタルアセットの発⾏と所有権を管理し、それ
らをコントロールすることにある。

アセット：
• デモ：Bonita White Car

• チェイン コアで定義。アセット定義で定義されたキーホルダーだけが発⾏できる。
• グローバルデータ

アカウント：
• デモ：Bonita Store

• ブロックチェーン上のアセットの所有権を追跡
• ローカルデータ

取引記録：
• デモ：１０,０００ドル
• ブロックチェーン上のアセットの発⾏、移転、交換に使⽤
• グローバルデータ



アカウント
• Bonita Store

• Bonita Production

アカウント
• John Doe

• Jan Reply

Bonita Store は John Doe に Bonita White Car を10,000ドルで売る

⾃動⾞会社コア 顧客コア

デモ – 取引⽀払記録 BPMを使⽤しない場合

コア間での複数のアセット売買

⼀部の
取引記録アカウント：Bonita Store

消費：Bonita White Car 1台
受領：10,000ドル

⼀部の取引記録を返す

ベース取引記録：⼀部の取引記録
アカウント：John Doe

消費： 10,000ドル
受領： Bonita White Car 1台

ブロックチェーン ネットワーク



アカウント
• Bonita Store

• Bonita Production

アカウント
• John Doe

• Jan Reply

Bonita Store は John Doe に Bonita White Car を10,000ドルで売る

⾃動⾞会社コア 顧客コア

デモ – 取引⽀払記録 BPMを使⽤しない場合

コア間での複数のアセット売買

⼀部の
取引記録アカウント：Bonita Store

消費：Bonita White Car 1台
受領：10,000ドル

⼀部の取引記録を返す

ベース取引記録：⼀部の取引記録
アカウント：John Doe

消費： 10,000ドル
受領： Bonita White Car 1台

ブロックチェーン ネットワーク



アカウント
• Bonita Store

• Bonita Production

アカウント
• John Doe

• Jan Reply

Bonita Store は John Doe に Bonita White Car を10,000ドルで売る

⾃動⾞会社コア 顧客コア

デモ – 取引⽀払記録 BPMを使⽤しない場合

コア間での複数アセットの取引

⼀部の
取引記録

新規取引記録 T1 の作成と署名

アカウント：Bonita Store

消費：Bonita White Car 1台
受領：10,000ドル

⼀部の取引記録を返す

ベース取引記録：⼀部の取引記録
アカウント：John Doe

消費： 10,000ドル
受領： Bonita White Car 1台

ブロックチェーン ネットワーク



アカウント
• Bonita Store

• Bonita Production

アカウント
• John Doe

• Jan Reply

⾃動⾞会社コア 顧客コア

ブロックチェーン ネットワーク

⼀部の
取引記録

⼀部の
取引記録

⽀払を準備する ⽀払を確認する

デモ – 取引⽀払記録 BPMを使⽤した場合



Chain.com ブロックチェーンへの接続フレーワーク
⇨ Chain コネクタ

• 右記のコネクタで取引記録に関するデータ
操作が可能







Chain Core ダッシュボード
• By Manualの操作


