
 

 

RIF Lumino ノードを立ち上げて実行する 
 

前提条件 
 

1. 同期した RSKノードにアクセスする。様々な方法で行うことができます： 
a. TestNet または MainNet でノードを実行します。をご覧ください。

https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mai
nnet-Beta 

b. RSKノードをローカルで編集、実行します。をご覧ください。

https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Compile-and-run-a-RSK-node-locally 
2. 現在、0.001 RBTCより低いRBTC残高のRSKアカウント 
3. Linux OS 
4. Python 3.6 
5. Pip 
6. Virtualenv 

 

コードから RIF Lumino を構築する 
 

1. [GITHUB.URL] から [RELEASE.NUMBER] コードを取得します。 
2. ダウンロードしたパス、もしくはクローニングした Lumino コード（このパスは

$RIF_LUMINO_PATHと呼ばれます） 
3. RIF Lumino用にpython virtual env (一度だけ実行が必要です) を作り、次のコマンド

を実行します: 
 
virtualenv -p <PATH_TO_PYTHON3.6> clientEnv 
 
備考 1： 

 

https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mainnet-Beta
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Install-RskJ-and-join-the-RSK-Orchid-Mainnet-Beta
https://github.com/rsksmart/rskj/wiki/Compile-and-run-a-RSK-node-locally


 

「<PATH_TO_PYTHON3.6>」をPython3.6がシステムにインストールされているパスに入

れ替えます。Ubuntu OSの場合、通常「/usr/bin/python3.6」となります。 
 
備考 ２： 
エラー表示が出た場合、その他の情報（Additional Help）セクションをご覧ください。 
 

4. 次のコマンドを実行しpython virtual envを起動します。 
 
source clientEnv/bin/activate 
 

5. 仮想環境において Python のバージョンが正しいかどうか確認します。 
 
 
python --version 
 
このコマンドは version 3.6.x を作成します 
 
 
RIF Lumino 要求をインストールします。仮想環境内で次のコマンドを実行します： 
 
pip install -c constraints.txt --upgrade -r requirements-dev.txt 
 
 

6. 次のコマンドでLuminoの設定を実行します： 
 
python setup.py develop 
 
 

RIF Lumino Node を開始する 
 

1. $RIF_LUMINO_PATHに進む 
2. 実行したことがない場合、: source clientEnv/bin/activateを実行します 
3. 次のコマンドを実行します： 

 
lumino 

--keystore-path $KEYSTORE_PATH 
--network-id 31 
--eth-rpc-endpoint $RSK_NODE_URL 
--environment-type development 
--tokennetwork-registry-contract-address=$TOKENNETWORK_REGISTRY_CONTR

ACT_ADDRESS 
--secret-registry-contract-address=$SECRET_REGISTRY_CONTRACT_ADDRESS 
--endpoint-registry-contract-address=$ENDPOINT_REGISTRY_CONTRACT_ADDR

ESS 

 



 

--no-sync-check 
--api-address=127.0.0.1:5001 

 
次のリストは各フィールドに関する説明です： 
 

フィールド 記述説明 

$KEYSTORE_PATH キーストアへのパス 

$RSK_NODE_URL RSKノードの URL（http://URL:PORT） 

$TOKENNETWORK_REGISTRY_CONTRA
CT_ADDRESS 

展開されたトークン・レジストリ契約のア
ドレス (契約テーブルの表示) 

$SECRET_REGISTRY_CONTRACT_ADD
RESS 

展開されたシークレット・レジストリ契約
のアドレス (契約テーブルの表示) 

$ENDPOINT_REGISTRY_CONTRACT_AD
DRESS 

展開されたエンドポイント・レジストリ契
約のアドレス (契約テーブルの表示) 

 
 

4. 「lumino」 コマンドを実行すると、次の確認メッセージが表示されます： 
 
Welcome to RIF Lumino, version 0.1 
---------------------------------------------------------------------- 
| This is an Alpha version of experimental open source software | 
| released as a test version under an MIT license and may contain | 
| errors and/or bugs. No guarantee or representations whatsoever is | 
| made regarding its suitability (or its use) for any purpose or | 
| regarding its compliance with any applicable laws and regulations. | 
| Use of the software is at your own risk and discretion and by | 
| using the software you acknowledge that you have read this | 
| disclaimer, understand its contents, assume all risk related | 
| thereto and hereby release, waive, discharge and covenant not to | 
| sue Brainbot Labs Establishment or any officers, employees or | 
| affiliates from and for any direct or indirect liability resulting | 
| from the use of the software as permissible by applicable laws and | 
| regulations. | 
| | 
| Privacy Warning: Please be aware, that by using the Raiden Client, | 
| among others, your Ethereum address, channels, channel deposits, | 
| settlements and the Ethereum address of your channel counterparty | 
| will be stored on the Ethereum chain, i.e. on servers of Ethereum | 
| node operators and ergo are to a certain extent publicly available. | 
| The same might also be stored on systems of parties running Raiden | 
| nodes connected to the same token network. Data present in the | 
| Ethereum chain is very unlikely to be able to be changed, removed | 

 



 

| or deleted from the public arena. | 
| | 
| Also be aware, that data on individual Lumino token transfers will | 
| be made available via the Matrix protocol to the recipient, | 
| intermediating nodes of a specific transfer as well as to the | 
| Matrix server operators. | 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Have you read, understood and hereby accept the above disclaimer and privacy warning? 
[y/N]: 
Enterの次にYを押します。 
 
 

5. 承認されると、使用したいアカウントを選択するよう求められます。アカウントを

選択、パスフレーズを入力し、継続します。 
 

各環境用契約アドレス表 
 
下記の表は、各環境でのRIF Luminoネットワークに接続するための契約アドレスの一覧で

す。 
 
前のセクションで説明したコマンドの実行の際、アドレスの置き換えが必要です。 
 

コントラクト経由 テストネット メインネット 

$TOKENNETWORK_REGI
STRY_CONTRACT_ADDR
ESS 

0xa494FC762181fF78Fe4C
BB75D8609CCff1E63c1B 

展開する 

$SECRET_REGISTRY_CO
NTRACT_ADDRESS 

0xFd17D36EF2b3C5E71aB
A059b3FC361644206213b 

展開する 

$ENDPOINT_REGISTRY_C
ONTRACT_ADDRESS 

0xb048Af6c0FBFBF1c0c01
Ea9A302987011153dbB8 

展開する 

 
 

その他の情報 
 
次のセクションではUbuntu 16.04.6 OSで動作する機器への各種パッケージのインストール

方法を紹介しています。  
 

 



 

Python 3.6 をインストールします 
 
（出所：

http://ubuntuhandbook.org/index.php/2017/07/install-python-3-6-1-in-ubuntu-16-04-lts/） 
 
apt に新しいリポジトリを追加します： 
 
sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/python-3.6 
 
APT リポジトリをアップデートします： 
 
sudo apt-get update 
 
Python 3.6 をインストールします： 
 
sudo apt-get install python3.6 
 

PIP3 をインストールします 
 
APT リポジトリをアップデートしていない場合： 
 
sudo apt update 
 
PIP3 をインストールする： 
 
sudo apt-get install python3-pip 
 

Virtualenv をインストールする 
 
APT リポジトリをアップデートしていない場合： 
 
sudo apt update 
 
Virtualenv をインストールする： 
 
sudo apt-get install virtualenv 
 

python virtualenv の作成エラー 
 

 



 

virtualenv -p ... を実行しようとした時、以下のようなエラーメッセージが表示されるかもし

れません： 
 
---- 
Original exception was: 
Traceback (most recent call last): 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 2363, in <module> 

main() 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 719, in main 

symlink=options.symlink) 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 988, in create_environment 

download=download, 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 918, in install_wheel 

call_subprocess(cmd, show_stdout=False, extra_env=env, stdin=SCRIPT) 
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/virtualenv.py", line 812, in call_subprocess 

% (cmd_desc, proc.returncode)) 
OSError: Command /root/raiden/clientEnv/bin/python3.6 - setuptools pkg_resources pip 
wheel failed with error code 1 
---- 
 
実行すると解決できます： 
 
 
export LC_ALL="en_US.UTF-8" 
export LC_CTYPE="en_US.UTF-8" 
 
インストールエラー要件 
 
Lumino インストール中にこのエラーが表示されたら、この手順を試してください： 
 

1. 「停止」コマンドで仮想環境の使用をやめてください。 
2. clientEnvフォルダ: rm -rf clientEnvを削除してください。 

 
必要なパッケージをインストールし、メインプロセスのステップ 3 からやり直してくださ

い。 
 
もし、`コマンド「python setup.py egg_info」が /tmp/pip-install-3qvhi58l/psycopg2/の
エラーコード1でフェイルした場合` 
 
python3.6 dev package をインストールし、もう一度実行します。実行すべきパッケージを

インストールする： 
 
sudo apt-get install libpq-dev python3.6-dev 
 
 

 



 

もし、`コマンド「python setup.py egg_info」が /tmp/pip-install-4ceg89vs/psycopg2/の
エラーコード1で失敗した場合` 
 
psycopg2 running をインストールします： 
 
pip3 install psycopg2 
 
 

結論 
 
RIF Lumino Nodeをセットアップし、起動させる前段階をすべてフォローした後、RIF 
Lumino Networkの一部となる必要があります。 
この点で、RSK上で登録されたすべてのトークンとの決済チャネルを作ることができ、素早

く、安価で、信頼できる決済をスタートさせることができるはずです。 

 


