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A method to develop automatic single sign-on script for web applications
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エンタープライズ・シングル・サインオン（ESSO）は，クライアントでさまざまなアプリケーションのログオン画
面に認証情報を代行入力する主要なシングル・サインオン・ソリューションの 1 つである．IBM が提供する
ESSO 製品を Web アプリケーションに適用する際に，ブラウザー独自の進む・戻るボタンなどによる画面遷移
と Web ページの表示遅延対策を考慮する必要がある．本論文では ESSO 製品の仕様，
ブラウザーの機能，
Web アプリケーションの画面設計の特徴を踏まえて Web アプリケーションに対応した代行入力スクリプトの開
発手法を提案し，適用事例の検証によりその有効性を示す．

❷

Enterprise single sign-on(ESSO) is one of the major single sign-on solution to fill in credential
automatically on logon page. There is two concern poinsts to develop automatic sign-on script for web
application based on IBM ESSO product. First is to consider page navigation function of browser and
second is to prevent delay of web page display speed. This paper proposes method to develop automatic
sign-on script for web application based on ESSO product design, function of browser and specification
of web application page design and verifies its effectiveness through applied project.

Key Words & Phrases：エンタープライズ・シングル・サインオン，代行入力，ブラウザー・ヘルパー・オブジェクト，
Windows，インターネット・エクスプローラー
Enterprise Single Sign-On, Automatic Sign-On, Browser Helper Object, Windows,
Internet Explorer

Web アプリケーションの場合，Web ページ内の URL リ

1．はじめに

ンクやボタンによる画面遷移以外にブラウザーの提供す

エンタープライズ・シングル・サインオン（ESSO）は，
さまざまなアプリケーションのログオン画面に認証情報を
自動で代行入力するソリューションである．

Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-

On（TAM ESSO）は，IBM が提 供する ESSO 製 品

る進む・戻るボタンやブックマークなどによる自由な画面
遷移を考慮する必要がある．

また，TAM ESSO はブラウザー上での画面遷移の

追跡のために，ブラウザーにプラグインを導入するが，こ
のプラグインは，ブラウザー上での全画面遷移を監視す

であり，各アプリケーションへの代行入力スクリプトの開

ることによりWeb ページの表示遅延を引き起こすケース

発のためにステートマシンと呼ばれる代行入力スクリプト

があるため，この対策についても考慮する必要がある．

開発が必要となる．ステートマシンは，アプリケーションの

本論文ではアプリケーションの画面遷移をモデル化し

画面遷移を追跡し，代行入力対象のログオン画面やパ

た標準画面遷移モデルを定義し，これを基準としてシン

スワード変更画面の表示を検知して認証情報を代行入

グル・サインオンのための代行入力スクリプトを開発す

力する．そのため，想定外の画面遷移により追跡が止

る手法を示す．さらにこの手法により開発された代行入

まった場合，以降の画面で代行入力が失敗する．これ
を防ぐため，ステートマシンの開発時にはアプリケーショ
ンのあらゆる画面遷移を網羅しておく必要がある．しか
し，アプリケーションの画面遷移は多岐にわたり，特に

力スクリプトに対して，Web アプリケーション固有の画面

遷移と Web ページ表示速度遅延の軽減を考慮したカ

スタマイズを行う手順を示す．そして，世界最大規模の

TAM ESSO 構築事例に適用した結果を詳細に分析し，

その有効性を検証する．ESSO を実現するためのアー

キテクチャーは，各ベンダーごとに異なるため，他社製
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品の開発手法を TAM ESSO には適用できない
［1］
［2］
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［3］．また，TAM ESSO の既存の開発ガイド［4］［5］
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は，カスタマイズ事例の紹介に重点が置かれており，開

捉してメモリーに格納し，ステートC に遷移する．ログオ

発品質向上のための体系的な開発手法はまだ提案さ

ンが成功した場合は業務メニュー画面などが表示され

れていない．本論文はこれを補完するものである．

るため，これをトリガー③で検知し，メモリー上の認証情

2．TAM ESSOの代行入力モデル

のログオンではログオン画面の表示をトリガー①で検知

開発標準を示す前提として TAM ESSO の代行入力

の仕組みを示す［6］．TAM ESSO のエージェントは ,
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代行入力するために対象アプリケーションの起動を常

報をディスクに保存してステートA に戻る．2 回目以降

し，ディスク上の認証情報をメモリーに読み出し，ユー
ザー ID とパスワード・フィールドに代行入力する．

パスワード変更画面の場合は，旧パスワード・フィー

ルドに現パスワードを代行入力する．パスワードが変更

時監視する．Web アプリケーションの場合は，
ブラウザー

された際には，新パスワードを捕捉し，記憶している旧

URL がマッチした Web ページを解析し，代行入力スク

時に使用する．

に表示される Web ページの URL が監視対象となる．
リプト内に記憶されたユーザー ID やパスワードの入力

❷

②で検知し，入力されたユーザー ID，パスワードを捕

フィールドの HTML タグなどの画面部品情報とのマッ

パスワードを新パスワードに置換して次回の代行入力
例えば，図 1 のトリガー③でログオン成功画面の検
知に失敗した場合，開始ステートに遷移できないため，

チングを行う．URL や HTML タグなどの画面部品を検

ログオン画面が再度表示された場合にトリガー①で検

知する実体を「トリガー」と呼び，ログオン画面の入力

知して代行入力することができない．従って，このよう

フィールドなどをトリガーで検知して代行入力する操作を

な問題を防ぐためにアプリケーションの画面遷移を網羅

「アクション」と呼ぶ．
トリガーの発生と同時にアクション
を実行し，ステートと呼ばれる状態を次々に遷移する．
ト

し , これに対応して適切なステートに遷移させることが
重要となる．

リガーに応じてステートを次々に遷移する状態遷移図が
ステートマシンであり，ステートマシンの定義情報が代行
入力スクリプトとなる．

図 1 に，TAM ESSO の代行入力スクリプト開発ツー

ル Access Studio のウィザードを使用して生成した標準

的なステートマシンを示す．1 回目にログオン画面を起動

3．Webページ表示遅延発生のメカニズム
Web ページ表 示 遅 延 発 生のメカニズムを Internet

Explorer（IE）を例 にして 説 明し，IE での 遅 延 対

策の必 要 性を示す．IE には Browser Helper Object

した際にこれをトリガー①で検知し，
ステートA からステー

（BHO）と呼ばれるプラグインを導入できる［7］．IE に

ドを入力し，ログオンボタンをクリックする．これをトリガー

に起動され，IE のプロセス内で稼働し，IE にダウンロー

トB に遷移する．
次にユーザーがユーザー IDとパスワー

④前画面に戻る

A 開始

①ログオン画面検知
③ログオン成功
（2回目以降は代行入力）
画面検知
（ログオン成功）

B ログオン
画面検知後

⑤ログオン画面
再表示
（ログオン失敗）

⑧パスワード成功
⑧パスワード変更
成功画面検知
（パスワード変更成功）

②ログオンボタン
クリック検知
（認証情報を
メモリーに捕捉）

⑥パスワード変更画面検知
（代行入力）
⑨前画面に戻る

D パスワード
変更画面検知後
⑦パスワード
変更ボタンクリック検知
（認証情報をメモリーに捕捉）

⑩パスワード
変更画面再表示
（パスワード変更失敗）

C ボタン
クリック知後

E ボタン
クリック知後

図1．基本ステートマシン
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導入された TAM ESSO の BHO は，IE の起動と同時

ドされた Web コンテンツを監視する．BHO は，ブラウ
ザーにダウンロードされた Web コンテンツの URL が代

行入力対象画面の URL であるかを確認し，合致した

場合はメモリーにステートマシンを読み込む．
以降，
ステー
トマシンの読み込みを「ステートマシンの起動」，代行

入力対象画面の URL を「ステートマシンの起動条件」

または「起動条件」と示す．

Access Studio のウィザードでステートマシンを生成し

た場合，代行入力対象画面の URL のプロトコル（http

または https）とホスト名までを起動条件とし，パスまで

は起動条件に含めない．このため，図 2 に示すようにロ

グオン画面が複数フレームで構成される場合，すべて

のフレームの URL が起動条件に合致し，ログオン後に
表示される代行入力対象外の業務画面の URL も起

動条件に合致してしまう．TAM ESSO の BHO は，ブラ

ウザーにダウンロードされた画面や画面内の各フレーム

Internet
Explorer

複数
起動

緩い起動条件
全て一致
プロトコル：http
ホスト名：
www.sample.com

子フレームA
http://www.sample.com/sub
/frameA.html

標準画面遷移モデル
を基準にした画面遷
移のカバー

子フレームB
http://www.sample.com/sub/
frameB.html

ユーザーIDとパスワード
の入力フィールドを含む
子フレームAのみが一致

アプリケーション固有
の画面遷移のカバー

ブラウザー機能によ
る画面遷移のカバー

Webページ表示遅延対策の実施

図3．代行入力スクリプト開発手順

ケーション固有の画面遷移が存在する場合にこれらを

網羅する．そしてステップ 3 でブラウザーの進む・戻る

図2．起動条件と画面構成の関係

ボタンなどの画面遷移機能を利用した画面遷移が可

の URL が起動条件に合致すれば，その回数だけ同じ

テップ 3 までの手順により画面遷移を網羅したステート

テートマシンは各画面や画面内の各フレームに代行入

遅延対策により幾つかの問題が発生する可能性があ

ステートマシンを起動する．起動されたそれぞれのス
力対象のユーザー ID やパスワードの入力フィールドを
含む場合に代行入力行うが，含まない場合は起動され

たままとなる．

ステートマシンの起動時間は，Intel Core i5 520M

2.4GHz プロセッサーを搭載した PC で約 200 ミリ秒で

ある．比較的新しいデスクトップ PC 用プロセッサーでも
約 200ミリ秒かかるため，1 画面に代行入力対象外フ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

詳細な起動条件
プロトコル：http
ホスト名：
www.sample.com
パス：/sub/frameA.html

ログオン画面
親フレーム
http://www.sample.com/
parent/frameA.html

カバーすべきアプリケーションの画面遷移
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ステートマシン

業務画面
http://www.sample.com/
gyoumu.html
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BHO

❷

能な場合に，これらの画面遷移を網羅する．最後にス

マシンに Web ページ表示遅延対策を実施する．また，

るため，これらに対処する．各手順の詳細については
5 章から 7 章に示す．

5．標準画面遷移モデル
代行入力スクリプト開発では , 代行入力対象とする

画面とこれに関連する画面遷移を把握して網羅するこ

レームが 5 枚以上含まれる場合は不要なステートマシン

とが必要である．アプリケーションでログオン画面やパス

グオン後の業務画面においても不要なステートマシンの

面設計については IPA や JNSA などで設計標準［8］

の起動のために 1 秒以上の遅延が発生する．また，ロ

ワード変更画面などのセキュリティー機能を提供する画

起動のために遅延が発生する可能性がある．秒単位

［9］が定義されており，
各企業でもレベルの差はあるが，

に認識可能なレベルであるため，Web ページ表示遅延

入れられていると考える．従って，本論文ではこれらの

での Web ページ表示遅延は一般的なユーザーが十分

このような設計標準がアプリケーション開発標準に取り

対策が必要となってくる．

設計標準を参考にし，図 4 に示す標準画面遷移モデ

4．Webアプリケーションに対応した
代行入力スクリプト開発の流れ

ルを定義する．各アプリケーションで代行入力スクリプト
を開発する際には標準画面遷移モデルを基準として
以下の考慮点を踏まえる必要がある．

Web アプリケーションの画面遷移をステートマシンで

（1）代行入力対象のログオン画面，パスワード変更画

が必要になる．本論文ではアプリケーションの一般的

これらを検知し，ステートが適切に遷移することを確

網羅的にカバーするために図 3 に示す 3 つのステップ

な画面遷移を標準画面遷移モデルとして定義し，ス

面とその前後の画面との間で画面遷移した場合に
認する．

テップ 1 で標準画面遷移モデルを基準として画面遷

（2）パスワード変更画面については期限切れ前後のパ

テップ 2 では，例えばログオン後にセキュリティー・レ

めの画面遷移を網羅する．特に図 4 の太線で示

が表示されるなどの標準画面遷移モデルにないアプリ

ための画面遷移は Access Studio のウィザードでは

移の大部分を網羅するステートマシンを開発する．ス

スワードと初期パスワードのそれぞれを変更するた

ベルの高い画面を参照する時点で再度ログオン画面

す期限切れパスワードや初期パスワードを変更する
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トップ画面

ＩＢＭプロフェッショナル論文❶

パスワード
変更画面
(初期/期限切れ)

ログオン
画面

パスワード
変更成功画面
(初期/期限切れ)
パスワード
変更失敗画面
(初期/期限切れ)
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パスワード
変更画面
(期限前)

ログオン
成功画面

ログオン
失敗画面

（1）同じ Web サイトの任意の画面との間の遷移への対応

同じ Web サイト内の任意の画面との間の遷移パター

ンは多数存在するが，ステートマシンに着目することで

より効率的に多数の遷移パターンを網羅できる．まず，
標準画面遷移モデルを基準に開発したステートマシン
に着目し，その中で画面が表示された状態で次に何ら

業務画面

かのトリガーの発生待ちのステートを抽出する．例えば，
図 1 ではステートA,B,D が該当する．ログオン後に任
意の業務画面を遷移している間はステートA に位置す

パスワード
変更成功画面
(期限前)

るため，任意の業務画面を遷移中の状態はステートA

パスワード
変更失敗画面
(期限前)

各ステートで表示されている画面の間を遷移できる場

図4．標準画面遷移モデル

❷

網羅されないため，これらの画面遷移に対応した
処理フローをステートマシンに手動で追加する必要
がある．
（3）ログオフやセッション・タイムアウトでログオン画面に
遷移するケースがある場合はこれを網羅する．図 4
の中で灰色で示す画面を利用中にログオフやセッ
ション・タイムアウトが起きる可能性があるため，そ

に集約できる点がこの手法のメリットである．抽出された
合は，これを検知するトリガーを追加する必要がある．

ステートB,D からステート A に遷移する場合は，任意

の業務画面への遷移を検知するために同じ Web サイ

トの任意のパスの URL を検知可能なトリガーの検知
条件をワイルド・カードにより指定する．

（2）別の Web サイトの任意の画面との間の遷移への
対応

ステートマシンは，別の Web サイトに遷移した時点で

アンロードされ消滅する．再度，同じ Web サイト内の画
面に戻った場合は，これを検知してステートマシンを新

の後にログオン画面に遷移する場合はこれを検知

規に起動する．ステートマシンが起動する場合は，必ず

するトリガーが存在するかを確認する．

図 1 の開始ステート
（ステートA）
から状態遷移する．
従っ

標準画面遷移モデルと異なる，またはこの中でカバー
されないアプリケーション固有の画面遷移に対しても上

て，6.（1）で抽出したステートで表示されている画面

と別の Web サイトの画面との間で遷移が可能な場合
は，6.（1）で抽出したステートで表示されている画面

記の考慮点を適用することができる．これは，これらの

に戻った場合に，これを検知できるトリガーを開始ステー

画面遷移の場合でも代行入力対象画面が表示され，

トに追加する必要がある．

ボタンをクリックして次の画面に遷移する基本的な画面
遷移は同じであると考えられるためである．

上記に示したケース以外に，以下に示す 2 つの重要

な特殊ケースを考慮する必要がある．

6．ブラウザー機能を使用した画面遷移の網羅
Web アプリケーションの場合は，画面内の URL リン

クで別の Web サイトの画面に遷移したり，同じ Web サ

アプリケーションでブラウザーのリフレッシュ・ボタンが
利用できる場合，代行入力対象画面の表示後にリフ

イト内の別の画面に遷移できる．さらにブラウザーの進

レッシュ・ボタンで再表示ができる．アプリケーションの

む・戻るボタンやブックマーク・URL フィールドへの直

仕様により自動的に再表示されるケースもあるため，こ

接入力を使用して自由に画面遷移できる．従って，代

のような場合，再表示されても代行入力されるように代

行入力対象画面とその前後の画面間との遷移のみで

行入力対象画面が表示されているすべてのステートで

なく，任意の画面間との遷移を考慮する必要がある．こ

画面の再表示を検知して同じステートに戻るトリガーを

れらの画面遷移を網羅するため，TAM ESSO の製品
仕様に着目し，同じ Web サイト内の任意の画面との間

を遷移する場合と別の Web サイトの任意の画面との間

を遷移する場合の対応方法を以下に示す．
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（3）リフレッシュボタンによる画面の再表示

P ROVISION No.73 / Spring 2012

追加する必要がある．例として，図 1 のステートマシン

の場合，ステート B,D で再表示を検知するためのトリ

ガーを追加する必要がある．

（4）ログオン前のブックマークから業務画面へのアクセス

http://www.demo.com/
gyoumu.html
ログイン画面

ブックマーク
登録した任意の
業務画面

すべてステートマシンの起動条件に指定する必要があ

る．例として，図 1 のステートマシンの場合は開始ステー
トからログオン画面とパスワード変更画面を検知してい

パスワード
変更画面
(初期/期限切れ)

図5．ブックマークから業務画面へのアクセス

にアクセスした場合にリダイレクトされるログオン画面の

URL が通常のログオン画面の URL と異なる場合は，

このログオン画面を検知するトリガーを開始ステートに

ＩＢＭプロフェッショナル論文

追加する必要がある．このため，リダイレクトされたログ

オン画面の URL も起動条件に指定する．
ユーザーは，ブラウザーのブックマークに頻繁に利
用する業務画面を登録し，アプリケーションを開く際に
ログオン画面ではなく，ブックマークに登録した業務画
面を開く場合がある．この場合，アプリケーションによっ
ては図 5 に示すようにログオン画面にリダイレクトし，
ユー
ザーのログオン後に再び要求した業務画面にリダイレク
トするといったユーザー利便性に配慮した画面遷移を
実装する場合がある．ログオン時にパスワード期限切
れの場合，図 5 に示すようにログオン後にパスワード変
更画面でパスワードを変更してから業務画面にリダイ
レクトする．これらのケースでリダイレクトされるログオン
画面が通常のログオン画面と異なる場合は，このログ
オン画面を検知するトリガーを追加する必要がある．ま

起動条件を URL のパスのレベルまで絞った結果，2

つの大きな問題が発生するため，以下にそれぞれの問
題の詳細とこれらに対する対応策を示す．

アプリケーションの仕様によりステートマシンの起動

条 件に指 定すべき URL が可 変のケースがある．例

えば，ログオン画面の URL にセッション ID が含まれ，
毎回ログイン画面にアクセスするたびに URL が変わ

る場合は，可変部分の文字列をワイルド・カードなどに
より起動条件に指定する必要がある．ここで指定した
条件が代行入力対象外の画面にも合致した場合，ス

テートマシンが起動して Web ページの表示遅延を引

き起こす可能性があるため，これらの画面の URL に

メニュー画面などを検知対象とすることが多い．従って，

ある．また，URL のパスの部分全体が可変で一定の

期・期限切れパスワード変更成功時の画面は , 業務

ブックマークから業務画面にアクセスした場合は，ブッ
クマークから要求した任意の業務画面を成功画面とし
て検知するトリガーを追加する．例として，図 1 では業
務メニュー画面を検知するトリガー③以外に任意の業
務画面を検知するトリガーを追加する必要がある．

7．Webページ表示遅延対策
3 章で示したように代行入力対象画面以外の画面

でステートマシンが起動するため，Web ページの表示

遅延が発生する．これを回避するためには図 2 に示す

ようにステートマシンの起動条件をプロトコルとホスト名
のみではなくURL のパスのレベルまで指定することによ
り，代行入力対象画面でのみステートマシンを起動さ

合致しないようにワイルド・カードの範囲を絞る必要が

ルールがない場合やログオン画面と業務画面の URL

の区別がつかないなどの場合はワイルド・カードなどに

よる条件指定ができないため，起動条件の調整による
遅延対策が効かないケースもある．
7.2 ステートマシンのアンロード防止
図 6 は，ログオン画面からパスワード変更画面まで
の画面遷移とこれらを検知するステートマシンの相関
図である．ステートマシンの起動条件をパスのレベルま
で絞った結果，図 6 の③のように，ログオン・ボタンをク
リック後にメニュー画面が表示される間に検知対象外
の画面に遷移した場合にステートマシンがアンロードさ
れる．起動条件がプロトコルとホスト名のみの場合，こ
のような画面も同じ Web サイト内の画面とみなされアン

せ，その他の画面で起動するのを防げる．6 章で示し

ロードされないが，起動条件をパスのレベルまで絞った

場合，開始ステートから延びるトリガーで画面を検知し

されステートマシンのアンロードが起きる．このような場

たように，別の Web サイト間との画面遷移を考慮した
てステートマシンを起動する必要がある．従って，開始

❷

7.1 起動条件の指定が難しい URL への対応

た，図 4 の標準画面遷移モデルのログオン成功や初

結果，パスに合致しない画面は別の Web サイトとみな

合，図 6 の③のトリガーのように，ステートにループする
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るため，双方の URL を起動条件に指定する．6 章で
示したように，ログオン前にブックマークから業務画面

http://www.demo.com/
login.html
②ログオン未済のため，
ログオン画面に
リダイレクト

ステートから延びるトリガーで検知する画面の URL を

ＩＢＭ技 術 報 告

①ログオン前にブックマークから業務画面にアクセス
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ログオン画面

UID

PASS

ログオン画面

PASS

①ログオン画面
を検知
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業務画面

メニュー画面

UID

②ログオンボタン
クリックを検知

メニュー画面
表示中です…
④メニュー画面
を検知
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⑥パスワード
変更画面を検知

⑥

④

②

くの企業で利用されている Web アプリケーション種別を
網羅しており，評価対象事例として適切と考える．以下

では適用結果の分析により，工数削減や品質向上の

⑤

①
⑤業務画面を
検知

り，画面仕様もさまざまであり，最新の Web 画面表示

技術を採用したアプリケーションも存在する．従って，多

③メニュー表示中
画面を検知

パスワード
変更画面

て SaaS やパッケージのアプリケーションが利用されてお

達成度や Web ページ表示遅延対策により画面表示速

度がどの程度改善されたかを定量的に示す．また，本
手法の汎用性について検証する．
8.1 開発効率と品質の検証
表 1 に示す提案手法の適用結果から開発効率と品

③

図6．ステートマシンのアンロード防止

❷

トリガーを追加し，間に入った画面を検知する必要が
ある．また，図 6 の⑤のように，ログオン後に遷移する
任意の業務画面を検知するトリガーを追加することによ
り，これらの画面を遷移している間のステートマシンの
アンロードを防げる．これによりパスワード変更画面が

質を検証する．適用事例では標準画面遷移モデルをも
とに開発したステートマシンにブラウザー機能による画

面遷移の網羅と Web ページ表示遅延対策を考慮した

カスタマイズを行った．最初に取り組んだ 2 アプリケー
ションでは試行錯誤を重ねたため，1 アプリケーションあ
たりの代行入力スクリプトの開発・デバッグ・テストに平
均 10 日を要したが，提案手法を確立して適用した結

果，表 1 のように開発期間が 80% 短縮されている．ま

表示された場合やログオン画面が再び表示された場

た，表 1 のバグ発生率と実運用における実績から，以

合にステートマシンを新規に起動せずに，起動中のス

下の理由で十分な品質が確保できたと考える．

テートマシンでこれらの画面が検知できる．このように，
ステートマシンの起動回数を低減することによっても遅
延を防止できる．

（1）カスタマイズ後の 1 回目のテストでバグ発生率が最

大でも 1% と低い点は，提案手法により画面遷移を
十分に網羅していることを示している．

8．提案手法の検証

（2）実運用で発生した代行入力スクリプトに依存する
不具合は数件のみであり，実運用でもバグ発生率

提案手法を実事例に適用した結果を分析し，その

有効性を検証する．本手法は，あるある親会社 1 社と

が低い結果となっている．

そのグループ会社 4 社の計 5 社の 28 の Webアプリケー

8.2 改善後の画面表示速度の検証

ション数は国内では最大規模である．独自開発に加え

ンの平均起動時間の比較表を示す．適用事例では最

表1. テスト結果とカスタマイズ内容

表2. 改善後の起動時間と画面表示時間の比較

ションの代行入力スクリプト開発に適用した．アプリケー

表 2 に 3 種類の画面の表示時間と 1 ステートマシ

1 アプリケーションあたりの開発期間

画面表示時間（秒）

平均 10 日

CASE1

提案手法適用ケース

平均 2 日

画面 A

2.488

3.4

画面 B

2.523

14.2

画面 C

1.872

24.6

1 アプリケーションあたりのテスト項目数と
1 回目の単体テストでのバグ発生率
テスト項目数

平均 35 ケース

バグ発生率

1%（最大ケース）

ステートマシン停止対応で追加した処理フロー数
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起動時間（秒）

提案手法未適用ケース

処理中停止対応

6 アプリケーション

起動回数低減対応

22 アプリケーション
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CASE2

V8.1.2.0028（遅延対策を未適用）

V8.1.2.0028（遅延対策を適用）

画面 A

2.479

3.2

画面 B

0.000

2.0

画面 C

0.000

2.8

テスト PC：ThinkPad T410(Windows XP SP3)

Web ページ表示遅延対策でステートマシンの起動条
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新の V8.1.2.0028 を採用した結果，1 ステートマシンの

件に設定した URL が代行入力対象外の業務画面の

CASE2 は遅延対策前後の計測結果である．画面 A

をパスのレベルに絞る過程でアプリケーション担当者にア

り遅延が発生しやすい複雑な画面設計となっている．

る作業が非常に重要である点を最後に述べておきたい．

表 2 の結果から，遅延対策により代行入力対象外の

本論文で提案する手法を活用いただき，開発工数

延が発生したため，遅延対策を実施した．CASE1 と

がログオン画面，画面 B,C は業務画面で画面 C はよ

業務画面ではステートマシンが起動されておらず，画面

URL と重複した場合，遅延につながるため，起動条件

プリケーション仕様を確認しながら，起動条件を調整す

削減と品質向上に役立てていただきたい．

の表示速度が改善されている．
8.3 汎用性の検証

適用事例では , 標準画面遷移モデルをすべての

Web アプリケーションの画面設計に適用し，標準でカ

本手法の考案に際し，多くの有用なご指摘をいただ
いたプロジェクト・メンバーにあらためて深謝いたします．

バーすべき画面遷移だけではなく，標準でカバーされ

ていないアプリケーション固有の画面遷移も抽出できる
ことを確認した．ブラウザーの画面遷移機能による遷
移を網羅する手法については，ステートマシンに着目し，
その中で画面表示状態のステートを抽出し，これらのス

テート間の遷移を分析するため，どのような Web アプリ

ケーションのステートマシンにも適用できた．

Web ページ表示遅延対策は，7 章で述べたように，

アプリケーションの仕様上，ステートマシンを起動する
URL をパスのレベルで特定することが難しい場合以外

は適用できる．適用事例で遅延対策を適用できなかっ
たケースは 2 ケースのみであった．ステートマシンのア

ンロード防止への対応については，表 1 に示すように
約 20% のアプリケーションでアンロード防止対策が必
要であり，ステートマシンの起動回数低減のための対

策が約 80% のアプリケーションで有効であった．TAM

ESSO の仕様上，アプリケーションの各フレームでステー

トマシンが個別に起動するため，
ログオン画面とパスワー
ド変更画面のフレームが異なる場合は，ログオン画面
のステートマシンのアンロードを防いでも，このステートマ

❷
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シンをパスワード変更画面に流用できない．しかし，同
じフレームである場合やフレームを使用していないアプ
リケーションではアンロード防止による起動回数低減の
対策が有効である．

9．おわりに
本論文では標準画面遷移モデルを定義し，これをも
とにして開発されたステートマシンに対してブラウザー

機能による画面遷移と Web ページ表示遅延を考慮し

たカスタマイズ手法を提案した．さらに，適用事例を検
証してその有効性を示した．
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