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ドキュメント技術に基づくシチュエーショナル ･ アプリケーション
作成手法
神山 淑朗

嶋 幸太郎

三浦 圭司
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A Method for Building Situational Applications Based on Document Technologies
Yoshiroh Kamiyama, Kotaro Shima and Keiji Miura
Web2.0 時代のアプリケーションは高度化しつつあるが，その一方で作り手は IT 技術のプロフェッショナ
ルから利用者自身であるビジネス・ユーザーへという流れが加速しつつある．本論文では，こうした要求に
応えるための Web アプリケーション作成手法を提案する．プログラミングではなく
ドキュメント技術を活用して
アプリケーションを記述する手法により，欲しいときに欲しい機能を利用者自身の手で作る「シチュエーショ
ナル・アプリケーション」の作成環境が実現可能であることを示す．また，その作成環境のインフラとなるブ
ラウザー・ツール・プラットフォームの実装を通じて提案手法の有効性を確認する．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

❸

Applications in the Web 2.0 era are becoming increasingly complicated and sophisticated, while
applications are increasingly developed or customized by business users themselves, not IT professionals.
In this paper, we propose a way to create web applications that meet these requirements. We show how we
can achieve a development environment for “situational applications,” which are usually built to solve an
immediate, specific business problem, by utilizing document technologies, not programming. We also
show the effectiveness of this idea by implementing a browser-based tool platform, which can act as the
infrastructure of such an environment.

Key Words & Phrases：Web 2.0，エンタープライズ 2.0，SaaS，シチュエーショナル・アプリケーション，
Web 2.0, Enterprise2.0, SaaS, Situational Application

1．はじめに
Web2.0 というキーワードで語られる Web 技 術の新

され，新しい使い方，従来の想定をも超える使い方が考

しい利用形態が活発化しつつある［1］
［2］
．現在の

案され，ゼロ・フットプリント（外部プログラムをインストール

Web2.0 のサービスは無料で利用でき，個人を対象とした

しない）でありながら高度なアプリケーションが実現される

ものが多いが，近年，その技術やコンセプトが企業内の

ようになってきた［5］
．それに伴い，ブラウザー上のアプリ

情報システムの在り方にも大きな影響を与え始め，
「エン

ケーションはますます複雑化・高度化しつつあり，開発環

タープライズ 2.0」と総称されている［3］
［4］
．業務アプ

境やクロス・ブラウザーの問題もあるため，開発効率が

リケーションの Web2.0 化の要求に伴い，解決すべき幾

重要な課題となってきた．

つかの課題が生じてきた．

また，業務用ソフトウェアの提供形態はパッケージ・ソ

従来はブラウザー上で高度な表現力・操作性を持つ

フトからインターネット上のサービスとしてソフトを提供する

アプリケーションを実現するのは困難とされてきた．外部

SaaS（Software as a Service）
［6］の形態へシフトしつ

プログラムによりそれを克服する試みが数多くなされてき

つある．ここで，業務内容に合わせたアプリケーションの

たが，特定のプラットフォームや外部プログラムに依存し

カスタマイズ性が重要なポイントとなっている．ソフトウェ

たくないという要求は根強く，多くは広く受け入れられる

ア配布の点では，一般にパッケージ・ソフトに比べれば

までには至らなかった．そのような中，古くから存在する

Web アプリケーションの方がカスタマイズ要求に対応しや

JavaScript，ダイナミックHTML，XML HttpRequestといっ

すいと考えられるが，その都度サーバー・サイドの開発

た一般的なブラウザーに標準で備わる技術が「再発見」

が発生するとしたら決して容易なことではない．
さらに，カスタマイズをサービス提供者側ではなくユー
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再 提 出日：2 0 0 8 年 6 月 3 0 日
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業の IT の在り方に変化をもたらそうとしている
［7］
．シチュ

❶

エーショナル・アプリケーションにおいては，IT の専門家

利用者自身が自分のニーズを満たすのに十分な機能を
持つ簡単なアプリケーションをその場で作って使うという
形態はシチュエーショナル・アプリケーションと呼ばれ，企

ＩＢＭプロフェッショナル論文

でないビジネス・ユーザーが既存のサービスやコンポーネ
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（4）ページ作成ツールはサーバー・サイドでのレンダリン
グ結果をエミュレートしなければならない．
（5）新規に作成，
またはカスタマイズしたページは，
ビルド，
デプロイといった工程を経なければ実行できない．
2.2 アプリケーションとドキュメントの融合

ントを自由に組み合わせて目的のアプリケーションを作った

かつての典型的なアプリケーションは，C/C++といった

りカスタマイズしたりできる世界を目指している．それを実

言語で記述し，コンパイルすることによって得られるオペ

現するためには，目的のアプリケーションを簡単かつ効率

レーティング・システム（OS）に密接に結びついた実行

的に，しかもプログラミングすることなしに作ることを可能に

形式であった．やがて，OS に依存しないバイトコードを

するインフラの提供が課題である．

生成する Java などの言語が広く使われるようになり，さら

本論文では，前述の要求に応えるための技術的手法

に，Ruby/PHP などのコンパイルを必要としないインタープ

を提案し，それを実現するブラウザー・ベース ･ ツールの

リター型の言語でアプリケーションを記述するケースが増

プラットフォームの実装により有効性を確認する．

えてきた．さらに，アプリケーションの UI 画面を XML で

以下，2 章で提案技術の基本コンセプトについて述べ

宣言的に記述する例も見られるようになった．コンパイル

た上で，3 章，4 章でそのアプローチにより実現されること

不要・宣言的といった特徴は，プログラムというよりはドキュ

を整理する．5 章ではシチュエーショナル・アプリケーショ

メントに近く，
「アプリケーションのドキュメント化」が進行

ンの要件およびそれを満たす上での提案技術の優位性

しつつあると言える．

について述べ，6 章で具体的な実装例を示す．

一方，かつての典型的なドキュメントは，ワード・プロセッ
サーの文書や HTML に代表される純粋に文字情報を

2．ドキュメントによるアプリケーション記述

伝える媒体であった．しかし，ワード・プロセッサーにはマ
クロ言語が搭載され，HTML 文書には JavaScript やダ

本章では，高度でプラットフォームに中立な Web アプ
リケーションを「効率良く」 作成でき，
「カスタマイズ性」

イナミックHTML が埋め込まれるようになり，文書に動作・
対話性が与えられることが一般的になった．この傾向は，

に優れ，
「シチュエーショナル・アプリケーション」の世界

「ドキュメントのアプリケーション化」ととらえることもできる．

を実現可能にするための技術の基本コンセプトについて

こうしたアプリケーションとドキュメントの歩み寄りは，
「ア

説明する．

プリケーションの対話性は欲しいが，
ドキュメントの手軽さ
で書きたい」という要求の現れでもある．多様性を増す

2.1 サーバー・サイド Web 技術の問題点
JSP（JavaServer Pages）/JSF（JavaServer Faces）
［8］

ヘテロな環境においてプラットフォームに中立なアプリケー
ションを構築したいという要求や，アプリケーションのライフ

に代表される動的な Web ページ生成技術では，ビジネ

サイクルの短縮に伴う開発・変更の容易性への要求が

ス・ロジックやカスタム・タグのレンダラーのプログラムを

増す中で自然な発想と言える（図 1）
．

Java で開発する．ページはカスタム・タグやスクリプト・レッ
トを使って記述し，サーバー・サイドのプログラムによりレ
ンダリング
（カスタム・タグを HTML や JavaScript に変換）
される．ブラウザーは生成された HTML・JavaScript を
解釈し，表示・実行する．この方式は従来型の Web ア
プリケーションの構築に広く使われているが，前述の要
件を満たす観点では次のような問題点がある．
（1）作成したページやその作成方法はサーバー・サイド

ドキュメント・ベースの
アプリケーション
プラットフォーム中立

XML

Rudy / PHP

対話性

JavaScript
DHTML

プラットフォーム依存
Java
C / C++

アプリケーション

マクロ言語
静的
テキスト／HTML

ドキュメント

図 1．アプリケーションとドキュメントの融合

の技術（J2EE，PHP など）に強く依存してしまう．
（2）HTML や JavaScript コードを動的に生成する手法
は複雑になりがち．
（3）サーバーを動かさないと表示や動作の確認ができない．
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2.3 クライアント・サイド・レンダリング
そこで，今回提案する手法では，プログラムではなく，
ドキュメントの技術を使ってアプリケーションを記述する．

ネントそのものを作ることにも匹敵し，現実的ではない．

ジを記述するが，そのページはクライアント・サイドでレン

（3）エミュレーションは実際の表示と正確に同じではない．

ダリングされる．つまり，ブラウザーはカスタム・タグの入っ
たページを受け取り，JavaScript によってタグを対応する
を行う．さらに，UI だけでなくアプリケーションの動作もタ

て表示を確認しながら作業する必要がある．
（4）JavaScript や DHTML を使って作られた複雑なコン

❶
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UI コンポーネントの実体に置き変えることでページの表示

細かい調整をするには，プレビュー画面に切り替え

ポーネントをサポートするのが困難．

グで記述する．これにより，2.1 節で挙げた問題は次のよ
うに解決される．

これに対し，クライアント・サイド・レンダリング方式では
タグを実際の表示に展開する処理がクライアント側で行

ので，サーバー・サイドの技術には依存しない．

る．このとき，
アプリケーション実行時に使う実際のコンポー

（2）HTML や JavaScript を動的に生成しない．

ネントをエディター上での編集用にそのまま使うことができ

（3）サーバーがなくてもローカル・ファイルだけで表示・

るため，オーサリング・ツールはエミュレーションを提供す

実行が可能．
（デバッグが容易）
（4）ページ作成ツールは実行時と同じコンポーネントを編

❷

われるため，エディター上でも動的に実際の表示ができ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

（1）作成したページはサーバー・サイドでは解釈しない

る必要がない．しかも，エディターの編集領域の中で実

❸

際とまったく同じ表示・動作を再現することができる．

集時にも利用可能．
（後述）
（5）新規に作成，またはカスタマイズしたページは，即座
に実行可能．
（後述）

3.2 即時フィードバックの実現
アプリケーションを構成する UI コンポーネントの中には，
グラフ
（図 2 右）
やデータ
・グリッド
（図 2 左）
のように，
データ
・

3．ブラウザー上でのオーサリング

モデルと結び付けられ，そのデータをビジュアルに表示す
るものがある．通常，データはサーバー上に存在するた

ビジネス・ユーザーがコンテンツ編集の要領で簡単

め，アプリケーションをサーバー環境で実行して初めて実

にアプリケーションを作成するためには，
ドラッグ・アンド・

際のデータと共に動作を確認できる．従って，
オーサリング・

ドロップなどの簡単な操作で見た目を確認しながら編

ツールによってはダミーのデータを提供して実行時の雰囲

集できるオーサリング・ツールの提供が不可欠である．

気に少しでも近づける工夫をしているものもあるが，UI 画

本章では，2 章で述べたドキュメントによるアプリケーショ

面編集はデータなしの状態で行うことも多い．

ン記述のアプローチが，そのようなツールの実現に有効
であることを示す．

一方，クライアント・サイド・レンダリング方式の場合，
UI コンポーネントにとって，実際の実行環境で実行中な
のか，エディターの編集領域内で実行中なのか，違い

3.1 真の WYSIWYG の実現

はない．従って，エディター上でサーバーのデータと正

IT の専門家でないビジネス・ユーザーがアプリケーショ

しくバインドされれば，編集中でありながらも即座に実際

ンを作成することを可能にするには，WYSIWYG（what

のデータが表示される（即時フィードバック , Immediate

you see is what you get）型のオーサリング・ツールの提

Feedback）
．この特徴により，アプリケーションの実行時

供が必要となる．提案するドキュメント・モデルでは，プロ
グラムを使わずにタグだけでアプリケーションを表現する
ため，ツールで扱いやすいという利点がある．
さらに，本 来 の 意 味 の 通りの「 真 の WYSIWYG
（True WYSIWYG）
」を実 現 可 能 である．一 般 的な
WYSIWYG 型の Web オーサリング・ツールは次のような
問題がある．
（1）サーバー・サイドでレンダリングされるタグは表示結果
を擬似的に（画像を使うなどして）エミュレーション
しなければならない．
（2）コンポーネントの動作までエミュレートするのはコンポー

図 2．編集領域内のコンポーネント
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そのドキュメント・モデルでは，カスタム・タグを使ってペー
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の様子を確認しながら編集作業を行うことが可能となる

インド操作を，
実行時と同じ表示を確認しながら行えるツー
ルを実現可能であることを示した．本章では，さらにその

（図 2）
．

アプローチでアプリケーションの動作を記述する手法につ
3.3 ライブ編集の手法

いて述べる．

真の WYSIWYG および即時フィードバックは，実行時

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❶

と同じ本物の UI コンポーネントを編集時にも使用すること
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4.1 コンポーネント間の連携

で実現されるが，単に編集領域に実行時と同じようにコン

アプリケーションは通常複数のコンポーネントから構成さ

ポーネントを置くだけで済むわけではない．例えば，
ドラッグ・

れるため，必然的にそれらの連携が必要となってくる．コ

アンド・ドロップ操作でツリー・ビューからデータ・モデル

ンポーネント間の連携にはさまざまなレベルがある．例えば，

をコンポーネントにバインドしようと思ったら，コンポーネント

互いを知り密接な関わりがあるコンポーネント同士であれ

側がそのようなドロップを受け付ける（ドロップ・ターゲット

ば，直接的なメソッド呼び出しやプロパティーの参照が適

になる）ように作られていなければならない．しかし，コン

当であるかもしれない．

ポーネントに編集用の機能を実装するのは望ましくない．

提案する手法では，コンポーネント同士はできる限り疎

そこで，筆 者らは 編 集 時 メソッド（Design-time

な関係で，かつ自由な組み合わせが可能であることを目

Methods）およびヘルパー（Helper）と呼ぶ概念を考案

指 すため，基 本 的には Pub/Sub（Publish/Subscribe）

した（図 3）
．コンポーネントは JavaScript のオブジェクト

デザイン ･ パターンによるメッセージ通信で連携を行う．

として実装されるため，メソッドやプロパティーを外部から

Pub/Subを使えばメッセージの配信元があるトピックに対し

追加あるいは上書きすることが可能である．この性質を

てメッセージを送信（Pub）すると，
そのトピックを受信（Sub）

利用し，コンポーネントが編集ツール上でインスタンス化さ

しているすべての受信者がそのメッセージを受け取るこ

ドロップ・ターゲッ
れたときにメソッドを追加（mix-in）する．

とができる．ここで，送信側・受信側がメッセージを受け

トの設定，そのハンドラー，マウスによる移動処理，フォー

渡すのに必要なのはトピック名だけである．そこで，例え

カス枠の表示など，幾つかの機能はどのコンポーネントに

ば送信側コンポーネントは自分の id をプレフィックスとして

も共通して必要なので，ツール側が編集時メソッドとして

SelectionChanged などのメッセージを送信するように実装

提供する．

しておく．そのメッセージを受信したい場合は，次の例の
ようにしてタグの属性で送信者の id を指定すればよい．

ヘルパーA

ヘルパーB

<<mix-in>>

<editArea id="editArea1"/>

<<mix-in>>

コンポーネントA

コンポーネントB

<propertiesView target="editArea1"/>
コンポーネントC

<<mix-in>>

<<mix-in>>

以上のようにして，マークアップだけでコンポーネント間
の連携を容易に指定可能であることがわかる．

編集時メソッド

図 3．編集時メソッドとヘルパー

4.2 コンポーネント間のデータ交換
コンポーネント間でデータを受け渡したいことがある．

一方，コンポーネントに特有な編集時専用の機能を持

例えば，
地名を入力として緯度・経度情報を返すジオコー

たせたい場合もある．例えば，ラベル・コンポーネントは

ディング・コンポーネント（Geocoding）と，緯度・経度

実行時には文字列を画面に表示するだけだが，編集時

情報を入力としてその地点の地図を表示する地図コン

にはダブル・クリックして入力フィールドを表示させ，文字

ポーネント（Map）を連携することを考える．一般的なプ

列を編集する機能を持たせたいかもしれない．そのような

ログラミング・モデルでは，Geocoding コンポーネントのボ

場合はコンポーネントごとにヘルパーとして実装しておくと，

タンにイベント・ハンドラーを設定し，Map コンポーネント

編集ツール上で自動的にコンポーネントにその機能が追

のメソッドを直接呼び出すであろう（図 4）
．

加される．

4．マークアップによる動作記述

しかし，ここでの目的は，そのようなプログラミングをす
Button.onclick = function(e){
....
map.update(lat, lng);

3 章までに，
ドキュメントによるアプリケーション記述のア
プローチにより，コンポーネントの配置およびデータとのバ
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}

図 4．ボタンのイベント・ハンドラー
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ズし，ビジネスの現場で活用するといったことを可能にす
<<publish>>

るには，次のような要件が必要となる．

データ・モデル
coordinate

<<subscribe>>
地図コンポーネント

lat

Ing

とが可能
New York

U pdate

-74.005
緯度： 40.712

（XML DOM）

<<データ・モデル更新>>

経度： -74.005
ジオコーディング・コンポーネント

（2）作ったアプリケーションの共有が容易
（3）作ると同時に実行可能
前章までに（1）が可能であることを述べた．また，
（2）

❷

はゼロ・フットプリントWeb アプリケーションの最大の利点
でもあり，問題はない．ここでは，
（3）が実現可能であり，

ることなしにドラッグ・アンド・ドロップなどの簡単な操作で

さらにそれに対して複雑さを低減する設計が可能である

実現することである．
そこで，
提案する手法では，
両コンポー

ことを示す．

ネント間でデータ・モデルを共有し，同期を図ることでデー
タ交換をする（図 5）
．この手法では，両コンポーネント

❸

5.1 インスタント・デプロイメント

は同じデータ・モデルの変更を監視（subscribe）する．

2.1 節で述べたサーバー・サイド Web 技術では，アプ

それにより，一方のコンポーネントがデータ・モデルを更

リケーションを新規作成またはカスタマイズするには，コー

新すると，他方は即座にその変更後のデータを共有する

ディング→ビルド→デプロイといった工程を経なければな

ことができる．例えば，Geocoding コンポーネントは，ボタ

らない．サーバー・サイド・プログラミングの知識を必要とし，

ンが押され，緯度・経度が求まると，その情報でデータ・

開発エンジニアがやらなければならない作業である．

モデルを更新する．
データ
・モデルは変更を通知
（publish）

一方，今回提案するドキュメント・モデルでは，レンダリ

する．それを監視している Map コンポーネントは通知を受

ングにサーバー・サイドの処理を必要としないので，サー

け取り，地図の表示を更新することができる．

バー・サイドの技術に固有のビルドやデプロイといったス

この仕組みによると，連携に必要な編集操作は，1 つ

テップを踏む必要はない．従って，オーサリング・ツール

のデータ
・モデルを 2 つのコンポーネントに結び付ける（バ

で作成したページをサーバーにアップロードするだけでよ

インド）だけでよい．すなわち，あらかじめ提供されてい

く，アップロード完了と同時に実行が可能である（インス

る緯度・経度データ・モデルをドラッグし，Geocoding と

タント・デプロイメント）
．

Map の両方にドロップするといった簡単な編集操作で連
携を可能にすることができる．

また，このときサーバー・サイドに要求される機能は，
基本的には「要求された静的なページをそのまま送信す

ここで生成すべきマークアップは，図 6 に示す例のよう

る」ことだけであるため，サーバー ･ サイドのシステムは

に簡単なものになる．データ ･ モデルを表す <Model> タ

どのようなプラットフォームや技術を使っても実現可能なほ

グの id を両コンポーネントが参照している．ボタンのイベン

どシンプルであり，柔軟な設計が可能である．

トの処理やアクションの記述といった複雑さは登場しない．
5.2 RESTful な設計
<Model id="model1" src="coordinate.xml"/>
<Map modelId="model1"/>
<Geocoding modelId="model1"/>

図 6．生成するマークアップの例

HTTP でリクエストするとシンプルな XML を返す簡
易 Web API を REST と総 称することが 多いが，特に
REST の本来の原則に従うシステムは RESTfulと呼ばれ
る［9］
．RESTful システムは次の特徴を持ち，複雑さを
低減する効果がある．

5．
シチュエーショナル・アプリケーション作成環境
の実現

（1）サーバー・サイドはステートレス
（2）すべてのリソースは固有の URI を持つ
（3）GET/POST/PUT/DELETE でリソースを操作

IT の専門知識も，プログラミング知識もないビジネス・
ユーザーが自らの手でアプリケーションを作り，カスタマイ

例えば，JSF の場合はサーバー・サイドに存在するライ
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図 5．データ・モデルの共有によるデータ交換

❶
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<<subscribe>>
40.712

（1）プログラミングではなくコンテンツ編集の要領で作るこ
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フサイクルや UI コンポーネント・ツリーでステートを
管理しながら処理が進む．そのため，想定された
シーケンス通りにページ遷移しなければ正常に動
作しないことになり，そのままでは RESTful な設計
には向かない．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❶

一方，クライアント・サイド・レンダリング方式では
サーバー・サイドには一切ステートを持たないので，

アプリケーション・
ドキュメント

ブラウザー・ツール・プラットフォーム

（ビュー・レイアウト

ワークベンチ

カスタム・
ワークベンチ

ビュー

カスタム・
ビュー

ビュー・バインディング）

設定ファイル
（コンポーネント定義
ファイル、他）

エディター

カスタム・
エディター

RESTful な設計が可能である．シチュエーショナル・
アプリケーション作成環境においては，ページをリソー

❷
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スととらえ，リソースの操作は RESTful の原則に従う

コンポーネント

アクション ドラッグ・アンド・ドロップ
セレクション コマンド イベント
データ・バインディング

ことで，クライアント，サーバー双方で見通しの良い
設計を行うことができる．

カスタム・アクション
その他

ツール・インフラストラクチャー

ヘルパー

アーキテクチャー

図 7．プラットフォームのアーキテクチャー

6．
ブラウザー･ツール･プラットフォームの実装

❸

これまで，
ドキュメントによるアプリケーション記述の
手法により，マークアップだけでコンポーネントを組み

DataSource設定ファイル

合わせたアプリケーションの表現が可能であり，それ

Toolbar設定ファイル

ゆえにそのオーサリング・ツールが実現可能で，さら

アプリケーション・
ドキュメント

に作ると同時に実行させることが可能であることを

<html>
<body>
<dojo:LayoutContainer>
<dojo:ContentPane>
<btp:Toolbar/>
</dojo:ContentPane>
<dojo:SplitContainer>
<btp:TabPanel>
<btp:DataSouroeView>
</btp:TabPanel>
<btp:TabPanel>
<btp:OutlineView>
</btp:TabPanel>
......

述べてきた．その種のニーズにはさまざまな要求のバ
リエーションが存在し，今後ますます広がりを見せて
いくと考えられる．そこで，筆者らはさまざまなニーズ
に合わせたブラウザー ･ ベースのオーサリング・ツー
ルを効率よく開発可能なブラウザー ･ ツール・プラッ
トフォームを実装した．

Palette設定ファイル

<Toolbar>

Available
DataSource

<EditArea>

<DataSource>

<Palette>

<SourceView>

<OutlineView>

<PropertiesView>
<StyleView>
<Console>

6.1 プラットフォームのアーキテクチャー
ブラウザー ･ ツール ･ プラットフォームは Eclipse

Available
Components

<PieChart>

図 8．ツールの構成

プラットフォーム［10］に影響を受けたアーキテク
チャーとなっている（図 7）．Eclipse 同様にビュー
やエディターという概念があり，それらを組み合わ
せる形でツールが構成される．ツールで共通に必

ページ・エディター

要となる，アクション，ドラッグ・アンド・ドロップ，セ
レクション，コマンド，イベントなどの機構はプラット
フォームが提供する．

XMLエディター

6.2 ツールの構成
ダイアグラム・エディター

プラットフォームのユーザーであるツール開発者は，
既存のビューやエディターを拡張したり，独自に実装
して追加することができる．ここで，ツールで作成す
るアプリケーションと同様に，ツール自身もドキュメント
で記述されている（図 8）
．従って，ビューの追加や
レイアウト変更はドキュメントのタグを書き換えるだけ
で簡単に実現できる．また，ビュー間あるいはビュー
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図 9．オーサリング・ツールの例

タグの属性を用いて実現できる．疎結合なコンポーネント
指向の柔軟なアセンブリー・モデルが提供されるので，
ツー
ル開発者にとってもドキュメント技術の活用は開発効率を
れたツールの例を示す．

7．おわりに

［7］ L. Cherbakov, A. Bravery, B. D. Goodman, A. Pandya, and J.
Baggett: “Changing the corporate IT development model: Tapping
the power of grassroots computing,” IBM Systems Journal, Vol. 46,
No. 4, pp. 743-762（2007）.
［8］ 若尾, 三浦, 神山, 田添: はじめてのJSF―Web開発を変えるJavaフ
レームワークのすべて, 日経BP社, ISBN4822221253（2004）.
［9］ Roy T. Fielding: Architectural Styles and the Design of Networkbased Software Architectures. Doctoral dissertation, University of
California, Irvine（2000）.
［10］Eclipse.org, Eclipse Foundation, http://www.eclipse.org/.

❶
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向上させる効果がある．図 9 にプラットフォーム上に作ら

ＩＢＭプロフェッショナル論文

とエディター間の連携に関しても，4.1 節で述べた手法で

❷

ＩＢＭプロフェッショナル論文

本論文では，Web2.0 時代の高度でプラットフォームに
中立な Web アプリケーションを効率良く作成するには，
ド
キュメントによるアプリケーション記述が有効であることを示
した．プログラミングではなく，
ドキュメントの技術・手法が
使えることにより，IT の専門家ではないビジネス・ユーザー

❸

にもコンテンツ編集の要領でアプリケーションの作成ができ
るオーサリング・ツールの実現も可能となる．さらに，Wiki
の感覚でアプリケーションを手軽に作成またはカスタマイズ
し，その場で直ちに実行可能な「シチュエーショナル・ア
プリケーション」の世界も実現可能であることを示した．
また，多様なニーズに効率よく対応するために，ブラウ
ザー・ツール・プラットフォームを実装し，その上に複数種
類のオーサリング・ツールを実装することで，さまざまなタイ
プの要求に対して提案手法が有効であることを確認した．
ブラウザー・ベースのアプリケーションの高度化，ライフ・
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