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 本論文では，“Web2.0”で代表される技術を用いた Web ア

プリケーションにおいて，JavaScript に基づくアプリケー

ションの連携・統合の枠組みを示す．大きな特徴は，データ

とコントロールの両インタフェースを持つ“モジュール”と

呼ばれる概念を定義したことである．モジュールの利用によ

り，サービスの“マッシュアップ”が JavaScript の知識が

なくとも自然かつ効果的に記述できるようになった．本論文

ではモジュールを利用したマッシュアップのモデルとその

実装手法について詳述する． 

 
This paper presents a Web2.0 technology based 

framework for JavaScript service composition. The 
framework defines a new concept called Module which has 
two interfaces for data and controls. With modules, users 
can easily and effectively compose complex mashups of 
services without prior knowledge of JavaScript. In this 
paper, we describe a mashup model using the modules 
and its implementation method. 

 
1. はじめに 
現在『Web2.0』[1]というキーワードで示される『次世代

の Web』に注目が集まっている．この用語そのものはマーケ

ティング目的も含め多様な意味合いがあるものの，Web の利

用環境が大きく変化しつつある事実に注目が集まっている

ことは重要である． 

Web2.0 では多くのアプリケーションはクライアント側の

環境，特に Web ブラウザを実行基盤としており，例えば

Google は表計算やワードプロセッサの機能を，ブラウザ上で

稼動する形で提供している．旧来のスタンドアロンアプリケ

ーションのモデルで説明するなら，Web ブラウザがオペレー

ティングシステムに相当し，その上で動作するプログラミン

グ言語，すなわち JavaScript によって，様々なアプリケー

ションが実装されている．Web ブラウザ上で動作するほぼ唯

一のプログラミング言語であり，Web2.0 の根幹を成す重要な

技術とされている JavaScript は，以前は簡易スクリプト言

語として Web コンテンツの補助的な役割のみを担っていた．
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このような歴史的経緯から JavaScript において大規模プロ

グラムの体系的な構築手法や，コードを再利用するための標

準技術はほとんど議論されてない．上述のように規模の大き

いアプリケーションがJavaScriptで実装されつつある現在，

JavaにおけるJavaBeansや WebにおけるWebサービスなどに

相当する，標準的なサービス構築・提供の枠組みを実現する

ことが極めて重要と考えられる． 

また，Web2.0 では，マッシュアップと呼ばれるサービスの

合成・連携が注目されている．一般的にマッシュアップとは

複数の Web API を横断的に利用する事を指しており，例えば

『シャッフルカードじゃらん[2]』は Google Map API と『じ

ゃらん Web サービス[3]』をマッシュアップして特徴的な検

索サービスを実現している．また，エンタープライズ・マッ

シュアップ[4]と呼ばれる組織内のイントラ応用も注目され

ている． 

クライアント側でのサービスの連携・統合と言う点では，

マッシュアップはエンドユーザへの親和性が極めて高く，ま

たJavaScriptのプログラムは可搬性が高く相互利用にも適

している．しかし，マッシュアップにはJavaScriptの知識が

必要であると共に，利用する個々のサービスのAPIや後述の

AJAX，JSONといった関連技術に精通していなければならず，

エンドユーザが多様なサービスをクライアント側で自在に

マッシュアップできる，という状況にはない． 

そこで本研究では，クライアント側でのエンドユーザによ

る容易なマッシュアップ環境の実現を主眼として，

JavaScriptプログラムを機能単位でカプセル化するための

『モジュール』を提案し，複数のモジュールを容易に連携さ

せる仕組みについて示す． 

重要な特徴は，モジュールにおいてJavaScriptの言語の特

徴やそのデータであるHTML要素の構造や処理に適した抽象

化を行った点であり，これにより生成されるコードの簡潔さ

を維持しながらAjaxやJSONによる非同期通信やWebサービス

の利用，そしてブラウザの種類によらないWebコンテンツや

デザインの動的な編集を行う事ができる． 

本論文では続く２章で関連研究と提案手法を簡単に紹介

する．３章でモジュールの仕様とマッシュアップの手法につ

いて述べ，４章ではそれらの実装技術とコーディング手法に

ついて示す．５章でまとめと今後の課題を述べる． 

2. 問題点と関連する用語・技術 
2.1 モデルに対する要件 

本研究は，クライアント側でのサービス連携・統合，特に

ブラウザを基盤とした抽象化の枠組みであり，BPEL，WSDL，

UDDIといった技術を用いたWebサービス基盤とはアプローチ

が異なる．さらに，Web2.0ではサーバ層(Webサーバ)とプレ

ゼンテーション層(HTML＋Webブラウザ)という二つのレイヤ

間で，JavaScriptによって実装される，高度なユーザインタ

ラクションが可能となるため，モジュール化のモデルには以

下の機能上の要求がある． 

1） JavaScriptの言語仕様に適した抽象化 

2） 実行基盤であるWebブラウザに適した処理モデル 

3） HTML部品の扱いに適したデータ記述・処理 

まず，ブラウザ上で連携・統合されるサービスは，一般的

にはボタンやフォームといったHTML部品を基礎としたイン

タフェースを有している．このようなインタフェースに基づ

いて動作するJavaScriptプログラムはイベントドリブン形

式で記述され，例えばユーザのマウスやキーボード操作はブ

ラウザによってイベントとしてプログラムに通知される．イ
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ベントによって呼び出されたコールバック関数は，動作を開

始すると必要に応じてユーザがフォームに入力した値を取

得する．このように，モジュールはイベントドリブンの処理

とコールバックを意識したモデルである必要がある． 

さらに，例えばWebページ上の特定の描画領域(<DIV>要素)

を参照して，モジュール内部から参照先の描画領域を自由に

利用するなど，HTMLの構造要素の特徴に沿ったインタフェー

スを有する必要もある． 

このような要求は，従来のソフトウェアのもモジュール化

手法やWebサービス基盤では直接扱われていないものであり，

独自のモデル化が不可欠であると考えられる． 

2.2 関連技術・用語 

1）AjaxとJSON 

Web2.0を代表する技術にAjax(Asynchronous JavaScript + 

XML)とJSON(JavaScript Object Notation)がある．Ajaxはブ

ラウザとサーバ間で非同期通信を行う仕組みであり，JSONは

JavaScriptプログラムから特別なパーサ無しに読み込む事

ができる半構造データ形式である．本研究の立場からは，こ

れらは通信に関する詳細なので，抽象化による隠蔽によって

利用者が簡便に利用できるようにする必要がある． 

2）REST WebサービスとWeb API 

REST WebサービスとはHTTPプロトコルを用いてアクセス

するサーバサイドの技術である．またGoogle Map APIのよう

に，JavaScriptからアクセスするクライアントサイドのAPI

はWeb APIと呼ばれている．両者ともWeb2.0を支える技術と

されており，本研究で利用できるようにする必要がある．1），

2）の本手法での利用法については4章で示す． 

3）RoRとSCA 

本研究のようにWeb2.0技術を簡単に利用する仕組みとし

てはRubyを利用したRoR(Ruby on Rails)[5]がある．また，

提案するモジュール形式を定義する点で本研究と類似性の

ある提案としてSCA[6]がある．これらはサーバ側に立脚した

技術であり問題領域が異なると考えられる 

 

3. 提案手法のモデル 
3.1 概要 

本論文では，モジュールとは提案手法によってカプセル化

されたJavaScriptのオブジェクトとし，マッシュアップとは

モジュールの処理を複数繋げて，一連の処理を定義する事と

する．以下，前述した要件に従って，提案するモジュールと

マッシュアップのモデルについて詳述する．図１は提案手法

のモジュールとそのマッシュアップの模式図である． 

3.2 モジュールのモデル 
モジュールは実装をカプセル化する単位であり，先の要求

を満足するために以下のインタフェースが定義されている． 

1. Hand:モジュール間の値の伝達を行うインタフェース

である．入力Handと出力Handの２種類を持ち，入力Hand

には他のモジュールの出力Handが接続（後述）される．

実行時には，接続されている出力Handが持っている値を

取得する．出力Handは，別の入力Handへ接続する．モジ

ュールの実行終了時に出力する値を保持する． 

2. Eye：他のモジュールを参照するためのインタフェース

である．提案手法ではHTML要素もモジュールとして扱う

ことが出来るので，例えばGoogle Map を表示するため

の<div>要素を接続して，モジュール内のコードからそ

の地図を利用・操作するといった使い方が出来る． 

3. Foot：モジュールの動作終了時に，リンクされたモジ

ュールを起動のするためのインタフェース．Footは複数

個定義でき，処理に応じて一つを選び，そこに接続して

いるモジュールを起動する．Footによりモジュールを起

動する事をKickと呼んでいる． 

3.3 マッシュアップのモデル 
提案手法はWebページ上のJavaScriptプログラムとして動

作し，ユーザはブラウザを通して利用する．実装についての

詳細は後述するがモジュールはJavaScriptオブジェクトと

して定義されており，ファイルとしてWebサーバ上に配置す

る．通常のJavaScriptファイルと同じく<script>タグでモジ

ュールがWebページにバインドされる．JavaScriptのファイ

ルはHTMLファイルと異なるサーバにあっても良い．つまり

HTMLファイルの存在するホストのみならず，分散して存在す

る複数のモジュールをマッシュアップする事が可能である． 

マッシュアップとは複数のモジュールのインタフェース

間を接続して一つの動作を定義することである． 

マッシュアップの制御構造はモジュールに定義されてい

る複数のFootによる処理の分岐，およびFootのリンクで閉回

路を作ることによる処理の繰り返しができる．提案手法では

処理の流れがFoot，データの流れがHandにより定義されてお

り，データと処理を別々定義できる事が特徴である． 

例えば図１の郵便番号から緯度経度を得るマッシュアッ

プを考える．まず処理の流れを考える．郵便番号から住所を

検索するモジュールのFootは正常終了した場合のSTDと異常

終了した場合のERRが定義されている．正常終了した時にジ

オコーディングモジュールを呼び出したいので，STD Footに

ジオコーディングモジュールをリンクする．異常終了した場

合はエラーのログをとる為にエラーロギングモジュールへ

リンクする．次に値の流れを考える．出力Handは住所とエラ

ーメッセージの二つ定義されている．住所はジオコーディン

グモジュールへリンクし，エラーメッセージはエラーロギン

グモジュールへリンクする．リンクする事によりリンク先の

モジュールが起動された時，そのモジュールはリンク元の出

力Handの値をコールバックにより取得する． 

このようにマッシュアップ作成者は住所検索やジオコー

ディングの実装を考える事なく，モジュールのインタフェー

スのリンクを定義するだけで様々な機能をマッシュアップ

する事ができる． 

3.4 HTMLフォーム部品のモジュール化とイベント 
提案手法ではHTMLエレメントもモジュール形式にラップ

される．ほとんどのHTMLエレメントはマウスのクリックを通

知するイベントonClickやマウスが領域に入った事を通知す

図 1  モジュール同士の接続 

Figure 1 Connections between Modules 
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るonMouseOver，出た事を通知するonMouseOut等のイベント

を持っている．これらのイベントはモジュール形式にラップ

する事によってFootとして再定義される． 

例えばフォーム部品のボタンをクリックした際に別のモ

ジュールを起動させたければ，そのボタンモジュールの

onClick Footに起動するモジュールをリンクすればよい． 

またテキストフィールドやチェックボックスなど値を持

つエレメントは，値に入力Handと出力Handを通じてアクセス

することができる．テキストフィールドの出力Handを別のモ

ジュールの入力Handにリンクすれば，そのモジュールが起動

した時，テキストフィールドの値が自動的に読み込まれる． 

マッシュアップの作成者は，これらHTMLフォーム部品のモ

ジュールやWebで公開されているモジュールをつなぎ合わせ

て，独自の処理を作成者のWebページに組み込む事ができる．

モジュールはブラウザの通知するイベントと親和性が高く，

Webページとシームレスな連携が行える． 

3.5 Web APIや外部サービスのモジュール化 
現在Web APIは共通形式としてのモデル化がなされていな

い為，個々のAPI作成者が独自のモデルで定義している．こ

のため，マッシュアップにはJavaScriptに関する知識と，利

用するAPIの理解が必要である．REST Webサービスなどの外

部サービスの利用でも同様である．本手法では，これらのAPI

や周辺技術をモジュールで隠蔽できるので，マッシュアップ

の容易化に貢献できると考えられる． 

その際，マッシュアップの為のコードはすべてシステムに

よって自動生成する事ができる．さらに，提案手法ではモジ

ュール自体の作成を容易に行うために，モジュール作成者に

対してAjaxやJSON等を行う際の定型的なコードを自動で生

成する事が可能である．これらの仕組みは４章で詳述する． 

 

4. モジュール作成と利用方法 
4.1 概要 
本章では，モジュールの作成方法と，マッシュアップによ

るモジュールの利用方法について述べる．JavaScriptは言語

仕様としては継承などの仕組みを持たず，コードの再利用性

が低い言語である．そこでモジュールのモデルを実現するた

めの定型的なコードを自動生成する事により，コーディング

量を大幅に削減している．また，次節で説明するテンプレー

トの仕組みにより，AjaxやWebサービスとの通信など，定型

的な処理にかんするコーディングも自動化している． 

4.2 モジュールの生成 
提案手法ではテンプレート，スケルトンコード，モジュー

ルコーディングという三つの開発ステップを設ける事でモ

ジュールの実装を簡単にしている．モジュールの制作者は，

まず自分の実現したいモジュールに適したテンプレートを

選ぶ．現在，テンプレートはAjax用，REST Webサービス用，

汎用を用意しているが，拡張可能である．テンプレートには

それら高度でかつ定型的なコードがすでに含まれており，そ

の技術の知識がなくともユーザが利用できるようになって

いる．次に，インタフェースの定義を行い，モジュールとし

ての体裁が整ったスケルトンコードを生成し，開発者それに

対してコーディングする．モジュール開発を図２に示す． 

提案手法では，用途別にライブラリが既に組み込まれ，コ

ードが最適化されたテンプレート用いてスケルトンコード

の生成を行うため，ユーザが実際にコーディング量は非常に

少ない．たとえば提案手法において住所から対応する緯度経

度を得るモジュールの作成するとき，ユーザが実際に書くコ

ードは次の４行である． 
Preparation(ken，address)関数内 

01: var url = "http://geocode.csis.u-tokyo.ac.～略～.cgi"; 
02: var queryString = {'addr': (ken + address)}; 

Main(responseJSON)関数内 
03: this.lat = responseJSON["candidate"]["latitude"]; 
04: this.lon = responseJSON["candidate"]["longitude"]; 
Preparation関数内である01行目，02行目で利用するREST 

WebサービスのURLと渡す値を指定する．このモジュールは入

力Handにken(都道府県名)とaddress（市区町村名以下）が定

義されているが，これはPreparation関数の引数に値が渡さ

れ，関数内からはそれぞれken，addressという変数として利

用できる．REST Webサービスへの接続と結果の取得や入出力

Handの扱いそしてKickの操作は提案手法によって自動生成

され，スケルトンコード内に予め定義されている．実際，こ

のモジュールは50行からなるプログラムだが，その殆どを自

動生成することができる． 

完成したモジュールはWebサーバ上にファイルとして配置

すれば，Web全体に公開される．モジュールは利用者のHTML

ファイルで<script>タグを使いバインドする． 
01: <script type="text/javascript"  
02:   src="http://yokoyama.ac/dbsjl/addr2latlon.js">  
03: </script> 

4.3 モジュールの自己記述性 
一般的な問題としてモジュールとして機能をブラックボ

ックスにしてしまう事は，各モジュールがどのような機能を

有しているかをユーザに伝える事も困難となってしまう．例

えばWebサービスでは別途WSDLと言うサービスのディスクリ

プションを定義する仕様が存在する．提案手法ではモジュー

ル自体がJavaScriptコードのレベルにおいてモジュールや

インタフェースを自己記述する事ができる． 

01: /* モジュールのタグ付け */ 
02: this.profile = {about: "ジオコーディング"}; 
03: /* 入力Handのタグ付け */ 
04: this.input$ken= 
05:    new ac.yokoyama.wasabi.InputHand({about:"都道府県名"}); 
モジュールに関する記述はprofileに格納され，インタフ

ェースに関してはインタフェースのコンストラクタの引数

として定義される．現在はシンプルなタグ付けのみを行って

いるが，自己記述性に関する拡張は今後の課題である． 

またモジュールに定義されているインタフェースはモジ

ュールが定義されているJavaScriptオブジェクトメンバと

して定義されている．JavaScriptは型付けの弱い言語なので，

インタフェースの種類は変数名によって区別される． 

01: 入力Hand： var this.input$HandName; 
02: 出力Hand： var this.output$HandName; 
03: Eye： var this.eye$EyeName; 
04: Foot： var this.foot$FootName; 

 
図 2  モジュール作成の為の３ステップ 

Figure 2  The Three Steps of Modules Creation 
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これらの仕組みにより，マッシュアップのデザイン時にも

モジュールをバインドする事により，モジュールの説明，お

よびインタフェースの設計とそれぞれに関する説明を利用

者に提示することができる．現在はタグ付けのみを行ってい

るが，今後は型やセマンティクスの導入を考えている． 

4.4 マッシュアップによるモジュールの利用 

ここまで述べてきた提案手法のモデルおよび作成・利用手

法に基づいて，本節ではマッシュアップの実際のコードを例

示しつつ，マッシュアップがエンドユーザにとって効果的な

実装になる事を示す． 

マッシュアップの実装は次の順に定義を行う． 

1. モジュールインスタンスの作成 

2. HTML要素のモジュールインスタンスの作成 

3. モジュール間のインタフェース接続を定義 

これらの定義は，HTML の <head> 要素内で JavaScript 

として記述される．ただし，これらは実際にコードとして記

述するわけではなく，GUIシステムを介してコードを自動生

成することが前提である．本論文で提案するモデルを利用す

ればマッシュアップのコードは非常にシンプルになる． 

図３はユーザが入力した郵便番号が表す地域の地図を表

示するマッシュアップである．利用しているモジュールは次

の三つである． 

1. 郵便番号から住所を検索するAjaxを用いたモジュール 

2. REST Webサービスである『CSISシンプルジオコーディン

グ実験(街区レベル位置参照情報)[7]』を利用し，住所

から緯度経度情報を求めるモジュール 

3. Google Map APIを利用して，緯度経度から周辺の地図を

eyeにリンクされたHTMLファイル中の<div>描画領域に

表示するモジュール 

03行目から05行目にて利用するモジュールのインスタン

スを作成している．続く07行目から11行目ではこのマッシュ

アップで利用するHTML要素をモジュールインスタンス化し

ている．そしてモジュール間のリンクとしてHand（13行目か

ら19行目），Eye(21行目)，Foot(23行目から25行目)を定義

している．このマッシュアップの開始条件はthis.btnStartt

という名前でモジュール化されたib_btnというidを持つボ

タンがクリックされた時である．btnStartモジュールはクリ

ックされるとthis.zip2addrをKickする(23行目)． 

このように，提案手法では複数モジュールのマッシュアッ

プが非常に簡潔に記述できる．しかも，非常に構造化された

コード体系のため，マッシュアップの為のコードを自動生成

することも可能だ．このマッシュアップおよびコード自動生

成のデモを文献[8]に公開している． 

5. まとめと今後の課題 

本論文ではWeb2.0というキーワードで代表される技術を

利用・連携するための枠組みを述べた．今後の課題としては

モジュールの再利用を主眼として，リポジトリや効果的なモ

ジュールの発見の仕組みを考え，より利用のしやすい環境の

構築を目標としたい． 

Webの世界では，オーサリングツールを利用すればHTML の

知識がなくても表現力の高いWeb ページを作成できるよう

になった．同じように，JavaScriptやWebサービス，API等の

技術の知識がなくとも，Web上に分散して存在する複数の公

開サービスを自在に組み合わせて横断的，あるいは選択的に

利用できる環境を最終的に提供したい． 
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