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あらまし 近年，Web上のデータソースを複数組み合わせて新たなサービスを形成するマッシュアップが注目を集め

ており，マッシュアップを容易に実現するための各種フレームワークも提供され始めている．Webアプリケーション

が複雑なマッシュアップデータを利用者に対して提供する場合は，利用者からの入力の部分的変更やデータソースの

一部更新に対して計算を全てやり直すのは非効率的であり，必要な部分だけ再計算すべきであろう．本研究では，入

力の変更への柔軟な対応が可能なマッシュアップ機構及びそのデータを利用するWebアプリケーションを容易に作成

可能なフレームワークを提案する．提案フレームワークは，マッシュアップの関係と表示方法を記述するだけで利用

可能であり，入力の変更やデータソースの更新時には影響を受ける部分のみ再計算を行う．Webアプリケーション側

では，マッシュアップされたデータの更新部分の通知を受け取り，必要な時のみ再描画を行うGUIコンポーネントを

提供する．
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Abstract Mashup is a remarkable method that combines data from more than one source into an integrated

service. Some frameworks and tools that make it easy to create web mashups are beginning to be provided. When

some of user inputs or some of web service results change in a mashup application that combining data from many

sources, it is inefficient to re-request data from all sources for mashup. It is reasonable to re-request and re-combine

only data that is updated and needed for display. We propose a mashup creation framework that re-computes

and combines only data influenced by change of input data. Developers can create mashup applications with this

framework only by preparing a configuration file that describes how to combine sources and how to display the data.
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1. は じ め に

近年，複数の Web サービスを組み合わせる，マッシュアッ

プが注目されている．マッシュアップを用いることで，新たな

価値を持った様々な情報を生み出し，利用することが可能であ

る．我々は，マッシュアップで得られたデータ（マッシュアッ

プデータと呼ぶ）を閲覧できるような Web アプリケーション

（以下 Web アプリ）開発用フレームワーク [1]の研究を行って



図 1 Web アプリ例（スクリーンショット）

いる．このフレームワークでは，利用者の入力や Web サービ

スの組み合わせ方（マッシュアップ設定と呼ぶ）と，その表示

方法に関する指定を行うだけで，Web アプリ上で Ajax widget

を用いたインタラクティブなマッシュアップデータの閲覧を可

能とする．加えて，マッシュアップは，利用者の閲覧操作に応

じて要求駆動で行われる．このため，多種多様なマッシュアッ

プ項目をアプリケーション上に準備した場合でも，必要に応じ

たデータ問い合わせのみが行われる．

現在，上記フレームワークのアプリケーション領域の拡張を

行っているが，その上で，部分的な入力変更への対応や，時間

経過にともなうデータ再取得の必要性が顕在化してきた．例え

ば，利用者が一部入力キーワードを変えながら各種検索を試す

のは，良くあることである．利用者が入力項目の一部だけを変

更する場合や，あるいは，Web サービスの結果が時間経過に

より変化するような場合に，全てのマッシュアップをやり直す

のではなく，必要な部分のみ再計算を行うべきである．

本論文では，入力データの部分的変更に対応したマッシュアッ

プアプリケーション開発フレームワークとその実装について提

案を行う．利用者による入力や Web サービス問い合わせ結果

の変化に依存し，かつ，利用者のデータ閲覧部位の表示に必要

な部分のみ再計算を行うような部分的マッシュアップ手法を提

案し，我々のフレームワークへの導入を行う．本フレームワー

クでは，以前から，マッシュアップ設定記述に基づいたマッシュ

アップデータの自動構築を行っており，今回，上記設定記述か

ら，入力データとマッシュアップデータ間の依存関係を求める．

これにより，現在利用者が閲覧しているマッシュアップデータ

の中で，更新すべきものだけを再計算する事を可能とする．

論文構成は以下の通りである．まず，2.節において今回対応

したいアプリケーション事例を挙げて研究の動機付けを行い，

3. 節において我々のフレームワークの基本モデルについて紹

介を行う．4.節で，今回提案する入力データ更新に応じたマッ

シュアップの部分的再計算手法を紹介し，5.節で関連研究紹介

を行い，6.節でまとめを行う．

2. アプリケーション事例

本節では，マッシュアップ事例を通じて，入力データの部分

的更新が起きる状況の説明を行う．利用するのは，ホテル検索

アプリケーション（図 1）である．

本アプリケーションでは，利用者の入力としてホテル検索の

ためのキーワードと，宿泊日程を与えることができる．キー

ワードに対してホテル一覧情報が検索され，左側ページに表示

される．列には，ホテル名・住所などの基本 Web サービスが

提供する情報以外にも，最寄り駅距離・空きがある宿泊プラン

の最安値情報など，別の Web サービスから得られた情報も表

示されている．利用者は，左側ページでホテルを選択すると，

宿泊日程に応じた空室一覧が表示される．多くのホテルが表示

されている場合は，最寄り駅距離によって，ホテルの絞り込み

なども可能である．

このような Web アプリでは，例えば夏休みの旅行予定を立

てる利用者が，宿泊日程を変更しながら検索を繰り返すのは良

くあることである．また，最繁期の予定であるなら，刻々と変

化する空室状況に応じて，宿泊プラン情報を更新すべきであろ

う．このような状況に対応するため，我々のフレームワークで

は，部分的入力変化に応じたマッシュアップの一部再計算を導

入する．マッシュアップ設定情報を元に，宿泊日程が変更され

た場合は，日程情報に依存する項目（左ページの最安値情報や，

右ページの空室状況）で，現在表示されている部分についのみ

再計算・表示の更新を行う．また，Web サービスに対し，問い

合わせ結果の有効期間を設定できるようにし，有効期間を過ぎ

た結果については，表示に必要であれば再問い合わせを行う．

今回紹介した Web アプリケーションは，楽天によって提供

される下記のホテル検索用 Web サービス群 [2]，及び最寄り駅

検索サービス [3] を組み合わせて実現した．

• 基本ホテル検索：入力キーワードに対して該当するホテル

一覧を返す

• ホテル詳細検索：ホテル ID（上記検索で求まる）から住所

などの詳細情報を返す

• 空室検索：ホテル IDと宿泊日程に対して，空室のリスト

とその価格などを返す

本フレームワークでは，Web サービスの組み合わせ方と表

示方法を設定ファイルに記述するだけで，Web アプリの実現

が可能である．システム内部では，入力が与えられると，まず

キーワードを基にした基本ホテル検索を行い，（ホテル件数が多

い場合は）現在表示対象となっているホテルに対して詳細情報

（住所取得のため）・最寄り駅検索（入力は住所情報）・空室検

索（最安値情報のため）を行う．その後，日程入力が変更され

たり，あるいは空室検索の有効期限が過ぎた場合は，閲覧デー

タの更新に必要な対象に対してのみ空室検索を再度行い，表示

に反映させる．その際，一覧ページを改ページしているような

場合は，前のページに関する再計算は行わず，また，ホテル一

覧に対し駅距離によるフィルタリングを行っているような場合

は，フィルタにより非表示とされたホテルに関しても再計算は

行わない．

3. モ デ ル

フレームワークの実装の説明に入る前に，本節でモデルにつ

いて述べる．我々のフレームワークでは，利用者の入力やWeb

サービスの組み合わせ方をマッシュアップ設定として記述し，

生成されたマッシュアップデータをどのように表示するかを指



図 2 システム概観

図 3 構築される木構造 (Mashup Tree)

定するだけで，マッシュアップデータの表示を行う Web アプ

リを作成できる．2.節の Web アプリには，後述する図 4及び

図 6 のマッシュアップ設定ならびに表示設定記述例を用いた．

フレームワークは，マッシュアップデータの構築と提供を担

当するデータモデル部と，Web アプリ画面上の入出力コンポー

ネント群である表示部により，利用者の操作に合わせたマッシュ

アップと Web アプリ上での表示を実現する（図 2）．

3. 1 データモデル部

本フレームワークでは，マッシュアップデータを図 3のよう

な Mashup Treeと呼ぶ木構造データで表現する．アプリ開発

者は，Web サービス（注1）などの組み合わせ方を Mashup Tree

の形で表現し，それに従ってシステムが木の構築を行う．この

図は 2.節の例で，図中の矢印はデータの流れを表現する．

この例には，検索キーワード: keyword，宿泊日程: checkIn-

Date/checkOutDate という複数の利用者入力がある．まず始

めに，keywordを引数にホテル検索 (hotelSearch)を行い，その

結果からホテル情報 (hotel)の一覧を取得し，ホテル名 (name)

やホテル ID(id) を求める．次に，ホテルの住所 (address) 等

の詳細情報や空室情報 (room) などを得るために各ホテル毎に

ホテル詳細検索 (hotelInfo)，空室検索 (roomSearch)などを行

う．空室情報は，各日付毎の料金 (charge)をリスト形式で持つ

ため，計算により合計料金 (chargeSum) を求めている．最安

値 (lowest)も同様である．

hotel のように結果が複数の要素になる場合は，node list

と呼ぶリストデータ構造で表現する．例えば各ホテル毎の情報

は，node list の各要素 node もしくはその子として表現する．

一方で，Web アプリ全体で唯一となるデータやリスト形式デー

タは，Mashup Treeの頂点である top node の子 node や子

node list として表現する．top node 及び node list の親子関係

（図中，実線で表現）でデータの 1 対 N 関係を表現する．top

（注1）：現状では， REST 形式の引数指定でアクセスを行い，結果が XML 形

式で返されるものに限定される．

1 <mashUpDef>
2 <input name="keyword"/> /* checkIn/OutDate も同様 */
3 <request name="hotelSearch" baseURL="http://...">
4 <refParam key="keyword" src="keyword"/>
5 </request>
6 <extractList name="hotel" src="hotelSearch" path="Hotel">
7 <extract name="id" path="HotelNo"/>
8 <extract name="name" path="HotelName"/>
9 /* ホテル詳細検索を用いて"住所"情報も取得 */

10 <request name="roomSearch" baseURL="..." update="300">
11 <refParam key="checkinDate" src="!.checkInDate"/>
12 /* checkOutDate 及び id も引数に指定 */ <request>
13 <extractList name="room" src="roomSearch" path="Room">
14 <extract name="name" path="RoomName"/>
15 <extractList name="daily" path="DailyCharge">
16 <extract name="charge" path="Charge"/>
17 </extractList>
18 <operation name="chargeSum" function="sum">
19 <refParam key="charge" src="daily.charge"/>
20 </operation>
21 </extractList>
22 </extractList>
23 </mashUpDef>

図 4 マッシュアップ設定記述の例（一部省略）

node, node list 以外は，子 node ・子 node list は持たない．

開発者は，Mashup Tree の構築規則を XML 形式で記述す

る．図 4は図 3を構築する設定記述例である．各 node の構築

規則を node classと呼び，XML 要素として表現する．設定

記述は，基本的に Mashup Treeの階層構造を XML 化したも

のであり，node list に関する設定を単一 node class として表

現する点だけが異なる．これは，本フレームワークでは node

list の各要素に対して同一の構築規則しか利用できないように

しているためである．mashUpDef 要素が top node に相当す

る．node class には，以下の５種類がある．extractList class

は node list を，それ以外は node を構築する規則である．

• input: 利用者入力に相当．入力欄などの GUI コンポーネ

ントとの対応は，表示部設定で行う．

• request: Web サービス問い合わせに相当．引数情報を子

要素として記述．

• extract: 指定タグをもつ XML 部分要素の取得．取得対象

node を src属性で指定．省略された場合は，親 node か

らの取得となる．

• extractList: 指定タグをもつ XML部分要素列の取得．src

属性指定は extract と同様．子要素には，子 node class

を記述．

• operation: 一般計算に関する規則．引数情報を子要素とし

て記述．

各 node class には，各要素を識別する為に name 属性として

node class 名を付加する．mashUpDef は常に top という node

class 名を持つ．図 3 の各 node に付記していた名前は，その

node class 名である．top から，ある node class に至る node

class 名を列挙したものを node class path と呼び，論文中で

node class の識別に用いる．

ある node が他の node の値を参照する（図 3 の矢印逆向

き）際は，その親 node から見た相対 pathを用いて行う．他

node への参照は，request, extract(List), operation などの入

力指定で行われる．相対 path では親 node への参照を記号

“ !”で表現し，子 node もしくは子 node list へのアクセスは，



図 5 表示対象と表示範囲

1 <widgetDef>
2 <textBox id="keyword" target="TREE" node="keyword"/>
3 <display target="keyword" domID="keyword"/>
4 /* checkInDate, checkOutDate についても上記同様 */
5 <table id="hotelTable" target="TREE" foreach="hotel">
6 <textColumn header="ホテル名" node="name"/>
7 <textColumn header="住所" node="address"/>
8 </table>
9 <display target="hotelTable" domID="hotelTable"/>

10 <table id="roomTable" target="WIDGET::hotelTable.selected"
11 foreach="room">
12 /* 部屋名: room 及び 合計料金: chargeSum を表示 */
13 </table>
14 <display target="roomTable" domID="roomTable"/>
15 </widgetDef>

図 6 表示設定記述の例（一部省略）

1 <html> <head>
2 <script> function sum(a){・・・};</script>
3 </head> <body>
4 <script language=’javascript’
5 src=’http://siteHost/framework.js’/>
6 <div id=’keyword’></div> /* checkIn/OutDate は省略 */
7 <table> <tr> <td><div id=’hotelTable’></div></td>
8 <td><div id=’roomTable’></div></td>
9 </tr> </table>

10 </body> </html>

図 7 HTMLファイルの例（一部省略）

その name を用いて行う．対象が node list の場合は，全要素

node に対するアクセスを表す．相対 path 中に node list 名が

含まれている場合は，アクセス対象 node が複数存在しうるた

め，全該当 node の値を配列に格納した結果が得られる．例え

ば，4 行目 refParam（node アクセスによる引数指定）では，

src 属性に“ keyword”と記述することで，同じ親に所属する

keyword node へのアクセスが指示され（図 3 の keyword →

hotelSearch に対応），11行目では“!.checkInDate”と書くこ

とで一つ上の階層の checkInDate へのアクセスが指示される．

本フレームワークでは，時間経過によって結果が変化する

Web サービスへの対応として，定期的に Web サービス問い合

わせを行うことが可能である．その場合，request class（Web

サービス問い合わせ）の update 属性に問い合わせ間隔を記述

する．例えば，図 4では，10 行目で update 属性に 300 を指

定する事で，300 秒毎に問い合わせを行う事を指定している．

3. 2 表示部の利用法

本フレームワークでは，マッシュアップデータの表示に，フ

レームワークが提供する GUI コンポーネント（以下，widget

と呼ぶ）を使用する．widget は，Mashup Treeの部分木に対し

てその描画を行う．表示対象となる部分木の指定には，Mashup

Tree全体として top node を指定する方法と，他の widget と

の連携によって定める方法を提供している．例えば，図 1の例

では，左ページは Mashup Tree全体を表示対象木として扱い，

その中のホテル情報を表示している（図 5 左）．一方，右ペー

ジでは連携指定を用い，左 widget の選択中 node（ホテルに相

当）を頂点とする部分木を表示対象とし，その空室リスト情報

を表示している（図 5 右）．以下で，widget の生成ならびに表

示指定，連携指定について，図 6の設定例を用いて，順次説明

を行う．

widget 生成・表示指定：　この例では，５つの widget（３

つの入力欄と２つのテーブル）を利用している．このため，設

定ファイルの widgetDef要素の中に，各 widget の生成命令

と widget 表示命令を記述している（2-3行目が入力欄に相当．

5-9行目ならびに 10-14行目がテーブル相当）．入力用 widget

(textBox)は，Mashup Treeの利用者入力 node と対応して

おり，その node属性で，対応 node へのパスを指定している．

作成された widget は，keywordという識別子を id属性によっ

て与えられ，3 行目の display 命令によって，HTML（図 7）

中の指定された DIV 要素に表示されている（指定は，DIV 要

素の id属性によって行われる）．

一方，テーブル widget における設定は，もう少し細かく行

われる．まず，foreach 属性を hotelとすることで，Mashup

Tree中の hotel node list の要素を各行として取り扱うことを

指定している．さらに，table要素の子要素として textColumn

要素を列挙し，hotel node list 各要素の name，address node

の値を表示する事を指定している（図 6: 6-7行目）．

表示対象指定（widget 連携）：　表示対象となる部分木の

指定は，target 属性によって行う．top nodeを指定する場合

には target 属性に TREE を指定し，他の widget と連携する

場合には WIDGET::<id>.<property> の形で指定する．例で

は，hotelTable（図 6: 5-8行目）は，top node を頂点とした

Mashup Tree 全体を指定している．roomTable（図 6: 10-13

行目）は，target 属性に WIDGET::hotelTable.selected と

指定する事で，hotelTableで現在選択中の行に対応した node

（selected）を頂点とする部分木を表示対象にしている．この

ように，widget が連携する場合，選択 node が変更された際

に，参照元 widget にその旨伝達され，システム側で自動的に

再描画を行う．現在，連携機能として選択状態 node との連携

のみが提供されている．

4. 部分的マッシュアップの実現法

4. 1 基 本 方 針

本フレームワークでは，実装についてもデータモデル部と表

示部を分離している．データモデル部は，マッシュアップ設定

に基づく要求駆動データ構築やデータ依存関係の管理を行い，

表示部は，利用者の閲覧範囲の管理やフィルタ機能などの実現

を担っている．我々は，データ表示用の widget ライブラリの

充実を図るため，widget 開発を容易にしたいと考えており，こ

のような機能分離並びにそのインタフェイスの規格化を行って

いる．本節では，データモデル部と widget の連携関係につい

て概説し，4. 2節でデータモデル部の実現法について，4. 3 節

で widget の作成法について解説を行う．



図 8 データモデル部と表示部の連携

まず，利用者の入力が部分的に変化した場合，本システムは，

現在の利用者閲覧部位の表示に必要なマッシュアップデータの

うち，変化した入力値に依存した部分についてのみ再計算を行

う．2.節で述べたようにフィルタ機能などを用いて閲覧してい

る場合は，一部の行が非表示になるなど，必要となるマッシュ

アップデータのMashup Tree上での当該領域は不規則な形に

なるが，データモデル部と表示部が連携することで，これに対

処している（図 8）．まず，入力値が変化した時点で，データモ

デル部はその入力値に依存する領域（影響領域と呼ぶ）を表す

area データ構造 (updateArea)の作成を行う（影響領域の詳

細は 4. 2節にて）．その影響領域を Mashup Treeから抹消し

た上で，各 widget に対し，checkDisplayArea メソッドを呼

び出し，影響領域の再描画を依頼する．再描画に必要なデータ

は，データモデル部の Mashup Treeから取得する．データは

要求駆動で構築されるため，描画対象領域と影響領域の重複部

分についてのみ再計算が行われる．

この仕組みは非同期通信への対応にも用いられる．データ取

得時に外部ネットワーク問い合わせが発生し，即座に値を返せ

ない場合には，Mashup Treeは未確定を表す値を返し，widget

は表示方法に応じた適当な処理を行う（問い合わせ中を示すア

イコンを描画するなど）．問い合わせ結果が返った段階で，デー

タモデル部は，当該 request node の値に変更があったものと

して，その影響領域に対して上述の再描画処理を行う．

また，Web サービスに対する定期的問い合わせにおいても，

widget の描画対象領域と影響領域の重複確認が行われる．こ

れは，利用者の興味が既に別領域に移っていた場合に，その

Web サービスに対する定期的問い合わせを終了し，無駄なネッ

トワーク問い合わせの抑制が図るためである．Web サービス

の問い合わせに先だって，問い合わせ結果に依存する部分を，

利用者が現在も閲覧しているか判断する．この重複確認にも

checkDisplayArea メソッドを使用している．これは，再描画

処理においても widget の描画対象領域と影響領域の重複確認

を行っており，メソッドの内容が同じような形となるためであ

る．checkDisplayArea メソッドの第一引数には影響領域を表

す updateArea が与えられ，第二引数には再描画が必要かどう

かを示す boolean 値が与えられる．widget は，与えられた影

図 9 入力変化の影響範囲

響領域と自身の描画領域の重複を調べ，必要があれば再描画を

行い，重複があったかどうかを boolean 値として返す．

widget 間連携の実現は，widget の操作に合わせて各種プロ

パティを変更することで行われる．widget 間連携関係は設定

ファイルを基にシステムが把握しており，対象 widget の再描画

を促すために連携先 widget の changeTarget() というメソッ

ドを呼ぶよう規格化している．

4. 2 データモデル部の実現

要求駆動に基づく Mashup Tree 構築：データモデル部は，

widget からのデータの要求に応じて適宜 node を作っている．

データに更新があった場合は，以前のデータを破棄し，新たに

node を生成する．node の識別には，Mashup Tree 上での場所

を示す node path という情報を利用する．node pathは，top

から当該 node へ至る path を示したものであり，途中 node

の node class 名と何番目の子要素であったかを，列として表

記したものである．

データモデルは，node path によるアクセス要求が行われた

場合，top node から順に pathを辿りながら指定の node を取

得し，その値を返す．子 node を辿る際に，対応する node の

実体が存在しない場合は，その時に node を生成する．node

の生成は，対応する node class が行い，node の生成に別の

node の値が必要ならば，必要となる node の値の取得する．入

力 node の実体が存在しない場合は，再帰的に入力 node の生

成・データ取得のプロセスを繰り返すことになる．このように，

Mashup Tree はアクセス要求に応じて，必要な node のみを生

成する．また，node の値を取得する際に，Web サービス問い

合わせが必要な場合は，即座に値を返せないため，未確定を示

す PENDING という値を返す．

入力変更に伴う影響領域の算出：入力に変化があった際の影

響領域は，変化した node 自身と，その node に依存するデー

タを持つ node 群の形で導出される．例えば，前述のホテル検

索のマッシュアップにおいて，宿泊日程に変更があった場合の

影響領域は，図 9 のようになる．この例では，変更があった

checkOutDate node と，各 hotel node 以下の checkOutDate

node に依存する roomSearch，room node list など黒塗り部

分が影響領域になる．

より一般的には，影響領域は 図 10 のように表現される．

すなわち，top node から更新対象 node に至るパス上の



図 10 影響範囲の表現 図 11 影響領域の算出 1

node0, · · · , noden に対して，

• top = node0 以下の node 群のうち，class path

cp0,0, cp0,1, · · · 相当のもの
• node1 以下の node 群のうち，class path cp1,0, cp1,1, · · ·
相当のもの
...

• noden 以下の node 群のうち，class path cpn,0, cpn,1, · · ·
相当 node

以下で，その導出方法を説明する．class path cp =

top.c0. · · · .cp.cp+1. · · · .cq に位置する nodeq の値を用いて，

cp′ = top.c0. · · · .cp.c′p+1. · · · .c′q′ に位置する node′q′ が生成さ

れていたとする（図 11）．これは cp′ の node class において，

src 属性に (!(q−1)). · · · .(!(p+1)).cp+1. · · · .cq
（注2）なる相対 class

path が指定されたような状況である．このような場合，cp に

位置する nodeq が更新されると，nodeq に至る node path 上

の，top から p段目に位置する祖先 nodep を頂点とする部分

木に対し，部分木内の cp′ 相当の node 群が，その影響範囲に

あることになる（注3）．

nodeq の更新によって node′q′ を再計算することになる

と，当然，node′q′ に依存している node 群の再計算も必

要となる．例えば，cp′ と top から p′′ 段目まで共通な

cp′′ = top.c0. · · · .cp′′ .c′′p′′+1. · · · .c′′q′′ の node class から cp′

の node class への参照があったとする（図 12）．この場合，

p <= p′′ であれば nodeq の q − p 段上位の祖先 nodep につい

て，nodep を頂点とする部分木内の cp′′ 相当 node に再計算が

必要ということになる（図 12 左）．p > p′′ であれば，nodeq

の q − p′′ 段上位の祖先 nodep′′ を頂点とする部分木内の，cp′′

相当 node の再計算が必要ということになる（図 12 右）．上記

手続きを，node class 間の各依存関係に対して適用することで，

ある cp に更新があった場合の影響領域を求めることが可能で

ある．なお，ある node (class) が影響範囲である場合は，その

子 node (class) も影響範囲と見なす（抹消は，Mashup Tree

から親 node ごと切り離すことで行う）．

データモデルは，上記手続きに基づいて，ある node の値に

変化があった場合の影響領域を算出する．影響領域を表す Area

クラスは図 13 のようなメソッドを備えているが，重複確認の

実装は上記に示したとおりシンボリックな形で行われている．

データモデル部が widget に対して再描画通知を行うのは，

（注2）：!への括弧付き添え字は，個数を表すために付記したものである．

（注3）：実際には，src 属性指定に !が多用されることは少なく，影響領域も小

さいと考えている．

図 12 影響領域の算出 2

Model クラス

topNode フィールド：

TopNode への参照を取得

getNode(nodePath) メソッド：

nodePath を指定して，要素へのアクセスを行う

Node クラス（Mashup Tree node もしくは node list 要素に相当）

getChild(name) メソッド：

名前 name を持つ this の子 node を取得

getChild(name, index) メソッド：

名前 name を持つ this の子 node list の index 番要素を取得

Area クラス

Area restrict(nodePath) メソッド：

当該領域 this に含まれる，nodePath で指示される node を頂点とする部

分木以下の領域を取得する．含まない場合には null を返す．

Area restrict(name) メソッド：

当該領域 this に含まれる，名前 name を持つ node を頂点とする部分木以

下の領域を取得する．含まない場合には null を返す．

Area restrict(name, index) メソッド：

当該領域 this に含まれる，名前 name を持つ node list の index 番要素

を頂点とする部分木以下の領域を取得する．含まない場合には null を返す．

boolean isAll() メソッド：

当該領域 this の頂点に相当する node そのものが影響領域に含まれている

かを判定する．

NodePath クラス

Area toArea() メソッド：

this で指示される node を頂点とする部分木以下全ての node を対象とす

る影響領域を作成する．

図 13 データモデル部が提供する主要 API

Widget クラス

changeTarget(target) メソッド：

各 widget クラスで実装すべきメソッド．表示対象部分木が target に変更

された場合の widget 挙動を記述．

boolean checkDisplayArea(area, update) メソッド：

各 widget クラスで実装すべきメソッド．自身の表示対象領域と area の重

複領域を求め，重複領域の存在の有無を返す．また，update: true の場

合は，重複領域の最新値をデータモデル部から取得，再描画を行う．

changeProperty(key, value) メソッド：

親クラスで実装されたメソッド．widget 間連携に用いられる widget のプ

ロパティ値の設定を行う際に呼び出す．

図 14 widget クラスの主要メソッド

widget が表示対象としている部分木中に，更新の影響領域が

存在する場合である．この判定自身，Area クラスのメソッド

により簡単に実現される．

4. 3 表示部 widget の実現

本フレームワークでは，各種 widget の実装を容易にし，第三

者による開発を可能にしたいと考えている．widget 作成者は，

データモデルが提供する機能（図 13）を利用しながら，重複



//表示範囲チェック
checkDisplayArea: function(area, update){

if (!(targetArea = area.restrict(this.target))) return false;
var flag = fasle; //再描画時の重複領域の有無
if (targetArea.isAll()) {
if (!update) return true;
this.targetUpdate(); //部分木の頂点 node を再取得する
flag = true; }

for (var i = 0; i < this.rowCount; i++) {
var index = i + this.rowOffset;
if (!(rowArea = targetArea.restrict(this.rowName, index)))

continue;
if (rowArea.isAll()) {

if (!update) return true;
this.rowUpdate(i); //行相当 node を再取得する
flag = true; }

for (var j = 0; j < this.columnCount; j++) {
var cellArea = target.restrict(this.columnName[j]);
if (cellArea && cellArea.isAll()) {

if (!udpate) return true;
//セル相当 node を再取得し, 値を表示する
this.cellUpdate(i, j);
flag = true; }

}
}
return flag;

}
// 表示対象変更時
changeTarget: function(target) {

this.target = target;
this.checkDisplayArea(target.toArea(), true); //全再描画

}
図 15 テーブル widget 擬似コード（一部）

領域の判定及び描画に利用される checkDisplayArea() メソッ

ドと，表示対象部分木が変更された際の挙動を定義するための

changeTarget() メソッド（図 14）の実装をおこなうだけで，

widgetを作成することができる．Mashup Treeの各 nodeとそ

の値の取得は，データモデル部 API を通じて行う．また，取得

した node や値に変更があった場合は，checkDisplayArea()

メソッドが呼ばれるため，表示のために必要であれば，最新の

node やその値の取得を行う．

図 15 は，簡単なテーブルを実現する widget プログラム

の一部を示している．checkDisplayArea() メソッド内部で

は，更新範囲のチェックを行った上で，修正部分の再表示を

行っている．実際には，targetUpdate()，rowUpdate() 及び

cellUpdate()メソッド内で，node の取得や非表示設定された

列などを考慮した再描画が行われ，PENDING 値が返った場合の

処理なども記述されることになる．また， changeTarget() メ

ソッドでは，まずデータモデル部に新たに表示対象となる部分

木を登録している．そして部分木すべてを対象とする影響領域

を作成し，checkDisplayArea() メソッドを呼ぶことで表全体

の再描画が行われている．

widget 間連携の実現は，テーブルの各行をクリックした際，

selected プロパティの値を変更することで行われる．widget

間連携関係はシステムで把握されており，システムが，連携先

widget の changeTarget() メソッドを呼ぶ．

4. 4 試験的評価

本節では，2.節のアプリケーション事例を用い，本システム

の試験的評価を行う．AMD Athlon 64 / 3200+ 2.00 GHz, メ

モリ 1023MB, Windows Vista Business (32bit)環境で動作す

る Mozilla Firefox 2.0.0.12 上で評価を行った．また，利用し

た Web サービスも，2.節で紹介したものを利用している．

表 1 入力の変化によって発生する一連の処理

処理内容 時間 (sec)

利用者の入力の変化による更新範囲の特定 0.05

widget への通知と表示（１回目） 0.12

結果取得による更新範囲の特定 0.02

widget への通知と表示（２回目） 0.12

まずは，作成した Web アプリの基本評価を行う．本アプリ

では，入力キーワードを入れてから，2 秒（注4）程度で左ページ

のホテル基本情報の表示を行い，その後，最寄り駅距離や最安

値情報を，並行して随時表示していく．１ページあたりホテル

10 件を表示している場合，最寄り駅全てが表示されたのが約

10 秒後であり，最安値情報が全て表示されたのが約 30 秒後

となっている．このようにマッシュアップ情報の表示に時間が

かかっているのは，対象 Web サービスに過大な負荷をかけな

いように，同一 Web サービスに対する並行問い合わせを制限

し，さらに 0.5 秒の問い合わせ間隔を設けているからである．

左ページでホテル選択を行ってから，右ページに空室一覧情報

が表示されるまでは，ほとんど時間を要しない（既に，問い合

わせが済んでいるため）．日程に関する入力を変化させた場合

は，最安値欄の再描画が行われるが，時間は 30 秒弱要してい

る．これは，そもそも空室検索が時間を要しているためである．

次に，フレームワークの各処理について，どの程度の実行時

間を要しているか分析する．このアプリケーションではホテル

検索及び表示に約 2 秒かかっていたが，その内訳を表 1 に示

す．表中，一度目の widget への通知と表示は，利用者の入力

の変化による更新である．Web サービス問い合わせが必要な

部分については PENDING 値が返り，widget は問い合わせ中を

示すアイコンなどを表示している．二度目の widget への通知

と表示は，Web サービス問い合わせの結果が取得されたこと

によるもので，widget は再び node を取得し，計算された結

果の再描画を行っている．再描画処理に 100 ms 以上要してい

るが，これは評価環境においては，テーブル（サイズ：4 x 10）

の全セルに文字の表示を行うだけで 78-109 ms の時間を要して

いたため，妥当な時間と思われる．いずれにせよ，Web サービ

ス問い合わせ時間（ホテル検索の場合，2秒程度）に比べ，わ

ずかな時間であるといえる．

最後に，本機構導入前のフレームワークとの比較について

述べる．以前のフレームワークでは，一部でも入力に変化が

あった場合，マッシュアップ全体をやり直していた．但し，Web

サービス問い合わせに対するキャッシュ機能を実装していたた

め，同じ問い合わせを何度も行うことは以前から無かった．一

方で，マッシュアップのやり直しは意味上で問題が存在してい

た．今回利用したアプリケーションの場合，ホテル一覧情報の

同一性が不明なため，システムは利用者の閲覧場所・選択ホテ

ルなどをリセットしていた．本システムの導入により，選択対

象 node (hotel) が無効化されていない場合は，リセットを行

わないよう widget を作成することが可能になった．

また，今回の実装では，Web サービス問い合わせの際に，そ

（注4）：問い合わせによって大きく時間が異なるため，おおよその数字を載せる．



の問い合わせがまだ有効であるかどうかチェックする機構を導

入したが（4. 1節），この機能は問い合わせ結果をまたずに，次

ページに進んだような状況でも有効に機能していた．

5. 関 連 研 究

本節では，既存のマッシュアップに関連するフレームワーク

及び研究との比較を行う．マッシュアップを扱うフレームワー

クやツールの中には，マッシュアップ機能をある種の Web ア

プリケーションとして提供するもの，その場でマッシュアップ

を構築し結果を閲覧するためのツール，マッシュアップアプリ

ケーションを作成するためのフレームワークなどが存在する．

Yahoo! Pipes [4]，Patch service [5]，Popfly [6]は，マッシュ

アップ作成用の Web アプリケーションとして提供されている．

いずれも，GUI 操作により各種処理をつなぎ合わせることで

マッシュアップ設定をおこなうことができるなど，操作性も高

い．作成されたマッシュアップ自体は，各ベンダのサーバにホ

スティングされ，利用者の入力に対し結果を返す Web サービ

ス [4]，もしくは Web アプリケーション [5], [6]として提供され

る．これらは，利用者の入力に対して，マッシュアップの全工

程をサーバサイドで行い結果を返すため，入力の部分的な変化

にかかわらず，要求に対して計算の全行程を行うことになる．

Marmite [7], Mashmaker [8], [9] は，ブラウザのアドオンと

して提供されるマッシュアップツールであり，対象データに対

するマッシュアップを，利用者の GUI 操作を通じて随時構築

していくことができる．Marmite は，マッシュアップ結果を一

つのスプレッドシートとして表示している．その際，閲覧部位

に関してのみマッシュアップを行っているかなどは，議論され

ていない．Mashmaker は，文献 [9]においてベースとなる関数

型言語が発表されており，我々のフレームワークと同じく，関

数型に基づいたマッシュアップ定義が行われているなど共通点

も多い．また，要求駆動に基づいてマッシュアップを行う旨や，

入力変化に応じたデータ更新を行っている旨が述べられている

が，実装を含めて，その詳細は述べられていない．そのため，

更新にともなう再計算範囲や，マッシュアップデータを表示す

る GUI 部との連携法については，文献中で議論されていない．

最後に，マッシュアップアプリケーション用フレームワーク

の紹介を行う．研究 [10] や Afrous [11] では，共に GUI 上で

マッシュアップ設定をおこなっている．マッシュアップ結果を

表などを用いて表示することが出来るが，マッシュアップ結果

の部分的表示機能などは提供されていない．Google Mashup

Editor [12] では，HTML，JavaScript，CSS，XMLを記述し

てアプリケーションを構築する．マッシュアップに必要な各種

処理や Ajax で動作する GUI コンポーネントが，JavaScript

ライブラリやタグの形で提供されており，開発者はそれらを利

用することができる．しかし，部分的な入力の変化に応じて，

必要なデータに関してのみ再計算・再描画を行おうとすると，

開発者が複雑なスクリプトを記述する必要がある．

6. ま と め

本論文では，入力データの部分的変更に対応したマッシュアッ

プアプリケーション開発環境の提案を行った．我々は，以前か

らマッシュアップの関係と表示方法を記述するだけで，Web ア

プリケーション上で，Web アプリ上で Ajax widget を用いた

インタラクティブなマッシュアップデータの閲覧が可能となる

フレームワークを開発してきた．マッシュアップ計算も，利用

者のデータ閲覧操作に応じて要求駆動で行われる．

本研究では，利用者による入力や Web サービスといった外

部入力の一部改変に対し，マッシュアップ全体を再計算するこ

となく，当該外部入力に依存し，かつ利用者の閲覧にとって必

要な部位についてのみ，マッシュアップの再計算を行う方法の

提案・導入を行った．（注5）

最後に，今後の課題について述べる．マッシュアップ設定に

おいて，Web サービスの引数の与え方や，問い合わせ結果か

らのデータ取得方法を，全て記述するのは負担が大きい．一度

作成したマッシュアップ設定を部品化することを検討していき

たい．また，今後表示部の拡充を行っていくつもりだが，現在

Google Maps API [13] などの，UI を持つサービスが提供さ

れ始めており，それらのリッチなコンポーネントを，フレーム

ワークに取り入れることも検討していきたいと考えている．
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