
XSLTスタイルシート生成のための例示  インタフェース

― 編集モデルと生成  ツール ―  

Demonstrational Interface for XSLT Stylesheet Generation 
― Editing Model and Generation Tool ―  

 要旨  
XML ドキュメントから異なる形式への変換言語である XSLT は，企業間のデータ交換だけでなく，XML で記述されたコンテンツを 
HTML に代表される表示形式に変換する手段として有用である．しかしながら，XSLT のプログラミングには，パターンマッチングとル
ール間の競合解消を基本とする変形プロセスの理解が要求され，与えられたドキュメントを所望の結果に変形する一連の XSLT ル
ールを作成することは必ずしも容易でない．本稿では，XSLT プログラミングの知識を一切持たないユーザが WYSIWYG 編集操作を
通して例示したドキュメント変形手順から，XSLT スタイルシートを自動生成する方式を提案する．まず WYSIWYG 操作を前提とした
編集モデルについて述べる．その上で，ユーザによる WYSIWYG 編集の操作履歴に基づいて，所与のドキュメントから編集結果へ
の変形を行う一連の XSLT ルールを生成する方法を示す．最後に，既存の HTML オーサリング・ツールと連携して動作する例示に
よる XSLT スタイルシート生成ツールのプロトタイプ，ならびにそのツールによって生成された XSLT ルールの具体例を通して提案
する手法の意義と今後の課題について論じる．  
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1 はじめに  
XML ドキュメントを書式化するために提案された Extensible Style Language (XSL) は，XML ドキュメント変換言語 XSLT (XSL Transformation 
Language)，ならびに書式の意味を規定する語彙 XSL-FO (XSL Formatting Object) からなる [Style.00]．ドキュメント変形言語である XSLT 
[XSLT.99] は，データ記述としての XML ドキュメントの変形だけでなく，HTML や PDF による表示形式への変形にも利用できる．しかしながら，
XSLT のプログラミングでは, パターンマッチングとルール間の競合解消を基本とする変形プロセスの理解が要求されるため，与えられたドキュメン
トを所望の結果に変形する一連の XSLT ルールを作成することは必ずしも容易でない．そのため，XSLT の言語構文や変形プロセスを意識するこ
となく，XSLT ルールが容易に作成できるオーサリングツールの実現が望まれる．本研究では，ユーザに対する表示形式として HTML ドキュメント
への変形を対象とした XSLT スタイルシート作成支援のための編集環境を実現することを目指している．  
インタラクティブな編集システムでは，視覚的に提示された編集対象を段階的に変更しながら逐次結果のフィードバックを得る直接操作 (direct 
manipulation) [Shneiderman.83] による環境が提供されるのが一般的である．現状の XSL エディタはスタイルシートに対応する XML ドキュメントの
木構造を直接操作の対象とし，これをユーザに提示することで視覚的な編集環境を実現している．木構造によって記述言語の構文構造が視覚化
されるだけでなく，構文上の制約に沿う妥当な操作のみを許容する編集環境が実現される．反面，HTML をはじめとする表示形式への変換を考え
た場合，ユーザは所望の編集結果を得るために木構造と実際の表示画面との対応を常に意識しなければならない．画面表示については，XSLT 
プロセッサによって HTML ドキュメントに変換しWeb ブラウザ上で確認することもできるが，表示された画面から不具合のある XSLT ルールを特定
し適切に訂正するには，XSLT の振る舞いについての十分な知識が必要となることに変わりはない．これはユーザの意図と実行すべき操作の間に
存在する「へだたり」(Gulfs)として知られている [Hutchins.86]．  
本稿では，XSLT のプログラミングに関する知識を一切持たないユーザでも， XSLT スタイルシートを作成可能とする編集方式を提案する．そのた
めに，一般的なユーザにも比較的なじみやすい WYSIWYG による HTML オーサリングツールを利用し，ユーザが HTML に対して行った編集操作
の履歴から XSLT ルールを自動生成するアプローチを採る．操作履歴はドキュメント編集のための基本操作の列として記録されるが，特に単一の
ドキュメント事例に対して行われた変形操作系列を一般化することによってユーザの意図を反映し，類似のドキュメントにも適用可能な XSLT ルー
ルを生成することを目指している [小野.00]．このように例示によってプログラムを自動的に生成する手法は，例示に基づくプログラミング 
(Programming by Demonstration) [Myers.92] [増井.97] と呼ばれている．以下では，まず WYSIWYG を前提とした編集モデルについて述べる．その
上で，ユーザによる WYSIWYG 編集の操作履歴に基づいて，所与のドキュメントから編集結果への変形を行う一連の XSLT ルールを生成する方
法を示す．最後に，既存の HTML オーサリングツールと連携して動作する例示による XSLT スタイルシート生成ツールのプロトタイプ，ならびにそ
のツールによって生成された XSLT ルールの具体例を通して提案する手法の意義と今後の課題について論じる．  

2 例示に基づくインタフェース  
例示によるプログラミング (Programming by Demonstration [Cypher.93]) は, 主にエンドユーザ向けのプログラミング環境を目指して取り組まれてき
た．例示によるプログラミングでは，目的とする処理手順を直感的な操作環境を駆使してユーザ自身が示した結果に基づいて同等の結果に至るプ
ログラムが生成されるため，プログラミング言語を習得することなく目的のプログラムを作成することができる．例示によるプログラミングは，例題に
よるプログラミング (Programming by Example [Lieberman.00]) とも呼ばれ，GUI の分野では例示によるインタフェース (demonstrational interface) 
として応用されている．例示によるインタフェースでは，コマンド等による抽象的な指示によってではなく，ユーザが実例を示すことによって所望の
操作性を備えたユーザインタフェース・プログラムを生成することができる [Myers.92]．  
パターンマッチングを基本とする XSLT の実行モデルでは，宣言的に書かれた変形ルール記述とそれが適用される手順との間に特有のへだたり
がある．そのため， XSLT によるコーディングは HTML 等の単純なマークアップ言語による記述よりも通常のプログラミング言語によるコーディング
に近く，XSLT スタイルシートの作成にはプログラミングに関する素養と経験を要するもの考えられる．このことから，例示インタフェースによって 
XSLT ルールを自動生成することは，エンドユーザ向けプログラミング環境を実現する方式として有望と考えられる．  
筆者等が実現した XSLT ルールの生成環境は，HTML 用の WYSIWYG オーサリングツールの外付けモジュールとして実現されており (図fig01)，
前提となる HTML オーサリングツールに対する操作と同様の手順として例示操作を行うことができる．ユーザは変形対象となる初期 HTML ドキュ
メントのファイルをオーサリングツールから開き，そのドキュメントに対して例示操作の開始を指示する．続いて，通常の HTML ドキュメントに対する
編集と同様にオーサリングツールの機能を駆使し，所与の HTML ドキュメントに対してスタイルの洗練，不要な要素の削除，新たな要素の追加等
の操作を行う．これらの操作は，ルール生成モジュールによって編集操作履歴として記録される．編集が完了した時点でユーザは例示操作の終了
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をツールに指示する．同時に，ルール生成モジュールは開始から終了に至るまでの編集操作履歴を解析して，ユーザの例示した変形操作を再現
する XSLT ルールを生成する．ただし，XSLT プロセッサへの入力ドキュメントは整形式 (well formed) であることを前提とするため，XSLT ルール
によって変形を行うには，XHTML [XHTML.00] のような整形式の HTML ドキュメントを入力する必要がある．  

 

Figure 1: XSLTルール生成環境の概要  

ユーザの操作(意図)と結果の間には様々な対応関係を考えることができ，単純な情報のみからその意図をはかることは難しい．そのため，ユーザ
が行う操作を適切にモデル化することによって，記録された例示操作からルール生成に十分な情報を取得する必要がある．編集のモデルを定義
する上で, 次のような例示の環境を前提とする．  

1. ドキュメントは構造化され，内部的には DOM 木として表現されている．  
2. ドキュメントの変形は WYSIWYG エディタの編集操作によって行われる．  
3. 一連の変形操作は XSLT ルールに変換される．  

Document Object Model (DOM) は，HTML や XML ドキュメントを操作するために，ドキュメントの論理的な構造をもとに定義されたモデルである．
DOM ではドキュメントは階層的な属性付きノードリストとして表現される．この DOM 木に対して，ノード挿入 (insertBefore, replaceChild, 
appendChild), 削除 (removeChild), 属性の変更 (setAttribute, removeAttribute) が許されている．オーサリングツールに依存する形でシステムを実
現すれば，マウスカーソルの動きやキーストロークの間隔を取得することができるが，DOM API の規定する操作のようなある程度意味を持った上
位の情報を記録することによって解析の精度を高めるだけでなく，例示モジュールの独立性を高めることができる．ここでは，次のような基本操作
からなる編集モデルを使用する．  

modify  
ノードの属性やコンテンツとしてのテキスト情報を変更する．  

remove  
既存の部分木を DOM から削除する．  

insert  
新しい部分木を DOM に追加する．  

copy  
既存の部分木を複製して DOM のほかの部分に追加する．  

WYSIWYG エディタで行われる典型的な編集操作として，drag-and-drop やコピーバッファを利用した copy-and-paste がある．これらの操作をユー
ザの意図通りに記録するためには，ドキュメントの一部を複製する操作が必要になる．そこで，本研究では DOM API に基づく3つの操作に copy を
加えた4つの操作を基本編集操作とした．drag-and-drop に相当する move は， copy の後, 複製元を remove する操作として捕らえることができ
る．  
テキストの書式化を目指して例示によるインタフェースを適用した TELS [Witten.93] では， insert， locate， select， delete の4つのオペレーション
から構成される編集モデルが採用されている．また，木構造に対する編集操作をモデル化した例としてとしては [Tai.79]がある．この文献では， 
change， insert， delete の3つの操作から成る編集モデルに基づいて，ある木構造を別の木構造へ変形する最適操作系列問題が扱われている．
このモデルはいくつかの発展型をもつ [Zhang.89] [Barnard.95]． Tourmaline [Myers.93] は商用のテキスト・エディタ上に構築されているが．そのエ
ディタ固有のマクロ言語を用いて実現されたため，他の編集環境に適用することが容易でない．それに対して，筆者等のルール生成モジュールは
標準化されたドキュメントモデル (DOM) と変換言語 (XSLT) に基づいているため, 今回使用したオーサリングツール以外の編集環境と組み合わせ
ることも容易である．  

3 編集モデル  
XSLT は初期木から結果木への変換ルールとして記述され，例示によって得られる情報を初期木から結果木への mapping (正誤表) として記録す
ることで， XSLT への変換を効率よく行うことができる．例示によるプログラミングでは，もともと初期木をどのように結果木へ変換したかは，各操作
の種類と対象を読み取ることで一意に特定することができる．また，操作はインクリメンタルに行われるため，mapping を操作と同時に作成すること
ができる．一方，初期木と結果木だけから mapping を作ろうとする問題は，木の正誤を抽出する問題 [Tai.79] [Zhang.89] [Barnard.95] として知られ
ている．すなわち，XSLT ルールを生成する目的で記録されるユーザの編集操作は，本質的に正誤問題の mapping と同等であると言える．XSLT 
ルールを生成するためには，記録した mapping から適切に無駄を省き，各操作を対応する XSLT に変換すれば良い．さらに，一般化のプロセスを
導入することによって，生成されるルールは，同じタイプのより広範なドキュメントに適用できるようになる．  
ドキュメントを編集する操作は，二つの木のそれぞれのノードを結ぶ mapping として表すことができる．図fig02中の点線は編集前の木 T から編集
後の木 T' に至るまでの変更を表す mapping を示している．もし T からのつながりを持たない T' のノードがあれば，そのノードは T から T' に至る
までの間に新規に挿入 (insert) されたことを表している．一方， T' へのつながりを持たないノードは，削除 (remove) されたことになる．また，ノード
が持つ情報を区別するために，名前，属性，値などから計算されるラベルを各ノードに与えている．このラベルは部分木に対する値ではないが，
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DOMHASH [DOMHASH．99] と同様のアルゴリズムで計算することができる．線でつながれたノードのラベルを比較すれば，そのノードに対する変
更 (modify) の有無を判定できる．  

 

Figure 2: mapping (正誤表) 

ノードの位置を表すために根から木をたどるパス表現を使用する．このパス表現は木の各階層において進むべき子の番号を並べた列であり，
XPath [XPath.99] では child sequence と呼ばれる．例えば，/2/5 というパス表現は，根のノードの2番目の子があるとき，その5番目の子であるノ
ードを指している．パスを比較することによって，ノードの複製 (copy) や移動 (move) を操作無し (null operation) と区別することができる．copy と 
move を区別するには，複製元のノードがどのような操作を受けているかを調べればよい． copy ならば，複製元のノードは null operation である 
mapping を持ち，存続しているはずである．  
例外として，あるノードの左に，そのノードの複製を挿入する copy を行うと，そのノードとその右に位置するノードが，パス表現の上では，すべて右
に移動していることに注意が必要である．複製や新規に限らず，ノードを挿入する場合には，挿入個所の右に位置するノードを右に移動させること
になる． DOM API では，このような移動は，挿入の操作に伴って暗黙に実行されるため，システムを実現する上では，null operation と同等に扱う
ことができる.  
ノードは，その位置を示すパスと状態を示すラベルの組によって表される． p, q をパス表現， c, d をラベルとするとき，編集前のノード (p, c) から編
集後のノード (q, d) への mapping を (p, c) → (q, d) と書く．この表記は複数の操作から成る操作列に拡張することができ，各ノードに対する操作履
歴を表すために用いることができる．例えば， (p, c) → (q, d) かつ (q, d) → (r, e) ならば (p, c) → (q, d) → (r, e) と書く．また，ノードが存在しない状
態 (null node) を 0 と書く．mapping (p, c) → (q, d) をノードの状態をもとに，前節の5つの基本操作に分類すると，以下のようになる (図fig03).  

p = q かつ c = d ならば null operation．  
(p, c) = 0 かつ (q, d) ≠ 0 ならば， d を根とする新規の部分木を q の下に挿入する insert．  
(p, c) ≠ 0 かつ (q, d) = 0 ならば， c を根とする既存の部分木を p から削除する remove．  
p = q かつ (p, c), (q, d) がともに 0 でないならば， c を d に変更する modify．  
p ≠ q かつ (p, c)， (q, d) がともに 0 でなく， (p, c) → 0 が存在しないならば, c 以下の既存の部分木を複製し， q 以下に挿入する copy.  
p ≠ q かつ (p, c)， (q, d) がともに 0 でなく， (p, c) → 0 が存在するならば, c 以下の既存の部分木を q 以下に移動する move.  

 

Figure 3: 基本的な編集操作 

4 生成ツールの実装例  
本稿では，前章で示した基本操作を記録し，それらを XSLT ルールに変換する生成ツールを示す．このツールは商用の WYSIWYG による HTML 
オーサリングツール [TopPage.00] を拡張する形で実現されているが，我々の追加した拡張部分は W3C で標準化されている DOM インタフェース
とそれを編集する編集機能にのみ依存し，同様のインタフェースを提供する他のツールにも，簡単に移植できるように設計されている．以下では，
システムの外観について説明した後，簡単な操作を実行した場合に生成される XSLT ルールの実例を示す．これらのルールは例示から得られる 
mapping を1度だけ走査する手続きによって導出することができる．一般化を含むルール生成法の詳細については，別稿 [小野.00] で論じる．  

4.1 生成ツールの構成  
システムのユーザインタフェースは，図fig04のような外観を持つ．これは，システムのベースとなっているオーサリングツールとほとんど同じ外観で
ある．唯一異なる部分はウィンドウの右上に REC (記録) ボタンが追加されていることである．このボタンはユーザが例示する編集操作を記録する
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ためのボタンである．そのメタファーはカセットデッキの録音ボタンである．このボタンをクリックすると，ボタンが下がった状態になり，次に行う操作
から記録が開始される．もう一度同じボタンを押して，ボタンを元の状態に戻すと，記録は終了し，それまでに記録された操作履歴から XSLT ルー
ルが生成される．  

 

Figure 4: WYSIWYG エディタの外観 

 

Figure 5: XSLT 生成ツールの動作例 

この編集ツールでシステムに対して例示を行い，XSLT を生成した結果を図fig05に示す．図中のウィンドウは，それぞれ WYSIWYGエディタ (上) 
と，生成されたXSLTルール (下) のウィンドウであり， XSLT ルールの内，文字色を反転させた部分は，WYSIWYG エディタの "Circus Town" と書
かれた部分の文字属性を変更したことによって生成されたルールである．次節では生成した XSLT ルールを例に取り，記録された操作と XSLT ル
ールの対応を説明する．  

4.2 ルールの生成例  
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ここでは，前節で示した XSLT 生成ツールを用いて生成した HTML ドキュメント間の変換の例を示す．図fig06は，生成ツールを用いて生成した変
換の適用結果をWebブラウザによって表示した例である．線で結ばれた部分はルールが適用された個所を表しており, mapping に値する．この変
換は次のような操作手順で行われた．  

1. 新しいイメージをページの先頭に挿入する [図fig06(a)]．  
2. テキストを 1 行削除する [図fig06(b)]．  
3. イメージのサイズを変更する [図fig06(c)]．  
4. フォントを変更する [図fig06(d)].  

 

Figure 6: 初期ドキュメントと結果ドキュメントの例 

XSLT プロセッサの行う変換は，基本的に初期ドキュメントから結果ドキュメントを作り出すことによって成立している．そのため，初期ドキュメントに
何の操作も加えない変換は，初期ドキュメントを結果ドキュメントに単純にコピーするルールとなる．XSLT によるコピーの記述は以下のようになる． 

<xsl:template match="@*|node()"> 
  <xsl:copy> 
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
  </xsl:copy> 
</xsl:template> 

このルールは任意の XML ドキュメントをそのままコピーするもので，ルール生成モジュールの出力には必ず含まれる．これを default-copy ルール
と呼ぶ．このルールの match 属性にはどんなノードにも照合する広い範囲の XPath が設定されており，これに対してより限定された match 属性を
持つルールを追加することで，全体として指定した部分を変更するような変換ルールを作ることができる．  
以下の XSLT ルールはドキュメントの冒頭に画像を挿入するためのものである．正確には body の中に最初に現れる h2 の直前に画像が挿入さ
れることになる．このルールは図fig06(a)に図示した insert に対応する操作を再現するものとなっている．  

<!-- (a) Insert --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/h2[1]"> 
  <p> 
    <img src="../images/trlmast2.gif"  
         width="612" border="0" height="41"/> 
  </p> 
  <xsl:copy> 
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
  </xsl:copy> 
</xsl:template> 

挿入の操作は，挿入個所を特定するためにその周辺に存在するノードのどれかを基準にする必要がある．そのため，挿入個所の周囲の状態によ
って次の3つのルールに分類される．上のルールは insert-before に分類される．  

insert-before ルール  
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挿入個所の右隣のノードを基準とする場合  

insert-after ルール  
挿入個所の左隣のノードを基準とする場合  

insert-children ルール  
挿入個所の親のノードを基準とする場合  

図fig06(b)に示した remove は次のようなルールに変換される． XPath が示すように，このルールは最初に body のもとに出現する非順序リストの3
番目の要素を削除する．  

<!-- (b) Remove --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/ul[1]/li[3]"> 
  <!-- create no node --> 
</xsl:template> 

一方，図fig06(c)に示した modify は属性を変更する次のような 2つのルールに変換される．各ルールのために生成された XPath は body の最初
の段落の1つ目の画像の高さと幅を示す属性を指し，それらを特定の値に変更するよう指示している．  

<!-- (c) Modify 1 --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/p[1]/img[1]/@height"> 
  <xsl:attribute name="height">110</xsl:attribute> 
</xsl:template> 

<!-- (c) Modify 2 --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/p[1]/img[1]/@width"> 
  <xsl:attribute name="width">130</xsl:attribute> 
</xsl:template> 

次のルールは, 親のノードとその子のであるテキストの間に新たに font ノードを挿入する操作であり，表示フォントを変更したことによって生成され
たものである[図fig06(d)]．この操作は複数の基本操作から構成される．まず，新しいノードである font を挿入 (insert) し，その下にテキストを移動 
(move) する． move は， copy と remove から成るため，全体として，font の挿入と， copy-of によるテキストの挿入，そして，もとのテキストを削除
するルールが生成される． 2つの挿入ルールは，同一の XPath に対して適用されるため，ひとつのルールに合成されている．  

<!-- (d) Insert & Copy --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/ul[1]/li[1]/ol[1]/li[1]"> 
  <xsl:copy> 
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    <!-- Insert FONT element --> 
    <font size="+2" color="#0000ff"> 
      <!-- Move the current substree to a child of the inserted FONT node -->  
      <xsl:copy-of select="/html[1]/body[1]/ul[1]/li[1]/ol[1]/li[1]/text()[1]"/> 
    </font> 
  </xsl:copy> 
</xsl:template> 

<!-- (d) Remove source --> 
<xsl:template match="/html[1]/body[1]/ul[1]/li[1]/ol[1]/li[1]/text()[1]"> 
  <!-- create no node --> 
</xsl:template> 

図fig06(d)では，表示フォントの変更は，同時に選択された3つの順序リストのすべてに対して行われている．複数の項目を選択して一度に変更を
加える操作は，自然に解釈すれば，ユーザが繰り返し同じ操作をする意図を持っていることを表しており，このことは，一般化された XSLT ルール
を生成する際に大きな助けとなる．上記のルールが一般化されたとすると，その XPath は次のようになる．もとの XPath とのただ1つの違いは，最
後の li がインデックスを持っていないことである．  

/html[1]/body[1]/ul[1]/li[1]/ol[1]/li 

記録された操作履歴を基にユーザの意図に沿った一般化されたプログラムを得ることは，例示によるプログラミングのパラダイムにおける重要な
課題である [Myers.92]．現時点では，ルール生成モジュールの出力は限られた範囲で汎化された XSLT ルールとなっている．したがって，生成さ
れたルールをもとの例題と若干異なる類似のドキュメントに適用した場合，必ずしもユーザの意図に沿った変形結果が得られるとは限らない．汎化
のアルゴリズムについては，ユーザからのインタラクティブな指示を受けることも含めて，今後の検討を要する重要な課題である．ただし，本稿で述
べたルール生成モジュールが商用の HTML オーサリングツールと連携するものとして実現されたことは重要である．すなわち，通常の HTML 編集
するために使用しているツールと同等のユーザインタフェースを用いて，XSLT を新たに習得することなく XSLT スタイルシートの作成が可能となる
ことは，例示に基づくプログラミングが目指すことにほかならない．  

5 おわりに  
例示に基づくインタフェースを応用することによって，ユーザが示した具体的な操作手順の例から XSLT スタイルシートを作成することができる．ユ
ーザは XSLT によるプログラミングを習得する必要がないため，この方法はエンドユーザや XSLT になじみの無い初歩のプログラマに特に有用と
言える．さらに，既に高度なプログラミング・スキルを有するユーザにとっても，Webアプリケーション構築において XSLT のプログラミングを直接意
識することなくデザインの洗練に集中することを可能にするという意味において有用な開発環境を提供するもの考えられる．  
例示に基づくシステムの成功の鍵は，目的のプログラムを生成するアルゴリズムの賢さよりも，ユーザがどれだけそのシステム操作に慣れている
かによるところが大きいと指摘されている [Cypher.93]．XSLT ルール生成のために固有の編集環境を新たに開発し，その上に例示によるインタフ
ェースを構築することもできる．しかしながら，ユーザの操作性の観点から見れば，本稿で提案したスタイルシート生成方式はユーザになじみのあ
る通常の WYSIWYG オーサリングツールの上に構築されたことが大きな利点となっている．  
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