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概 要

ウェブから多くの情報が手に入るようになった現在、そ

の膨大すぎる情報の中から自分にとって有用な情報だけ

をいかに効率よく見られるようになるかが求められてお

り、ウェブサイトを越えてページ記載のコンテンツを収

集し、ひとつのページで一括表示するアグリゲーション

サービスが注目されている。

このようなアグリゲーションサービスでは、提携対象

のウェブサイトの余儀ないシステム変更に迅速に対応し

なければならないので、システム構成に柔軟性が求めら

れる。しかし現状としては、合成機能はプログラムを用

いてモノリシックに作成されているため、構築コストが

高いだけでなく変更も容易でない。

そこで本稿では、変更容易性・他のウェブサイトとの非

依存性など柔軟性に主眼を置いた分散ウェブ資源の 2次
利用のための専用プラットフォームである eXcart を開発
した。eXcartサーバはウェブサーバの拡張機能として動
作し、他のウェブページのコンテンツを抽出する命令や

コンテンツを変換する命令を XMLのタグとしてウェブ
ページ内に書き込むだけで、ウェブサイト内外のコンテ

ンツを合成したウェブページを公開することができ、柔

軟で変更が容易なポータルサイト構築環境を提供する。

1 はじめに

情報基盤の中心であるWWW(World Wide Web)では
ウェブサイトが急増して膨大なコンテンツが公開される

ようになり、WWWの案内役や整理役を果たす仲介サー
ビスの支援なくして欲しい情報にたどり着くことが出来

なくなってきている。これを受けて、ポータルサイトで

は、単純な検索だけでなく、アグリゲーションサービス

と呼ばれるウェブサイトを横断したコンテンツ連携サー

ビスを提供するなど、利用者が欲しい情報をより見やす

く提供するという方向性でサービスの裾野を広げている。

このようなアグリゲーションサービスでは、提携対象

のウェブサイトの非統一的なデータ構成に柔軟に対応し

余儀ないシステム変更に迅速に対応しなければならない

ので、システム構成として頑健さ以上に柔軟性が求めら

れる。しかし現状としては、合成機能はプログラムを用

いてモノリシックに作成されていることが多いようであ

るが、その場合、構築コストが高いだけでなく変更も容

易でない。

そこで本稿では、変更容易性・他のウェブサイトとの非

依存性など柔軟性に主眼を置いた分散ウェブ資源の 2次
利用のための専用プラットフォームである eXcart を開発
した。eXcartサーバはウェブサーバの拡張機能として動
作し、他のウェブページのコンテンツを抽出する命令や

コンテンツを変換する命令を XMLのタグとしてウェブ
ページ内に書き込むだけで、ウェブサイト内外のコンテン

ツを合成したウェブページを公開することができ、柔軟

で変更が容易なポータルサイト構築環境を提供する。ま

たこのとき抽出先のウェブサイトに特別な仕組みは不要

であるため導入が容易であることも魅力である。

eXcartは、サイト横断的な商品比較ページやマーケッ
トプレースの統合などのアグリゲーションサービスサイ

トの実現に貢献する。しかしそれにとどまるものではな

いと考えている。WWWに公開されている膨大な情報資
源を作者の合意の下に互いにネットを越えて容易に再利

用できる環境があれば、WWWは格段に合理的で経済的
なものになり、WWWの応用に大きな進歩をもたらすだ
ろう。たとえば、本の売上情報や TV番組の視聴率情報
など、ウェブサイトを構成する情報資源の一部をアウト

ソーシングするといった、分散運用型のウェブサイト構

築スタイルが可能となり、大きなウェブパーツ市場が生

まれる可能性もある。

2 背景

2.1 アグリゲーションサービス

WWWは効果的なプレゼンテーションを低コストで分
かりやすいハイパーリンク機構を通じて提供できる情報

基盤として広く普及し、世界中のサイトから膨大な情報
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が提供されるようになった。ニュース速報・交通情報・天

気予報・ショッピング情報・観光情報など実生活に密着す

るような情報も主に企業系ウェブサイトを中心として豊

富に提供されており、ウェブは日常生活に役立つ非常に

便利なツールとなった。

このようにウェブから多くの情報が手に入るようになっ

た現在、次の段階としてユーザからウェブに求められて

いるのは、その膨大すぎる情報の中から自分にとって有

用な情報だけをいかに効率よく見られるようになるかと

いうことである。ユーザが望む情報がウェブサイト内で

閉じている場合、ユーザの目的に添って見やすいように

十分配慮されていたり、強力な検索機能が提供されてい

ることが期待できるが、ウェブサイトをまたいでいる場

合、情報が各サイトのページに分散し、ユーザはそれぞ

れを見て回る必要が生じる。そのため、自分にとって有益

な情報があったとしてもそれらすべてを見切れない、も

しくは見切れたとしても大変な労力がかかることがある。

これを受けて、ユーザの目的に応じて、複数のウェブ

サイトにまたがって集めたコンテンツをひとつのページ

内に見やすい形で再構成して提供するような、整理役と

なる仲介サービスが注目されている。たとえば商品比較

ポータルサイトなどもその例である。複数のショッピン

グサイトがそれぞれ別々に取り扱っている商品をカタロ

グ陳列している場合に、商品比較ポータルサイトは、各

ショッピングサイトから商品情報を収集しまとめた結果を

提供することで、ユーザはまとめのページを見るだけで

各ショッピングサイトの商品情報のうち欲しい情報だけを

効率よく得ることが出来るようなサービスを提供してい

る。商品比較サイトとしては 98年に Amazon.comに買
収された Jungleeが当時草分け的存在として注目された。

最近ではこのような商品比較サイトは増えてきており、

PCなどの商品価格の比較だけでなく保険サービスの比較
を取り扱うサイトなども現れ、多様化してきている。ま

た、ユーザが持っている各銀行の口座を一つのウェブペー

ジに一括表示するといったサービスを行うウェブサイト

も見かけるようになった。このように複数のウェブサイ

トに散在しているコンテンツを一つのウェブページへ一

括表示するウェブページの統合サービスは「アグリゲー

ションサービス」という名前で広く認知されるようになっ

てきた。

HTMLではもともと別ページに分散記載されているコ
ンテンツを関連付ける機構として、ハイパーリンクとフ

レームが用意されていたが、それだけでは表現力として

十分でない。アグリゲーションサービスは、もともとペー

ジに分散しているコンテンツを一つのページへまとめる

ことで、その表現力不足を補いユーザに便宜を図ってい

ると言える。しかしそれだけではなく、ウェブページに

分散していればユーザが目で比較しなければならなかっ

たものを、コンテンツを一つのページに同居させること

で、ページ内に仕組んでおいたソート機能を果たすスク

リプトにより電子的なコンテンツ比較サービスをユーザ

に提供することも出来るという利点もある。

一方、このアグリゲーションサービスの処理の本質は、

ウェブ情報の 2次利用である。そこでウェブサイトの構
築の観点から見ると、すべてのコンテンツを 0から作成
するのではなく、既に存在するウェブサイト内外の豊富

なコンテンツのうち所望のものがあればそのコンテンツ

を流用することができるとすれば、サイト構築の生産性

向上の点で有益である。

しかしこれだけ膨大な電子情報がウェブ上で提供され

ているのにもかかわらず、他サイトのコンテンツを 2次
利用して構築されているウェブサイトの事例は、上記に

あげたような例以外ではほとんど見られない。その原因

として、ビジネスマターとして著作権問題も大きな障害

となってことがあげられるが、もう一つの理由として、そ

もそもウェブコンテンツを自由に 2次利用するような簡
単な仕組みが存在しないということがある。もし便利な

仕組みがあれば、たとえば契約サイト間ならば、コンテ

ンツ使用に際する著作権問題については合意を取ること

ができるので、積極的にコンテンツを 2次利用すること
が可能である。また、大元となるあるウェブサイトで提

供している情報に対して、独自情報を追加して再発信す

るといったサテライト的なウェブサイトを構築すること

で、付加価値サービスを提供するというような新しい形

態のウェブサイトも登場可能となる。たとえば CD出版
社サイトが公開している CDカタログ情報に対して、CD
販売サイトはそれらの情報を取り込み在庫情報を付加し

て再発信するというような構成である。

以上のことから、ユーザおよびサイト構築者の両者に

とって、ウェブサイトを越えてウェブページ間でのコン

テンツを 2次利用することが重要と考える。

2.2 従来技術

最近、商品比較サイトなどアグリゲーションサービス

を提供するポータルサイトを多く見かけるようになって

きた。それらのポータルサイトは、契約しているショッピ

ングサイトの持つ商品カタログを一括表示するよう合成

されたウェブページをユーザに提供する。

そのようなサービスを実現するためには、各ショッピ

ングサイトにあるウェブページ上のコンテンツを自サイ

トに集めて一つのウェブページに合成する必要があるが、

各ポータルサイトは、そのようなタスクを行うプログラ

ムを作りこみ、それらを定期的にもしくは CGIなどから
起動することで実現している。具体的には次のような手

順となる。

1. 外部ウェブサイトの HTMLを取得する処理
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2. HTMLから必要なテキストを抽出する処理

3. 抽出されたテキストを所望の形式に変換する処理

4. テキストをつなぎ合わせて一つのHTMLを作成する
処理

しかしこのような構築手法には問題がある。一つは構

築コストが高いということである。また抽出先のサイト

のURLがプログラムの中にハードコーディングされるな
どアドホックな作りになりがちであり、あとからシステ

ム変更することはが容易ではないという問題もある。こ

のことは、変化の速いWWWにおいてスピーディな対応
が取れないという点で致命的である。

これらの問題は、アグリゲーションサービスのための

プラットフォームが存在しないことに起因している。そ

こで本稿では、簡単にウェブ情報を合成でき、また後から

容易に合成方法を変更することできる柔軟なアグリゲー

ションサービスのためのプラットフォームを提案する。

3 アグリゲーションサービスプラット

フォーム eXcart

現在、アグリゲーションサービスを実現するため、ポー

タルサイトごとにモノリシックな構造で合成処理を行う

プログラムを作りこんでいるが、この合成処理は、アグリ

ゲーションサービスにとって共通に必要な機能と各ポー

タルサイト固有の情報とに分けることが出来る。

具体的には、「どのサイトから HTMLをダウンロード
するのか？」「ダウンロードした HTMLのどの部分を抽
出するのか？」「抽出した HTMLをどのように変換する
のか？」「合成情報をどのように表示するのか？」といっ

た合成ロジックは、各ポータルサイトごとに固有の情報

であるが、一方、リモートウェブサーバからHTMLをダ
ウンロードするのに必要な様々な HTTP通信処理、ダウ
ンロードしてきたHTMLのうち必要な部分を抽出するた
めの HTML構造解析処理、また抽出してきた HTMLを
合成したい形式へ構造変換する処理、そしてそれらを表

示するためスタイルシートを適用する処理といった基本

的な合成処理は、アグリゲーションサービスとして共通

に必要な機能である。

したがってこれら合成処理と合成ロジックとを陽に分

離し、合成機能をプラットフォームが提供、合成ロジック

をサイト構築者が編集可能なウェブページとして提供す

ることで、サイト構築者は、合成機能の開発から開放され

合成ロジックのページ作成に専念することができる。こ

の基本方針 (図 1)に基づいて、アグリゲーションサービ
スのためのプラットフォーム eXcartを設計した (図 2)。
以降、eXcartが提供する合成処理エンジンおよび合成
ページ記述言語 XML-P’z の設計について説明する。

図 1: eXcartの実現アプローチ

図 2: eXcartのシステムイメージ
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3.1 合成処理エンジンの設計

合成処理エンジンのタスクは、大きく分けて目的のURL
からウェブ資源を取得する処理と、取得したウェブ資源

を構造解析した上でデータ加工する処理の二つに分かれ

る。前者は、HTTP通信・FTP通信・SSLや認証処理な
ど各実装モジュール間での仕様上のコンフリクトがない

ので、それぞれ規格に従って忠実に実装すればよく、設

計上問題になる要素はない。しかし後者では、ウェブ資

源の加工処理にあたりベースとなる資源モデルとして何

を選択するかが設計上問題となる。なぜなら資源モデル

の選択によって、コンテンツの分解能力やアクセス方法

などが変わってくるからである。

合成の対象としたいウェブ資源は、基本的には圧倒的

に HTMLである。しかし、そのまま HTMLを加工処理
のための資源モデルとして用いる場合、HTMLは基本的
にデザインやレイアウトのためのタグから構成されてお

り、そのままではデータ加工がしにくいという問題が生

じる。

また HTML以外のウェブ資源に対して目を向けると、
現在、携帯電話などモバイル端末によるインターネットが

急速に発達してきており、これらはコンテンツの記述と

して CHTML [5]・WAP [6]・HDML [7]など独自のマー
クアップ言語を用いている。またウェブサービスを初め

として、XML によるデータ交換が今後広く定着するかも
しれない。このように今後はHTML以外のコンテンツの
増加が見込まれるが、そのことを考慮すると、すぐに実

装するかどうかは別としても、HTMLだけでなく、それ
以外の様々な形式の資源を利用できるような枠組みを視

野に入れて設計しておくべきである。

これら様々な形式の資源の加工処理を単純化するには、

共通の資源モデルが必要である。これに対してHTMLは
タグ間の親子関係や順序など様々な制約があり不適切で

ある。一方、独自のデータ形式を定義する方法を取ると、

機能開発のコストがかかるし信頼性が低い。そこで、共

通資源モデルとしてXMLを採用した。XMLは汎用的で
中立的なデータ表現力を持っているため、あらゆるマー

クアップ言語へのマッピングが容易で明確である。また

XML-DOM[1]/SAX パーサ・XSLT[2]処理系など XML
をベースとしデータ操作処理の環境が充実しているため、

合成機能を実装しやすい。

以上を踏まえて、合成処理エンジンの基本設計を行った。

入力ウェブ資源をXML-DOM としてツリー化し、XML-
DOMをベースに合成処理を行い、XML資源として出力
する。合成された XML資源は、別の合成ページの入力
資源として利用することも可能であり、サイトを越えて

チェーン状に合成機能を利用することもできる。

また、合成処理エンジンはXML-DOMをベースとした
合成処理を行うための前処理として、資源が入力された際

に、ウェブサーバからのContentType・コンテンツ内容・

図 3: 合成処理エンジンの処理イメージ

URLの拡張子のうち利用できる情報を用いて、MIMEタ
イプを自動判定し、XMLでないウェブ資源が入力された
と判断した場合、構造等価な XMLに変換してから処理
を開始する。(図 3)。これにより処理エンジンの合成処理
はすべて XMLの世界に閉じることができるため、合成
処理の実装が簡潔になるというだけでなく、eXcartのエ
ンドユーザがHTML/XMLの区別を意識する必要がない
というメリットももたらす。

今回は手始めとして入力ウェブ資源を HTML および
XMLに限定しているので、HTML が入力された場合に
のみただちに XML に変換される。この処理には IE の
HTML解析機構を用いており、入力 HTMLの文法逸脱
に対する強力なエラーリカバリー性能を実現している。こ

のHTML→XML変換処理機構は合成処理エンジンにお
ける実装上の最大の特長の一つである。

3.2 合成ページ記述言語XML-P’zの設計

合成ページ記述言語の設計にあたっては次の点に留意

した。

一つは、合成ロジックの記述されたページ自体をXML
として取り扱えるよう、合成ロジックに必要な命令をXML
タグもしくは属性として提供するということである。そ

もそもXMLというのはメタ言語であり、用途に応じて名
前空間を宣言し、独自の語彙とセマンティクスを持つ応用

言語を作成するという利用方法が想定されている。そし

て、独自言語をXML応用言語として設計すれば、言語処
理系の開発において独自の字句解析処理が不要となる利

点に加え、合成ページ言語のインスタンス自体をXMLと
して交換可能となり可搬性が増すというメリットもある。

もう一つの留意点は、合成用命令を必要最小限にとど

めることで簡潔さを維持するということである。本プラッ

トフォームのねらいは、コンテンツ合成機能の実現を容易
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にすることにあるため、処理効率よりも言語記述として

の簡潔さが優先する。またこの際、可能な限り、W3Cが
標準化を進めている各種 XML規格を積極的に活用する。

以上を踏まえ、以下のように合成ページ記述言語XML-
P’z(XML-Pieces)の基本設計を行った。

まず、基本的な合成アルゴリズムとして、骨格となる

XML文書 (コンテンツを持っていても持っていなくても
よい)に対して、外部ウェブ資源を追加していくという合
成方式モデルを採用した。この方式の利点は、骨格とな

る XML文書が外部からのウェブ資源間の構造性を維持
することができるので合成に柔軟性をもたせることがで

きることと、直感的で分かりやすいことである (大木に実
をつけていくようなイメージ)。

このモデルにおいて必要不可欠なインストラクション

として抽出命令・変換命令・挿入命令を準備した。抽出命

令とは「どのサイトのどの部分ページを取ってくるか？」

ということを示す指示子であり、挿入命令とは「指定さ

れたウェブ資源を骨格文書の特定の構造位置にはめ込む」

ことを指示する命令である。この二つにより、任意の外部

資源を自由な構造的配置ではめ込むことができるように

なる。そして最後の変換命令は「指定の部分文書を所望

の文書形式に変換する」ことを指示する命令であり、必要

な場合にのみ用いる。たとえば、異なるウェブサイトか

ら取ってきた商品情報の形式が異なっている場合に、統

一形式に合わせる場合などに有用である。

以上に説明した抽出命令・挿入命令・変換命令である

が、具体的には、抽出命令については、入力資源の指定

子として XPointer[3]URL[4] を採用することで、一度に
文書名およびその文書の所望部分を 1ラインで簡潔に提
供しており、挿入命令および変換命令については、XML
タグとして任意の構造位置に記述できるようにしている。

なお、XML文書の構造位置をアドレッシングする言語と
してはW3Cでの勧告されているXPathが有名であるが、
XPath を採用しなかった理由は、URLフラグメントへの
記述については規定されていなかったためである。

3.3 合成ページ記述言語XML-P’zの詳細仕
様

合成ページ記述言語 XML-P’zの詳細について述べる。
さきほど述べたように、アグリゲーションプラットフォー

ム eXcartでは、XML応用言語として設計した合成用ペー
ジの記述言語XML-P’zを採用した。XML-P’z言語には、
外部ウェブ資源を部分抽出する命令および任意の部分文

書をコンテンツ変換する命令を意味するエレメントが用

意されており、これらを大元となるXMLページの任意の
構造位置に配置することで柔軟な合成を実現できる。この

ようなエレメントを命令エレメントと呼び、ネームスペー

スURI「http://www.toshiba.co.jp/xmlpz」の元に用

意している。なお当 URIのデフォルトの奨励プレフィク
スは Pzである。

では以下に 2つの命令エレメントについて説明する。

targetsエレメント (<pz:targets href="url"/>)は、
href属性によって指定されたウェブ資源を当該命令位置へ
挿入する命令エレメントである。これにより、合成ページ

の任意の構造位置へ外部のウェブ資源を取り込むことが

出来る。このときウェブ資源がHTMLであるならば処理
前に自動的に構造等価なXML (XHTML)に変換される。

また href 属性で指定する URL として XPointerURL
を採用しており、これによりウェブページの部分文書を指

定することができる。なおXPointerURLは、ウェブペー
ジ内の部分文書を 1 行で簡潔に表記できる記法であり、
まるでファイルシステムのパス指定のような簡明な部分

文書指定から、望めば「xxxという値を持ったエレメント
の 3つ目の弟」といった強力なパターンマッチによる柔軟
性のある部分文書指定まで幅広く対応可能である。例えば

「http://x.jp/index.htm#xpointer(/HTML//TABLE[4])」

という URLは、index.htm内の 4番目の表 (TABLE)を
ルートエレメントとする副文書を示している。

targets エレメントの href 属性に指定する XPoint-
erURL は副文書を表さねばならないことから、

XPointer はエレメントを指さねばならないと

規定している。また、XPointer で指されたエレ
メントの候補は一般に複数となりえる。例えば、

「http://x.jp/index.htm#xpointer(//TABLE[4]//TR)」

の場合、4番目の表 (TABLE)のうちのいずれの行 (TR)
もがマッチする。targetsエレメントはそれらすべての部
分文書を兄弟として挿入する。この例の場合では、4番
目の表 (TABLE)のすべての行 (TR)を挿入する。この仕様
のため林を容易に扱うことができる。特定行のみ挿入し

たい場合は「//TABLE[4]//T[3]」というように条件を

明確にすればよい。

convertエレメント (<pz:convert href="xslt-url"/>)
は、各子部分文書を href属性によって指定された XSLT
文書を適用してコンテンツ変換する命令エレメントであ

る。子部分文書は一般的には複数となるが、convert エ
レメントは各子部分文書に別々に XSLTを適用してコン
テンツ変換処理を施す。

convertエレメントのコンテンツ変換機能は静的に記述
された子部分文書だけでなく targetsエレメントによって
取り込まれた子部分文書にも有効であり、むしろ後者の

方が想定された使用法である。たとえば「//TABLE//TR」

という XPointer指定を受けた targetsエレメントによっ
て取り込まれた複数の部分文書にそれぞれに対してコン

テンツ変換を行って、合成ページ用の XMLデータ形式
にすることが出来る。この場合の XSLTは、適用対象と
なる文書を TRをルートエレメントとする XMLとして
変換ルールを書けばよい。
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図 4: XML-P’z言語の機能イメージ

以上がXML-P’z言語の説明である (図4)。以下にXML-
P’z言語を用いた合成ページの簡単な例を示す。以下の例
は、本屋のショッピングモールの XML-P’zページである
(図 5)。このページでは、自社の持つ本情報に連携サイト
のHTMLページ (図 6)から本情報を加えて一覧表示して
いる。

命令エレメントに注目して説明すると、targetsエレメ
ントでHTMLページの 2番目の表内すべての行を取り込
み、それらを自社形式の bookというエレメントから始ま
るXMLフォーマットに変換して bookstoreエレメント下
に列挙するという合成ロジックが記述されている。

なおこの例において、ポータルページの作者は

「bookmall.pzx (図 5) 」「html-book.xsl (図 7) 」

「bookmall.xsl」を作成し eXcart 上に配置するだけでこ
のような合成ページが実現される。また bookmall.pzxが
訪れるべきウェブページであり、他のウェブページから

この XML-P’z ページへハイパーリンクするなど一般的
なウェブページとして取り扱えばよい。

3.4 適用事例 ～ 複数調達システム

eXcartの適用事例として複数調達システムについて紹
介する。

3.5 システム概要

複数調達システムは、eXcart を用いて、A 社と B 社
の既存の資材調達サイトで公開募集している調達案件を、

ユーザの入力した条件に従って収集し、同一ページ内に

一括表示するサービスを提供するアグリゲーションサー

ビスポータルサイトである (図 8)。

画面構成としては、コントロール用フレームで対象案

件の検索条件を入力すると、各調達システムの該当調達

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl"

href="bookmall.xsl"?>

<bookstore

xmlns:pz="http://www.toshiba.co.jp/xmlpz">

<book>

<author>

<first-name>Shinichiro</first-name>

<last-name>Hamada</last-name>

</author>

<publication>Selected Short Stories of

<first-name>Shinichiro</first-name>

<last-name>Hamada</last-name>

</publication>

<price>55</price>

</book>

<pz:convert href="html-book.xsl">

<pz:targets href="http://www.xxx.com/

index.html#xpointer(//TABLE[2]//TR)"/>

</pz:convert>

</bookstore>

図 5: XML-P’z 言語で書かれた合成ページ
(http://www.toshiba.co.jp/xmlpz/bookmall.pzx)

<HTML>

<BODY>

<H1>いらっしゃいませ</H1>

<TABLE>

<TR><TD ColSpan=2>xxx 書店</TD>

<TR><TD>本売れ筋上位<TD><TD>2001 年 9 月調べ</TD></TR>

</TABLE>

<TABLE>

<TR><TD>書名</TD><TD>作者</TD>

<TD>出版社</TD><TD>値段</TD></TR>

<TR><TD>xxxx</TD><TD>xxxx</TD>

<TD>xxxxxx</TD><TD>xxxx</TD></TR>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

図 6: 連携サイトの本情報 HTML ページ

(http://www.xxx.com/index.html)

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="xml" encoding="Shift_JIS" />

<xsl:template match="text()"/>

<xsl:template match="/">

<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

<xsl:template match="/TR">

<book type="unknown">

<title> <xsl:value-of select="TD[1]"/></title>

<price> <xsl:value-of select="TD[4]"/></price>

<author><xsl:value-of select="TD[2]"/></author>

</book>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

図 7: 提携サイトの本情報を自社形式にする

XSLT(http://www.toshiba.co.jp/xmlpz/html-book.xsl)
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図 8: 複数調達システム

案件が統一形式で一覧表示されるというシンプルな操作

方法となっている。またこのシステムでは、検索はブラ

ウザの要求時に動的に実行するため、毎日更新される募

集案件の変化に対応することも特徴的である。

検索条件として、対象調達サイトを選択できるほか製

品分類や見積依頼事業所などで絞込みをかけることがで

きる。検索条件処理については、各調達サーバから全案

件を取得した上で条件絞込みをかけるのではなく、各調

達サーバの持つ検索機能を利用して条件に見合った案件

だけを取得する方針を取っており、各調達サーバへの検索

機能が反映されたURLを含むXML-P’zページを servlet
を用いて動的に生成している。おおまかな処理の流れは

次である。

1. 検索条件の入力結果を Servletに POST

2. Servetは動的に XML-P’zページを生成

3. eXcartサーバは XML-P’zページの合成結果をブラ
ウザに返す

3.6 eXcartによる合成ページ生成処理

以下の図 9は動的に生成された検索条件付きの XML-
P’zページの一例である (見やすくするため適当に改行し
てある)。targetsエレメントで指定する長いURLのほと
んどは各調達システムに対する検索条件であり、全体と

しては至ってシンプルである。

各調達システムはいずれも検索結果を表で返す形式で

あったが、これら検索結果に対して xpointerフラグメン
トを用いて案件が記載されている TRエレメントのみを
抽出している。

なお、A社資材調達システムでは、検索結果が 0件で
あった場合に表中に「該当する案件がありません。」と表

示される仕様となっているが、このようにコンテンツを収

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mpc.xsl"?>

<bidRequestList

xmlns:pz="http://www.toshiba.co.jp/xmlpz">

<!-- A 社調達システム -->

<pz:convert href="tosproc-mpc.xsl">

<pz:targets href="http://a.co.jp/

servlet/PublicListServlet?clientName=ALL&amp;

category=ALL&amp;pageSize=100000#xpointer(//HTML//

TABLE[end()]//TR[index() > 0 and TD

!= ’ 該当する案件がありません。’])"/>

</pz:convert>

<!-- B 社調達システム -->

<pz:convert href="hitproc-mpc.xsl">

<pz:targets href="http://b.co.jp/cgi.EXE?

quotation_req_prod_name=&amp;search_data_name=

MCMijk22107010&amp;sender_name_code=000000&amp;

item_class_name_code=000000&amp;prod_code=000000

&amp;print_page_count=0&amp;print_page_size=10000

#xpointer(//TABLE[2]//TR[index() > 0])"/>

</pz:convert>

</bidRequestList>

図 9: 調達案件合成 XML-P’zページ

集するポータルサイト側にとって、提携サイトがイリー

ガルなコンテンツを返してくる場合でも、XPointerURL
を工夫するだけで、そのような行だけを収集しないよう

に指定することができる。

このことは、提携サイト側に対して何らの仕様変更を

求めることなく、柔軟にウェブ資源を取得することがで

きることを表す好例である。実際、本ポータルサイトの

立ち上げに際して、調達案件の収集先である各調達サイ

トに対して、なんら特別なシステム変更を要求しておら

ず、各調達サイトは既存のシステム構成のままで独立に

運用されている。

以下は、この XML-P’zページを eXcartで処理した合
成ページの抜粋である (図 10)。たとえばA社調達システ
ムでは「入札開始」「入札締め切り」の 2項目があるのに
対して、B社調達システムでは「募集期限」しかないと
いうようにデータフォーマットが異なっているが、それ

らを convertエレメントでコンテンツ変換することでう
まく項目を合わせていることがわかる。

4 eXcartがもたらす効果

ここでは eXcartを用いた場合の効果について説明する。

一つは生産性の向上である。XML-P’z言語を用いて「抽
出」「変換」「はめ込み」機能を自由に組み合わせること

により、プログラムすることなく、商品比較サイトや共通

マーケットプレースなどコンテンツ統合型ポータルサイ

トを簡単かつ柔軟に構築することが可能であるというこ

とである。またこの際にコンテンツ連携の相手サイトに

は特別な仕組みは不要であるため、例えばイントラネッ

ト内の複数の既存のウェブシステムを統合したり、プリ
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<?xml version=’1.0’ encoding=’Shift_JIS’?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="mpc.xsl"?>

<bidRequestList

xmlns:pz="http://www.toshiba.co.jp/xmlpz">

<bidRequest number="EDI-62-PUB-00000665"

open="2000/10/31" close="2000/12/06" type="4">

<system name="A 社調達 EC システム"

href="https://a.co.jp/"/>

<article name="ギヤ１" category="金属加工"/>

<client name="S 社 府中情報・社会システム工場"/>

</bidRequest>

<bidRequest number="" open="" close="2001/8/3">

<system name="B 製作所 資材調達"

href="http://b.co.jp/index.htm"/>

<article name="ＰＡＮＥＬ"

category="加工外注 / 加工鋼材" href=""/>

<client name="B 社湘南電子"/>

</bidRequest>

</bidRequestList>

図 10: 調達案件合成結果

ンタの管理コンソールなど機器埋込型のシステムについ

て複数機器を同時操作できるよう統合するなど、低コス

トな SIソリューションとしても有効である。

しかしそれにとどまるものではない。現在、WWWで
は膨大な情報資源が公開されているが、それらを 2次利
用して新しいウェブページを作成する直接的な方法はな

く、情報資源は使い捨てであった。これら公開情報資源

を作者の合意の下に互いにネットを越えて容易に再利用

できる環境があれば、WWWは格段に合理的で経済的な
ものになり、WWWの応用に大きな進歩をもたらすだろ
う。たとえば、本の売上情報や TV番組の視聴率情報な
ど、ウェブサイトを構成する情報資源の一部をアウトソー

シングするといった、分散運用型のウェブサイト構築ス

タイルが可能となり、大きなウェブパーツ市場が生まれ

る可能性もある。

また既存ウェブサイトのコンテンツに対して、独自ロー

カル情報や広告情報を付加して配信する付加価値サービ

ス型ウェブサイトの実現も可能となる。たとえばCD出版
社サイトが公開している CDカタログ情報に対して、CD
販売サイトはそれらの情報を取り込み在庫情報を付加し

て再発信するというような構成である。

ただし、このようなコンテンツ再利用については、著

作権問題など利用に関する実運用上の問題がからむ。た

とえば、eXcartサーバを用いれば、ウェブ検索サービス
サイトの検索結果を流用合成するメタ検索ページを提供

することが簡単にできるが、著作権問題に抵触する。こ

のような問題は、現在のWWWにおいてもハイパーリン
クの許可をめぐって問題となっており運用で乗り切って

いる現状がある。これに対して、Extranet構築技術など
アクセスコントロールに関するWWW技術が提供されて
いる一方、WWWで公開された著作物の取り扱いに関す
る法整備が急ピッチで行われているところである。また

XML-P’zフレームワークにおいても、将来の課題として

著作権問題を包括的に取り扱うモデルを導入したいと考

えている。

5 おわりに

本稿では、アグリゲーションサービスのためのプラッ

トフォーム eXcartを提案した。
eXcartでは SSIアーキテクチャを採用し、合成ロジッ

クのための命令が用意されたページ記述言語XML-P’zを
導入した。これにより、ウェブ資源を 2次利用した合成
ページをHTMLのような手軽さで感覚的に作成すること
が可能となる。

今回説明した eXcartの機能は、ウェブページを複数の
複数の部分ページの集合としてモデル化しそれらをパー

ツとして自由に組み合わせることのできるコンテンツ 2
次利用環境の実現を目指した研究の取り組みの第 1歩で
あり、次のステップとして、XML-P’z言語を拡張し、部
分ページをパーツとして蓄積・分類・自動変換する機能

などの実現を目指す予定である。
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