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背景
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†† 東京工科大学 コンピュータサイ

ファイルをオブジェクトとして保存することで，ファ

近年，クラウドの需要が高まり，アプリケーション

イルデータ，メタデータ，プログラムを一緒に保存す

も，ウェブ上や，ネットワークを介したものが増えて

ることができる．これにより，ファイルの情報だけで

きている．それとともに，ネットワーク上に種々のデー

なく，そのファイルを表示するための HTML や，ウィ

タがあふれている．これらのデータをいかに簡単に効

ジェットの XML などを一緒にメタデータとして保存

率的に整理することが求められてきている．これを満

し，表示するときにはどちらにするか選択するか，も

たす方法として，本論文では，オブジェクトリポジト

しくはプログラム側で書き換えて表示したりと様々な

リを用いたデータ整理手法を提案する．

変化をつけることができる．
パスについて

3.1.1

提案
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オブジェクトリポジトリを用いた上で，リポジトリ

WrapperObject の表示には，特殊なパスを定義し

上のオブジェクトを視覚化しデータの整理を容易にす

ている．例えば，HTML で表示する場合は, ファ

る手法を提案する．

イル名以下に/!app/show.html を追加することで表

オブジェクトの視覚化には，ウィジェットと呼ばれ
るコンテンツを部品化する手法を利用する．オブジェ
クトをウィジェットで表示することで，簡単にページ

示することができる．他にもウィジェットの場合は，

/!app/gadget.xml でアクセスすることができる．こ
れら HTML やウィジェットは，WrapperObject 毎に

て，これらウィジェットを集めることで，オブジェク

1 度実装すれば，同じ WrapperObject 全てに適応さ
れる．実装後に追加されたファイルは保存されただけ

ト同士の関係性を示すことができる．

で HTML やウィジェットでの表示が可能となる．

の１部にオブジェクトを埋め込むことができる．そし

たとえば，講義名で検索した場合，講義に関係する
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テキスト，画像，動画，講師情報，休講案内等の全て
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のデータがガジェットとして表示されるため，検索し
ただけで，講義のページを作ることができる．
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実装
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このシステムは大きく見て二つのシステムが存在す
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る．1 つはオブジェクトリポジトリである Raptor、2
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つはウィジェットをレンダリングする OpenSocial[3]

生0
データ

コンテナの Apache Shindig[2] である．

3.1
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Raptor

Raptor は，ファイルをオブジェクトで保存すること
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で，様々な見せ方を可能とするリポジトリである．こ
図 1: Raptor 内のオブジェクト概要

のオブジェクトを，Raptor 上では WrapperObject[1]
と言う．以下の図 1 は，Raptor 内でファイルの保存
形式を図で表したものである．

3.2

ウィジェット

オブジェクトの視覚化において，ウィジェットを利
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オープンな規格にすることで，レンダリングをオー
プンソースである，Apache Shindig に任せることが
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できる．
ウィジェットを表示する例として hoge.mp4 のウィ
ジェットを表示するときの流れを，図 2 に示す．
．
-"+&.20)3-4())-&(%&.*2506を返す

7(%&.*を1
レンダリング

!"#$%#&

'()*+,

-"+&.20)3-4())-&(%&.*2506を要求

図 3: Discover 上でのウィジェットの扱い例
-&(%&.*/-0.*(%(*(に対して1
'()*+,の-"+&.20)3-4())-&(%&.*2506を要求

変更するだけで，よりデータの可視性が上がることが
クライアント

わかる．

図 2: ウィジェットを取得する流れ

3.3

Discover

実際にオブジェクトをウィジェットが 1 対 1 の関係
になっていることで，わかりやすくオブジェクトを表
示できている図を以下の図 3 に示す．
これは，Discover という Raptor 用リポジトリビュ
ワーである．Raptor からファイルリストを JSON で
取得しファイルを表示している．Discover 上でファイ

図 4: 彩雲のプロトタイプ

ルを選択すると，そのファイルの中身をウィジェットを
利用してプレビュー表示することができる．この図上
では，動画のオブジェクトを選択して，そのオブジェ

4

今後の予定

クトのウィジェットを利用し動画を再生している．ウィ

Raptor には，パーミッションや，ユーザの情報等

ジェットの内部では，HTML5[4] から追加された video

が保存できるが，現在のこのシステムにはそれらを利

タグを利用して動画のデータを表示している．

用した機能が入っていない．

この Discover は，ブラウザ上で動作するシステムだ

また，検索機能も搭載されているので，検索結果を

が，HTML5 の Drag and Drop API を用いたアップ

彩雲で表示するような仕組みも追加していこうと考え

ロードの仕組みを実装しているので，ローカルファイ

ている．

ルからブラウザ上にファイルを直接保存することがで
きる．つまり，ファイルを直接ドラッグアンドドロッ
プするだけで，ファイルデータ，メタデータ，プログ
ラムの塊であるオブジェクトを Raptor 上に保存する
ことができる．

3.4

彩雲
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いて関係のあるオブジェクト同士を集め，それらをひ
とつのページ上にウィジェットで表示する．そうする
ことで，オブジェクト同士の関わりを視覚化すること
ができる．以下の図 4 は，彩雲のプロトタイプである．
図中で表示しているものは，図 3 で表示しているファ
イルリストと同じものを指定している．表示の仕方を
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