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1 ．はじめに

アプリケーションをインタラクティブにするため
に， SOBA では，セッションに参加中の各マシン
近年のソフトウェア開発では，迅速さと変化への
上でアプリケーションの状態が保持される．これ
順応性に重点を置いた開発プロセスが注目されてい
により，例えば，「画面の再描画のたびに，ある
る．このような開発が行われる開発現場では，特に，
サーバーへのアクセスが行われ，描画に時間がか
開発者一人一人の主体性と，開発に関わる人たちの
かる」といったことを防ぐことができる．また，
コミュニケーションのあり方が重要となる．
各マシンがデータを保持しているので，P2P ネッ
筆者らは，ソフトウェア統合開発環境である
トワークの特徴の一つである突然のピアの分離
Eclipse[3] に対し， P2P コラボレーション機能を付
（ユーザーのセッションからの脱退）に強い．
加するためのフレームワーク（ Sobalipse フレーム
(2)
リアルタイムな状態の同期
ワーク [5] ）を， SOBA フレームワーク [4] を用いて
共有アプリケーションを実現するために，
SOBA
実現した．
は，アプリケーションの状態を各マシンの間でリ
SOBA は，P2P で接続されたネットワーク上に，
アルタイムに同一にする．これは，状態変更イベ
様々なアプリケーションを共有するための仮想共有
ントを，各マシンに同じ順番で伝えることにより
空間（セッション）を実現するフレームワークであ
実現される[2]．この機構により，複数のマシン上
る．ユーザーはセッションに参加することで，共有
でアプリケーションが同時に操作された場合でも，
されているアプリケーションを通してセッションの
マシン間で状態の整合性が保たれることが保証さ
参加者とリアルタイムなコミュニケーションを行う
れる．
ことが可能となる．
(3)
共有部分と非共有部分の分離が可能
Eclipse は，統合開発環境としての完成度の高さ
アプリケーションの状態を共有部分と非共有部分
に加え，プラグインを開発することで機能の追加が
に分け，共有部分のみの状態を同期させることが
可能という特徴をもつ． Sobalipse は， Eclipse のプ
できる．これにより，例えば，「データは同一だ
ラグインの中から SOBA の共有機能を利用するため
が画面に表示する内容をマシンによって変える」
のフレームワークである．
といったことも可能になり，自由度の高いアプリ
本 稿 は ， Sobalipse に つ い て 論 じ る ． 特 に ，
ケーション開発が可能となる．
Sobalipse を使用することで， SOBA の技術的特徴
である「分散同期モデル」に基づいた Eclipse プラ
3．Sobalipse フレームワーク
グインの開発が可能になることを説明する．また，
Sobalipse は ， コ ラ ボ レ ー シ ョ ン 機 能 を も つ
Sobalipse のアプリケーションの例として，複数の
Eclipse プラグインの開発を可能とするフレームワ
ユーザーが共同でプログラミングを行うためのプラ
ークである．
グインを紹介する．
Sobalipse は以下から構成される．
2 ．SOBA 分散同期モデル
 SOBA の機能を使用するための UI
以下の操作を行うための UI が， Eclipse のビュー
SOBA のセッションにおけるアプリケーションの
として提供されている．
共有は，分散同期モデル[1]という概念に基づいてい
- SOBA へのログイン
る．これは，P2P ネットワーク上で，インタラクテ
- セッションの作成，参加，脱退，セッショ
ィブな共有アプリケーションを作成するための基本
ンの移動
概念である．
ネットワークに存在するユーザーやセッシ
分散同期モデルの特徴を以下にあげる．
ョンの検索
(1) マシンごとにアプリケーションの状態が保持さ

分散同期モデルに基づく開発を行うための
API
れる
この API を使用することで， Eclipse プラグイン
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開発者は，分散同期モデルの概念に基づいた開発
(2) リアルタイムな状態の同期
を行うことができる．開発者は，アプリケーショ
自分が編集した内容が直ちに相手に伝わる．これ
ンの状態を共有部分と非共有部分とに分け，それ
は，テキストの内容が共有情報として各マシンで
ぞれを実装する． Sobalipse は， SOBA の仕組み
保持され，それがリアルタイムに同期されている
を用い，アプリケーションの共有部分が常にマシ
ことによる．
ン間で同期が取られることを保証する．
(3) 共有部分と非共有部分の分離が可能
Sobalipse のその他の特徴を以下にあげる．
ユーザーにとって同期する必要のない情報，例え
 Eclipse プラグインとして構成
ば，ウィンドウの位置や大きさ，フォーカス有無
Sobalipse 自体も Eclipse プラグインとして構成さ
の情報などは，アプリケーションの非共有部分と
れており，インストール作業が不要である．また，
して扱われる．これにより，ユーザーは，必要以
Eclipse の既存の機能を一切損なわずに新たなプ
上の束縛を受けることなくプログラミング作業に
ラグインの開発が可能である．
専念することができる．
 SOBA との連携
Sobalipse を利用する開発者は， SOBA が提供す
る P2P ネットワークアプリケーション開発のため
の各種サービスを利用できる．例えば，ディレク
トリサービス，セキュリティサービス，ストリー
ムメディア配信サービスなどのサービスを利用で
きる．また， Sobalipse の設定ファイルの構成は
SOBA の仕様に準拠しているので，ユーザーの認
証情報やアプリケーション設定情報などのユーザ
ー固有の情報を， SOBA の他のアプリケーション
と共有することができる．

4．アプリケーション：遠隔ペアプログラミン
グ用プラグイン
本節では， Sobalipse を使用したアプリケーショ
ンとして，複数のユーザーが共同でプログラミング
を行うためのプラグイン（ SobaJDT プラグイン）を
紹介する． SobaJDT は Eclipse 上の Java エディタ
（ JDT プラグイン）を拡張した Java エディタであ
る．SobaJDT の画面を図 1 に示す．
SobaJDT は以下の特徴をもっている．
 コラボレーション機能
SobaJDT は，複数のユーザーが共同でプログラミ
ングを行うための以下の機能を提供する．
- 自分が編集した内容を，直ちに他のユーザ
ーに伝える機能
- 他のユーザーが編集しようとしている箇所，
すなわち，キャレットのある行に色を付け
て表示する機能
 JDT のすべての機能が使用できる
SobaJDT は JDT の純粋な拡張であり，強力なコ
ード補完機能やリファクタリング機能といった
Eclipse の豊富な機能をそのまま利用できる．
SobaJDT は， Sobalipse のアプリケーションであ
り， SOBA の分散同期モデルの仕組みの下に実現さ
れている．以下，それを説明する．
(1) マシンごとにアプリケーションの状態が保持さ
れる
SobaJDT では，画面の再描画のたびに，ユーザー
ごとのキャレット行の情報が必要となる．分散同
期モデルの仕組みでは，共有されている情報も各
自のマシンに保持されているので，この情報の取
得の際にネットワークのアクセスが発生せず効率
良く描画処理が行われる．

図 1：SobaJDT のプログラミング画面

5．まとめ
本稿では， SOBA が提供する分散同期モデルの仕
組みを， Eclipse プラグイン開発で使用可能にする
フレームワークについて論じた．さらに，このフレ
ームワークのアプリケーションとして，Eclipse 上
で複数のユーザーが共同でプログラミングを行うた
めのプラグインを紹介した．
このような開発ツールが，開発現場でのコミュニ
ケーションを促進することが期待される．今後は，
SOBA と Eclipse という二つの魅力的な基盤技術を
ベースとして，ソフトウェア開発におけるコミュニ
ケーションのあり方についても研究していく．
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