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アプリケーション機能の分割と組み合わせによる
統合機能実現の試み
藤坂達也†

小林聡††

アプリケーションはファイルを単位としてデータを管理している．ひとつのファイルの中に様々な種類
のデータが混ざっている．このようなアプリケーションのあり方は妥当なのだろうか．本研究では，ア
プリケーションに持たせたい機能を分割して実装し，それらを組み合わせて必要な機能を実現すること
を試みた．いくつかのデータ形式に対応する部品となる単機能プログラムを用意し，それらを必要に応
じて利用する方法で Leibniz システムの構築を試みた．Leibniz システムの実証のために文字データやイ
ラストなどを管理する単機能プログラムの組み合わせによってメモ帳アプリケーションを構築した．ま
た，単機能プログラムを利用して統合環境を実装する方法の効率について考察を行った．

Making Integrated Function Using Uni-Functional Unit
TATSUYA FUJISAKA†

SATOSHI KOBAYASHI††

Applications manage as a file. In this case, a file is a unit of data which managed a application. Various types of data are mixed in
one file. Does such policy appropriate for data managing? In this study, We divided functions in application software into unifunctional unit, and tried put them integrate to realize integrated function which we need. we prepared uni-functional units each
of which manages single data format. Then we make Leibniz system as integrated environment as them. We built memo pad
application for proof of Leibniz system. The memo pad application is constructed as integration of uni-functional unit for letter
data, illustration and others. We made consideration of efficiency to implement an application by this way.

1. はじめに
コンピュータの処理能力の向上に伴い，アプリケーショ
ンが多機能化して久しい．各アプリケーションはその目的
にあわせて様々な機能をもち，ユーザからの複雑な要求に
答えている．ここでいう機能とは，データをユーザに対し
て表示したり，データの内容を編集したり，データを管理
したりする働きのことである．多機能化により，それぞれ
のアプリケーションは，複数の形式のデータを扱うように
なっている．
しかし，本当に各アプリケーションが様々な形式のデー
タを扱う機能を保持する必要はあるのか．複数の形式のデ
ータを各アプリケーションが管理／操作することは，各ア
プリケーションの能力の向上に貢献しているが，開発に手
間がかかる．それに対して，複数のソフトウェアが連携し
て処理を行い，その統合として多機能な環境を実現する方
法が考えられる．コンピュータ内のソフトウェアが相互に
協力することを前提とすれば，ソフトウェアの作成効率も
向上させることができると考えられる．
アプリケーションはファイルを単位としてデータを管理
している．このようなアプリケーションのあり方は妥当な
のだろうか．それに対し,本研究ではアプリケーションの視
点，Newton の視点，ライフログの視点，という３つの視点
を重視し，そこから浮かび上がるものとして，Leibniz シス
テムの構築を試みた．

図 1 Leibniz を構成する３つの視点
Figure 1 Three viewpoints to constitute Leibniz

2. Leibniz 開発における３つの視点
Leibniz システムの開発にあたっては，以下の３つの視点
に重点をおいた．図 1 に示すように３つの視点の交わる部
分として Leibniz を構想した．
2.1 アプリケーションの視点
画像データを例に挙げれば，図 2 のように画像として表
示した場合であっても，図 3 のようにバイナリデータとし
て表示した場合であっても，どちらもユーザにデータの内
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図 4
Newton におけるアプリケーションとスープの関係
Figure 4
Relations of applications and soups in Newton

図 2
Figure 2

画像としての提示
Presentation as a image

図 3 バイナリデータとしての提示
Figure 3 Presentation as binary data
容を提示していることには変わりがない．目的にもよるが
通常の場合，画像データは画像として表示される事が望ま
れるであろう．
現在，この例のように，各ファイルあるいはデータをど
のような提示方法を用いて提示するかはユーザの責任にお
いてなされている．データ形式によってユーザが適切なア
プリケーションを選ぶ，あるいはユーザが設定したファイ
ルの種別（拡張子など）とアプリケーションの対応関係に
基づき，OS が提示に用いるアプリケーションを選択する ，
ないしはアプリケーションの一覧を提示してユーザに選択
させるなど，データ形式に応じてアプリケーションを使い
分けるようになっている．
データ形式に対応したアプリケーションを用いることは
必要であるが，データ形式ごとにアプリケーションの使い
分けを意識することの不都合はないだろうか．例えば，ワ
ードプロセッサは，文字データのみならず，画像データや
表形式のデータなどを扱える統合環境の一例である．ワー
ドプロセッサ内で文書に画像データを添付していた場合，
その画像データの修正が必要になった場合には他の画像編
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集ソフトウェアで画像データを修正して，修正後のデータ
をワードプロセッサに再度読み込ませる必要がある．ワー
ドプロセッサが画像を表示する機能は持っているが，画像
データを修正する機能をもっていないことは致し方ない．
だが，そのため，画像編集ソフトを用いて画像データに施
した修正が，ワードプロセッサ内のデータに自動的に反映
されることはない．反映されないことが好都合な場合もあ
るが，反映された方が便利である場合もあるだろう．しか
し，反映させるためには，アプリケーション同士をより強
く連携させる必要がある．複雑化したアプリケーションを
連携させることは非常に難しい．そこで，本研究ではシン
プルな機能を有したプログラムを複数作成し，そのプログ
ラムを呼び出して利用することで複雑な機能を実現してい
る．
本研究のようにソフトウェア同士の連携を実現させよう
としたとき，アプリケーションという概念は障壁になり得
る．そもそも，アプリケーションという境界線は必要なの
だろうか．ソースコード上においては，モジュールなどの
形として機能の分離はできていると思われるが，より粗な
連携もありうるはずである．その場合，アプリケーション
は複数の単機能ソフトウェアの組合せとして実現可能だろ
う．あるアプリケーション A に含まれる単機能ソフトウェ
アｍが，他のアプリケーション B の構成要素となることも
あるだろう．この場合，ユーザにとってアプリケーション/
統合環境というのは，どのような機能の組合せであるかと
いう意味になる．なお本論文において機能とは，特定のデ
ータ形式の入出力/管理を行う単位のことをいう． これは，
Unix において，パイプを用いて，フィルタプログラムを組
み合わせてさまざまな機能を実現することに似ている．
そこで，本研究では個別に実装された単機能ソフトウェ
アを組み合わせて，必要なアプリケーションとしての機能
を実現することを試みた．実装方法として，文字データや
画像などの各データ形式に対応する単機能ソフトウェアを
用意し，アプリケーションが活用するデータの形式に応じ
て単機能ソフトウェアを利用する方法を用いた．
2.2 Newton の視点
Newton は Apple 社が開発・販売した商品であり，初めて
製品化された個人用携帯端末である．Newton は「ポストイ
ットのように使えて，なぐり書きができるノートのような
製品」というコンセプトのもとで開発された．Newton の特
徴としては次のことがあげられる．
まず，Newton で管理されるデータは，Soup（スープ）
と呼ばれる形式で保存されている．この形式では，保存さ
れたデータにはどのような種類の情報であるかを示すタグ
が付けられている．そして，このタグをもとにアプリケー
ションに依存することなく情報の検索などが可能であった
[1]．Newton がタグを用いた方法を用いていた理由は，当
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時の端末の CPU と OS，メモリの処理能力では，各 Soup を
管理するタスクをバックグラウンドで動作させるようなマ
ルチタスクが困難であったためと思われる．
例 え ば ， 図
4 の よ う に Newton 端 末 内 に
Notepad，Names，Dates の３つのアプリケーションがあり
それぞれのアプリケーションから情報を入力しているとす
る．各アプリケーションの情報は，Notepad のもの，Names
のもの，Dates のものとして個々の Soup の中に保存される．
各アプリケーションはすべての Soup の中の情報へ自由に
アクセスすることが可能である．Soup の特性により，Soup
の中の情報に様々なアプリケーションからアクセスしても ，
Soup の中のデータの整合性を保つことができていた．その
ため，各アプリケーションが相互にデータを参照／編集す
ることができるので，データの活用にあたって便利である．
アプリケーション間の相互のデータ参照の例としては ，
Newton の Notes アプリケーションに何かを記入していると
きに，友人（Suzuki さん）から電話があって昼食に誘われ
たとする． 起動 していた Notes アプリケーション上に
「Lunch Suzuki」と書き込み，すぐに Assist ボタンを押す．
すると，Assist アプリケーションというユーザの目的を果
たすための手助けをするアプリケーションがユーザの入力
した内容を分析する．分析が終わると，Dates アプリケー
ション（スケジュール帳アプリケーション）が起動される ．
その際，先ほど入力した情報が Dates アプリケーションの
入力覧に入力されている．今回の場合だと，時間の覧に
「12:00~13:00」，参加者の覧に「Suzuki」と自動的に入力して
くれる．ユーザは自動的に入力された内容を確認し，よけ
れば決定ボタンをタッチする．ユーザが決定ボタンをタッ
チすることで，予定が登録される． [2]
これらの観点に着目し，Leibniz でもユーザが入力した情
報を Newton のように活用することを目標とした．
2.3 ライフログの視点
ライフログとは，人間の行動・意見などをデジタルデー
タとして記録する技術のことである．もしくは，記録した
データそのもののことである．我々は人間の認知的活動に
も興味をもっている．そのための基礎データの収集方法(ツ
ール)としてライフログの活用を考えている．
ライフログの内容としては，ブログやツイッターなどの
ユーザが意識的に記録を行うものや，GPS 機能や各種セン
サ機能などを活用して自動的に記録されるものがある．ブ
ログやツイッターなどによって記録された文字列データの
中には，個人の行動や考えたこと，あるいは感情などが含
まれるとともに，備忘録の内容に近いものもある．例とし
ては，食事や購入物，トレーニングの実施状況などの記録
がある．
このように記録されたライフログにおいては，記録した
データの間には様々な関係が自然と存在している．時系列
はその関係の 1 つの例である．
ライフログに先の内容を記録するには，風景などを言葉
のみで記録することは困難であるため，文字だけでなく，
画像や動画も扱える方が望ましい [3]．そのため，Leibniz
ではさまざまな形式のデータを扱う拡張が行いやすいよう
に実装を行った．
2.4 Leibniz の構築にあたって
Leibniz では，各データ形式に対応する入出力/操作/管理
を行なう単機能ソフトウェアを個別に実装し，データ形式
に基づいてどの単機能ソフトウェアがそのデータを扱うか
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図 5
Figure 5

Leibniz の構成図
Structure of Leibniz

を決定する．
また，あるデータ形式のデータ形式について，そのデー
タを利用者に提示する際に用いる単機能プログラムを複数
作成し，ユーザが好みの単機能プログラムを容易に選択で
きるような仕組みを考えた．また，単機能プログラムを選
択/組み合わせが容易になるように設計した．このように，
特定のデータ形式を管理する単機能プログラムを複数作成
可能，および組み合わせ可能とした意図は，利用目的によ
って，求められる機能は異なってくると考えたからである ．
今回作成したメモ帳アプリケーションは，見た目のカスタ
マイズにとどまらず，機能自体をユーザが自由にカスタマ
イズできるようにすることを目標にしている．今回は機能
カスタマイズの機能を実現のための，基礎部分の実装を行
った．
今回実装した Leibniz は，2.1～2.3 の視点を同時に意識し
つつ，かつ取り入れて試作した．3 つの視点からの要求を
満たす Leibniz を実装するため，今回は基本的な統合環境
としての部分の実装を行った．

3. Leibniz の構造
本研究では，ライフログとしての観点より，常に持ち歩
いて利用することのできるスマートファン，あるいはタブ
レット上で動作するアプリケーションとして Leibniz を実
装した．Leibniz は図 5 に示すような構造となっている．
構造について以下で詳しく述べる．
Leibniz は Model，View，Controller モデルに基づいて構
築した．今回作成した部品の中で，データを扱う 部分を
Model とし，ユーザにデータを提示する部分を View，ユー
ザからの操作を受け取る部分を Controller (Android SDK で
は Activity) とした．これらを一単位として Ware と呼ぶ．
さらに，Ware を内部構成に基づいて，P-Ware と I-Ware に
分類した．P-Ware とは Primary-Ware のことで，特定の形式
の デ ー タ の み を 管 理 す る Ware で あ る ． I- Ware と は
Integrated-Ware のことで，2 つ以上の P-Ware を組み合わせ
て実装された Ware のことである．
3.1 構成要素
1
Leibniz Core
Leibniz Core は本システムにおける最も基礎的な部分の
処理を担当するプログラムである．Model からの DB（
pot-au-feu）へのアクセス要求を実行する． DB アクセスな
どのデータの管理に関わる処理のほかに，各 Controller・
View・Model を呼び出すなどの処理を担当する．図 6 は P-
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Table 2
端末
OS
SDK Version

表 1
Leibniz の実装環境
Implementation environment of Leibniz
SAMSUNG GALAXY Tab
SC-01C
Android OS 2.3
9

3.2 実装済 P-Ware/I-Ware
Leibniz の実装環境は表 1 の通りである．
ライフログの観点より私たちは次の①～③の P-Ware を実
装した．さらに，P-Ware を統合して④の I-Ware を実装した．
1

Text
ソフトウェアキーボードを用いて文字を入力することが
できる P-Ware である．紙のノートを意識し，図 7 のよう
に入力された文字が罫線の中に表示されるようにした．

図 7
Text アプリケーション画面
Figure 7
Text application screen
2

図 6 アプリケーション選択画面
Figure 6 Application selection screen

Draw
フリーハンドで図，絵，文字などユーザが自由に書くこ
とができる P-Ware である．図や絵などを書く際の目印にな
るように，図 8 のように方眼紙の上に描画するようにした．

Ware/I-Ware を起動する際の選択画面であり，ユーザが画面
内のボタンにタッチすることで各アプリケーションが起動
するようになっている．
2

Model
Model は，アプリケーションが扱うデータの管理を行
うプログラムである．Activity や View からのデータの読み
出し・追加・修正・削除などの変更要求に応じてデータを
読み出し・修正する役割を担う．
3

View
Model のデータを取り出して，ユーザにデータの内容を
提示するプログラムである．View は対応する Model とやり
とりを行い，データの内容を取得する．View 自体には，デ
ータを管理する機能はなく，Model の示した情報をユーザ
に提示することに専念する．
4

Controller
ユーザからの操作に応じて，処理を行うプログラムであ
る．ユーザの処理の内容を Model に伝達し，Model がデー
タを更新し、必要な場合には View を通してユーザに提示す
る．Controller 自体は，データの修正方法を知らない．ユー
ザからの操作に応じて View と Model を制御する役割を持
つ．
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図 8
Draw アプリケーション画面
Figure 8
Draw application screen
3

InkText
InkText は，手書きですばやく記録を取ることを目的とし
て実装した．InkText 上で書いた文字は，図 9 のように縮
小されて左上から順番に並べて表示される．
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図 9
InkText アプリケーション画面
Figure 9
InkText application screen
4
Memo
ユーザが Text，Draw，InkText を必要に応じて画面上に追
加することができる I-Ware である．I-Ware には，P-Ware を
組み合わせるだけでなく，独自のウィジットなどを入れて
独自の処理を実装できる．図 10 のアプリケーション画面
においては，下部にある追加ボタンが独自のウィジットで
ある．この追加ボタンにタッチすることで任意の単機能ソ
フトウェアを Memo アプリケーションの構成要素に追加す
ることができる．追加された単機能ソフトウェアが ，
Memo アプリケーション上に並べられ画面からはみ出す場
合にはスクロールするようになっている．

4. 評価
今回，３つの P-Ware を作成し，それらを組み合わせるこ
とで I-Ware である Memo アプリケーションを作成した．そ
のため，Memo アプリケーションを一から作るよりも効率
的に実装を行うことができた．実装するソースコードの分
量では，Memo アプリケーションを一から作るには，各 PWare の記述に要した行数を元に計算すると， 約 700 行必要
だが，P-Ware の組み合わせとして実現すると約 100 行で済
む．Memo アプリケーション上では，各 P-Ware がどのよう
に処理を行っているか考慮する必要がなかったため ，
Memo アプリケーション上では P-Ware をどのように利用で
きたら便利か，あるいはどのように組み合わせるかに集中
することができた．
2. に示した 3 つの視点から見ると、P-Ware に機能を分
割すること，および P-Ware の組み合わせとして I-Ware を
構築することが可能となった。
Newton の視点からは，Newton の Soup のようにデータ自
身が自分に関しての情報を持っているという方法ではなく ，
データとそれに対応する Model の組により、例えば Memo
のような P-Ware からテキストを管理する I-Ware にアクセ
スするように，言わば別のアプリケーションから他のアプ
リケーションの DB へのアクセスを可能とした．
ライフログの視点からは，ライフログにとっての基本機
能となる Memo P-Ware を実装した．今後，ライフログとし
ての機能を強化するにあたり，写真などの様々な記録方法
の P-Ware を実装することになる．Leibniz Core の部分が既
に出来上がっているためより少ない労力で P-Ware の実装を
行うことができるだろう．

3.図 10
Memo アプリケーション画面
Figure 10
Memo application screen

5. おわりに
３つの視点を取り入れ，Leibniz システムの構築を試みた．
今回の実装において各 Controller と View，Model の連携な
ど，簡単に新たな Controller や View，Model を追加しやす
い構造で Leibniz システムを実現できた．
今後は，各 P-Ware を完全なプラグインとして実装する．
これにより，ソースコードのリコンパイルなしに機能の拡
張を行えるようにする．そして，各 P-Ware/I-Ware の組み合
わせでより多機能な I-Ware の構築を容易にする．その際に
は xml あるいは DSL により組み合わせを記述することを検
討している．
今回ライフログの記録を行う部分と，記録したデータを
閲覧する部分の実装行ったが，今後はこれらのプログラム
に，記録したデータを分析する機能を付け加える予定であ
る．分析する機能としては，入力された文字データに着目
し，リンクを自動生成する機能を考えている．入力された
情報同士の関係性を明示化し，蓄積されるデータを活用し
やすい環境を実現したいと考えている．あるいは，ライフ
ログを学習ノートなどに特化した機能として充実し，知識
習得／概念形成／概念構造構築の流れを分析し，それらの
モデルに関する検討を行う予定である[4, 5, 6, 7]．
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