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クラウド: 

Cloud Computin

g: 

クラウド・コンピューティングとは 

ネットワークをベースとしたコンピュータの利用形態である。主に以下の 3 種類に分類される

場合は多い。総じて XaaS と呼ぶ場合もある。 

 

SasS – Software as a Service 

インターネット経由のソフトウェアの提供。Email, CRM, etc 

PasS – Platform as a Service 

アプリケーションの実行環境。Windows Azure, Google App Engine, etc. 

HasS | LasS – Hardware | Infrastructure as a Service 

通信用ハードウェアやインフラ。Amazon S3, Google Storage, etc. 

 

クラウド・サービスとは 

クラウド・コンピューティングによって運用されるサービスである。そのうち、一般利用者を

対象に提供されるパブリック・クラウド・サービスと企業や組織など特定の利用者を対象とし

て提供されるプライベート・クラウド・サービスに分けられる。 

 

 真のクラウドとは 

クラウドの表現プラットフォームとして PasS、クラウド・サービスを構築および稼動させるた

めの環境である。現市場プレヤーとしては、Amazon EC2、Microsoft Windows Azure、

Salesfore.com、IBM Cloud Burst および Google App Engine などがある。運用方法などの

競い合いが激しく見えるが、システム開発からみると従来と変わらない。 

 

真のクラウドを実現するには、ユーザ・インターフェースからクラウド運用環境の標準化を進

めなければならないが、現状では、従来の ASP と課金制度が違うが、運用環境が特に大きく変

わっていないし、クラウド間でのサービスの分散運用も困難である。 

 

研究内容: 

Research: 

グリッド・クラウドとは 

真のクラウド環境では、次の特徴を持たなければならない 

□ クラウド運用環境との疎結合技術の確立 

□ サーバ型クラウドからネットワーク型のグリッド・クラウドへの進化 

□ クライアント仮想化技術の強化 

 

次世代ブラウザ is ネットワーク型のグリッド・クラウドのクライアント 

「ブラウザ戦争」という言葉があるが、競い合っているのが表示速度、使いやすさ。テーマか
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ら分析すると、新しいものではないし、技術的には HTML、JavaScript などの仕様に縛られる

以上、限界がある。次世代ブラウザのコンセプトとしては考えられにくい。 

 

次世代ブラウザとはウェブアプリケーションとリッチクライアントとの融合環境であるべき、

旧来の Web ブラウザ、デスクトップクライアントなどを意識せず、ネットワーク型のグリッ

ド・クラウドのアクティブノードとする位置づけの環境。 

 

グリッド・クラウド環境 

クラウド運用環境について市場プレヤーの運用戦略に依存するに対して、より有効なソフトウ

ェア実行環境についてテーマを分けて研究を行う。 

①．次世代ブラウザの言語仕様 

②．標準機能 

③．実行環境 

④．業務設計手法とツール開発 

⑤．開発環境 

(ア) 文書設計手法とツール開発 

(イ) 画面設計手法とツール開発 

(ウ) データ設計手法とツール開発 

(エ) 配布手法とツール開発 

* 詳細は別資料を参考 

JPML 言語 : 

JPML : 

 

JPML- J* - Platform Markup Language 

旧来 Web ブラウザでは主に HTML、Java script を採用し、UI 表現が乏しい；リッチクライア

ントは多種類の言語によって生成され、Web での利用には難しい面もある。JPML とはリッチ

クライアントを記述する XML 形式の言語であり、Web で利用できながら、通常のリッチクラ

イアントと同様な機能を持つ。 

 

<view name="Registration"> 
  <menubar name="account" > 
    <item name="Open" path="Open"> 
      <descriptor label="OpenAccount" image=""/> 
    </item> 
  <menubar> 
</view> 

例：メニューバーの定義    

 

次世代ブラウザ: 

Browser : 

ブラウザ機能としては、下記のような基本機能を提供する 

①．JPML 言語をサポート 

②．アプリケーションを Web または Desk Top から起動できる 
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③．リッチクライアント仕様 

④．サービスとデータ・アクセス 

⑤．セキュリティ制御 

⑥．機能拡張インターフェース 

* 詳細は別資料を参考 

プラットフォーム: 

Platform: 

実行プラットフォームではリッチ UI 機能を提供しながら、ネットワーク通信、データ・アクセス、

安全セキュリティなども考慮しなければならない。 

①．コンポーネント指向サポート 

②．便利なフレームワークの採用 

(ア) サービス 

(イ) コマンド 

(ウ) セレクション 

(エ) メッセージング 

③．Plug-in インターフェースによる機能の拡張 

④．標準 Workbench 

⑤．UI ナビゲーション機能の提供 

⑥．フローエンジンによる業務コントロール 

⑦．java 以外、JavaScript を含む外部スクリプトエンジンの対応 

* 詳細は別資料を参考 

開発環境: 

Development: 

提供ツールは下記の方針を反映しなければならない 

 

■ 学習コストが低い 

フレームワークなど高度な技術から複雑さを隠し、開発者にシンプルかつビジュアル的な操作

方法を提供し、学習コストを低く抑える。 

■ トラブりにくい技術 

技術の進化によって、機能間の連携が複雑になる傾向があり、トラブルに見舞われないような

設計が必要。 

■ アジャイル開発しやすい 

開発のサイクルが短くなるにつれ、アジャイル開発しやすいツールの提供が必要 

■ 製造自動化 

将来のアプリケーション開発が今日の製造業に近い形で行われることを予想し、業務設計から

実装までの工程自動化を強化する 
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 JPML 基盤ソフトウェア・モジュール 

 

部品組立思想： 

Think of : 

Workbench を利用した組立ての例 

Workbench を用いて、ブラウザ画面（ページ）を複数の View UI に切り分け、Dock レイア

ウトによって連結する手法を採用し業務の実行状況に合わせ、View を組みたて、柔軟にブラウ

ザの UI を構成できる。 

 
例：業務ケースに応じて、必要な業務 View UI を組み合わせて業務 UI 画面を構成する  

 

セレクション・フレームワーク 

セレクション・フレームワークとは画面操作を監視し、操作情報をすばやく関連サービスに伝

送する仕組みです。たとえば、Form 編集画面でのボタン部品をクリックすると、画面上の「ツ

ールバー」、「メニューバー」、「属性」など View UI ではボタンの関連情報を瞬時に表示する。

発注 

応用（１）： 発注業務（入庫後検収無） 

入庫 検収 受注 出荷 請求 

発注 入庫 

応用（２）： 直送業務（在庫無） 

発注 受注 出荷 請求 
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この機能を使えば、ノンプログラミングで UI 部品の関連情報を制御できる。 

 

アドバンテージ : 

Advantages : 

JPML 技術を利用することで、以下の利点が得られる 

 

■ ローコスト（低価格）の開発が実現 

提案ブラウザの Workbench を利用すれば、複雑な業務 UI 制御が必要なくなり、業務機能別の

開発が中心となり、開発コストの削減につながる 

 

 ■ ハイクオリティ（高品質） 

既成部品または機能を再利用することで開発速度を上げられると同時に品質の向上にも貢献で

きる。開発自動化を強化することでコーディング内容が減り、不具合の発生率も抑えられる効

果がある。 

 

 ■ スピーディな業務設計が可能 

コンポーネント指向アーキテクチャーなので、既成部品もしくはダミー部品を利用し、業務を

シミュレーションできるため、スピーディで業務内容を確認する。 

 

開発ツール : 

Tools : 

JPML 基盤技術として、JPML 言語、JPML 実行環境とともに、開発環境としての開発ツールも提

供する。 

■ JPML BPMN Process Modeler 

BPMN2.0 仕様に準拠したビジネスプロセスモデリングツールとして JPML プラットフォーム

で配布され、ブラウザで実行されるアプリケーション。 

 

 ■  JPML Form + DB ER + Report Designer 

JPML 開発環境ツールとして開発され、UI 設計、データモデリング、バインディングなどノン

プログラミング機能を提供するツール。 
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開発関連 : 

Development : 

開発言語 

JAVA, XML, HTML, Java Script, BeanShell, CSS 

データベース 

Oracle, Sybase, SQL Server, DB2, My SQL, PostgreSQL 

コンセプト 

J2EE, SOA, DI, iPath, Command, Non-Program, Agile 

 


