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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトウェアアプリケーションの１つまたは複数の機能を実行するために、前記ソフト
ウェアアプリケーションを構成する方法をコンピュータに実行させるコンピュータ実行可
能命令が記憶されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記ソフトウェアア
プリケーションに関連する複数のコンポーネントを含むコンポーネントライブラリが、前
記コンピュータに保持されており、前記コンピュータ実行可能命令がコンピュータによっ
て実行されたときに、
　前記アプリケーションの第１の機能を実行するために１つまたは複数のデータイベント
が前記アプリケーションによって受信されることに応答して、前記アプリケーションから
受信した、前記第１の機能を記述する１つまたは複数のアプリケーション記述を解釈する
ことと、
　前記解釈に基づいて、前記アプリケーションの第１の機能を提供するのに必要なコンポ
ーネント、および前記必要なコンポーネント間の関係を決定することであって、前記必要
なコンポーネントは、前記複数のコンポーネントの一部である、ことと、
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことと、
　前記アプリケーションの第１の機能を提供するために、接続されたコンポーネントのグ
ラフを、前記決定した必要なコンポーネント間の関係に従って前記複数のコンポーネント
の前記一部から構成することと、
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　前記アプリケーションの実行中に、前記アプリケーションの第２の機能を実行するため
に新しいデータイベントが前記アプリケーションによって受信されることに応答して、前
記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数のコンポーネントによる処理を呼び出す
ことであって、前記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数のコンポーネントによ
る処理を呼び出すことは、前記アプリケーションの第２の機能を実行するために、接続さ
れたコンポーネントの前記グラフを動的に再構成することを含み、前記接続されたコンポ
ーネントの前記グラフを動的に再構成することは、前記複数のコンポーネントの少なくと
も１つのコンポーネントを追加することおよび前記複数のコンポーネントの少なくとも１
つのコンポーネントを削除することのうちの少なくとも１つを含む、ことと
　を備える前記方法を前記コンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【請求項２】
　接続されたコンポーネントのグラフを、前記複数のコンポーネントの前記一部から構成
することは、
　前記複数のコンポーネントの前記一部をインスタンス化することと、
　前記決定した必要なコンポーネント間の関係に従って、前記インスタンス化した複数の
コンポーネントの前記一部を接続することであって、共通インターフェースを介して異な
るタイプのコンポーネント間でデータを渡すことを可能にするために、前記共通インター
フェースを介して前記複数のコンポーネントの各々を前記複数のコンポーネントのうちの
１つまたは複数の他のコンポーネントに接続する、ことと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項３】
　前記アプリケーションの第１の機能を提供するのに必要なコンポーネント、および前記
必要なコンポーネント間の関係を決定することは、
　前記複数のコンポーネントのうちのどれが、接続されたコンポーネントの前記グラフ内
の接続されたコンポーネントのユニットとして一緒にグループ化されなければならないか
を決定することであって、接続されたコンポーネントの前記ユニットは、前記アプリケー
ションによって受信される前記１つまたは複数のデータイベントに応答して、前記アプリ
ケーションの機能を実行するために必要である、決定することを含み、
　前記アプリケーションの第１の機能を提供するために、接続されたコンポーネントのグ
ラフを、前記複数のコンポーネントの前記一部から構成することは、
　前記アプリケーションによって受信される前記１つまたは複数のデータイベントに応答
して、前記アプリケーションの機能を実行するために、接続されたコンポーネントのユニ
ットとして一緒にグループ化されなければならない前記複数のコンポーネントを、コンポ
ーネントドメインとして構成すること
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項４】
　前記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数のコンポーネントによる処理を前記
呼び出すことは、
　第１の処理フェーズにおいて、前記処理を呼び出す役割を担う前記データイベントを読
み取って当該データイベントによって影響が及ぼされるデータ項目を判定し、前記判定し
たデータ項目に関連する接続されたコンポーネントの前記グラフに必要なすべての再構成
を要求することと、
　第２の処理フェーズにおいて、前記アプリケーションの第２の機能を実行するために、
接続されたコンポーネントの前記グラフを再構成することと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５】
　前記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数のコンポーネントによる処理を前記
呼び出すことは、
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　前記データイベントに関連するコンポーネントドメインによる処理を呼び出すことと、
　第１の処理フェーズにおいて、前記コンポーネントドメイン内で、前記処理を呼び出す
役割を担う前記データイベントを読み取って当該データイベントによって影響が及ぼされ
るデータ項目を判定し、前記判定したデータ項目に関連する前記コンポーネントドメイン
に必要なすべての再構成を要求することと、
　第２の処理フェーズにおいて、前記コンポーネントドメイン内で、前記アプリケーショ
ンの第２の機能を実行するために、前記コンポーネントドメインを再構成することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項６】
　前記アプリケーションによって受信される前記１つまたは複数のデータイベントに応答
して、前記アプリケーションの機能を実行するために前記複数のコンポーネントから構成
されるコンポーネントドメインは、
　前記コンポーネントドメインが構成されるときから、前記コンポーネントドメインが前
記コンポーネントドメインの再構成を必要とするデータイベントに応答して再構成される
ときまでにまたがる有効期間を有する
　ことを特徴とする請求項３に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
　前記第１の機能を記述する１つまたは複数のアプリケーション記述は、拡張マークアッ
プ言語に従って構造化されており、
　前記方法は、
　前記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数に渡されるデータを、前記拡張マー
クアップ言語に従って構造化することをさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の
コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　ユーザインターフェースコネクタ、アクションコンポーネント、データコネクタ、アク
セッサコンポーネント、トランスフォーマコンポーネント、およびインターフェースコン
ポーネントからなるコンポーネントのライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記
一部を取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項９】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　１つまたは複数のユーザインターフェース（ＵＩ）イベントを受信し、前記１つまたは
複数のＵＩイベントを前記データイベントに変換し、すべての変更されたデータに対応す
る標準フォーマットデータ表現を受信し、前記すべての変更されたデータをＵＩに提供す
るために前記ＵＩと接続する、少なくとも１つのＵＩコネクタを取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　前記データイベントを受信し、該データイベントを標準フォーマットアクションに変換
する、前記ＵＩコネクタに接続された少なくとも１つのアクションコンポーネントを取り
出すこと
　を含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１１】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
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　前記標準フォーマットアクションを受信し、前記データに対する前記標準フォーマット
アクションを完了するためにデータストアに接続し、前記標準フォーマットデータ表現を
前記ＵＩコネクタに送信する、前記アクションコンポーネントと前記ＵＩコネクタとの両
方に接続された少なくとも１つのデータコネクタを取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１２】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　前記標準フォーマットデータ表現を、ＵＩ用にカスタマイズされたフォーマットに操作
する少なくとも１つのトランスフォーマを取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１３】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　前記標準フォーマットアクションを、標準フォーマットデータ用にカスタマイズされた
アクションに操作する少なくとも１つのアクセッサコンポーネントを取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１４】
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことは、
　複数の他のコンポーネント間の通信を可能にするために、該複数の他のコンポーネント
間のインターフェースを実装するサードパーティコンポーネントを取り出すこと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１５】
　前記方法は、
　複数の他のコンポーネント間の通信を可能にするために、該複数の他のコンポーネント
間のインターフェースを実装すること
　をさらに備え、
　該インターフェースを実装することは、
　前記サードパーティコンポーネントによって提供される前記インターフェースを実装す
るための、ＸＭＬで記述したルールに従って、前記インターフェースを実装すること
　を含むことを特徴とする請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１６】
　ソフトウェアアプリケーションの１つまたは複数の機能を実行するように、前記ソフト
ウェアアプリケーションを構成するための、コンピュータが実行する方法であって、前記
ソフトウェアアプリケーションに関連する複数のコンポーネントを含むコンポーネントラ
イブラリが、前記コンピュータに保持されており、前記方法は、
　前記アプリケーションの第１の機能を実行するために１つまたは複数のデータイベント
が前記アプリケーションによって受信されることに応答して、前記アプリケーションから
受信した、前記第１の機能を記述する１つまたは複数のアプリケーション記述を解釈する
ことと、
　前記解釈に基づいて、前記アプリケーションの第１の機能を提供するのに必要なコンポ
ーネント、および前記必要なコンポーネント間の関係を決定することであって、前記必要
なコンポーネントは、前記複数のコンポーネントの一部である、ことと、
　前記コンポーネントライブラリから、前記複数のコンポーネントの前記一部を取り出す
ことと、
　前記アプリケーションの第１の機能を提供するために、接続されたコンポーネントのグ
ラフを、前記決定した必要なコンポーネント間の関係に従って前記複数のコンポーネント
の前記一部から構成することと、
　前記アプリケーションの実行中に、前記アプリケーションの第２の機能を実行するため
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に新しいデータイベントが前記アプリケーションによって受信されることに応答して、前
記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数のコンポーネントによる処理を呼び出す
ことであって、前記複数のコンポーネントのうちの１つまたは複数の他のコンポーネント
による処理を呼び出すことは、前記アプリケーションの第２の機能を実行するために、接
続されたコンポーネントの前記グラフを動的に再構成することを含み、前記接続されたコ
ンポーネントの前記グラフを動的に再構成することは、前記複数のコンポーネントの少な
くとも１つのコンポーネントを追加することおよび前記複数のコンポーネントの少なくと
も１つのコンポーネントを削除することのうちの少なくとも１つを含む、ことと
　を備えることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（著作権に関する声明）　
　本特許書類の開示の一部には、著作権保護の対象となる要素が含まれている。著作権所
有者は、本特許書類または特許開示が米国特許商標庁の特許ファイルまたは記録の中に表
示されている場合、いかなる者がそれらをファクシミリによって複製しても、異議を申し
立てないものとするが、その他の場合は、いかなるものであれ著作権関連の権利をすべて
留保する。
【０００２】
　一般に、ソフトウェアシステムは、コンピュータシステム内のソフトウェアコンポーネ
ントを編成し、相互接続するソフトウェアアーキテクチャを提供する。ソフトウェアコン
ポーネントは、ソフトウェアアプリケーションにソフトウェアコンポーネントの機能を提
供する動作を実行する。一般に、アプリケーションは、それぞれが１つまたは複数のコン
ポーネントを有する複数の特徴を用いて動作する。コンポーネントは、したがって、特徴
は、その動作をより小さくより単純なタスクに分節する１つまたは複数の基礎になるソフ
トウェアコンポーネントから形成することができる。
【０００３】
　ソフトウェアアプリケーションを構成するときに、ソフトウェア開発者は、Ｃ＃などの
開発言語を使用してソフトウェアコンポーネントを作成しなければならない。命令コード
（imperative code）すなわちソフトウェアコンポーネントにソフトウェアコードの機能
を提供する当該ソフトウェアコードを作成する際に、開発者は、呼び出しまたは他の構造
を介して、すべてのコンポーネント間のリンクを作成しなければならない。アプリケーシ
ョンによって提供されるすべての機能について、ソフトウェア開発者は、一般に、そのア
プリケーションに固有の機能を実行するすべての様々なソフトウェアコンポーネントに関
するコードを作成し、タスクを完了するために互いに依存しあうソフトウェアコンポーネ
ント間の相互接続を手作業でコーディングする。ソフトウェア開発者は、ユーザインター
フェース（ＵＩ）、データ構造体、および、ユーザとアプリケーションとの間の対話に関
するすべての必要な動作を作成する。
【０００４】
　多くのアプリケーションでは、ＵＩ、動作、およびデータ構造体が、アプリケーション
に固有である。したがって、アプリケーションを作成するために、ソフトウェア開発者は
、通常、膨大な量のコードを作成する。さらに、ソフトウェア開発者は、一般に、ソフト
ウェアの様々な部分間のすべての相互関係を編成して、作成する。アプリケーションを作
成するためには、アプリケーションの作成に使用される基礎になる言語が複雑なので、ソ
フトウェア開発者は、高い技量を有さなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　アプリケーションを生成する現在の方法の複雑さに起因して、また、所与のアプリケー
ションのコードの特異性およびその不可避の相互接続に起因して、ソフトウェア開発者は
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、多大な労力なしに、また、既存のアプリケーションに対して悪影響を及ぼす危険性なし
に、現在のアプリケーションを容易に修正し、または拡張することはできない。
【０００６】
　本発明が行われたのは、上記および他の考慮事項に関してである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この要約は、以下の詳細な説明でさらに説明される概念のうちから選択したものを単純
化した形で紹介するために提供される。この要約は、特許請求される主題の主要な特徴ま
たは本質的な特徴を特定することを意図するものではない。
【０００８】
　本発明の実施形態は、所与のソフトウェアアプリケーションのランタイム構造を生成し
、そのソフトウェアアプリケーションの実行を管理するソフトウェアアプリケーションフ
レームワークを提供することによって、上記および他の問題を解決する。本発明のアプリ
ケーションフレームワークによって生成されるアプリケーションは、接続されたアプリケ
ーションコンポーネントの集合（collection）またはグラフから構成される。このアプリ
ケーションフレームワークに従って構成されたアプリケーションの機能は、アプリケーシ
ョンコンポーネントのグループをコンポーネントドメインに動的に構成することによって
使用可能にでき、各ドメインは、アプリケーションの所与の機能、例えばワープロ文書内
での画像の表示、を可能にするように構成される。
【０００９】
　アプリケーションのランタイム構造を生成するために、アプリケーションは、必要なア
プリケーション機能ごとのアプリケーション記述（application description）をアプリ
ケーション記述エンジンに渡す。アプリケーション記述は、コンポーネントドメインを構
造化して作成する宣言ルールを提供し、アプリケーション記述エンジンは、アプリケーシ
ョンによって受信されるデータイベントに基づいて、必要に応じてコンポーネントドメイ
ンを作成して再構成するために、宣言ルールを解釈するように動作可能である。アプリケ
ーションによって受信されるデータイベントは、ユーザアクションによって、例えば、ユ
ーザインターフェース内の機能ボタン、コントロール、またはデータオブジェクトのユー
ザ選択に応答して、生成されるものとすることができる。データイベントは、外部変化に
よって、例えば、外部プロセスの実行の結果として、または別のアプリケーションもしく
はサードパーティソースからアプリケーションによって受信されるデータによって生成さ
れるものとすることもできる。一実施形態によれば、アプリケーション記述およびアプリ
ケーション記述エンジンは、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）に従って構造化され、かつ
／または動作する。フレームワーク内でのアクションまたは他の事象を記述する標準的で
単純な手段を提供するために、ＸＭＬをアプリケーションフレームワーク内で使用するこ
とができるが、アプリケーションフレームワークは、ＸＭＬのみの使用に限定されるもの
ではない。
【００１０】
　アプリケーション記述エンジンは、必要な機能ごとにアプリケーション記述を解釈し、
その後、必要な機能ごとのコンポーネントドメインを構築するのに必要なアプリケーショ
ンコンポーネントを取得する。一実施形態によれば、アプリケーション記述エンジンは、
アプリケーションに関連して保持されるコンポーネントライブラリからアプリケーション
コンポーネントを取得する。例えば、アプリケーション記述エンジンは、文書内でテキス
トを表示する第１のドメイン、文書内で画像オブジェクトを表示する第２のドメイン、ア
プリケーションのフォーマッティング機能のための第３のドメインなどを構成することが
できる。
【００１１】
　実施形態によれば、アプリケーションフレームワークは、アプリケーションと、アプリ
ケーションを含むドメインとの実行を管理する実行管理モデルをさらに含む。データイベ
ント、例えば、データテーブル内のデータ項目の削除がアプリケーションの実行中に発生
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し、このデータイベントが、所与のアプリケーション機能の呼び出しを必要とし、したが
って、その機能を使用可能にする特定のコンポーネントドメインの呼び出しを必要とする
場合に、シングル処理スレッドが、データ駆動イベントに従ってドメインのコンポーネン
トを実行するために、アプリケーションによって対象ドメインにディスパッチされる。
【００１２】
　シングル処理スレッドが対象ドメインに入ると、そのドメインのコンポーネントが、実
行フェーズモデルに従って、そのスレッドによって実行される。第１のフェーズ、すなわ
ち、読み取り／要求フェーズでは、要求されたデータの読み取り、例えば、テーブルオブ
ジェクトから削除される値の読み取りが実行され、その後、必要な変更に関する要求、例
えば、上記テーブルオブジェクトからの要求された値の削除が実行される。第２のフェー
ズ、すなわち、再検証／再構成フェーズ中に、対象ドメインが、要求された変更に従って
、アプリケーション記述エンジンによって再検証されるか、または再構成される。すなわ
ち、アプリケーション記述エンジンは、必要な場合に、データの変化に適用可能な新しい
構成に従って、ドメインを再構成する。
【００１３】
　再構成フェーズ中に、アプリケーション記述エンジンは、ドメインのいくつかのコンポ
ーネントを破棄し、ドメインの新しいコンポーネントを取得し、あるいはドメインを完全
に破壊することができる。したがって、所与のドメインは、初期構成と後続の再構成との
間の時間と等しい有効期間サイクルを有するコンポーネントの集合であり、この後続の再
構成は、その所与のドメインの次の構成がある場合に、その次の構成の有効期間サイクル
を開始する。したがって、アプリケーション記述エンジンによって生成される各コンポー
ネントドメインは、アプリケーションの所与のデータ駆動機能を実行するのに必要なコン
ポーネントの集合として動作し、ドメインは、ドメインのサービスに関するアプリケーシ
ョンの必要性によって決定される有効期間を有する。
【００１４】
　本発明および本発明の改善は、添付図面、本発明の例示的な実施形態に関する以下の詳
細な説明、および特許請求の範囲を参照することによって、より完全に理解することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態が示されている添付図面を参照しながら、本発明について、よ
り十分に説明する。しかし、本発明は、多数の異なる形で実施することができ、本明細書
に示された実施形態に限定されるものと解釈すべきではない。そうではなく、これらの実
施形態は、開示を完全なものにし、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるために提供され
るものである。
【００１６】
　上記にて簡潔に説明したように、本発明の実施形態は、所与のソフトウェアアプリケー
ションのランタイム構造を生成し、ソフトウェアアプリケーションの実行を管理するソフ
トウェアアプリケーションフレームワークを提供する。所与のソフトウェアアプリケーシ
ョンのランタイム構造は、そのソフトウェアアプリケーションの１つまたは複数の各機能
を実行するのに必要なアプリケーションコンポーネントの１つまたは複数のドメインから
構成される。コンポーネントドメインは、ドメインごとに、アプリケーションから受信さ
れるアプリケーション記述に応答して、アプリケーション記述エンジンによって生成され
る。アプリケーションの実行中に、各コンポーネントドメインは、アプリケーション実行
管理のユニットとして動作し、各ドメインは、アプリケーションの各機能を実行するのに
利用される。データ変化が、所与のコンポーネントドメインに関連するアプリケーション
によって受信されるときに、コンポーネントドメインは、関連するデータに応答する必要
性に応じて、アプリケーション記述エンジンによって再構成される。アプリケーションに
よって受信されるデータ変化またはデータイベントは、ユーザアクションによって、例え
ば、ユーザインターフェース内の機能ボタン、コントロール、またはデータオブジェクト
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のユーザ選択に応答して、生成されるものとすることができる。データイベントは、外部
変化によって、例えば、外部プロセスの実行の結果として、または別のアプリケーション
もしくはサードパーティソースからアプリケーションによって受信されるデータによって
生成されるものとすることもできる。したがって、アプリケーションは、そのアプリケー
ションによって受信され、かつ／または処理されるデータに基づいて編成され、動的に再
構成される接続されたコンポーネントの集合またはグラフである。
【００１７】
　本発明を実施できる適切なコンピューティングシステム環境１００の例を、図１に示す
。コンピューティングシステム環境１００は、適切なコンピューティング環境の１つの例
に過ぎず、本発明の使用または機能の範囲に関して限定されるものと示唆するよう意図す
るものではない。コンピューティング環境１００を、例示的な動作環境１００に示された
コンポーネントのいずれかまたはその組合せに関して、何らかの依存性または要件を有す
るものと解釈すべきでもない。
【００１８】
　本発明は、多数の他の汎用または専用コンピューティングシステム環境またはコンピュ
ーティングシステム構成と共に動作可能である。本発明と共に使用するのに適切な周知の
コンピューティングシステム、コンピューティング環境、および／またはコンピューティ
ング構成の例には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドデバイ
ス、ラップトップデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのシ
ステム、セットトップボックス、プログラム可能な家庭用電子製品、ネットワークＰＣ、
ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記のシステムまたはデバイスのいず
れかを含む分散コンピューティング環境などが含まれるが、これらに限定されるものでは
ない。
【００１９】
　本発明は、コンピュータによって実行される、プログラムモジュールなどのコンピュー
タ実行可能命令の一般的なコンテキストにおいて説明することができる。一般に、プログ
ラムモジュールには、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象データ型を実装する
ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造体などが含まれる。本発明は、通信
ネットワークを介して接続されるリモート処理デバイスによってタスクが実行される分散
コンピューティング環境において実施することもできる。分散コンピューティング環境で
は、プログラムモジュールは、メモリ記憶デバイスを含む、ローカルコンピュータ記憶媒
体とリモートコンピュータ記憶媒体との両方に配置することができる。
【００２０】
　図１Ａを参照すると、本発明を実施する例示的なコンピュータシステム１００は、コン
ピュータ１１０の形態をとる汎用コンピューティングデバイスを含む。コンピュータ１１
０のコンポーネントには、処理ユニット１２０と、システムメモリ１３０と、システムメ
モリ１３０を含む様々なシステムコンポーネントを処理ユニット１２０に結合するシステ
ムバス１２１とが含まれるが、これらに限定されるものではない。システムバス１２１は
、様々なバスアーキテクチャのいずれかを使用する、メモリバスまたはメモリコントロー
ラ、周辺バス、およびローカルバスを含む複数のタイプのバス構造のいずれかとすること
ができる。例えば、そのようなアーキテクチャには、ＩＳＡバス、ＭＣＡバス、ＥＩＳＡ
バス、ＶＥＳＡローカルバス、およびメザニンバスとも呼ばれるＰＣＩバスが含まれるが
、これらに限定されるものではない。
【００２１】
　コンピュータ１１０には通常、様々なコンピュータ読み取り可能な媒体が含まれる。コ
ンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ１１０によってアクセスすることができ
るすべての入手可能な媒体とすることができ、コンピュータ読み取り可能な媒体には、揮
発性媒体および不揮発性媒体と、取外し可能な媒体および取外し不可能な媒体とのいずれ
もが含まれる。例えば、コンピュータ読み取り可能な媒体には、コンピュータ記憶媒体お
よび通信媒体を含めることができるが、これらに限定されるものではない。コンピュータ
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記憶媒体には、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造体、プログラムモジュール、
またはその他のデータなどの情報を記憶する任意の方法または技術で実施される、揮発性
媒体、不揮発性媒体、取外し可能な媒体、および取外し不可能な媒体が含まれる。コンピ
ュータ記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、もしくはその
他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくはその他の
光ディスク記憶デバイス、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶デバイス、もし
くはその他の磁気記憶デバイス、または所望の情報を記憶するのに使用することができ、
かつコンピュータ１１０によってアクセスすることができるすべての他の媒体が含まれる
が、これらに限定されるものではない。通信媒体は通常、搬送波またはその他の搬送機構
などに、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造体、プログラムモジュール、または
その他のデータなどの変調されたデータ信号を具現化したものであり、通信媒体には、す
べての情報配信媒体が含まれる。用語「変調されたデータ信号」は、信号内で情報を符号
化する形でその特性の１つまたは複数を設定または変更された信号を意味する。例えば、
通信媒体には、有線ネットワークまたは直接配線接続などの有線媒体と、音響、ＲＦ、赤
外線、およびその他の無線媒体などの無線媒体とが含まれるが、これらに限定されるもの
ではない。上記のいずれの組合せも、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲に含まれる
べきである。
【００２２】
　システムメモリ１３０には、ＲＯＭ１３１およびＲＡＭ１３２などの揮発性メモリおよ
び／または不揮発性メモリの形態をとるコンピュータ記憶媒体が含まれる。起動中などに
コンピュータ１１０内の要素間での情報の転送を助ける基本ルーチンを含む基本入出力シ
ステム（ＢＩＯＳ）１３３は通常、ＲＯＭ１３１に記憶される。ＲＡＭ１３２には通常、
ＸＭＬアプリケーションフレームワークの下で構成されるか、または実行されるモジュー
ルなどの、処理ユニット１２０によって直ちにアクセス可能であり、かつ／または処理ユ
ニット１２０によって現在操作されているデータおよび／またはプログラムモジュールが
含まれる。例えば、図１Ａには、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプ
ログラム１３５、２０４（図２Ｂ）、３０４（図３）、その他のプログラムモジュール１
３６、およびプログラムデータ１３７が示されているが、これらに限定されるものではな
い。ＸＭＬアプリケーションフレームワークは、ＲＡＭ１３２に記憶されるか、またはＲ
ＡＭ１３２から実行される、すべてのソフトウェアのアプリケーションを構成して、実行
するように動作することができる。
【００２３】
　コンピュータ１１０には、その他の取外し可能／取外し不可能な揮発性／不揮発性コン
ピュータ記憶媒体を含めることもできる。例えば、図１Ａには、ハードドライブなどの取
外し不可能な不揮発性磁気媒体１４１に対して読み書きする、取外し不可能な不揮発性メ
モリインターフェース１４０を有するコンピュータ１１０が示されている。コンピュータ
１１０には、磁気ディスクなどの取外し可能な不揮発性媒体１５２に対して読み書きする
、ディスクドライブなどのデバイス１５１に対して読み書きする不揮発性メモリインター
フェース１５０も含めることができる。さらに、コンピュータ１１０には、ＣＤ－ＲＯＭ
またはその他の光媒体などの取外し可能な不揮発性光ディスク１５６に対して読み書きす
る光ディスクドライブ１５５も含めることができる。この例示的な動作環境で使用するこ
とができるその他の取外し可能／取外し不可能な揮発性／不揮発性コンピュータ記憶媒体
には、磁気テープカセット、フラッシュメモリカード、デジタル多用途ディスク、デジタ
ルビデオテープ、ソリッドステートＲＡＭ、ソリッドステートＲＯＭなどが含まれるが、
これらに限定されるものではない。ハードディスクドライブ１４１は通常、インターフェ
ース１４０などの取外し不可能なメモリインターフェースを介してシステムバス１２１に
接続され、磁気ディスクドライブ１５１および光ディスクドライブ１５５は通常、インタ
ーフェース１５０などの取外し可能なメモリインターフェースを介してシステムバス１２
１に接続される。
【００２４】
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　上記で説明し、図１Ａに図示したドライブおよびそれに関連するコンピュータ記憶媒体
は、コンピュータ読み取り可能命令、データ構造体、プログラムモジュール、およびその
他のデータの記憶領域をコンピュータ１１０に提供する。例えば、ハードディスクドライ
ブ１４１が、オペレーティングシステム１４４、アプリケーションプログラム１４５、そ
の他のプログラムモジュール１４６、およびプログラムデータ１４７を記憶するものとし
て示されている。これらは、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログ
ラム１３５、その他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７と同
一であってもよいし、異なるものであってもよい。オペレーティングシステム１４４、ア
プリケーションプログラム１４５、その他のプログラムモジュール１４６、およびプログ
ラムデータ１４７には、少なくともこれらが異なるコピーであることを示すために、本明
細書では異なる符号が付与されている。ユーザは、キーボード１６２、および一般にマウ
ス、トラックボール、またはタッチパッドと呼ばれるポインティングデバイス１６１など
のユーザ入力デバイスに接続されたユーザ入力インターフェース１６０を介してコンピュ
ータ１１０にコマンドおよび情報を入力することができる。その他の入力デバイス（図示
せず）には、マイクロホン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送受信用パラボラ
アンテナ、スキャナなどを含めることができる。上記およびその他の入力デバイスは、シ
ステムバス１２１に結合されたユーザ入力インターフェース１６０を介して処理ユニット
１２０に接続されることが多いが、パラレルポート、ゲームポート、またはＵＳＢなどの
、その他のインターフェースおよびバス構造を介して接続されてもよい。
【００２５】
　モニタ１９１またはその他のタイプのディスプレイデバイスも、ビデオインターフェー
ス１９０などのインターフェースを介してシステムバス１２１に接続される。モニタ１９
１の他に、コンピュータ１１０には、スピーカ１９４およびプリンタ１９３などの、出力
周辺インターフェース１９２を介して接続することができる他の出力周辺デバイスも含め
ることができる。
【００２６】
　コンピュータ１１０は、リモートコンピュータ１８０などの１つまたは複数のリモート
コンピュータへの論理接続を使用して、ネットワーク環境で動作することができる。リモ
ートコンピュータ１８０は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワークＰ
Ｃ、ピアデバイス、または他の一般的なネットワークノードとすることができ、通常は、
コンピュータ１１０に関して上述した要素の多数またはすべてを含むが、図１Ａにはメモ
リ記憶デバイス１８１だけが示されている。図１Ａに示された論理接続には、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）１７１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１７３が
含まれるが、無線ネットワークなどの他のネットワークを含めることもできる。そのよう
なネットワーキング環境は、オフィス、企業規模のコンピュータネットワーク、イントラ
ネット、およびインターネットでは一般的である。
【００２７】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１１０は、ネットワーク
インターフェースまたはネットワークアダプタ１７０を介してＬＡＮ１７１に接続される
。ＷＡＮネットワーキング環境で使用される場合、コンピュータ１１０には通常、インタ
ーネットなどのＷＡＮ１７３を介した通信を確立するモデム１７２またはその他の手段が
含まれる。モデム１７２は、内蔵型または外付け型とすることができるが、ユーザ入力イ
ンターフェース１６０またはその他の適切な機構を介してシステムバス１２１に接続する
ことができる。ネットワーク環境では、コンピュータ１１０に関して示されたプログラム
モジュールまたはそのプログラムモジュールの一部を、リモートメモリ記憶デバイス１８
１に記憶することができる。例えば、リモートアプリケーションプログラム１８５は、メ
モリデバイス１８１に存在するものとして示されているが、これに限定されるものではな
い。図示されたネットワーク接続は、例示的なものであり、コンピュータ間で通信リンク
を確立するその他の手段を使用できることを理解されたい。
【００２８】



(11) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

　理解および例示の目的上、例示的なデータオブジェクトが表示される例示的なアプリケ
ーションユーザインターフェースに関して、本発明の実施形態を説明することが有効であ
る。図１Ｂに、１つまたは複数の表示されたデータオブジェクトを示す、例示的なワープ
ロアプリケーションによって表示されている例示的なワープロ文書を示すコンピュータス
クリーンディスプレイを示す。この例示的なユーザインターフェース１９５は、通常のソ
フトウェアアプリケーションユーザインターフェースを示している。ユーザは、この例示
的なユーザインターフェース１９５に対し、関連するソフトウェアアプリケーションの機
能に従って、１つまたは複数のデータオブジェクトを入力し、編集し、または他の形で操
作することができる。例えば、ユーザインターフェース１９５は、「ファイル」コントロ
ール（control）、「編集」コントロール、「表示」コントロール、および「その他」コ
ントロールを含む、最上部の１つまたは複数の機能コントロールを有する例示的なワープ
ロアプリケーションを示している。図１Ｂに示された機能コントロールは、例示のみを目
的とし、本発明に適用可能なソフトウェアアプリケーションにおいて使用可能な膨大な数
のユーザインターフェースタイプ、レイアウト、および関連する機能に関して限定的では
ないことが理解されよう。
【００２９】
　ユーザインターフェース１９５は、ユーザが望むようにユーザインターフェースワーク
エリア内に含まれるデータを上下にスクロールさせるスクロールバー１９９を含む。例示
的なワープロ文書が、ユーザインターフェース１９５のワークエリア内に示されている。
例示的な文書、例えば、手紙、メモ、レポートなどは、テキストオブジェクト１９６、埋
め込み画像オブジェクト１９７、および埋め込みテーブルオブジェクト１９８を含む。図
１Ｂを参照すると、ユーザインターフェース１９５に表示された文書は、テキストオブジ
ェクト１９６がページの最上部になり、埋め込み画像オブジェクト１９７が２つのテキス
トオブジェクトの間に表示され、テーブルオブジェクト１９８がページの最下部に部分的
に表示されるように、ユーザによってスクロールされたものである。すなわち、テーブル
オブジェクト１９８は、視野に入りつつあるが、ユーザインターフェース１９５のワーク
エリア内に完全には表示されていない。
【００３０】
　以下で詳細に説明するように、本発明の実施形態によれば、例示的なユーザインターフ
ェース１９５および例示的なデータオブジェクト１９６、１９７、１９８を表示する役割
を担うソフトウェアアプリケーションは、このアプリケーションによって要求される機能
を提供するために、論理グループすなわちドメインに一緒にグループ化された関連するコ
ンポーネントの集合またはグラフである。任意の所与のインスタンス（instance）におい
て、アプリケーションには、そのインスタンスにそのアプリケーションの機能を提供する
のに必要な関連するコンポーネントの論理グループ（本明細書ではドメインと呼んでいる
）から構成されるランタイム構造が含まれる。アプリケーションが実行されるとき、コン
ポーネントドメインは、そのアプリケーションによって受信されるデータの変化と、デー
タのその変化を処理するためにそのアプリケーションが要求する関連する機能とに基づい
て、動的に再構成される。例えば、図１Ｂを参照すると、ユーザインターフェース１９５
に現在表示されている文書の例示的なランタイム構造には、テキストオブジェクト１９６
を表示して処理するのに必要なアプリケーションコンポーネントを有するテキストドメイ
ンが含まれることになる。上記の例示的なランタイム構造には、画像オブジェクト１９７
を表示して処理するのに必要なアプリケーションコンポーネントを有する画像ドメインが
含まれることになり、画像オブジェクト１９７の下に表示される第２のテキストオブジェ
クトを表示して処理するのに必要なアプリケーションコンポーネントを有する第２のテキ
ストドメインが含まれることになり、入ってくる（incoming）テーブルオブジェクト１９
８を表示するのに必要なアプリケーションコンポーネントを有するテーブルドメインが含
まれることになる。当該ランタイム構造に関連するその他のコンポーネントドメインには
、スクロールバー１９９の位置および移動、ユーザインターフェース内の機能コントロー
ルの位置および表示プロパティ、ならびに現在必要な機能を提供するのに必要なアプリケ
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ーションの任意の他の態様を含む、他の機能のためのアプリケーションコンポーネントが
含まれることになる。
【００３１】
　以下で詳細に説明するように、データイベントがアプリケーションによって受信される
当該アプリケーションの実行中に、コンポーネントドメインのランタイム構造は、データ
駆動イベントに応答して、必要に応じて動的に再検証され、かつ／または再構成される。
例えば、ユーザが、削除または他の変更のために画像オブジェクト１９７を選択する場合
、アプリケーションは、このデータの変化をアプリケーション記述エンジンに渡し、アプ
リケーション記述エンジンは、画像オブジェクト１９７を表示する役割を担うコンポーネ
ントドメインを動的に再構成する。その結果、そのコンポーネントドメインには、受信さ
れたデータイベント、例えば画像オブジェクト１９７の削除または他の変更に基づいて、
画像オブジェクト１９７を表示するのに適切なアプリケーションコンポーネントが含まれ
るようになる。新しい機能がアプリケーションによって要求される場合、例えば、テーブ
ルオブジェクト１９８などの新しいデータオブジェクトがユーザインターフェース１９５
内で視野に入る場合に、アプリケーションは、入ってくるデータオブジェクトを表示する
のに必要な１つまたは複数のアプリケーションコンポーネントから構成される新しいコン
ポーネントドメインを生成するように、アプリケーション記述エンジンに要求する。
【００３２】
　図２Ａは、アプリケーションとアプリケーション記述エンジンと１つまたは複数のコン
ポーネントドメインとの間の相互作用を示す機能図である。本発明の実施形態によれば、
アプリケーションの１つまたは複数の機能を実行する、接続されたコンポーネントのグラ
フとしてアプリケーションを構成するアプリケーションフレームワークが提供される。図
２Ａを参照すると、アプリケーション２０４、３０４は、それぞれのアプリケーションの
プログラミングに従って１つまたは複数の有用な機能を提供する任意のソフトウェアアプ
リケーションを表していて、例えば、ワープロアプリケーション、スプレッドシートアプ
リケーション、スライドプレゼンテーションアプリケーション、データベースアプリケー
ション、デスクトップパブリッシングアプリケーション、電子メールおよびカレンダアプ
リケーションなどを表している。実際、本発明の実施形態は、以下の説明から理解される
ように、特定のソフトウェアアプリケーションに限定されるものではない。
【００３３】
　本発明の実施形態によれば、アプリケーション２０４、３０４は、複数のアプリケーシ
ョンコンポーネントから構成され、各アプリケーションコンポーネントは、他のコンポー
ネントと独立に、または他のコンポーネントと関連して所与の機能を提供するために、ソ
フトウェア開発者によって作成されたものである。例えば、所与のアプリケーションコン
ポーネントは、関連するアプリケーションの印刷機能を提供するために、アプリケーショ
ン２０４、３０４に含めることができる。別のアプリケーションコンポーネントは、関連
するアプリケーションの特定のフォーマッティング機能を提供するために、アプリケーシ
ョン２０４、３０４に含めることができる。通常、アプリケーション２０４、３０４の所
与の機能、例えば、フォーマッティング、印刷、編集、データ表示などは、一緒に動作す
るときに所望の機能を使用可能にして提供するアプリケーションコンポーネントの集合に
よって使用可能にされる。例えば、上記にて図１Ｂに示したテキストオブジェクト１９６
または画像オブジェクト１９７を表示する所与のソフトウェアアプリケーションの機能に
は、要求された機能を提供するために特定の順序に従って実行されなければならない複数
のアプリケーションコンポーネントが含まれる場合がある。上述したように、アプリケー
ション２０４、３０４は、いつでも、ランタイム構造の所与のインスタンスまたは所与の
実行中のいずれであれ、接続されたアプリケーションコンポーネントの集合またはグラフ
である。様々なアプリケーションコンポーネントと、様々なアプリケーションコンポーネ
ント間の相互作用との詳細な説明を、以下で図２Ｂ、図３、図４、図５を参照して説明す
る。
【００３４】
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　上記にて簡潔に説明したように、任意の所与のときに、アプリケーション２０４、３０
４は、ランタイム構造を含み、このランタイム構造は、そのときにそのアプリケーション
によって要求される接続されたアプリケーションコンポーネントのインスタンス化（inst
antiation）である。以下で説明するように、アプリケーションの実行中に、アプリケー
ションコンポーネントのインスタンス化は、そのアプリケーションによって受信されるデ
ータに基づいて、アプリケーションの変更の必要性に応じて、動的に再構成される。アプ
リケーションコンポーネントの所与のランタイム構造を生成するために、アプリケーショ
ン２０４、３０４は、必要な各機能のアプリケーション記述をアプリケーション記述３１
８からアプリケーション記述エンジン３２０に渡す。アプリケーション記述３１８と、ア
プリケーション記述エンジンの動作との詳細な説明を以下に示す。例えば、再度図１Ｂを
参照すると、ユーザインターフェース１９５および関連するデータのランタイム構造のイ
ンスタンス化には、ユーザインターフェース１９５およびそれに関連する機能コントロー
ルと、テキストオブジェクト１９６と、画像オブジェクト１９７と、入ってくるテーブル
オブジェクト１９８とを表示するアプリケーションコンポーネント、およびスクロールバ
ー１９９の現在位置を表示するアプリケーションコンポーネントを必要とする。
【００３５】
　アプリケーション２０４、３０４は、アプリケーションによって現在要求されている機
能のアプリケーション記述を、これらの機能のそれぞれを提供するのに必要なアプリケー
ションコンポーネントのグループ化を生成して構成するために、アプリケーション構成エ
ンジンまたはアプリケーション記述エンジン３２０に渡す。本発明の一実施形態によれば
、アプリケーションからアプリケーション記述エンジンに渡されるアプリケーション記述
は、以下で図２Ｂおよび図３を参照して説明するように、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ
）に従って構成されフォーマットされた宣言ルールを含む。アプリケーション記述エンジ
ン３２０は、アプリケーション２０４、３０４から受信された必要な各機能のアプリケー
ション記述を解釈するための十分なコンピュータ実行可能命令であって、必要な機能をア
プリケーション２０４、３０４に提供するために、本明細書ではコンポーネントドメイン
またはコンカレンシドメイン（concurrency domains）と呼ぶアプリケーションコンポー
ネントのグループをビルドして構成する、十分なコンピュータ実行可能命令を含むソフト
ウェアモジュールである。一実施形態によれば、アプリケーション記述エンジン３２０は
、以下で図２Ｂ、図３、図４、図５を参照して説明するように、拡張マークアップ言語に
従って動作する。アプリケーション記述エンジンの機能および動作は、以下で図３を参照
しながら、見出し「アプリケーション記述言語」の下で詳細に説明する。
【００３６】
　アプリケーション記述エンジン３２０が、アプリケーション２０４、３０４から、その
アプリケーションが必要とする機能に関連するアプリケーション記述を受信すると、アプ
リケーション記述エンジンは、記述された各機能、例えば、図１Ｂに示された画像オブジ
ェクト１９７の表示を満たすのに必要なアプリケーションコンポーネントに関して、アプ
リケーション記述を解釈する。アプリケーション記述エンジンが、必要なコンポーネント
と、必要なコンポーネント間の関係とを決定すると、アプリケーション記述エンジン３２
０は、必要なコンポーネントインターフェースを含む必要なアプリケーションコンポーネ
ントをコンポーネントライブラリ３２２から取得する。本発明の実施形態によれば、コン
ポーネントライブラリ３２２は、特定のアプリケーション、例えばワープロアプリケーシ
ョンに関連するアプリケーションコンポーネントの集合またはライブラリとすることもで
きるし、アプリケーション記述エンジン３２０が、複数の様々なタイプのアプリケーショ
ン、例えば、ワープロアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、スライド
プレゼンテーションアプリケーション、データベースアプリケーションなどに機能を提供
するためのコンポーネントを取得できるコンポーネントの集合とすることができる。
【００３７】
　アプリケーション記述エンジンが、必要なアプリケーションコンポーネント（例えば、
ソフトウェアプログラムの個々のモジュール）を取得すると、アプリケーション記述エン
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ジンは、アプリケーション２０４、３０４が現在要求している機能の各コンポーネントド
メインを作成する。図２Ａに示されているように、図１Ｂに示されたデータに関するアプ
リケーション２０４、３０４の現在のデータ表示の必要性に応答して、アプリケーション
記述エンジン３２０は、テキストオブジェクト１９６用の第１のコンポーネントドメイン
２５０、画像オブジェクト１９７用の第２のコンポーネントドメイン２５５、およびテー
ブルオブジェクト１９８用の第３のコンポーネントドメイン２６０を作成する。すなわち
、これらコンポーネントドメインの各々は、アプリケーションが現在必要とする機能を提
供するのに必要なアプリケーションコンポーネントを各ドメインが含むように、アプリケ
ーション記述エンジン３２０によって作成される。例えば、画像ドメイン２５５は、現在
のディスプレイ特性およびプロパティを有する画像オブジェクト１９７を表示するために
アプリケーション２０４、３０４が必要とするアプリケーションコンポーネントを含むよ
うに、アプリケーション記述エンジン３２０によって生成される。図２Ａに示されたドメ
インは、図１Ｂに示されたデータオブジェクトについて生成され得るドメインを示すが、
様々なデータオブジェクトが表示され、様々なユーザインターフェース機能が表示される
か、位置決めされるか、または他の形で構成されるアプリケーション２０４、３０４のラ
ンタイム構造の任意の他のインスタンスについて、ドメイン２５０、２５５、２６０の異
なるセットが、必要に応じてアプリケーション記述エンジン３２０によって生成されるこ
とが理解されよう。
【００３８】
　実施形態によれば、各コンポーネントドメインがアプリケーション２０４、３０４の実
行管理のユニットとして動作する実行管理モデルが提供される。データイベントがアプリ
ケーション２０４、３０４によって受信されるとき、以下で図２Ｂ、図３、図４、図５を
参照して詳細に説明するように、アプリケーション２０４、３０４は、１つまたは複数の
現在構成されているドメイン２５０、２５５、２６０を動的に再構成するために、または
必要に応じて新しいドメインを作成するために、アプリケーション記述３１８をアプリケ
ーション記述エンジン３２０に渡す。例えば、再度図１Ｂを参照すると、文書が上にスク
ロールされるときには、新しいデータがページの最下部に表示される。新しいデータが表
示されるときに、アプリケーション２０４、３０４は、新しいデータオブジェクトを表示
するために、アプリケーション記述エンジン３２０にコンポーネントドメインを要求する
。例えば、テーブルオブジェクト１９８がスクロールされて見えるようになる前には、ア
プリケーション２０４、３０４は、図２Ａに示されたテーブルオブジェクトドメイン２６
０を必要としない。というのは、現在は、アプリケーション２０４、３０４が、テーブル
オブジェクト１９８を表示する機能を必要としないからである。しかし、アプリケーショ
ン２０４、３０４を動作させるオペレーティングシステム１３４が、テーブルオブジェク
トがスクロールされて見えるようになりつつあることを検出すると、アプリケーション２
０４、３０４には、オペレーティングシステムによって、テーブルオブジェクト１９８お
よびテーブルオブジェクト１９８に関連するデータが表示されなければならないことが通
知される。その通知に応答して、アプリケーション２０４、３０４は、上述したように、
入ってくるテーブルオブジェクト１９８に関するアプリケーション記述３１８をアプリケ
ーション記述エンジン３２０に渡す。アプリケーション記述エンジン３２０は、このアプ
リケーション記述を解釈し、必要なアプリケーションコンポーネントを取得し、テーブル
オブジェクトドメイン２６０を動的に作成する。このテーブルオブジェクトドメイン２６
０には、入ってくるテーブルオブジェクト１９８を表示するのに必要なアプリケーション
コンポーネントが含まれる。
【００３９】
　同様に、図１Ｂに示された文書が上にスクロールされ、その結果、テーブルオブジェク
ト１９８がページの最下部から消えるようにスクロールする場合、アプリケーション２０
４、３０４には、オペレーティングシステムによって、テーブルオブジェクト１９８の表
示がもはや必要でないことが通知される。アプリケーション記述エンジンは、アプリケー
ション２０４、３０４から受信したアプリケーション記述３１８に応答して、アプリケー
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ション２０４、３０４によるテーブルオブジェクト１９８の表示のために作成されたテー
ブルオブジェクトドメイン２６０を破棄する。というのは、テーブルオブジェクトを表示
するために以前に必要であったこのコンポーネントドメインは、もはや必要ないからであ
る。したがって、アプリケーション記述エンジンは、実行中のアプリケーション２０４、
３０４の要件に基づいて、所与のコンポーネントドメインを動的に作成することもできる
し、破棄することもできる。
【００４０】
　アプリケーション２０４、３０４の実行中に、実行管理は、各コンポーネントドメイン
の動作およびコンポーネント構造を管理することによって達成される。図２Ａを参照する
と、アプリケーション２０４、３０４の実行中に、所与のドメイン２５０、２５５、２６
０の機能を呼び出すデータイベントがアプリケーション２０４、３０４によって受信され
ると、アプリケーション２０４は、それぞれのドメインを介してそのデータイベントを処
理する。例えば、ユーザが、テーブルオブジェクト１９８内のデータ項目を選択し、その
後、選択したデータ項目を削除するためにアプリケーション２０４、３０４の削除コント
ロールを選択した場合、選択したデータ項目および選択した削除コントロールに関連する
データイベントが、アプリケーション２０４、３０４によって受信される。当業者であれ
ば、データ項目の選択および削除コントロールの選択は、アプリケーション２０４、３０
４を動作させる役割を担うオペレーティングシステムによって検出され、そのデータイベ
ントについての適切な通知が、アプリケーション２０４、３０４に対して行われることが
理解されよう。
【００４１】
　データイベントに応答して、アプリケーション２０４、３０４は、テーブルオブジェク
ト１９８に関連するデータイベントを処理する役割を担う適切なドメイン２６０にシング
ル処理スレッド２７５をディスパッチする。本明細書でコンカレンシドメインとも呼ぶ対
象ドメインでは、シングル処理スレッド２７５は、コンポーネントのドメインに入り、一
連のフェーズを経てデータイベントを処理する。ドメインのコンポーネントを介したデー
タ駆動イベントを処理するための対象ドメインへのシングル処理スレッドのディスパッチ
の詳細な説明については、以下で見出し「コンカレンシドメインを伴うマルチスレッディ
ング」の下で示される説明を参照されたい。
【００４２】
　現在の例について、削除コントロールが、選択したデータ項目をテーブルオブジェクト
１９８から削除するために選択されると、シングル処理スレッドが、テーブル項目削除と
いうアクションデータに応答して、ドメイン２６０にディスパッチされる。この処理スレ
ッドがこのドメインに入ると、第１の処理フェーズ、すなわち、データ読み取り／データ
要求フェーズが開始される。例えば、第１のフェーズ中に、データイベントが、コンポー
ネントドメイン２６０によって読み取られて、このデータ駆動イベントによって影響が及
ぼされることになるテーブルオブジェクト１９８内のデータ項目またはデータ値が判定さ
れる。次に、第１の処理フェーズの一部として、データに対する変更、例えば、選択した
データ項目をテーブルオブジェクト１９８から削除する要求が、要求される。その要求に
応答して、テーブルオブジェクトドメイン内のデータコネクタコンポーネントが、選択し
たデータ項目をテーブルオブジェクト１９８から削除する要求をセットアップする。デー
タコネクタコンポーネントを含むアプリケーション２０４、２０５のコンポーネントの詳
細な説明は、以下で図２Ｂ、図３、図４、図５を参照して提供する。データ読み取り／デ
ータ要求フェーズが完了すると、処理スレッドは、次の処理フェーズを開始できることを
、ディスパッチャオブジェクト（以下で詳細に説明する）に通知する。
【００４３】
　次の処理フェーズには、そのデータイベントに対応するコンポーネントドメインに対す
る変更がアプリケーション記述エンジンによって行われる、再検証／再構成フェーズが含
まれる。再検証／再構成フェーズ中には、影響が及ぼされるデータに関連するすべてのデ
ータコネクタコンポーネント、例えば、テーブルオブジェクト１９８から削除されるデー
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タ項目に関連するデータコネクタコンポーネントに対して、再検証／再構成のために、こ
れらのデータ項目をマークするよう通知される。一実施形態によれば、影響が及ぼされる
データのマーキングは、データ読み取り／データ要求フェーズのサブフェーズ中に行われ
る。
【００４４】
　影響が及ぼされるすべてのデータアイテムがマークされると、再検証／再構成フェーズ
が進行し、マークされた各データ項目が、必要に応じて処理される。例えば、テーブルオ
ブジェクト１９８から削除されるべきデータ項目が削除され、すべての関連するドメイン
コンポーネントが、必要に応じて削除されるか、または追加される。例えば、選択したデ
ータ項目の削除の結果として、影響が及ぼされるドメイン２６０を構成する１つまたは複
数のアプリケーションコンポーネントを除去する必要性が生じる場合、アプリケーション
記述エンジンは、データイベントに応答して再検証フェーズ中にアプリケーション記述エ
ンジンに渡されたアプリケーション記述３１８に応答して、これらのコンポーネントを除
去するためにドメインを再構成する。その一方で、新しいアプリケーションコンポーネン
トが、影響が及ぼされるドメインに必要である場合、アプリケーション記述エンジンは、
同様に、影響が及ぼされるドメインへの統合および影響が及ぼされるドメインの再構成の
ために、新しいアプリケーションコンポーネントを取得する。したがって、影響が及ぼさ
れるコンポーネントドメインは、そのドメインに関連するデータイベントに基づいて、ア
プリケーションの実行中に動的に再構成される。コンポーネントドメイン２５０、２５５
、２６０におけるデータイベントの処理に関して本明細書で説明する実行フェーズモデル
の詳細な説明は、以下で見出し「アプリケーションフレームワークフェーズ化モデル」の
下で提供する。
【００４５】
　上述したように、各コンポーネントドメインは、アプリケーション２０４、３０４によ
るコンポーネントドメインに関する現在の必要性に基づいて、アプリケーション記述エン
ジン３２０によって構成される。また、上述したように、アプリケーション２０４、３０
４の必要性が、データイベント、例えばデータオブジェクトの削除、データオブジェクト
の追加、またはデータオブジェクトの変更に応答して変化するときに、必要に応じて、新
しいコンポーネントドメインが作成されるか、既存のコンポーネントドメインが再構成さ
れる。所与のコンポーネントドメイン内の新しい各コンポーネントは、そのコンポーネン
トドメイン内の他のコンポーネントと等しい有効期間を有する。というのは、所与のコン
ポーネントドメインの有効期間は、アプリケーション記述エンジンによるそのドメインの
インスタンス化またはアプリケーション記述エンジンによる再構成の際に始まり、そのコ
ンポーネントドメインがアプリケーション記述エンジンによって破棄されるか、またはそ
の後に再構成されるときに終わるからである。したがって、所与のコンポーネントドメイ
ンは、そのコンポーネントドメインが特定の構成で存在する時間の間に生存し、そのコン
ポーネントドメインが後続の再構成の際に終了する、すなわち死ぬ、アプリケーション機
能および管理のユニットであり、そのコンポーネントドメインの後続の再構成されたバー
ジョンは、アプリケーション実行管理の目的上、新しいコンポーネントドメインとみなさ
れる。
【００４６】
　上記にて、接続されたコンポーネントの集合またはグラフとしてソフトウェアアプリケ
ーションを構成し、１つまたは複数のコンポーネントドメインを介してアプリケーション
の構造および実行を管理するアプリケーションフレームワークを説明したので、以下では
、所与のアプリケーションを構成するコンポーネントと、コンポーネント間の通信との詳
細な説明を、図２Ｂ、図３、図４、図５を参照しながら提供する。さらに、図２Ｂ、図３
、図４、および図５の次の説明は、上述したアプリケーションフレームワークの例示的な
実施形態の説明を提供する。このアプリケーションフレームワークは、拡張マークアップ
言語（ＸＭＬ）に基づくものである。ＸＭＬアプリケーションフレームワーク（ＸＡＦ）
は、上述したように、ソフトウェアアプリケーションを実行して、作成する方法およびシ
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ステムを提供する。ＸＡＦは、データ変更、データイベント、ＵＩイベント、またはソフ
トウェアシステム内におけるその他のすべての事象を、標準フォーマットで表す標準言語
に基づいて構築される。
【００４７】
　例示的な実施形態において、ＸＡＦは、ＸＭＬ（拡張マークアップ言語）を使用して、
ＸＭＬデータとしてデータを表し、ＸＭＬアプリケーションとしてアプリケーションを表
す。以下の説明において、ＸＭＬは、標準言語を表すのに使用される。しかし、当業者で
あれば、本発明は、ＸＭＬを使用することだけに限定されないことが理解されよう。
【００４８】
　ＸＡＦソフトウェアシステムは、データに焦点を合わせたものであり、データ駆動型で
あり、強力なデータ変換機能を提供する。このデータ変換機能には、相互に知らないソー
スからの異種データとの相互作用が含まれるが、これに限定されるものではない。ＸＡＦ
のすべての部分を、アプリケーションの挙動およびアプリケーションのユーザインターフ
ェースを含めて、データを対象とするイベントまたはデータを伴うイベントとして説明す
ることができる。ＸＡＦは、アプリケーションがデータ作成側であり、データが作成物で
あるというパラダイムを放棄する。そうではなく、ＸＡＦは、データに基づいてアプリケ
ーションをビルドする。本発明の実施形態では、ＸＡＦアプリケーションコンポーネント
は、データがどのように表示され、データが何であり、データがどのように記憶されるか
に基づいて、実際にインスタンス化され相互接続される。したがって、ＸＡＦは、特定の
データを正しい形で処理するために、ランタイムに「正しい」コンポーネントを作成して
、結合することができる。
【００４９】
　アプリケーションをビルドする際、ＸＡＦにより、アプリケーション「作成者」は、デ
ータ型およびユーザインターフェース（ＵＩ）に基づいて、コンポーネントをどのように
作成して、接続するかに関するルールを提供することができる。これらのルールおよびコ
ンポーネントは、ＸＭＬで記述することができる。ＸＭＬは、現在のコンテキストに高感
度である、リッチかつ構成可能なＵＩを可能にし、ソフトウェア開発者が構成的手法でア
プリケーションをビルドすることを可能にする。ソフトウェア作成者は、ハードコーディ
ングされたアプリケーションロジックの必要性を減らす宣言モデルにおいてエンドツーエ
ンドに特徴またはアプリケーションをビルドすることができる。例えば、ソフトウェア作
成者は、単純に、あるＵＩコネクタが、あるＵＩおよびあるアクションと組になることを
宣言する。次に、ＸＡＦが、そのＵＩコネクタを、そのＵＩおよびそのアクションと一緒
に接続する。
【００５０】
　さらに、ＸＭＬアプリケーションフレームワークは、予めビルドされたコンポーネント
、アプリケーション特徴、および例示的なアプリケーションのリッチライブラリ（rich l
ibrary）を提供する。一部の命令コードがまだ必要ではあるが、ＸＡＦは、コンポーネン
トをライブラリに配置する。このライブラリにより、その他のソフトウェア作成者は、宣
言モデルにおいて、これらのコンポーネントを使用または利用することができる。したが
って、ソフトウェア開発者は、コンポーネントの新しい命令コードを生成することによっ
て、ソフトウェア開発者自身のコンポーネントを作成することができるが、ソフトウェア
作成者は、新しい命令コードを生成することなく、予めビルドされたコンポーネントを使
用して、新しいアプリケーションまたは変更されたアプリケーションを構成することもで
きる。
【００５１】
　例示的なＸＭＬアプリケーションフレームワーク２０２を、図２Ｂに示す。ＸＡＦ２０
２は、アプリケーション２０４などのアプリケーションを構成し、その実行を管理するよ
うに動作する。ＸＡＦ２０２内で実行されるアプリケーション２０４は、１つまたは複数
のＵＩコネクタ２０６、１つまたは複数のアクション２０８、および１つまたは複数のデ
ータコネクタ２１０を含む。いくつかの実施形態では、アプリケーション２０４は、１つ
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または複数のアクセッサ２１２、あるいは１つまたは複数のトランスフォーマ２１４およ
び／または２１６も含む。アプリケーション２０４内のコンポーネントは、ＵＩイベント
をデータ変化に変換し、データ変化をＵＩイベントに変換するように動作する。したがっ
て、ＵＩコネクタ２０６は、１つまたは複数のＵＩ２１８および／または２２０に結合さ
れる。さらに、データコネクタ２１０は、１つまたは複数のデータストア２２２および／
または２２４に結合される。ＸＡＦ２０２内では、アプリケーション２０４におけるデー
タイベントまたはデータ表現は標準フォーマットである。例えば、データイベントおよび
データ表現はＸＭＬである。
【００５２】
　ＵＩコネクタ２０６は、アプリケーション２０４と、１つまたは複数のＵＩ２１８およ
び／または２２０との間の接続をもたらす。一実施形態において、ＵＩ２１８および／ま
たは２２０は、情報をユーザに表示するグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）
である。ＵＩコネクタ２０６は、アプリケーションユーザがＸＡＦ２０２内でデータを編
集する機能を提供し、サポートする。ＵＩコネクタ２０６は、（データコネクタ２１０と
、データストア２２２および／または２２４とによって表される）ＸＡＦデータレイヤと
、特定のＵＩ２１８および／または２２０との間でデータをマッピングする。さらに、Ｕ
Ｉコネクタ２０６は、ＵＩ２１８および／または２２０からのＵＩイベントを、データス
トア２２２および／または２２４内のデータ編集動作にマッピングする。
【００５３】
　ＵＩコネクタ２０６は、ＵＩ２１８および／または２２０内のＵＩ要素のタイプに固有
である。したがって、ＵＩ２１８および／または２２０内のデータ項目のＵＩ表現ごとに
、対応するＵＩコネクタ２０６が存在する。一例では、ＵＩ２１８および／または２２０
内に表示される、スプレッドシート内のセル値などのデータ要素は、そのデータ要素に結
合された特定のＵＩコネクタ２０６を有し、このＵＩコネクタ２０６は、そのデータ要素
に対するユーザ変更をＵＩイベントに変換して、ＸＡＦデータに対するアクション２０８
に接続する。したがって、ＵＩコネクタ２０６は、特定のＵＩイベントをＸＡＦアクショ
ン２０８に変換し、このＸＡＦアクション２０８は、包括的にＸＡＦアプリケーション２
０４内で表される。一実施形態においては、アプリケーション２０４内のすべてのデータ
変化が、ＸＭＬデータ変化として表される。別の例では、ユーザが、スクロールバーなど
のユーザインターフェースコントロールを操作することができる。スクロールバーの変化
により、ＵＩ２１８および／または２２０の状態変化が生成される。ＵＩ状態変化も、デ
ータ変化として表すことができる。したがって、ＵＩコネクタ２０６は、スクロールバー
操作などのＵＩイベントを受信し、そのＵＩイベントをＸＡＦデータレイヤのＸＭＬデー
タ変化イベントに変換することができる。
【００５４】
　ＵＩコネクタ２０６は、ＵＩイベントをアクション２０８に接続する。アクション２０
８は、ＸＡＦデータレイヤ内のデータ変化に関する宣言ステートメントである。例えば、
スクロールバーのユーザ操作により、「スクロールバー上でのクリック」イベントが生成
される。ＵＩコネクタ２０６は、このＵＩイベントを、「スクロールバーを下に１ポジシ
ョン分だけ増分する」といったアクション２０８に接続する。一実施形態において、デー
タ変化アクションは、ＸＭＬで表される。例えば、あるデータ変化が、以下のＸＭＬステ
ートメントとして現れる場合がある：
　　<Dropdown data = $taskpanelist>
　　　　　　　　　 <copy Deltaaction perform = "on selected change"
　　　　　　　　　　　　　　　data = "selected value"
　　　　　　　　　　　　　　　target = "current taskPane" />
【００５５】
　データコネクタ２１０は、外部データストア２２２および／または２２４との間でデー
タをマーシャリングする（marshal）。ＵＩコネクタ２０６と同様に、データコネクタ２
１０は、内部ＸＡＦデータ表現と、異なるデータストア２２２および／または２２４内の
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外部データ型との間で変換する。したがって、外部データの型ごとにデータ固有のデータ
コネクタ２１０が存在する。データコネクタ２１０は、アクション２０８を受信し、標準
フォーマットのＸＡＦデータアクション２０８を、データストア２２２および／または２
２４内のデータに影響を及ぼすデータ固有アクションに変換する。一実施形態において、
データコネクタ２１０は、ＸＭＬデータアクションをデータ固有アクションに変換する。
例えば、標準フォーマットＸＭＬステートメントによって表されるスクロールバー操作は
、インターフェース状態固有データ変化に変換され、特定のインターフェース状態データ
を記憶するデータストア２２２または２２４に送信される。
【００５６】
　さらに、データコネクタ２１０は、データストア２２２および／または２２４内の変化
を標準フォーマットＸＡＦデータ表現に変換し、この標準フォーマットＸＡＦデータ表現
がＵＩコネクタ２０６に送信される。ＵＩコネクタ２０６は、標準フォーマットＸＡＦデ
ータ表現をＵＩイベントに変換し、このＵＩイベントがＵＩ２１８および／または２２０
に送信される。したがって、ＵＩ２１８および／または２２０内のすべての変化について
、ＵＩコネクタ２０６は、ユーザインターフェースイベントをアクション２０８に接続す
る。このアクション２０８は、データコネクタ２１０に送信され、データコネクタ２１０
は、アクション２０８をデータストア２２２および／または２２４内のデータ固有変化に
変換する。データが変更されると、データコネクタ２１０は、データストア２２２および
／または２２４内の変更されたデータを標準フォーマットＸＡＦデータ表現に変換する。
データコネクタ２１０は、このＸＡＦデータ表現をＵＩコネクタ２０６に返信し、ＵＩコ
ネクタ２０６は、このＸＡＦデータ表現をＵＩ固有ディスプレイイベントに変換する。Ｕ
Ｉコネクタ２０６は、表示のために、このＵＩ固有ディスプレイイベントをＵＩ２１８お
よび／または２２０に送信し、ＵＩ２１８および／または２２０は、ＵＩイベントから生
成された変更されたデータを表示する。
【００５７】
　アプリケーション２０４は、アプリケーション２０４内で発生するすべてのアクション
について、データとＵＩイベントとの間のこれらのサイクルする変化の処理を継続するこ
とができる。いくつかの実施形態においては、データストア２２２および／または２２４
でのデータの変化も、ユーザの制御外にある別の動作から強制される変更されたデータな
ど、ユーザイベントの発生なしでＵＩ２１８および／または２２０内の変化を強制する。
【００５８】
　アプリケーション２０４内のいくつかのオプションのコンポーネントには、アクセッサ
２１２と、トランスフォーマ２１４および／または２１６とが含まれる。アクセッサ２１
２は、アクション２０８とデータコネクタ２１０との間で調節する。あるデータストア２
２２および／または２２４内のある型のデータにアクセスするために、アクション２０８
は、そのデータについて使用されるアクセッサ２１２または「アクセスモデル」を指定す
ることができる。アクセッサ２１２は、アプリケーション２０４が、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ
など、同種でない特定のデータの型にアクセスすることを可能にする。したがって、デー
タストア２２２および／または２２４内のデータの型にかかわらず、アプリケーション２
０４は、そのデータとインターフェースをとり、そのデータを変更する。アクセッサ２１
２は、データコネクタ２１０が、まだ考案も開発もされていないデータ型を含む任意のデ
ータ型を管理することを確実にする。アクセッサ２１２は、標準フォーマットアクション
を、標準フォーマットであり、かつデータ用にカスタマイズされたアクションに変換する
。
【００５９】
　他の実施形態では、１つまたは複数のトランスフォーマ２１４および／または２１６が
、データコネクタ２１０とＵＩコネクタ２０６との間で調節する。トランスフォーマ２１
４および／または２１６は、表示のために、データコネクタ２１０から出力されるデータ
を、ＵＩコネクタ２０６が必要とするＵＩ用にカスタマイズされたフォーマットに変更す
る。例えば、ＵＩコネクタ２０６が、データをリストとして必要とする場合、トランスフ
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ォーマ２１４および／または２１６は、１つまたは複数の単純な変更を介して、表形式デ
ータをデータのリストに変更することができる。この単純な各変更は、単一のトランスフ
ォーマ２１４および／または２１６によって実行される。したがって、データコネクタ２
１０によって出力される任意の形のデータは、１つまたは複数のカノニカルな（canonica
l）トランスフォーマ２１４および／または２１６を介して、ＵＩコネクタ２０６によっ
て受入れ可能であり、かつ使用可能である形に変換することができる。トランスフォーマ
２１４、２１６などのトランザクション変換のオペレーションに関する詳細な説明につい
ては、以下の見出し「トランザクション変換」の下の説明を参照されたい。
【００６０】
　本発明の実施形態に従う他のタイプの変換を利用することができる。例えば、関数変換
（functional transform）を、ＸＱｕｅｒｙなどの関数言語（functional language）を
使用して記述することができる。プロキシ変換は、位置のリストの形をとり、これらの位
置で見つかるデータをエイリアス化されたデータのシーケンスの形でプロキシする。ソル
バ変換は、専用ソルバ技術を具現化し、効率性のため、キャッシングをサポートする。例
えば、あるソルバ変換は、代数方程式系を数値的に解き、別のソルバは、これら代数方程
式系を記号的に解く。キャッシングおよびインデクシング変換は、データレベルでのパス
スルー（pass-through）変換であり（すなわち、出力データは入力データと等しい）、キ
ャッシングおよびインデックス変換は、ダウンストリームのインデクシングされたアクセ
スを加速するために、指定された次元でキャッシングおよびインデクシングを追加する。
【００６１】
　本発明の実施形態によれば、アプリケーションフレームワークは、本明細書で説明する
、アプリケーションのコンポーネント間で共通インターフェースを使用する。このフレー
ムワークは、本明細書で説明する様々なコンポーネント間のデータ通信に依存するので、
ＸＭＬなどの均一なデータ構造体、およびコンポーネント間の共通インターフェースは、
アプリケーションの構成および管理のために、効率的なデータ交換を可能にする。
【００６２】
　次に図３を参照すると、本発明の実施形態では、ＸＡＦ３００は、図３に示されている
ように、複数のアプリケーション３０２および／または３０４を含む。より大きいアプリ
ケーション３０２には、サブモジュールまたはサブコンポーネントとして機能する１つま
たは複数のアプリケーション３０６および／または３０８を含めることができる。すべて
のアプリケーション３０２および／または３０４は、より大きいアプリケーションであれ
サブコンポーネントであれ、ＵＩコネクタ２０６などのＵＩコネクタと、アクション２０
８などのアクションと、データコネクタ２１０などのデータコネクタとを有する。したが
って、アプリケーション３０６および／または３０８は、あるデータ要素３１４および／
または３１６と、あるＵＩ要素３１０および／または３１２との間で動作するソフトウェ
アモジュールである。アプリケーション３０２および／または３０４は、複数の他のアプ
リケーション３０２および／または３０４と共に動作できるという点でマルチスレッド式
とすることができる。さらに、以下で詳細に説明するように、アプリケーション３０２お
よび／または３０４、あるいはアプリケーションコンポーネント３０６および／または３
０８を、あるフェーズまたはドメインに制約することができる。
【００６３】
　本発明の実施形態では、ＸＡＦ３００は、ＸＭＬアプリケーション記述（ＸＡＤ）３１
８およびＸＭＬアプリケーション記述（ＸＡＤ）エンジン３２０を含む。ＸＡＤ３１８は
、アプリケーション３０４など、ＸＡＦ３００内に含まれるすべてのアプリケーションの
宣言ルールおよび記述を含む。ソフトウェア作成者は、そのソフトウェア作成者が望むア
プリケーションのＸＡＤ３１８を作成する。ＸＡＤ３１８は、あるソフトウェアコンポー
ネントをプルする（pull）かインスタンス化してこれらのコンポーネントを一緒にバイン
ドするための、スキーマおよびタグを含む。本発明の実施形態では、スキーマおよびタグ
は、コンポーネント群がどのように相互作用するかに関する。コンポーネントは、ＵＩコ
ネクタ、アクション、アクセッサ、データコネクタ、トランスフォーマ、またはその他の
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ソフトウェアコンポーネントとすることができる。いくつかの実施形態では、コンポーネ
ントは、命令コードを用いて記述され、ポイント別の（point-wise）機能をアプリケーシ
ョンに提供する。したがって、コンポーネントは、ＵＩコネクタ、アクション、データコ
ネクタなど、ＸＡＦコンポーネントにオペラビリティを提供する、基礎になるソフトウェ
アとすることができる。
【００６４】
　アプリケーション記述３１８は、他のフォーマットを使用して表現することができるが
、一実施形態では、ＸＡＤ３１８はＸＭＬで表現される。タグはＸＭＬタグである。スキ
ーマおよびタグは、ルールを宣言するための構文的かつ意味論的（syntactic and semant
ic）フレームワークを提供する。ＸＡＤは、アプリケーション作成者がアプリケーション
全体のリソースおよびコマンドを宣言することを可能にする。コマンドは、マウスクリッ
ク、キーボード選択、音声コマンドなどのイベントに基づいて実行されるコードの一部分
である。実施形態では、ユーザが、ユーザインターフェース内でイベントを作成するが、
他の実施形態では、何らかのプロセスによる別のアクションが、イベントを作成すること
もある。コマンドは、図１７と関連させて以下で説明するように、例えば、選択範囲変更
アクション、ビュー編集アクション、データ取り出しアクション、および入力編集アクシ
ョンなど、名前付きアクションの形とすることができる。これらの名前付きアクションは
、例示のためのものであり、本発明の実施形態に適用可能なコマンドおよび／または名前
付きアクションに関して限定的なものではない。
【００６５】
　ＸＡＤ３１８は、ＸＡＤエンジン３２０によって解析される。最初に、ＸＡＤエンジン
３２０は、アプリケーションが起動されるときにＸＡＤ３１８を解析する。その後、ＸＡ
Ｄエンジン３２０は、必要なときにＸＡＤ３１８を解析する。例えば、一実施形態によれ
ば、ＸＡＤ３１８は、プラグインコンポーネントをインスタンス化し、接続するときなど
、アプリケーションを再構成するために、ＸＡＤエンジン３２０によってランタイムに解
析される。別の実施形態によれば、ＸＡＤがコンパイル時に解析され、トークンのシーケ
ンスに変換され、このシーケンスがランタイムにＸＡＤエンジンによって解釈される、コ
ンパイルモデルが提供される。コンパイルしないときには、ＸＡＤがメモリにロードされ
るときに、テキスト解析が実行され、データ構造体として記憶される。
【００６６】
　ＸＡＤエンジン３２０は、ルールを処理し、リソースを識別し、コンポーネントをイン
スタンス化し、コンポーネント、コンポジット（composite）、およびコマンドを接続す
る。コンポーネントおよびリソースは、Ｃ＃で記述された実行可能コードなどの命令コー
ドとすることができる。命令コードは、ＵＩコネクタ、アクション、データコネクタ、お
よびその他のＸＡＦコンポーネントの基礎となる実際のソフトウェアコンポーネントおよ
びソフトウェアクラスを特徴付ける。コンポーネントは、コンポーネントライブラリ３２
２などのコンポーネントライブラリからプルされる。コンポーネントライブラリ３２２は
、ＸＡＦ３００内のすべてのアプリケーションにおいて使用されるすべてのコンポーネン
トを保持する。
【００６７】
　コンポーネントライブラリ３２２内のコンポーネントの集合全体が、どのアプリケーシ
ョンからも使用可能である。したがって、ＸＡＦ３００は、アプリケーションコンポーネ
ントと、これらのコンポーネントを作成するコードとの豊富な共有を可能にする。さらに
、ソフトウェア開発者が新しいコンポーネントを作成でき、その新しいコンポーネントを
コンポーネントライブラリ３２２に記憶できるので、ＸＡＦは非常に拡張可能である。Ｘ
ＡＤエンジン３２０は、ＸＡＤ３１８内でソフトウェア作成者が作成する新しいルールを
読み取ることによって、新しいコンポーネントを呼び出し、インスタンス化し、接続する
ことができる。新しいルールおよび新しいコンポーネントは、新しいＸＡＦコンポーネン
ト、新しいデータ型、新しいデータストア、新しいＵＩ、あるいは新しいアプリケーショ
ンさえも形成することができる。ＸＡＤおよびＸＡＤエンジンについては、以下でさらに
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詳細に説明する。
【００６８】
　ユーザイベントを実行する方法４００の実施形態を、図４に示す。この実施形態では、
ユーザイベント動作４０２がまず発生する。しかし、当業者であれば、方法４００を使用
して、ユーザイベントに対応しないデータ変化を実行できることが理解されよう。説明し
たように、アプリケーションによって受信されるデータ変化またはデータイベントは、ユ
ーザアクションによって、例えばユーザインターフェース内の機能ボタン、機能コントロ
ール、またはデータオブジェクトのユーザ選択に応答して、生成されるものとすることが
できる。データイベントは、外部変化によって、例えば、外部プロセスの実行の結果とし
て、または別のアプリケーションもしくはサードパーティソースからアプリケーションに
よって受信されるデータによって生成されるものとすることもできる。さらに、図２Ｂと
関連させて上述したように、ユーザイベントは、ＵＩ２１８などのＵＩ内でユーザが実行
する任意の変化または対話とすることができる。接続動作４０４において、ＵＩコネクタ
２０６などのＵＩコネクタにてユーザイベントを受信し、そのユーザイベントを、アクシ
ョン２０８などの対応するアクションに接続する。
【００６９】
　提供動作４０６において、アクションにおいて表されるデータ変更の標準フォーマット
アクションが提供される。一実施形態では、ＸＭＬステートメントが、データ変更に関す
るアクションを表す。一実施形態では、オプションの支援動作４０８において、アクショ
ンをアクセッサ２１２などのアクセッサに接続して、変更される特定のデータに関するア
クションを構成するのを支援する。アクセッサは、データ固有アクションをデータコネク
タ２１０などのデータコネクタに送信する。変換動作４１０において、データ固有アクシ
ョンを受信し、ＸＭＬステートメントとすることができるこの標準フォーマットアクショ
ンを、データストア２２２などの特定のデータストア用のコードおよびデータ固有動作に
変換する。
【００７０】
　データ変更は、データストア内で行われる。次に、データコネクタが、変更されたデー
タをデータストアから読み取る。変更されたデータは、ＸＭＬデータ表現などの標準フォ
ーマットデータ表現に変換される。オプションで、その後、標準フォーマットデータ表現
が、トランスフォーマ２１４などのトランスフォーマに送信される。オプションの変更動
作４１２において、トランスフォーマが受信したデータレコードをＵＩ固有データステー
トメントに変更する。例えば、データ変化が、そのデータをソートされたリストとして表
示することを必要とする場合がある。１つまたは複数のトランスフォーマは、取り出され
たデータをソートし、そのデータをソートされたリストとして提示させる最終的なデータ
ステートメントを作成することができる。次に、トランスフォーマは、変更され変換され
たデータをＵＩコネクタ２０６などのＵＩコネクタに提供する。
【００７１】
　次に、接続動作４１４において、変更されたデータを受信し、ＵＩコンポーネントに接
続して、変更されたデータを表示し、提供する。したがって、その時には、ＵＩは、変更
されたデータのビューを提供する。一実施形態において、データ変化は、ユーザインター
フェース状態とすることができ、変更されたデータの表示は、変更されたユーザインター
フェースの表示である。ユーザイベント動作４０２に戻って継続するフローによって表さ
れるように、イベントを受信し、データの変化に影響を及ぼし、変更されたデータを表示
するというプロセス４００は、反復的であり、ユーザイベントごと、またはデータ変化ご
とに繰り返して実現することができる。データ変化またはデータイベントが、アプリケー
ションの再構成を引き起こすか、または必要とする場合、図５と関連させて以下で説明す
るように、新しいコンポーネントを作成し、接続し、かつ／または再構成することができ
る。
【００７２】
　アプリケーションを作成して構成する方法５００の実施形態を、図５に示す。起動動作
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５０２において、アプリケーション２０４などのアプリケーションを起動する。一実施形
態では、ユーザが、アプリケーションアイコンをクリックすることによるなどして、ユー
ザイベントを介してアプリケーションを起動する。解析動作５０４において、ＸＡＤ３１
８などのＸＡＤを解析する。一実施形態において、この解析は、ＸＡＤ内のスキーマおよ
び／またはルールを識別して、処理する。
【００７３】
　識別動作５０６において、アプリケーションに必要なリソースおよび／またはコンポー
ネントを識別する。一実施形態において、コンポーネントおよびリソースは、コンポーネ
ントライブラリ３２２などのコンポーネントライブラリ内で見つけられる。インスタンス
化動作５０８において、コンポーネントをインスタンス化する。一実施形態では、ＸＡＤ
エンジン３２０などのＸＡＤエンジン内のヘルパコード（helper code）が、コンポーネ
ントライブラリ内で識別されたコンポーネントを形式的にインスタンス化する。さらなる
実施形態では、一時的なクリエータコンポーネント（creator components）のセットが、
インスタンス化される。次に、クリエータコンポーネントが、入力データと、ＸＡＤ内の
タグに関連するルールとに関して、処理コンポーネントをインスタンス化する。
【００７４】
　接続動作５１０において、インスタンス化されたコンポーネントを接続する。一実施形
態では、ＸＡＤエンジンが、使用されるデータまたは処理されるユーザイベントに従って
コンポーネントを接続する。アプリケーションコンポーネントがインスタンス化されて接
続されると、待機動作５１２において、ユーザイベントを待つ。したがって、ＸＡＤエン
ジンは、アプリケーションとの受動的プレゼンス（passive presence）を維持する。ＸＡ
Ｄエンジンは、データ変化を継続的に監視し、データコネクタ２１０などのデータコネク
タによって提供されるデータの変化に応答する。データが変化するときに、判定動作５１
４において、データ変化が、プラグインコンポーネントの挿入など、アプリケーションの
再構成を必要とするかどうかを判定する。再構成が必要である場合、フローは、Ｙｅｓか
ら解析動作５０４に継続する。再構成が不要である場合、フローは、Ｎｏから待機動作５
１２に継続する。
【００７５】
　本明細書で説明するように、所与のソフトウェアアプリケーションのランタイム構造を
生成し、ソフトウェアアプリケーションの実行を管理するアプリケーションフレームワー
クが提供される。次の記載は、トランザクション変換の動作および機能と、フェーズモデ
リングおよびスレッディングを介したコンポーネントドメイン処理と、アプリケーション
コンポーネントの生成および再構成に関するアプリケーション記述エンジンの動作とを含
む、上述した本発明の実施形態の様々な態様の詳細な説明である。
【００７６】
　（トランザクション変換）　
　上述したように、１つまたは複数のデータストアが、１つまたは複数のコネクタを介し
てデータを受信して記憶するために設けられる。本発明の実施形態によれば、データは、
１つまたは複数の「トランザクション変換」の使用により、データストアから選択的に分
離することができる。図６に、データレイヤの編成を示し、データレイヤと、データスト
アおよびデータクライアントを含むその他のコンポーネントとの間の接続を示す。トラン
ザクション変換６１４は、バッファリングモジュール６１６および制御モジュール６１８
を含む。バッファリングモジュール６１６は、分離されたデータと、そのデータに関する
ステータス情報とを記憶する。制御モジュール６１８は、失敗したコミットがデータ消失
をもたらさないように、バッファリングモジュール６１６と共に２フェーズコミットプロ
トコルを使用する。バッファリングモジュール６１６および制御モジュール６１８につい
ては、以下でより詳細に説明する。
【００７７】
　データストア６０２および６０４は、データベースサーバ上のデータまたはコンピュー
タ読み取り可能な媒体上のデータを含む。データは、上述したように、データストアから
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読み取り、データストアに書き込むことができる。所与のデータストアに接続されたエー
ジェントにより、チェックまたは何らかのその他の要求を送信して、データストアへのデ
ータの書き込みが可能であるかどうかを調べることができる。データの書き込みが可能で
ある場合、肯定指示がエージェントに戻して渡される。同様に、データの書き込みが不可
能であるか、または可能であるかがわからない場合、否定指示がエージェントに戻して渡
される。
【００７８】
　データコネクタ６０６および６０８は、データ変換６１０、６１２、および６１４をデ
ータストア６０２および６０４に接続する。一実施形態では、１つまたは複数のタイプの
データストアを扱うために、プロトコルがデータコネクタ６０６および６０８内で実装さ
れる。各プロトコルは、特定のフォーマットを使用してエンコードされたデータベースフ
ァイルなどの、１つまたは複数のタイプのデータストアを扱う。データコネクタプロトコ
ルは、データクライアント６２２および６２４から受信したデータ変更またはデータ変化
をアトミックにコミットする。図２Ｂを参照して上述したＵＩコネクタ２０６が、データ
クライアント６２２、６２４の例である。
【００７９】
　一実施形態において、データコネクタ６０６および６０８は、ペシミスティックコンカ
レンシ（pessimistic concurrency）によってアトミシティ（atomicity）を実現する。ペ
シミスティックコンカレンシは、クライアントが他のクライアントに影響を及ぼすように
データを変更するのを防ぐために、データストアにてデータ（例えば、１つまたは複数の
レコード）のサブセットをロックすることを含む。ペシミスティックコンカレンシモデル
では、クライアントが、ロックの適用を引き起こすアクションを実行するときに、他のク
ライアントは、ロックを所有するクライアントがそのロックを解放するまで、ロックを競
合するアクションを実行することができない。データに関する激しい競合があり得る環境
、および／または、ロックを用いてデータを保護するコストが、コンカレンシ競合が発生
する場合にトランザクションをロールバックするコストより低い環境において、このモデ
ルは有用である。ペシミスティックコンカレンシは、レコードのプログラム的処理など、
ロック時間が短くなるときに、最もよく使用される。
【００８０】
　別の実施形態において、データコネクタ６０６および６０８は、補償アクション（comp
nesation action）と共にオプティミスティックコンカレンシ（optimistic concurrency
）を使用してアトミシティを実現する。オプティミスティックコンカレンシは、ロックを
利用しない。第１のクライアントがレコードを更新する必要があるときに、このプロトコ
ルは、別のクライアントが、第１のクライアントによる最後の読み取り以降にそのレコー
ドを変更したかどうかを判定する。オプティミスティックコンカレンシは、データ競合が
ほとんどない環境において有用である。補償アクションは、トランザクションの影響を補
償するアクションである。例えば、口座Ａから口座Ｂへの資金の銀行転送に関する補償効
果は、口座Ｂから口座Ａに戻す同一金額の資金の転送である。同様に、ホテルルームの予
約の補償アクションは、予約の取り消しになる。補償アクションは、トランザクションを
「ロールバック」すること、または後に残る副作用も他の否定的な結果もなしに取り消す
ことを可能にする。補償アクションは、２つのクライアント間で競合が生じる（例えば、
第１のクライアントがデータ値を読み取り、その後、第２のクライアントが、第１のクラ
イアントがその値の変更を試みる前にそのデータ値を変更する）ときに、トランザクショ
ンをロールバックするのに使用することができる。一実施形態において、データコネクタ
６０６および６０８は、それぞれデータストア６０２および６０４からのデータをキャッ
シュする。データクライアントによって要求されたデータが、データコネクタによってキ
ャッシュされている場合、要求されたデータについて対応するデータストアに照会する必
要はない。データコネクタについては、以下でより詳細に説明する。
【００８１】
　データ変換６１０、６１２、６１４、および６２０は、予め定義されたルールに従って
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データをエンコードし、かつ／またはデコードする。データ変換６１０、６１２、６１４
、および６２０は、任意に複雑な処理を実行できる機能を実施する。データ変換６１２お
よび６２０は、互いに直列である。このため、データ変換６１２によって実施される機能
の結果は、データ変換６２０によって実施される機能への入力として使用され、逆も同様
である。一実施形態において、データ変換を直列に接続して、前の変換の結果をバッファ
リングすることができ、複雑な機能をより簡単にモジュール式として実施することが可能
になる。同様に、ビュー内のデータのサブセットを、そのビュー内の残りのデータに影響
を及ぼすことなくコミットするか、またはリフレッシュすることができる（以下を参照さ
れたい）。
【００８２】
　データ変換６１４は、トランザクション変換として知られる特別な種類のデータ変換で
あり、バッファリングモジュール６１６および制御モジュール６１８を含む。一実施形態
において、トランザクション変換は、データがデータストア間で一貫するように、分離さ
れたデータをアトミックにコミットすることを可能にする。バッファリングモジュール６
１６は、データクライアント６２２および６２４からの分離されたデータを保持する。一
例では、データクライアント６２２および６２４は、データストア６０４内のデータを編
集するダイアログボックスである。データに対して行われる編集を、実質的に編集が行わ
れるときにバッファリングモジュール６１６に記憶することができる。別の実施形態では
、トランザクション変換は、そのトランザクション変換の出力に対する編集要求を、その
トランザクション変換の入力に対する編集要求に戻ってマッピングする。その結果、編集
が行われるときに、入力／要求するエンティティは、そのような編集を完了したものとし
て認識する。さらに、これらのトランザクション変換は、そのバッファリングモジュール
６１６を使用して、以下で説明するように、そのような編集における遅延され、かつ制御
されたマッピングを可能にする。
【００８３】
　複数のタイプの制御動作を、トランザクション変換によって実行することができる。ユ
ーザが、データクライアント６２２またはデータクライアント６２４内のデータをコミッ
トすることを望むとき（例えば、データクライアントに関連付けられた「適用」ボタンが
アクティブ化されるとき）に、制御モジュール６１８は、そのデータクライアントからコ
ミット制御動作を受信し、図６を参照して以下で説明する２フェーズコンカレンシプロト
コルを使用して、そのデータをコミットすることを試みる。一実施形態において、バッフ
ァリングモジュール６１６にバッファリングされたデータは、成功してコミットされると
削除することができる。ユーザが、バッファ内のデータ（したがって、対応するデータク
ライアントに表示されるデータ）をリフレッシュすることを望むときに、制御モジュール
６１８は、そのデータクライアントからリフレッシュ制御動作を受信し、バッファリング
モジュール６１６内のデータをリフレッシュする。リフレッシュされたデータは、そのデ
ータクライアントに伝送され、その結果、ユーザは、更新されたデータにアクセスできる
ようになる。分離されたデータをリフレッシュする機能は、以下で図６を参照して説明す
るように、従来の２フェーズコンカレンシモデルにおけるコミットの中止の代わりに使用
することができる。
【００８４】
　状況によっては、１人または複数人のユーザが１つまたは複数のデータクライアントを
使用して行ったコミットされていない変更を無効にすることなく、バッファ内のデータを
更新することが有効である。そのような場合に、同期化制御動作を、データクライアント
によって発行することができる。制御モジュール６１８が、同期化制御動作をデータクラ
イアントから受信するときに、バッファリングモジュール６１６内の分離されたデータは
、（１つまたは複数の）データストア内の最新バージョンに基づいて更新され、分離され
たデータに対するコミットされていない変更は、更新されたデータにマージされる。デー
タに対する変更の複数セットの同期化プロセスは、当技術分野では十分に理解されており
、同期化は、様々な状況で使用することができる。所与のコンテキストにおいて同期化を
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どのように実施できるかについての詳細は、そのコンテキストに非常に固有である。例え
ば、製品データベースのコンテキストでは、製品の一系列をデータベースにマージするこ
とが許容できる可能性があるが、製品名に対する変更の２つのバージョンをマージするこ
とは許容可能でない可能性がある。その他のコンテキストは、同期化に関するその他のル
ールを有する可能性があり、そのすべてを、本発明と共に使用することができる。競合の
解決法も周知である。競合する場合にどの更新が基準にならなければならないかに関して
、予め定められたルールを提供し、そのルールに従わせることができる。他の実施形態で
は、そのような競合を解決するために、ユーザ（ら）に警告することができる。
【００８５】
　バッファリングモジュール６１６は、現在進行中の動作のタイプに基づいて変わり得る
ステータス情報を保持する。例えば、コミットが進行中である場合、ステータス情報には
、コミットが保留中であるか、成功したか、または失敗したかのうちのどれであるかを含
めることができる。また、リフレッシュが進行中である場合、ステータス情報には、リフ
レッシュが保留中であるか、または完了したかのどちらであるかを含めることができる。
同期化動作が進行中である場合、ステータス情報には、同期化が保留中であるか、成功し
たか、または失敗したかのうちのどれであるかを含めることができる。特定の制御動作に
ついては、以下でより詳細に説明する。
【００８６】
　データクライアントからアクセス可能な何らかのデータには、分離を必要としない場合
がある。例えば、金融データベース（銀行口座の追跡に使用されるものなど）に対する変
更は通常、即座にコミットされる。一実施形態では、所与のデータビューに、分離された
データと分離されないデータとの両方を含めることができる。別の実施形態では、所与の
データクライアントに、そのデータクライアント内では編集できない読み取り専用データ
を含めることができる。
【００８７】
　アプリケーション開発者からのアプリケーション仕様の受信に応答して、本発明の実施
形態は、アプリケーションのどの部分が分離されたデータを必要とするかを識別し、必要
に応じてトランザクション変換を実施する。図７に、トランザクション変換動作の動作フ
ローを示す。受信動作７０２において、アプリケーション仕様を受信する。一実施形態に
おいて、アプリケーション仕様は、どのデータを分離しなければならないかを含めてＸＡ
Ｆアプリケーションを識別し、識別動作７０４において、そのアプリケーション内の、分
離されるべき対応するデータエンティティを識別してマークする。
【００８８】
　実施動作７０６において、分離されるべきデータエンティティとしてマークされた各デ
ータエンティティに対応する１つまたは複数のトランザクション変換を実施する。その後
、トランザクション変換は、データ変換と実質的に同一の方法で接続され、アクティブ化
される。
【００８９】
　図８に、トランザクション変換動作に従って実行される制御動作を示す。受信動作８０
２において、データクライアントから制御動作要求を受信する。一実施形態において、こ
の要求は、データクライアントに関連付けられたＵＩコントロールをユーザがクリックす
ることによってトリガされる。判定動作８０４において、制御動作要求がコミット動作を
要求しているかどうかを判定する。制御動作要求がコミット動作に関するものである場合
、フローは、ＹＥＳから発行動作９０８（図９）に分岐する。制御動作要求がコミット動
作に関するものではない場合、フローは、ＮＯから判定動作８０６に分岐する。
【００９０】
　判定動作８０６において、制御動作要求が同期化動作を要求しているかどうかを判定す
る。制御動作要求が同期化動作に関するものである場合、フローは、ＹＥＳから保存動作
８０８に分岐する。制御動作要求が同期化動作に関するものではない場合、フローは、Ｎ
Ｏからリフレッシュ動作８１０に分岐する。
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【００９１】
　同期化動作が要求された場合、保存動作８０８において、すべてのコミットされていな
い変更を、バッファリングされたデータに保存する。コミットされていない変更は、コン
ピュータ読み取り可能な媒体上のファイル、揮発性メモリもしくは不揮発性メモリ、また
は他の形態のコンピュータ記憶デバイスに保存することができ、あるいは、外部データベ
ースまたは類似するサービスにコミットすることができる。その後、フローは、リフレッ
シュ動作８１０に進む。
【００９２】
　リフレッシュ動作８１０において、データストアに存在するバッファリングされたデー
タの最新のコピーを取り出し、そのコピーをトランザクション変換に関連付けられたバッ
ファに配置する。リフレッシュ動作８１０では、どのデータストアがデータの最新のコピ
ーを含むかを判定するために、複数のデータストアに照会する必要がある場合がある。別
の実施形態では、リフレッシュ動作８１０において、その代わりに、またはそれに加えて
、データコネクタがバッファリングされたデータのキャッシュされたコピーを含むかどう
かを調べるために、各データストアに関連付けられたデータコネクタをチェックすること
ができる。
【００９３】
　判定動作８１２において、制御動作要求が同期化動作を要求しているかどうかを判定す
る。一実施形態において、判定動作８１２では、単純に判定動作８０６の結果をチェック
するだけである。制御動作要求が同期化動作に関するものである場合、フローは、ＹＥＳ
からマージ動作８１４に分岐する。制御動作要求が同期化動作に関するものではない場合
、フローは、ＮＯからこの動作フローの終了に分岐する。
【００９４】
　同期化動作が要求された場合、マージ動作８１４において、保存動作８０８において保
存されたバッファリングされたデータに対する変更を、リフレッシュ動作８１０において
リフレッシュされたバッファリングされたデータとマージする。データ本体の２つのバー
ジョンをマージするルールは、アプリケーションのコンテキストに基づいて変化する。い
くつかの例示的なルールを、図６に提示した。一実施形態では、様々なデータクライアン
トからの複数の変更を一緒にマージして、各データクライアントにおける同期化を実現す
ることができる。
【００９５】
　図９に、本発明の一実施形態に従って、コミット要求がどのように処理されるかを示す
。受信動作９０２において、データクライアントからデータを受信する。一実施形態にお
いて、データクライアントは、ダイアログボックスであり、アプリケーションユーザは、
そのダイアログボックスを介してデータを入力する。データは、そのダイアログボックス
に関連付けられたＵＩコントロールがアクティブ化されるときに送信される。次に、バッ
ファリング動作９０４において、１つまたは複数のトランザクション変換内、あるいは１
つまたは複数のトランザクション変換に関連付けられたメモリ内のデータをバッファリン
グする。
【００９６】
　受信動作９０６において、コミット動作の要求を受信すると、変更された２フェーズコ
ミットプロトコルが呼び出される。第１に、発行動作９０８において、データストアに関
連付けられた複数のデータコネクタにコミット要求を発行する。一実施形態において、コ
ミット要求は、コミットされるデータを含む。コミット要求は、データをキャッシュして
いる１つまたは複数のデータコネクタと、データを保持する１つまたは複数のデータスト
アとのうちの少なくとも一方によって受信され、データをアトミックにコミットできると
いう保証の要求として扱われる。受信動作９１０において、データを保持するデータコネ
クタおよび／またはデータストアから応答を受信する。すべての応答が受信されると、判
定動作９１２において、コミット要求のすべての受信側がコミットに合意したかどうかを
判定する。すべての受信側が合意した場合、フローは、ＹＥＳから送信動作９１４に分岐
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する。少なくとも１つの受信側が合意していない場合、フローは、ＮＯから送信動作９１
６に分岐する。
【００９７】
　すべての受信側がデータのコミットに合意した場合、送信動作９１４において、発行動
作９０８において発行されたコミット要求のすべての受信側に、コミットコマンドを送信
する。受信側は、データをコミットする（すなわち、受信側自体の変更されたデータを更
新する）。
【００９８】
　少なくとも１つの受信側が合意していない場合、送信動作９１６において、アボートコ
マンドを受信側に送信する。したがって、受信側は、指示されたコミットが行われないこ
とと、そのコミットに関連するすべてのデータを破棄できることとを認識することになる
。一実施形態では、送信動作９１６において、データのコミットに合意した受信側だけに
アボートコマンドを送信し、データのコミットに合意しなかった受信側は、明示的に指示
されずに自動的にデータを破棄する。次に、リフレッシュ動作９１８において、バッファ
リングされたデータをリフレッシュするために、リフレッシュ制御動作を実行する。一実
施形態では、リフレッシュ動作９１８において、その代わりに、バッファリングされたデ
ータを同期化するために、同期化制御動作を実行する。
【００９９】
　本発明の他の実施形態も想定されている。一実施形態において、各トランザクション変
換には、同期化ルールを実施するポリシモジュールを含めることができる。別の実施形態
では、ポリシモジュールは、リフレッシュおよび同期化に関するコンカレンシポリシを設
定する。例示的なコンカレンシポリシには、コンサバティブコンカレンシ（conservative
 concurrency）（すべてのバッファリングされたデータの完全なコピーが必ず作成される
）と、オプティミスティックコンカレンシ（データは、必要に応じてバッファにコピーさ
れるだけである）とが含まれる。ポリシモジュールは、本明細書では説明しないその他の
タイプの制御動作を処理するための、モジュール式のポリシの追加を可能にすることもで
きる。
【０１００】
　別の実施形態では、クエリ言語と共にトランザクション変換を使用して、データにアク
セスし、そのデータを操作することができる。ＳＱＬが、広く使用されているそのような
クエリ言語の１つである。ＸＱｕｅｒｙが、別のそのようなクエリ言語である。本発明と
共に他のクエリ言語を使用することも想定されている。
【０１０１】
　さらに別の実施形態では、データコネクタ６１０が、例えば図６のバッファおよびロジ
ック６１６などのバッファに関連し、ある程度、そのバッファを管理することができる。
そのような場合、コネクタは、データのリフレッシュコンポーネントおよび／または同期
化コンポーネントを制御するために、バッファリングされたデータにアクセスし、かつ／
または操作するロジックを有する。
【０１０２】
　（アプリケーションフレームワークフェーズ化モデル）　
　上記にて簡潔に説明したように、アプリケーションおよび／またはアプリケーションコ
ンポーネントは、あるフェーズに制約することができる。一般に、フェーズ化は、ソフト
ウェアコンポーネントをマルチティア型フェーズ化モデルに従わせることによって、コン
ピュータシステム内のソフトウェアメソッドの実行を制約する。ソフトウェアコンポーネ
ントは、クラス、オブジェクト、メソッド、またはコンピュータシステム内のその他のソ
フトウェアコード構造とすることができる。フェーズは、ソフトウェアコンポーネントの
セットによって同時かつ集合的に共有される動作状態である。コンピュータシステムは、
マスタフェーズ化モデルとも呼ばれるトップレベルフェーズ化モデルを実行し、１つまた
は複数のサブフェーズが、マスタフェーズ化モデルの１つまたは複数のフェーズの間に発
生する。コンピュータシステム内の動作は、フェーズのセットまたはサブフェーズのセッ
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トに制約される。
【０１０３】
　マルチティア型フェーズ化モデル１０００の例示的な実施形態を、図１０に示す。マル
チティア型フェーズ化モデルは、３つのフェーズ１００２、１００４、および１００６を
含む第１のフェーズモデルすなわちマスタフェーズモデルを有する。マスタフェーズは、
矢印１０１６によって表される順序で発生する。２つのサブフェーズ、すなわち、サブフ
ェーズ１　１００８およびサブフェーズ２　１０１０が、フェーズ１　１００２中に発生
する。さらに、２つのさらなるサブフェーズ、すなわち、サブフェーズ２ａおよびサブフ
ェーズ２ｂが、サブフェーズ２中に発生する。したがって、フェーズ化モデル１０００は
、サブフェーズが他のフェーズまたはサブフェーズ中に発生する、マルチティア型のフェ
ーズのセットを表す。以下では、フェーズのすべての説明を、サブフェーズにも適用する
ことができる。
【０１０４】
　各ソフトウェアコンポーネントは、あるフェーズ内で動作するように制約される。制約
は、ソフトウェアメソッドが制約されるフェーズ中にのみ実行されるか、または呼び出さ
れるように、ソフトウェアメソッドのそれぞれに課される。競合または矛盾した結果をも
たらし得るソフトウェアメソッドは、異なるフェーズに制約され、これらのソフトウェア
メソッドは、現在のフェーズから正当に呼び出すことはできない。したがって、各ソフト
ウェアメソッドは、矛盾するタスクを達成するメソッド間で競合することなく、既知の形
で実行される。すべてのメソッドは、ソフトウェアシステムが現在のフェーズ制約と互換
状態になることがわかるように、特定のフェーズ制約の下で実行される。
【０１０５】
　再度図１０を参照すると、フェーズ１　１００２は、サブフェーズ１　１００８および
サブフェーズ２　１０１０に対する上位フェーズである。２つのさらなるサブフェーズ、
すなわち、サブフェーズ２ａ　１０１２およびサブフェーズ２ｂ　１０１４は、サブフェ
ーズ２　１０１０中に発生する。同様に、サブフェーズ２　１０１０は、サブフェーズ２
ａ　１０１２およびサブフェーズ２ｂ　１０１４に対する上位フェーズである。どのフェ
ーズまたはサブフェーズであっても、サブフェーズを有することができる。マルチティア
型フェーズ化モデルにおけるサブフェーズのレベルの数には制限がない。さらに、任意の
フェーズスペース内には、少なくとも２つのフェーズが存在しなければならないが、２つ
を超えるフェーズの数に対する制限はない。さらに、上位フェーズ内にサブフェーズが存
在する場合には、少なくとも２つのサブフェーズが存在しなければならないが、上位フェ
ーズ中に発生するサブフェーズについて、２つを超えるサブフェーズの数に対する制限は
ない。上位フェーズ中に、任意のサブフェーズのセットを１回または複数回サイクルする
ことができる。
【０１０６】
　フェーズ化モデル１０００は、フェーズスペースを示す。フェーズスペースは、有効な
フェーズ（グラフの節点（graph node））および有効なフェーズ遷移（グラフの辺（grap
h edge））を決定する有限有向グラフである。したがって、フェーズスペースは、有効な
フェーズのシーケンスを決定する。フェーズスペース１０００は、フェーズセット、すな
わち、フェーズ１　１００２、フェーズ２　１００４、およびフェーズ３　１００６にわ
たって定義される。フェーズスペース１０００は、３つのフェーズ遷移１０１８ａ、１０
１８ｂ、および１０１８ｃも有する。フェーズ遷移は、遷移前フェーズを共有するすべて
のソフトウェアコンポーネントによるフェーズの同時変化が発生するときを表す。
【０１０７】
　ソフトウェアコンポーネントがフェーズスペースを共有するとき、このソフトウェアコ
ンポーネントは、１つのフェーズドメインの一部である。フェーズドメインは、特定のフ
ェーズスペースによって定義される共通のフェーズ化モデルに合意するソフトウェアコン
ポーネントのセットである。例えば、マスタフェーズ１００２、１００４、および１００
６を有するマスタフェーズスペースによって制約されることに合意するすべてのソフトウ
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ェアコンポーネントは、このマスタフェーズドメインの一部である。したがって、このマ
スタフェーズドメイン内のソフトウェアコンポーネントに関連するすべてのソフトウェア
コンポーネントは、マスタフェーズ１００２、１００４、および１００６のうちの少なく
とも１つに関連するフェーズ制約を含む。
【０１０８】
　フェーズ制約は、あるプログラムコンテキストにおいて有効なフェーズを制限する静的
な制約である。具体的に言うと、制約をプログラムセクションに適用して、そのプログラ
ムセクションがその制約に従うフェーズ中にのみ実行されることを確実にすることができ
る。一実施形態において、フェーズ制約は、［Ｐｈａｓｅ　１］など、大括弧内の属性と
して記述される。このデータ構造については、以下でより詳細に説明する。
【０１０９】
　１つまたは複数のフェーズドメインを占める１つまたは複数のコンポーネントを有する
コンピュータ環境１１００を、図１１に示す。マスタディレクタ１１０２は、マスタフェ
ーズスペースの遷移および確立を制御する。このコンピュータ環境内のすべてのコンポー
ネントが、マスタフェーズドメイン１１００の一部であるが、１つまたは複数のサブフェ
ーズドメインを占めることもできる。フェーズドメイン１１００の作成を可能にするため
に、プログラム作成者は、フェーズスペースと、そのフェーズスペースにおけるフェーズ
遷移を実行するポリシと、フェーズドメインの境界をまたぐメッセージを処理するポリシ
とを選択する必要がある。
【０１１０】
　フェーズドメイン１１００は、マルチティア型フェーズスペースによって特徴付けるこ
とができる。本発明の実施形態では、コンポーネント１　１１０４などの１つまたは複数
のコンポーネントが、マスタディレクタ１１０２に登録される。コンポーネント１　１１
０４は、ソフトウェアコンポーネントまたはメソッドを含む、任意のタイプのソフトウェ
アコンポーネントを表す。ソフトウェアコンポーネント１１０４は、マスタフェーズスペ
ースにおけるフェーズのうちの１つのフェーズに制約される。
【０１１１】
　他の実施形態では、サブディレクタ１　１１０６およびサブディレクタ２　１１０８な
どの１つまたは複数のサブディレクタが、マスタディレクタ１１０２に登録される。サブ
ディレクタは、１つまたは複数の様々なフェーズスペースを用いて１つまたは複数の他の
フェーズドメインを制御する。したがって、フェーズドメイン１１００は、１つまたは複
数のネストされたフェーズドメインを有する。サブディレクタ１　１１０６に登録された
コンポーネント２　１１１０などのすべてのコンポーネントは、サブフェーズスペース内
で、マスタフェーズスペースにおける１つまたは複数のマスタフェーズ中の１つまたは複
数のサブフェーズに制約される。一実施形態において、サブディレクタによって制御され
るサブフェーズドメインは、単一のマスタフェーズ内で動作する。サブフェーズの動作は
、単一のマスタフェーズ中に繰り返して発生し得る。
【０１１２】
　本発明の実施形態では、サブディレクタ２などのサブディレクタは、さらなるネストさ
れたサブフェーズドメインを作成するために、サブディレクタ３などのその他のサブディ
レクタを登録する。いくつかの実施形態において、サブディレクタ２　１１０８は、コン
ポーネント３　１１１２およびサブディレクタ３　１１１４の動作を制御する。さらなる
実施形態では、サブディレクタ３　１１１４などのディレクタが、コンポーネント４　１
１１６およびコンポーネント５　１１１８などの複数のコンポーネントを制御する。各サ
ブディレクタは、独自のフェーズを有するフェーズスペースを制御することができる。し
たがって、サブディレクタ１　１１０６は、第１のサブフェーズスペースを動作させ、サ
ブディレクタ３　１１１４は、第２のサブフェーズスペースを動作させる。２つのフェー
ズスペースが相互作用しない場合、それらのフェーズスペースを直交スペースと呼ぶ。直
交フェーズスペースの組合せは、デカルトフェーズスペースを形成することができ、この
デカルトフェーズスペースは、単一の積（product）に関するフェーズドメインを形成す
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るのに使用することができる。基礎になるフェーズセットは、直交フェーズセットのデカ
ルト積であり、有効なフェーズ遷移も、直交フェーズセットの有効な遷移のデカルト積で
ある。
【０１１３】
　本発明の実施形態では、ディレクタは、論理クロックである。ディレクタは、ハードウ
ェアシステム内のクロックと同様に、フェーズを通ってサイクルする。各フェーズ遷移に
て、ディレクタは、フェーズドメイン内のすべてのソフトウェアコンポーネントについて
、フェーズを同時に変更する。一実施形態において、すべてのサブディレクタは、サブフ
ェーズドメイン内のサブフェーズを同時に変更することができる。論理クロックは、フェ
ーズに制約された動作、またはフェーズに制約されたサブフェーズ内で実行される動作に
制約された動作の完了を待つ。
【０１１４】
　マスタフェーズドメインに使用することができるフェーズスペース１２００の例示的な
実施形態を、図１２に示す。フェーズスペース１２００は、３つのフェーズを有する。読
み取り要求フェーズ１２０２中には、データを読み書きする要求、またはソフトウェアシ
ステム内のその他のソフトウェアコマンドもしくは要求が、次のフェーズに入るまでキュ
ーされる。一実施形態では、要求された競合しないメソッドだけが、次のフェーズにおい
て実行され、他のメソッドは、別のフェーズ、またはそのフェーズの次のサイクルまで待
つ。
【０１１５】
　更新フェーズ１２０４は、コマンドおよび要求を適切なソフトウェアコンポーネントに
向ける。本発明の実施形態では、更新フェーズ１２０４中に、ソフトウェアコンポーネン
トが、コマンドまたは要求を満たす。一実施形態において、更新フェーズ１２０４は、更
新フェーズ１２０４中に発生するサブフェーズスペース５００を有する。例示的なサブフ
ェーズスペース５００は図５に示されており、サブフェーズスペース５００については、
以下で説明する。一実施形態において、更新フェーズ１２０４は、データレイヤのサブフ
ェーズをトリガする。すなわち、データに書き込むすべての要求は、更新フェーズ１２０
４のサブフェーズにおいて達成される。
【０１１６】
　第３のフェーズすなわち再検証フェーズ１２０６は、更新フェーズ１２０４中に処理さ
れなかった他のメソッドを指揮し、実行する。一実施形態では、データを取り出すすべて
の要求が、再検証フェーズ１２０６中に完了する。例えば、データが更新フェーズ１２０
４において更新された後に、すべてのソフトウェアコンポーネントに、データ変更が発生
したことが通知され、通知されたソフトウェアコンポーネントは、更新されたデータを取
り出す。一実施形態において、再検証フェーズ１２０６は、サブフェーズスペース６００
を動作させる。サブフェーズスペース１３００の例示的な実施形態を、図１３に示し、以
下で説明する。
【０１１７】
　フェーズを変更するために、フェーズスペース１２００は、フェーズ遷移を介して進行
する。例示的な実施形態では、３つのフェーズ１２０２、１２０４、および１２０６の間
の遷移を表す３つのフェーズ遷移１２０８ａ、１２０８ｂ、および１２０８ｃが存在する
。上述したように、フェーズ遷移は、ディレクタ１１０２などのディレクタが、フェーズ
クロックを変更する時点であり、フェーズドメイン内のすべてのソフトウェアコンポーネ
ントのフェーズは、同時に変化する。
【０１１８】
　現在のフェーズについて、または新しいフェーズへの遷移について警告するか通知する
フェーズドメイン内のソフトウェアコンポーネントが、発生し得る。一実施形態では、デ
ィレクタが、フェーズについてすべてのソフトウェアコンポーネントに通知する。他の実
施形態では、要求するメソッドが、フェーズについてディレクタに要求する。本発明の実
施形態では、遷移通知は、フェーズドメイン内の１つまたは複数のソフトウェアコンポー



(32) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

ネントに送信される。一実施形態において、遷移通知は、現在のフェーズ中か、または次
のフェーズの開始時のいずれかに発生する。他の実施形態では、別々のフェーズが、通知
プロセス用に使用される。例えば、フェーズスペース１２００は、フェーズドメイン内の
ソフトウェアコンポーネントに通知するための、遷移１２０８ａ、１２０８ｂ、および１
２０８ｃに位置付けられた３つの通知フェーズを有する。
【０１１９】
　更新フェーズ１２０４の例示的なサブフェーズスペース１３００を、図１３に示す。サ
ブフェーズ１３００は、いくつかの実施形態において、データレイヤに対して使用される
。すなわち、共有データ構造体にデータを書き込むメソッドは、データサブフェーズスペ
ース１３００のサブフェーズの１つに制約される。一実施形態において、データを共有す
るすべてのソフトウェアコンポーネントは、合意フェーズ１３０２で、データをコミット
するか、あるいは変更をアボートするかのいずれかに合意する。変更は、コミットまたは
アボートフェーズ１３０４で、コミットされるか、あるいはアボートされるかのいずれか
になる。
【０１２０】
　別の実施形態では、合意フェーズと、コミットまたはアボートフェーズとの両方が、「
コミットまたはアボート」サブフェーズ１３０４のサブフェーズであり、サブフェーズス
ペース１３００は、合意フェーズ１３０２の代わりにマークフェーズ１３０２を有する。
この場合、データ変更は、コミットまたはアボートフェーズ１３０４で行われ、そのデー
タを使用するすべてのソフトウェアコンポーネントは、マークフェーズ１３０２で更新に
対してマークされる。ソフトウェアコンポーネントをマークすることは、適切な後のフェ
ーズで更新されたデータを取り出すようソフトウェアコンポーネントにシグナリングする
、ソフトウェアコンポーネント内のフラグを設定することである。一実施形態において、
マークされたソフトウェアコンポーネントは、再検証フェーズ１２０６でデータを取り出
す。別の実施形態では、マークフェーズ１３０２は、２つのサブフェーズ、すなわち、マ
ークサブフェーズおよび最終マークサブフェーズを有する。この場合、データを使用する
ソフトウェアコンポーネントは、マークサブフェーズでマークされ、最終マークサブフェ
ーズでデータを取り出す。
【０１２１】
　再検証フェーズ１２０６中に発生する別の例示的なサブフェーズスペース１４００を、
図１４Ａに示す。サブフェーズスペース１４００に制約されるソフトウェア構造内の例示
的な変化を、図１４Ｂに示す。サブフェーズスペース１４００は、プラグアンドプレイ動
作のためにサブフェーズを提供する。プラグアンドプレイサブフェーズスペース１４００
は、２つのフェーズ、すなわち、プレイサブフェーズ１４０４およびプラグサブフェーズ
１４０２を有する。一般に、プラグサブフェーズ１４０２では、ソフトウェアコンポーネ
ントのコンポジション（composition）および構成が、確立されるか、変更されるか、ま
たは削除されるが、プレイ時機能（playtime functionality）は実行されない。同様に、
プレイサブフェーズ１４０４では、ソフトウェアコンポーネントの確立されたコンポジシ
ョンまたは構成が、通常の機能のために使用されるが、コンポジションまたは構成の諸態
様は、確立されず、変更されず、削除されない。
【０１２２】
　モジュール再構成の例示的な実施形態を、図１４Ｂに示す。この実施形態では、ソフト
ウェアモジュールが、第１の構成１４０６を有する。ユーザ入力要求などの、何らかのア
クションの際に、ソフトウェアモジュールは、第２の構成１４０８に変化する。当業者で
あれば、ソフトウェアモジュールは、第２の構成１４０８と比較して、第１の構成１４０
６では異なって動作することが理解されよう。したがって、再構成は、ソフトウェアモジ
ュールと相互作用するプレイフェーズ中にメソッドが実行されることなく、行われる必要
がある。本発明の実施形態では、プラグサブフェーズ１４０２中に、ソフトウェアインス
タンスが、初期化され、接続または切断され、プロパティが設定される。いくつかの実施
形態では、さらなるサブフェーズが、プラグサブフェーズ１４０２中に実行される動作を
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順序付けることを助ける。
【０１２３】
　一実施形態において、プラグサブフェーズ１４０２は、さらなるサブフェーズを有する
。構築サブフェーズ１４１０は、既知のクラスをインスタンス化することによって、ソフ
トウェアコンポーネントを呼び出すことによって、またはクローンもしくは特殊化された
導出されたインスタンスを取得するために既存のインスタンスにおけるインターフェース
を使用することによって、新しいソフトウェアインスタンスを作成する。構成サブフェー
ズ１４１２は、インスタンス間の接続を追加するか、または除去する。最後に、初期化サ
ブフェーズ１４１４は、プロパティを設定し、正しく接続されたインスタンス間のネゴシ
エーションを要求する。プラグサブフェーズ１４０２内のサブフェーズは、本明細書で提
示されるサブフェーズから派生され得る。さらに、プレイサブフェーズ１４０４にも、サ
ブフェーズを含めることができる。
【０１２４】
　他のフェーズ化スペースも企図されている。例えば、ユーザインターフェース変更用の
サブフェーズスペースが企図されている。ユーザインターフェースサブフェーズスペース
では、無効化サブフェーズ（invalidate sub-phase）が、構造体をビルドするメソッドの
実行を可能にすることができる。次に、描画サブフェーズ（draw sub-phase）が、ビルド
された構造体を描画する。当業者であれば、他のフェーズスペースを、他のタイプの動作
用に使用することができることが認識されよう。さらに、当業者であれば、上記にて提示
した例示的なフェーズスペースは、フェーズまたはサブフェーズの数に関して、ティアま
たはレイヤの数に関して、およびフェーズまたはサブフェーズのタイプに関して、変更で
きることが認識されよう。したがって、本発明は拡張可能である。一実施形態では、新し
い上位フェーズが、既存のフェーズスペースにオーバーレイされる。別の実施形態では、
新しいフェーズが、既存のフェーズスペースに追加される。さらに別の実施形態では、よ
り多くのサブフェーズ、またはサブフェーズスペースの新しいティアが、既存のフェーズ
スペースに追加される。
【０１２５】
　コードの項目の実行を制約するフェーズ制約を有するデータ構造体１５００の例示的な
実施形態を、図１５に示す。データ構造体１５００はコード要素である。任意のタイプの
コードが、フェーズ制約を有することができる。フェーズ制約１５０２が、メソッド１５
０４の上に示されている。フェーズ制約１５０２は、メソッド１５０４の動作を、フェー
ズ制約において指定されたフェーズ、この実施形態ではフェーズ「Ｐｅｒｆｏｒｍ」に制
約する。したがって、メソッド１５０４は、「Ｐｅｒｆｏｒｍ」フェーズまたは「Ｐｅｒ
ｆｏｒｍ」サブフェーズ中にのみ実行される。
【０１２６】
　本発明の実施形態では、データ構造体は、ソフトウェアコンポーネントと、実行される
動作のタイプとに依存する、ある形の制約を含む。一実施形態において、制約は呼び出し
制約である。呼び出し制約は、メソッドの呼び出しを、指定されたフェーズに制約する。
したがって、他のソフトウェアコンポーネントまたは同一のソフトウェアコンポーネント
内のメソッドの実行は、このメソッドの開始を指定されたフェーズ中だけに制限すること
によって制約される。別の実施形態では、制約はコンストラクタ制約である。コンストラ
クタは、ソフトウェアコンポーネントをインスタンス化する、特殊な形のメソッドである
。したがって、ソフトウェアコンポーネントのインスタンス化は、図１４Ａの構築サブフ
ェーズ１４１０を用いて説明したフェーズなどの、指定されたフェーズに制約される。さ
らに別の実施形態では、制約は参照制約である。参照制約は、ソフトウェアコンポーネン
トの１つのクラス全体と、そのクラスのすべてのプリミティブ動作とを制約する。例えば
、インターフェースに対して設けられた参照制約は、図１４Ａの接続サブフェーズ１４１
２を用いて説明したものなど、ソフトウェアモジュール間の接続を制限する。
【０１２７】
　制約は、任意のターゲットソフトウェアコンポーネントに割り当てることができる、ソ
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フトウェアコード内のフェーズ制約属性によって表される。本発明の実施形態では、フェ
ーズ制約属性は、クラス全体に割り当てられ、継承可能である。したがって、子コンポー
ネントは、その親コンポーネントから制約を継承する。いくつかの実施形態において、フ
ェーズ化方式は、同一のターゲットに複数のフェーズ制約属性を設ける。したがって、ソ
フトウェアターゲットは、複数のフェーズ制約の結合によって制約される。
【０１２８】
　各制約は、指定されたフェーズのレベルに関連付けられた「タイプ」に対する制約であ
る。したがって、上位フェーズを指定する制約は、「上位フェーズ」に対する制約である
。サブフェーズを指定する制約は、「サブフェーズ」に対する制約である。サブフェーズ
であるタイプに対する制約は、「上位タイプ」に対するすべての制約の結合に対する制約
である。タイプに対する制約間の関係は、様々なソフトウェアコンポーネント間の制約関
係の妥当性をチェックするために、コンパイラによって使用されるか、あるいは、ランタ
イムに使用される。
【０１２９】
　制約の実施は、ランタイムに、またはコンパイル時に行うことができる。コンパイル時
には、タイプに対する制約をチェックすることができる。コンパイラは、サブタイプに対
する制約を有するメソッドを呼び出すタイプに対する制約を有するメソッドの正常性ルー
ル（soundness rules）のセットに対して、タイプに対する制約およびサブタイプに対す
る制約をチェックすることができる。制約方式は、サブタイプに対する制約がタイプに対
する制約と同一か、またはタイプに対する制約より弱い場合に、例えば、タイプに対する
制約がプラグフェーズ１４０２を指定し、サブタイプに対する制約が初期化サブフェーズ
１４１４を指定する場合に、有効である。この実施形態では、初期化サブフェーズ制約１
４１４は、プラグサブフェーズ１４０２内で実行され、したがって、より弱い制約である
。制約方式は、サブタイプに対する制約が、タイプに対する制約と相互に素である場合に
、例えば、タイプに対する制約がプレイサブフェーズ１４０４を指定し、サブタイプに対
する制約が反対のプラグサブフェーズ１４０２を指定する場合に、無効である。制約方式
は、サブタイプに対する制約がタイプに対する制約より強いか、またはタイプに対する制
約とオーバーラップしている場合に、例えば、タイプに対する制約がプラグサブフェーズ
１４０２を指定し、サブタイプに対する制約が初期化サブフェーズ１４１４を指定する場
合に、有効であるが、ある動的チェックを受けなければならない。この実施形態では、フ
ェーズドメインが、現在、プラグサブフェーズ１４０２と初期化サブフェーズ１４１４と
の両方で動作する場合に、呼び出し方式が有効である。しかし、ドメインが、この２つの
フェーズの一方に含まれない場合、その方式は無効である。他の正常性ルールも企図され
ており、本発明に組み込まれている。
【０１３０】
　マルチティア型フェーズ化ドメイン内でコンピュータ環境を動作させる方法１６００の
例示的な実施形態を、図１６Ａおよび図１６Ｂに示す。起動後に、遷移動作１６０２にお
いて、要求フェーズ１２０２などの第１のフェーズに遷移する。一実施形態では、マスタ
ディレクタ１１０２などのマスタディレクタが開始される。一実施形態では、マスタフェ
ーズのうちの１つに制約された、コンポーネント１１０４などのコンポーネントが、マス
タディレクタに登録される。マスタディレクタは、フェーズクロックを開始して、フェー
ズスペース１２００などのフェーズスペース内のフェーズを通って論理時間をサイクルす
る。
【０１３１】
　判定動作１６０４において、コンポーネント１１０４などのいずれかのソフトウェアコ
ンポーネントが、マスタフェーズの第１のフェーズに制約されるかどうかを判定する。ソ
フトウェアコンポーネントが第１のフェーズに制約されている場合、実行動作１６０６に
おいて、第１のフェーズ中に、そのソフトウェアコンポーネントを実行する。実行すべき
ソフトウェアコンポーネントがない場合、またはソフトウェアコンポーネントの実行中に
、判定動作１６０８において、第１のフェーズ中に発生する、サブフェーズスペース１３



(35) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

００などのサブフェーズスペースがあるかどうかを判定する。第１のフェーズ中に発生す
るサブフェーズスペースがない場合、このプロセスは、接続子１から、図１６Ｂに示され
た遷移動作１６２２に進む。
【０１３２】
　第１のフェーズ中に発生するサブフェーズスペースがある場合、識別動作１６１０にお
いて、そのサブフェーズスペースおよび適用可能なサブフェーズを識別する。一実施形態
では、サブディレクタ１１０６などのサブディレクタが、開始され、マスタフェーズスペ
ースを制御するマスタディレクタに登録される。サブディレクタは、サブフェーズ論理ク
ロックを開始して、サブフェーズスペース内のサブフェーズを通ってサイクルする。判定
動作１６１２において、現在のサブフェーズに制約された、コンポーネント１１１２など
のソフトウェアコンポーネントがあるかどうかを判定する。一実施形態において、サブフ
ェーズスペースに制約されたソフトウェアコンポーネントは、サブディレクタに登録され
る。したがって、ネストされたサブフェーズドメインが、マスタフェーズドメインの下で
作成される。現在のサブフェーズに制約されたサブフェーズドメイン内のソフトウェアコ
ンポーネントがある場合、実行動作１６１４において、現在のサブフェーズ中に、それら
のソフトウェアコンポーネントを実行する。判定動作１６１６において、現在のサブフェ
ーズ内に発生する、サブフェーズ１４１０、１４１２、および１４１４などのさらなるサ
ブフェーズスペースがあるかどうかを判定する。さらなるサブフェーズがある場合、この
プロセスは、識別動作１６１０に戻って、さらなるサブフェーズを識別する。
【０１３３】
　識別すべきさらなるサブフェーズスペースがない場合、判定動作１６１８において、現
在のサブフェーズスペース内で発生する他のサブフェーズが残っているかどうかを判定す
る。現在のサブフェーズスペース内で発生する別のサブフェーズがある場合、遷移動作１
６２０において、サブフェーズスペース内の次のサブフェーズに遷移する。一実施形態に
おいて、サブディレクタは、現在のサブフェーズ内のすべてのスレッドが実行されるまで
待ち、その後、次のサブフェーズに遷移する。次に、このプロセスは、もう一度判定動作
１６１２に進む。現在のサブフェーズスペース内にサブフェーズが残っていない場合、判
定動作１６１８において、いずれかの上位フェーズスペースに、遷移すべき別の上位フェ
ーズがあるかどうかを判定する。別の上位フェーズがある場合、遷移動作１６２０におい
て、次の上位フェーズに遷移する。このプロセス（上位フェーズ内のサブフェーズの判定
、サブフェーズ内のソフトウェアコンポーネントの実行、すべてのサブフェーズが完了す
るまでの次のサブフェーズへの遷移、および次の上位フェーズへの遷移）は、すべてのサ
ブフェーズスペースを通ってサイクルし、次のマスタフェーズへの遷移が必要になるまで
、繰り返される。サブフェーズループが、第１のマスタフェーズについて終了すると、こ
のプロセスは、接続子１から、図１６Ｂに示された遷移動作１６２２に進む。
【０１３４】
　遷移動作１６２２において、更新フェーズ１２０４などの次のマスタフェーズに遷移す
る。一実施形態において、マスタディレクタは、第１のフェーズ内で実行されるすべての
スレッドが終了するのを待つ。その後、マスタディレクタは、論理フェーズクロックを次
のフェーズに変更する。いくつかの実施形態において、マスタディレクタは、図１１を参
照して上記にて概要を示した遷移ルールに従う。その後、このプロセスは、サブフェーズ
識別について第１のフェーズが発生するのに類似した動作に従う。したがって、サブフェ
ーズプロセスに関する一部の詳細について、繰り返し説明はしないが、当業者であれば、
第１のフェーズに関して説明した詳細を、次のフェーズに制約された任意の後続するプロ
セスにどのように実施すべきかが理解されよう。
【０１３５】
　判定動作１６２４において、いずれかのソフトウェアコンポーネントが現在のマスタフ
ェーズに制約されるかどうかを判定する。次のマスタフェーズに制約されたソフトウェア
コンポーネントがある場合、実行動作１６２６において、そのソフトウェアコンポーネン
トを実行する。実施形態において、ソフトウェアコンポーネントは、既にマスタディレク
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タに登録されている。ソフトウェアコンポーネントは、現在のフェーズについて、マスタ
ディレクタに関してチェックをし続ける。フェーズが遷移し、マスタディレクタが、ドメ
インが今や次のマスタフェーズにあることをレポートするときに、次のマスタフェーズに
制約されたソフトウェアコンポーネントが、実行を開始する。
【０１３６】
　次のマスタフェーズに制約されたソフトウェアコンポーネントがない場合、または制約
されたソフトウェアコンポーネントの実行中に、判定動作１６２８において、現在のマス
タフェーズ内にサブフェーズスペースがあるかどうかを判定する。サブフェーズスペース
がある場合、識別動作１６３０において、サブフェーズスペースを識別し、第１のサブフ
ェーズに遷移する。判定動作１６３２では、いずれかのソフトウェアコンポーネントが現
在のサブフェーズに制約されるかどうかを判定する。現在のサブフェーズに制約されたソ
フトウェアコンポーネントがある場合、実行動作１６３４において、そのソフトウェアコ
ンポーネントを実行する。
【０１３７】
　現在のサブフェーズに制約されたソフトウェアコンポーネントがない場合、またはこれ
らのソフトウェアコンポーネントの実行中に、判定動作１６３６において、現在のサブフ
ェーズ内にさらなるサブフェーズスペースがあるかどうかを判定する。さらなるサブフェ
ーズスペースがある場合、このプロセスは、識別動作１６３０に戻る。さらなるサブフェ
ーズスペースが現在のサブフェーズ内にない場合、判定動作１６３８において、現在のサ
ブフェーズスペース内の次のサブフェーズまたは上位フェーズスペース内の次の上位フェ
ーズがあるかどうかを判定する。次のサブフェーズまたは上位フェーズがある場合、遷移
動作１６４０において、次のサブフェーズまたは上位フェーズに遷移する。現在のマスタ
フェーズの下に次のサブフェーズまたは上位フェーズがない場合、判定動作１６４２にお
いて、再検証フェーズ１２０６などの次のマスタフェーズがあるかどうかを判定する。次
のマスタフェーズがある場合、このプロセスは、遷移動作１６２２に戻る。マスタフェー
ズスペース内に別のマスタフェーズがない場合、このプロセスは、接続子２から、遷移動
作１６０２に戻り、第１のフェーズへの遷移によって、フェーズサイクルを最初からやり
直す。
【０１３８】
　本発明をさらに説明するために、マルチティア型フェーズ化ドメイン内で動作する例示
的なコンピュータシステムを、図１７を参照して以下で説明する。この例示的なコンピュ
ータシステムは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）　Ｏｕｔｌｏｏｋ（登録商標）メッセ
ージングおよびコラボレーションクライアントプログラムなどの個人用連絡帳アプリケー
ション（personal contacts application）を動作させる。ここで、ユーザインターフェ
ースは、アドレス帳に含まれる１つまたは複数の連絡先を表示する。このユーザインター
フェースは、マスタビューウィンドウ１７０２を有する。マスタビュー１７０２は、すべ
ての連絡先を表示し、ユーザが連絡先に関するより詳細な情報を見るために、連絡先を選
択することを可能にする。
【０１３９】
　コンピュータ環境１７００は、フェーズスペースの下で動作する。限定する目的ではな
く説明のために、システム１７００全体が、図１２に示されたフェーズスペース１２００
の下で動作するものとする。さらに、説明のために、コンピュータシステム１７００は、
現在、要求フェーズ１２０２にあるものとする。したがって、コンピュータシステム１７
００は、要求またはコマンドが受信されるすべての動作を可能にする。したがって、連絡
先の詳細ビュー１７０４を見るためのユーザコマンド１７１６が、受信され、キュー内に
配置される。さらに、コマンド１７１８が、要求された詳細情報を取り出すために、アド
レス帳モジュール１７０８に送信される。データ要求１７１８もキューされる。
【０１４０】
　マスタディレクタ１１０２は、コンピュータシステムドメイン１７００内のフェーズを
更新フェーズ１２０４に変更する。ここで、コマンド１７１６および１７１８がそれぞれ
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、選択状態モジュール１７０６およびアドレス帳モジュール１７０８に送信される。図１
４を参照して上述したユーザインターフェースに対する変更に関するユーザインターフェ
ースサブフェーズスペースは、更新フェーズ１２０４中へ遷移される。無効化サブフェー
ズが開始する。詳細ビュー１７０４に関するコマンド１７１６が、処理を開始する。マス
タビュー１７０２内のビューが、無効化される。例えば、詳細ビュー１７０４の選択が、
非アクティブに設定される。さらに、マスタビュー１７０２は、非アクティブウィンドウ
に設定される。詳細ビュー１７０４が、適切なフィールドおよびユーザインターフェース
項目を用いて作成される。次に、ユーザインターフェースサブディレクタが、描画サブフ
ェーズに遷移する。連絡先に関するマスタビュー１７０２内の選択が、非アクティブに見
えるように描画され、例えば、強調表示された選択が、色を変更する。マスタビュー１７
０２が、非アクティブとして描画される。例えば、マスタビュー１７０２のウィンドウペ
インは、そのウィンドウペインが非アクティブであることを示すために、色を変更する。
詳細ビュー１７０４が、ユーザインターフェース要素と共に描画される。フィールドは、
アドレス帳モジュール１７０８からデータを受信するために、開かれたままにされる。
【０１４１】
　マスタディレクタ１１０２は、すべての無効化および描画の制約された動作がユーザイ
ンターフェースサブフェーズスペースで完了した後に、再検証フェーズ１２０６に遷移す
る。データ取り出し動作が、再検証フェーズ１２０６中に実行される。データ取り出し動
作は、一実施形態では、データ取り出しサブフェーズスペースに制約される。データ取り
出しサブフェーズスペースは、図１３を参照して説明したように、２つのサブフェーズ、
すなわち、マークサブフェーズおよび最終マークサブフェーズを有する。マークサブフェ
ーズが開始される。アドレス帳が、データの更新を必要とするソフトウェアモジュールを
検索する。詳細ビュー１７０４がマークされる。データ取り出しサブフェーズスペースの
サブディレクタが、最終マークサブフェーズに遷移する。最終マークサブフェーズでは、
アドレス帳１７０８が、３つのデータストア、すなわち、エクスチェンジサーバアドレス
帳１７１０、クライアントアドレス帳１７１２、およびＭＳＮアドレス帳のうちの１つか
ら、要求された連絡先情報を取り出す。連絡先情報を取り出すと、アドレス帳１７０８は
、その連絡先情報を詳細ビュー１７０４に書き込む。
【０１４２】
　再検証フェーズ１２０６に制約されたすべての動作を完了すると、マスタディレクタ１
１０２は、要求フェーズ１２０２に戻って遷移する。ここで、ユーザインターフェースは
、再度ユーザ入力デバイスからコマンドおよび要求を受け入れる。ユーザが、詳細ビュー
１７０４内の連絡先情報に対する変更を入力する。例えば、ユーザは、連絡先の住所を変
更する。データを変更するため、コマンド１７２０が、詳細ビュー１７０４からアドレス
帳１７０４に送信される。さらに、マスタビュー１７０２およびアドレス帳１７０４のビ
ューを更新するために、コマンド１７２２が、選択状態１７０６に送信される。この実施
形態では、コマンドがキューされ、マスタディレクタ１１０２が更新フェーズ１２０４に
遷移する。更新フェーズ１２０４は、サブフェーズスペース１３００などのデータ書き込
みサブフェーズスペースを開始する。
【０１４３】
　合意サブフェーズ１３０２において、アドレス帳が、データ変更要求を複数のデータス
トア１７１０、１７１２、および１７１４に送信する。データストアのうちの１つまたは
複数には、詳細ビュー１７０４で変更されたデータのコピーが含まれる場合がある。した
がって、そのデータを有する各データストアは、データを変更することに合意しなければ
ならない。したがって、合意サブフェーズ１３０２中に、投票プロシージャ（voting pro
cedure）が発生する。すべてのデータストアが、変更をコミットすることに合意する場合
に、その合意が、アドレス帳１７０８に返送される。サブディレクタは、コミットまたは
アボートフェーズ１３０４に、フェーズを変更する。ここで、データ変更が、データスト
アに送信され、データを更新するために使用される。
【０１４４】
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　その一方で、更新フェーズ１２０４中に、ユーザインターフェースサブフェーズスペー
スが発生する。選択状態１７０６は、無効化サブフェーズ中に、マスタビュー１７０２お
よび詳細ビュー１７０４における、古いデータを含むセクションを無効化する。描画サブ
フェーズでは、マスタビュー１７０２および詳細ビュー１７０４が、変更されたデータの
スペースを保持しながら、再描画される。すべてのサブフェーズが更新フェーズ１２０４
で完了すると、フェーズドメイン１７００は、再検証フェーズ１２０６に遷移する。
【０１４５】
　再検証フェーズ１２０６では、さらなるサブフェーズスペースが、マークサブフェーズ
および最終マークサブフェーズを含む。マークフェーズに遷移して、アドレス帳１７０８
は、変更されたデータを必要とするものとして、マスタビュー１７０２および詳細ビュー
１７０４をマークする。最終マークサブフェーズでは、変更されたデータが、マスタビュ
ー１７０２および詳細ビュー１７０４に書き込まれる。これらの変更は、非常に短い時間
で、微細な粒度で発生し得る。例えば、フェーズは、ユーザによって入力されるすべての
文字の後、１秒も要さないほどのわずかな時間のうちにサイクルされる。したがって、変
更は、瞬間的に発生するように見える。
【０１４６】
　この例は、マルチティア型フェーズ化が、システム内のメソッドの実行に対してどのよ
うに制約するかを示すものである。コマンドおよび変更がフェーズ化なしで発生する場合
には、マスタビュー１７０２および詳細ビュー１７０４は、すべてのデータストアがデー
タを変更する前に、更新される可能性がある。したがって、データの変更を試みるメソッ
ドおよびユーザインターフェースビューの更新を試みるメソッドの順序に応じて、ユーザ
は、詳細ビュー１７０４またはマスタビュー１７０２内で混合された結果を見る可能性が
ある。
【０１４７】
　（コンカレンシドメインを伴うマルチスレッディング）　
　上記にて簡潔に説明したように、アプリケーションおよび／またはアプリケーションコ
ンポーネントは、あるフェーズまたはあるフェーズドメインに制約することができる。本
発明の実施形態によれば、コンポーネントのパーティション内の同期化およびスレッド分
離を提供し、かつコンポーネントのパーティション間の改善された並行動作を提供するた
めに、ソフトウェアアプリケーションのコンポーネントを別々のドメインに区分すること
ができる。図１８に、本発明の一実施形態による、複数のオブジェクトを同時に実行する
ように構成された例示的なシステムを示す。例示的なシステム１８００は、コンカレンシ
ドメイン１８０１を含み、このコンカレンシドメイン１８０１は、すべてのシングルスレ
ッドオブジェクト１８０３が単一のスレッド１８０２で実行される１つまたは複数の当該
シングルスレッドオブジェクト１８０３の集合（またはパーティション）であり、外部オ
ブジェクト１８１０と直接的に（例えば、または同期式に）は通信しない。内部スレッド
１８０２は、コンカレンシドメイン１８０１によって課せられるロジックに従ってオブジ
ェクト１８０３を実行する。内部スレッド１８０２は、コンカレンシドメイン１８０１内
でシングルスレッドオブジェクト１８０３だけを実行する。内部スレッド１８０２は、外
部オブジェクト１８１０をまったく実行しない。
【０１４８】
　一実施形態によれば、コンカレンシドメイン１８０１の寿命全体を通じて内部スレッド
１８０２として、同一のスレッドを使用する必要はない。そうではなく、内部スレッド１
８０２でオブジェクトを実行する必要がないときには、内部スレッド１８０２として動作
するスレッドを、スレッドプール（図示せず）に返すことができる。スレッドがもう一度
必要になったときには、新しいスレッドをスレッドプールからプルして、内部スレッド１
８０２として動作させることができる。別の実施形態によれば、シングルスレッドオブジ
ェクト１８０３のうちの１つが、スレッドアフィニティを有し、これは、シングルスレッ
ドオブジェクト１８０３が同一のスレッドで実行されることを必要とすることを意味する
。この実施形態では、同一のスレッドが、コンカレンシドメイン１８０１の寿命全体を通
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じて内部スレッド１８０２として動作する。一実施形態によれば、本明細書でより詳細に
説明する、セカンダリスレッド１８０４も、スレッドプールから割り当てられる。
【０１４９】
　図１８をさらに参照すると、システム１８００は、少なくとも１つのセカンダリスレッ
ド１８０４および少なくとも１つの外部オブジェクト１８１０をさらに含む。外部オブジ
ェクト１８１０の実施形態には、１つまたは複数のセカンダリスレッド１８０４で実行さ
れる任意のオブジェクトが含まれる。セカンダリスレッド１８０４には、関連するアプリ
ケーション内で実行される、内部スレッド１８０２以外の任意のスレッドが含まれる。上
述したように、図１８に示された例示的なコンカレンシドメイン１８０１は、内部スレッ
ド１８０２および複数のシングルスレッドオブジェクト１８０３を含む。これらのシング
ルスレッドオブジェクト１８０３は、内部スレッド１８０２だけを使用して実行される。
【０１５０】
　コンカレンシドメイン１８０１内のオブジェクト１８０３は、プログラム内で、残りの
セカンダリスレッド１８０４および外部オブジェクト１８１０から分離される。セカンダ
リスレッド１８０４は、コンカレンシドメイン１８０１内に含まれるシングルスレッドオ
ブジェクト１８０３をまったく実行しない。各外部オブジェクト１８１０は、セカンダリ
スレッド１８０４のうちの１つまたは複数で実行されるように構成される。外部オブジェ
クト１８１０は、コンカレンシドメイン１８０１内のシングルスレッドオブジェクト１８
０３と非同期に通信する。通信には、オブジェクト間でデータを渡すこと、またはあるオ
ブジェクトによって別のオブジェクトのメソッド（例えば、またはタスク）を呼び出すこ
とが含まれる。
【０１５１】
　コンカレンシドメイン１８０１の境界にまたがる非同期通信は、バウンダリオブジェク
ト１８０７の使用により実現される。各コンカレンシドメイン１８０１は、１つまたは複
数のバウンダリオブジェクト１８０７に関連付けられる。これらのバウンダリオブジェク
ト１８０７は、コンカレンシドメイン１８０１を囲む膜または門壁とみなすことができる
。バウンダリオブジェクト１８０７の例には、コンカレンシドメイン１８０１間、または
コンカレンシドメイン１８０１と外部オブジェクト１８１０との間でカスタムプロトコル
を実装するデータコネクタおよびオブジェクトが含まれる。
【０１５２】
　コンカレンシドメイン１８０１内のシングルスレッドオブジェクト１８０３は、１つま
たは複数のバウンダリオブジェクト１８０７を使用して、外部オブジェクト１８１０と非
同期に通信する。シングルスレッドオブジェクト１８０３は、内部スレッド１８０２を使
用して、バウンダリオブジェクト１８０７と通信する。次に、バウンダリオブジェクト１
８０７は、１つまたは複数のセカンダリスレッド１８０４を使用して、外部オブジェクト
１８１０と通信する。これによって、バウンダリオブジェクト１８０７は、コンカレンシ
ドメイン１８０１の境界にまたがって情報および呼び出しを渡す。別の実施形態によれば
、あるバウンダリオブジェクト１８０７は、外部オブジェクト１８１０に情報を渡す前に
、セカンダリスレッド１８０４を使用して、別のバウンダリオブジェクト１８０７と通信
する。
【０１５３】
　バウンダリオブジェクト１８０７は、コンカレンシドメイン１８０１の内部スレッド１
８０２と、セカンダリスレッド１８０４の各々との間のインターフェースとして動作する
。一実施形態によれば、バウンダリオブジェクト１８０７は、セカンダリスレッド１８０
４を使用して、外部オブジェクト１８１０からインバウンド通信を受信し、この通信を適
切な内部オブジェクト１８０３にフィルタリングする。このフィルタリング方法について
は、本明細書でより詳細に説明する。別の実施形態によれば、バウンダリオブジェクト１
８０７は、内部スレッド１８０２を使用して、内部オブジェクト１８０３からアウトバウ
ンド通信を受信し、セカンダリスレッド１８０４を使用して、この通信を適切な外部オブ
ジェクト１８１０に送信する。一実施形態によれば、バウンダリオブジェクトは、内部ス
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レッド上で外部オブジェクトを呼び出すことができるが、それを行うバウンダリオブジェ
クトは、制約の下にある。すなわち、バウンダリオブジェクトが外部オブジェクトを呼び
出すことを許容することが、それを行うことによって無制限の遅延またはデッドロックを
引き起こしてはならない。別の制約は、外部オブジェクトの制御の下でコンカレンシドメ
インの直接再入可能性（direct reentrancy）を妨げる内部オブジェクトへの参照を外部
オブジェクトが保持することを防ぐことである。
【０１５４】
　同期通信は、第１のオブジェクトが実行されているスレッドが、第２のオブジェクトの
メソッドを実行するために第２のオブジェクトに入るときに発生する。外部オブジェクト
１８１０は、コンカレンシドメイン１８０１内のシングルスレッドオブジェクト１８０３
と同期通信しない。したがって、外部オブジェクト１８１０を実行するセカンダリスレッ
ドは、コンカレンシドメイン１８０１内のシングルスレッドオブジェクト１８０３を直接
呼び出さず、これに入らない。
【０１５５】
　図１９に、コンカレンシドメイン１９０１が、外部オブジェクト１９１０とインターフ
ェースをとる別の例示的なシステム１９００を示す。非同期通信の１つの例が、外部オブ
ジェクト１９１０と内部オブジェクト１９０３との間に示されている。コンカレンシドメ
イン１９０１は、内部スレッド１９０２、内部スレッド１９０２で実行されるように構成
されたシングルスレッドオブジェクト１９０３、および外部オブジェクト１９１０と通信
するバウンダリオブジェクト１９０７を含む。このシステム１９００の別の実施形態は、
複数のバウンダリオブジェクト１９０７および複数のシングルスレッドオブジェクト１９
０３を含む。
【０１５６】
　一実施形態によれば、外部オブジェクト１９１０は、複数のセカンダリスレッド１９０
４で実行されるように構成されたマルチスレッドオブジェクト１９０５を含む。マルチス
レッドオブジェクト１９０５の１つの部分１９０５Ａは、１つのセカンダリスレッド１９
０４Ａで実行されるものとして示され、マルチスレッドオブジェクト１９０５の別の部分
１９０５Ｂは、別のセカンダリスレッド１９０４Ｂで実行されるものとして示されている
。別の実施形態によれば、外部オブジェクト１９１０は、１つのセカンダリスレッド１９
０４で実行されるように構成された、複数のマルチスレッドオブジェクト１９０５または
シングルスレッドオブジェクト（図示せず）を含む。
【０１５７】
　システム１９００内のコンカレンシドメイン１９０１は、作業キュー１９０８を保持す
る。作業キュー１９０８は、タスク（例えば、内部シングルスレッドオブジェクト１９０
３のメソッドの呼び出し、データ更新、および他の実行可能メソッド）がポストされ（例
えば、挿入され）、そして、タスクが除去される、複数要素データ構造である。一実施形
態によれば、タスクは、ポストされた順序と同一の順序でのみ、すなわち、先入れ先出し
制約に従って作業キュー１９０８から除去される。別の実施形態によれば、作業キュー１
９０８にポストされたタスクには、優先順位が割り当てられ、各タスクは、その優先順位
に従って除去される。
【０１５８】
　着信通信は、バウンダリオブジェクト１９０７によって作業キュー１９０８にポストさ
れる。これらのポストされた通信は、作業項目１９１１を形成し、この作業項目１９１１
は、コンカレンシドメイン１９０１に関連付けられた内部シングルスレッドオブジェクト
１９０３またはバウンダリオブジェクト１９０７のタスクの実行に関する要求（例えば、
呼び出し）である。外部オブジェクト１９１０によって、または別のバウンダリオブジェ
クト１９０７によって、作業項目１９１１を形成する要求を、あるバウンダリオブジェク
ト１９０７に通信することができる。例えば、図１９では、矢印１９２０によって示され
るように、外部オブジェクト１９１０のマルチスレッドオブジェクト１９０５が、タスク
を実行するようバウンダリオブジェクト１９０７に要求する。次に、バウンダリオブジェ
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クト１９０７は、矢印１９２５によって示されるように、そのタスクを含む作業項目１９
１１を作業キュー１９０８の終わりにポストする。別の実施形態によれば、複数のバウン
ダリオブジェクト１９０７が、コンカレンシドメイン１９０１に関連付けられ、このバウ
ンダリオブジェクト１９０７のうちの１つまたは複数が、作業項目１９１１を作業キュー
１９０８にポストすることができる。さらに別の実施形態によれば、内部シングルスレッ
ドオブジェクト１９０３が、タスクの実行を後の時間に延期するために、作業項目１９１
１を作業キュー１９０８にポストするようバウンダリオブジェクト１９０７に要求する。
【０１５９】
　一実施形態によれば、新しいタスクを作業キュー１９０８にポストする準備をするとき
のリソースを節約するために、バウンダリオブジェクト１９０７は、作業キュー１９０８
をチェックし、キューされた作業項目１９１１のいずれかが関連するタスクを含むかどう
かを判定する。関連するタスクがある場合、バウンダリオブジェクト１９０７は、完全に
新しい作業項目１９１１として新しいタスクをポストするのではなく、サブタスクとして
、前にキューされた関連するタスクと選択的に新しいタスクをバンドルすることができる
。
【０１６０】
　さらに図１９を参照すると、一実施形態によれば、コンカレンシドメイン１９０１は、
処理のために作業キュー１９０８からシングルスレッドオブジェクト１９０３に作業項目
１９１１をディスパッチするディスパッチャ１９０９を含む。ディスパッチャ１９０９は
、内部スレッド１９０２を使用して、作業キュー１９０８から作業項目１９１１を除去し
、内部スレッド１９０２での実行のために各作業項目１９１１をディスパッチする。ディ
スパッチャ１９０９は、作業項目１９１１に含まれるタスクを呼び出す。例えば、図１９
では、矢印１９３０によって示されるように、ディスパッチャ１９０９が、作業キュー１
９０８から作業項目１９１１をディスパッチする。次に、作業項目１９１１が、矢印１９
３５によって示されるように、内部スレッド１９０２で実行される。
【０１６１】
　一実施形態によれば、作業キュー１９０８への作業項目１９１１のポストは、ディスパ
ッチャ１９０９に動作させることを強制しない。そうではなく、作業項目１９１１の実行
は、コンカレンシドメイン１９０１のトップレベルサイクルロジックによって規定される
時点まで延期される。作業項目１９１１が作業キュー１９０８にポストされると、内部ス
レッド１９０２は、ディスパッチャ１９０９による決定に従って、コンカレンシドメイン
１９０１の次の適切なサイクルに、要求されたタスクを実行する。したがって、外部オブ
ジェクト１９１０は、作業項目１９１１がいつ除去されるかを決定せず、したがって、内
部シングルスレッドオブジェクト１９０３のタスクがいつ呼び出されて実行されるかを決
定しない。外部オブジェクト１９１０は、バウンダリオブジェクト１９０７がコンカレン
シドメイン１９０１の内部スレッド１９０２のタスクをいつ実行するかについても決定し
ない。
【０１６２】
　タスクがディスパッチされ、完了すると、出力結果が、コールバックとしてバウンダリ
オブジェクト１９０７に渡される。次に、バウンダリオブジェクト１９０７は、その結果
を達成したタスクを呼び出した作業項目１９１１を最初にポストした外部オブジェクト１
９１０に、そのコールバックを通信する。コールバックの例には、タスクが完了したこと
を示すデータフラグやメソッド呼び出しなどが含まれる。
【０１６３】
　図２０に、内部シングルスレッドオブジェクトと外部オブジェクトとの間の非同期通信
を示す。本発明の実施形態による、外部オブジェクト２００１と内部シングルスレッドオ
ブジェクト２００９との間の非同期通信中に発生する通信のチェーン２０００が示されて
いる。外部オブジェクト２００１は、まず、バウンダリオブジェクト２００３と通信する
（２００２）。この通信２００２は、一般に、呼び出し、またはコンカレンシドメイン（
図示せず）に関連するタスクのうちの１つまたは複数を呼び出す要求の形をとる。要求さ
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れたタスクは、実際にはシングルスレッドオブジェクト２００９のタスクであるが、外部
オブジェクト２００１は、そのタスクをコンカレンシドメインまたはバウンダリオブジェ
クト２００３に関連付けるだけである。
【０１６４】
　次に、バウンダリオブジェクト２００３は、作業キュー２００５と通信する（２００４
）。この通信２００４は、一般に、作業キュー２００５に作業項目（図示せず）をポスト
することを含む。次に、作業キュー２００５は、ディスパッチャ２００７と通信する（２
００６）。この通信２００６は、一般に、ディスパッチャ２００７が作業キュー２００５
にポストされた各作業項目を順次ディスパッチすることを含む。最後に、ディスパッチャ
２００７は、内部シングルスレッドオブジェクト２００９のタスクが呼び出されようとし
ている当該内部シングルスレッドオブジェクト２００９と通信する（２００８）。この通
信２００８は、一般に、内部シングルスレッドオブジェクト２００９のタスクの呼び出し
を含む。別の実施形態では、外部オブジェクト２００１は、コンカレンシドメインの別の
バウンダリオブジェクト（図示せず）と通信している。
【０１６５】
　図１８～図２０を参照して上述した、コンカレンシドメインの境界にまたがる非同期通
信は、再入可能性問題から内部シングルスレッドオブジェクトを保護する。内部的に制御
される再入可能性は、コンカレンシドメインのトップレベルロジックの制御の下にあるオ
ブジェクト（例えば、内部シングルスレッドオブジェクトまたはバウンダリオブジェクト
）が、やはりトップレベルロジックの制御の下にある別のオブジェクトに再入するよう内
部スレッドに指示するときに生じることが理解されよう。外部的に制御される再入可能性
は、コンカレンシドメインのトップレベルロジックの制御の下にはないオブジェクト（例
えば、外部オブジェクト）が、トップレベルロジックの制御の下にある別のオブジェクト
に再入するよう内部スレッドに指示するときに生じる。内部的に引き起こされる再入可能
性は、内部オブジェクトがそれ自体または同一のコンカレンシドメイン内の別のオブジェ
クトに再入するときに生じる。外部的に引き起こされる再入可能性は、外部オブジェクト
によって引き起こされたイベントが再入可能性に影響を及ぼし、効果的にコンカレンシド
メインの内部オブジェクトにおいて集合的に実施されるロジックからの再入可能性に対す
る制御を除去するときに生じる。その結果は、非決定的再入可能性である（non-determin
istic reentrancy）。
【０１６６】
　再度図１９を参照すると、コンカレンシドメイン１９０１の境界にまたがる非同期通信
だけを可能にすることによって、内部シングルスレッドオブジェクト１９０３が、外部的
に制御される再入可能性から保護される。例えば、内部シングルスレッドオブジェクト１
９０３の実行が、外部オブジェクト１９１０のタスクの呼び出しを含む場合、内部スレッ
ド１９０２は、コンカレンシドメイン１９０１に関連付けられたバウンダリオブジェクト
１９０７のうちの１つに入り、外部オブジェクト１９１０のタスクの実行を要求する役割
を担うタスクを呼び出すことになる。その後、内部スレッド１９０２は、内部シングルス
レッドオブジェクト１９０３のタスクの実行、または作業キュー１９０８からディスパッ
チされた作業項目１９１１の実行に戻る。内部スレッド１９０２は、外部オブジェクト１
９１０に入るためにコンカレンシドメイン１９０１から出ることはないので、外部オブジ
ェクト１９１０の制御の下には入らない。
【０１６７】
　さらに、内部スレッド１９０２が、外部オブジェクト１９１０のタスクを実行すること
を許可され、かつそのタスクの実行が、内部シングルスレッドオブジェクト１９０３の別
のタスクの呼び出しを含んでいる場合、内部スレッド１９０２は、コンカレンシドメイン
１９０１に再入することを許可されない。そうではなく、内部スレッド１９０２は、コン
カレンシドメイン１９０１のバウンダリオブジェクト１９０７に入って、作業項目１９１
１をポストする役割を担うタスクを呼び出す。代替として、上述したように、ある制約の
下で、バウンダリオブジェクトは、タスクの呼び出しのために、内部スレッドで外部オブ
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ジェクトを呼び出すことができる。タスクの呼び出しの後に、内部スレッド１９０２は、
外部オブジェクト１９１０のタスクの実行に戻り、その後、内部シングルスレッドオブジ
ェクト１９０３の第１の元々のタスクの実行に戻る。すなわち、内部スレッド１９０２は
、第１のタスクの実行が完了し、かつコンカレンシドメイン１９０１のディスパッチャ１
９０９によってそうするように指示されるまで、外部オブジェクト１９１０による第２の
タスクの呼び出しを実行しない。
【０１６８】
　次に、図２１および図２２を参照して、データソースを含む例示的な外部オブジェクト
に関して本発明の実施形態について説明する。図２１に、コンカレンシドメイン２１０１
およびデータソース２１１２を含むシステム２１００を示し、図２２に、コンカレンシド
メイン２１０１の内部スレッド２１０２と、データソース２１１２のセカンダリスレッド
２１０４との間のインターフェースを示す動作フローチャート２２００を示す。一実施形
態において、セカンダリスレッド２１０４は、複数のセカンダリスレッド２１０４を含む
。コンカレンシドメイン２１０１は、シングルスレッドオブジェクト２１０３およびディ
スパッチャ２１０９を含み、バウンダリオブジェクト２１０７に関連付けられる。コンカ
レンシドメイン２１０１は、コンカレンシドメイン２１０１の内部スレッド２１０２で実
行される保留中のタスクを表す作業キュー２１０８を保持する。一実施形態において、デ
ータソース２１１２はデータベースである。別の実施形態において、データソース２１１
２はネットワークである。
【０１６９】
　内部スレッド２１０２およびセカンダリスレッド２１０４の実行の経路が、両方の図に
示されている。図２１では、破線の矢印が、内部スレッド２１０２で発生するタスクの実
行を示し、実線の矢印が、セカンダリスレッド２１０４のうちの１つまたは複数で発生す
るタスクの実行を示す。破線の矢印および実線の矢印の参照番号は、図２２に関して実行
される動作またはタスクに対応し、図２２では、各タスクは、各タスクがスレッドで実行
される当該スレッドに沿って配置されて示されている。
【０１７０】
　さらに図２１および図２２を参照すると、この方法は、開始ブロック２２０１で開始さ
れ、動作２２０２に進み、動作２２０２において、シングルスレッドオブジェクト２１０
３が、データソース２１１２に関連付けられたタスクを呼び出すようバウンダリオブジェ
クト２１０７に要求する。この要求は、コンカレンシドメイン２１０１の内部スレッド２
１０２で実行される。動作２２０３において、ディスパッチャ２１０９が、作業キュー２
１０８を順序付け、各作業項目２１１１をディスパッチする。一実施形態によれば、作業
項目２１１１は、作業項目２１１１が作業キュー２１０８にポストされた順序で、内部ス
レッド２１０２を使用してディスパッチされる。例えば、ディスパッチャ２１０９は、間
に新しい作業項目２１１１が追加されないと仮定すると、作業項目１から順番を開始し、
作業項目７で順番を終了する。すべての新しい作業項目２１１１は、作業項目７の後に追
加される。別の実施形態によれば、作業項目２１１１は、割り当てられた優先順位値に従
ってディスパッチされる。
【０１７１】
　メソッド２２０２は、メソッド２２１１にもつながっていて、メソッド２２１１は、動
作２２０２と同時に実行される。メソッド２２１１では、バウンダリオブジェクト２１０
７が、データソース２１１２に関連付けられたタスクを呼び出す。この呼び出しは、セカ
ンダリスレッド２１０４のうちの１つで実行される。次に、この方法は、動作２２１２に
進み、動作２２１２において、データソース２１１２のタスクが、セカンダリスレッド２
１０４のうちの１つまたは複数で実行される。次に、動作２２１３は、データベース２１
１２が、実行の結果をコールバックとしてバウンダリオブジェクト２１０７に返送するこ
とを含む。結果の送信は、セカンダリスレッド２１０４のうちの１つまたは複数で行われ
る。その後、動作２２１４において、バウンダリオブジェクト２１０７が、このコールバ
ックを作業項目２１１１として作業キュー２１０８にポストする。このポストは、セカン
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ダリスレッド２１０４のうちの１つまたは複数で実行される。
【０１７２】
　この方法は、動作２２１４から動作２２０４に進む。動作２２０３も、動作２２０４に
つながっている。動作２２０４は、動作２２０３において作業キュー２１０８内の作業項
目２１１１を順次実行していたディスパッチャ２１０９が、動作２２１４においてバウン
ダリオブジェクト２１０７によって追加されたコールバック作業項目２１１１に達したと
きに発生する。ディスパッチャ２１０９は、内部スレッド２１０２を使用してこのコール
バックをディスパッチする。コールバックがディスパッチされると、ディスパッチャ２１
０９は、動作２２０５において、作業キュー２１０８内の各作業項目２１１１の順次ディ
スパッチを継続する。この方法は、２２０６で終了する。
【０１７３】
　次に、図２３および図２４を参照して、第２のコンカレンシドメインを含む例示的な外
部オブジェクトに関して本発明の実施形態について説明する。図２３に、第１のコンカレ
ンシドメイン２３０１および第２のコンカレンシドメイン２３２１を含むシステム２３０
０を示し、図２４に、第１のコンカレンシドメイン２３０１が第２のコンカレンシドメイ
ン２３２１とインターフェースをとる動作フローチャート２４００を示す。各コンカレン
シドメイン２３０１および２３２１はそれぞれ、内部スレッド２３０２および２３２２と
、シングルスレッドオブジェクト２３０３および２３２３と、ディスパッチャ２３０９お
よび２３２９とを含む。各コンカレンシドメイン２３０１および２３２１はそれぞれ、バ
ウンダリオブジェクト２３０７および２３２７に関連付けられ、内部スレッド２３０２お
よび２３２２で実行される保留中の作業項目２３１１および２３３１を表す作業キュー２
３０８および２３２８を保持する。図２３では、第１の破線の矢印のセットが、内部スレ
ッド２３０２で発生するタスクの実行を示し、実線のセットが、セカンダリスレッド２３
０４のうちの１つまたは複数で発生するタスクの実行を示し、第２の破線の矢印のセット
が、第２の内部スレッド２３２２で発生するタスクの実行を示す。これらの破線および実
線の矢印は、第１のコンカレンシドメイン２３０１と第２のコンカレンシドメイン２３２
１との間における通信に伴う様々な動作を実行するものとして示されている。これらの矢
印の参照番号は、図２４に関して実行される動作またはタスクに対応する。
【０１７４】
　さらに図２３および図２４を参照すると、この方法は、開始ブロック２４０１で開始さ
れ、動作２４０２と２４２２との両方に進む。動作２４２２は、第２のコンカレンシドメ
イン２３２１のディスパッチャ２３２９が、内部スレッド２３２２を使用して作業キュー
２３２８における各作業項目２３３１を順次ディスパッチすることを含む。動作２４０２
は、動作２４２２と同時に実行される。動作２４０２において、第１のコンカレンシドメ
イン２３０１のシングルスレッドオブジェクト２３０３が、第２のコンカレンシドメイン
２３２１のオブジェクトのうちの１つからのタスクを呼び出すようバウンダリオブジェク
ト２３０７に要求する。一実施形態において、要求されるタスクは、第２のコンカレンシ
ドメイン２３２１のシングルスレッドオブジェクト２３２３のうちの１つにおけるタスク
である。別の実施形態においては、要求されるタスクは、第２のコンカレンシドメイン２
３２１に関連付けられたバウンダリオブジェクト２３２７のうちの１つにおけるタスクで
ある。
【０１７５】
　この方法は、動作２４０２から、動作２４０３と２４１２との両方に進む。動作２４０
３において、第１のコンカレンシドメイン２３０１のディスパッチャ２３０９が、作業キ
ュー２３０８における各作業項目２３１１を順次ディスパッチする。動作２４１２におい
て、第１のコンカレンシドメイン２３０１のバウンダリオブジェクト２３０７が、第２の
コンカレンシドメイン２３２１のバウンダリオブジェクト２３２７と通信するために、セ
カンダリスレッド２３０４のうちの１つまたは複数を使用する。この通信は、タスクを呼
び出す要求を含む。その後、動作２４１３において、第２のバウンダリオブジェクト２３
２７が、要求されたタスクを作業項目２３３１として作業キュー２３２８にポストする。
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このポストは、セカンダリスレッド２３０４のうちの１つまたは複数を使用して実行され
る。
【０１７６】
　動作２４１３と動作２４２２との両方が、動作２４２３につながっている。動作２４２
３において、ディスパッチャ２３２９が、要求されたタスクを含む作業項目２３３１に達
し、この作業項目２３１１をディスパッチする。このディスパッチは、第２のコンカレン
シドメイン２３２１の内部スレッド２３２２で実行される。その後、動作２４２４におい
て、このタスクが、第１のコンカレンシドメイン２３０１内のシングルスレッドオブジェ
クト２３０３へのコールバックとして実行される。この時点で、この方法は、再度分岐し
て、動作２４２５と２４１４との両方に進む。動作２４２５において、ディスパッチャ２
３２９が、作業キュー２３２８における各作業項目２３３１の順次ディスパッチを継続す
る。
【０１７７】
　動作２４１４は、動作２４２５と同時に発生する。動作２４１４において、第２のコン
カレンシドメイン２３２１のバウンダリオブジェクト２３２７が、１つまたは複数のセカ
ンダリスレッド２３０４を使用して、コールバックを作業項目２３１１として作業キュー
２３０８にポストするよう、第１のコンカレンシドメイン２３０１のバウンダリオブジェ
クト２３０７に要求する。次に、動作２４１５において、バウンダリオブジェクト２３０
７が、このコールバックを作業キュー２３０８にポストする。このポストは、セカンダリ
スレッド２３０４のうちの１つまたは複数で実行される。
【０１７８】
　動作２４０４は、第１のコンカレンシドメイン２３０１のディスパッチャ２３０９が、
作業キュー２３０８にポストされたコールバックに達したときに発生する。ディスパッチ
ャ２３０９は、第１のコンカレンシドメイン２３０１の内部スレッド２３０２を使用して
、コールバックをディスパッチする。動作２４０５において、コールバックが実行される
。次に、この方法は、動作２４０６に進み、動作２４０６において、ディスパッチャ２３
０９が、作業キュー２３０８の順序付けを継続し、順番に各作業項目２３１１をディスパ
ッチする。この方法は、２４０６で終了する。
【０１７９】
　システムの別の例（図示せず）は、相互に、および他の外部オブジェクトとインターフ
ェースをとる３つ以上のコンカレンシドメインを含む。そのようなシステムは、実質的に
本明細書で説明するものと同一の動作に従って機能する。そのシステム内の各コンカレン
シドメインは、内部スレッド、１つまたは複数のシングルスレッドオブジェクト、および
ディスパッチャを含む。各コンカレンシドメインは、少なくとも１つのバウンダリオブジ
ェクトに関連付けられ、作業キューを保持する。コンカレンシドメインの境界にまたがる
すべての通信は、非同期である（例えば、それぞれのバウンダリオブジェクト、作業キュ
ー、およびディスパッチャを介してフィルタリングされる）。
【０１８０】
　（アプリケーション記述言語）　
　上記にて簡潔に説明したように、本発明の実施形態は、図３を参照して上述したアプリ
ケーション３０４など、アプリケーションフレームワーク内に含まれるすべてのアプリケ
ーションおよびコンポーネントの宣言ルールおよび記述を提供する、アプリケーション記
述（ＸＡＤ）およびアプリケーション記述（ＸＡＤ）エンジンを含む。ある実施形態の諸
態様は、アプリケーションを特徴付けるデータフロー、データバインディング、およびル
ールを作成するための宣言言語または記述言語に関連する。他の態様は、ランタイムエン
ジンに関連し、このランタイムエンジンは、ランタイムに、宣言アプリケーションすなわ
ち「アプリケーション記述」を処理するか、または実行して、データを表示し、かつ／ま
たは処理するオブジェクトを（ビルダを介して）作成する。その結果、開発者は、データ
処理を行うオブジェクトの実際のコードを記述する必要はなく、最終的にコンパイルされ
て実行される宣言アプリケーションファイルを記述するだけでよい。以下で詳細に説明す
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るように、そのようなシステムは、アプリケーションをプログラミングする従来技術の方
法よりも多数の利点を提供する。
【０１８１】
　そのような宣言言語の使用は、アプリケーションのデータ、データの処理、データの変
換、ユーザインターフェース（ＵＩ）、およびＵＩがデータと相互作用する方法を宣言的
にモデル化することによる命令言語の使用とは異なる。本発明の実施形態は、ＸＭＬアプ
リケーションフレームワーク（ＸＡＦ）アプリケーションを特徴付けるために使用される
特定の宣言言語に関連する。本明細書では、この宣言言語を、しばしばＸＡＦアプリケー
ション定義（ＸＡＤ）と呼ぶ。本明細書で説明する多数の実施形態の詳細において、ＸＭ
Ｌの使用について言及するが、当業者であれば、他の構文を使用して本発明の諸態様を実
施できることが認識されよう。
【０１８２】
　宣言アプリケーションファイルと、データ処理を実行するインスタンス化されるオブジ
ェクトの構成との間のそのような分離をもたらすために、一実施形態では、アプリケーシ
ョンをビルドして実行するプラットフォームなどのプラットフォームを使用することがで
きる。本発明の諸態様によれば、本明細書では、使用されるプラットフォームをＸＡＦプ
ラットフォームと呼び、このＸＡＦプラットフォームは、そのようなソフトウェアアプリ
ケーションをビルドして実行するプラットフォームである。具体的に言うと、ＸＡＦは、
データを均一に表すためにＸＭＬも使用し、各アプリケーションのビルドに対する非常に
コンポーネント化された手法を利用する。一実施形態において、ＸＡＦは、ＸＭＬを利用
して、強力なデータ変換機能およびリッチデータを提供する。ＸＭＬの機能を使用して、
外部データとアプリケーション状態との両方にアクセスし、操作することができる。ユー
ザインターフェースおよび複雑なデータフローは、ＸＡＤを用いて定義することができる
。
【０１８３】
　上述したように、ＸＡＤは、ＸＡＦアプリケーションの作成に使用される宣言言語であ
る。図２５は、実行可能アプリケーションを形成するために作成されるデータおよびオブ
ジェクトと関連する高水準のアプリケーション記述を示す図である。ランタイムにコンポ
ーネント２５１０、２５１２、および２５１４を作成して、データを処理し、表示し、か
つ／または編集し、実行中のアプリケーションを構成するオブジェクトの構成を本質的に
構成するように、ＸＡＤを使用して、データセットまたはデータストア２５０４、２５０
６、および２５０８などのデータを宣言するか、または記述するアプリケーション記述２
５０２を作成する。
【０１８４】
　本明細書における例示的な実施形態では、アプリケーション記述２５０２は、明確に形
成されたＸＭＬなどの宣言構造のセットとして表現される。したがって、アプリケーショ
ン記述２５０２は、１つまたは複数のオブジェクト２５１０、２５１２、および２５１４
を実行中のアプリケーション内でどのように構成しなければならないかを記述する。本質
的に、アプリケーション記述２５０２は、アプリケーションの結果ではなくアプリケーシ
ョンの構成を計算するのに使用され、アプリケーションの結果の計算は、オブジェクト２
５１０、２５１２、および２５１４によって行われる。オブジェクト２５１０、２５１２
、および２５１４は、非宣言言語で記述された他のアプリケーションによって使用するこ
ともできるので、ＸＡＤは、そのようなオブジェクトの再利用によってアプリケーション
開発を改善する。さらに、ＸＡＤは、以下でより詳細に説明するように、従来の静的な宣
言アプリケーション定義を使用することによっては不可能な方法で、アプリケーションの
動的な作成および変更を可能にする。
【０１８５】
　図２５に示されたデータ２５０４、２５０６、および２５０８に関して、これらのソー
スは、テキストデータストア、ＳＱＬデータベースストア、ＸＭＬソース、ウェブサービ
スソースなどに関連するものとすることができる。実際に、アプリケーション記述２５０
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アプリケーション状態は、「データ」の別のソースと考えることができ、オブジェクト２
５１０、２５１２、および２５１４の構成が操作している、より標準的なデータに類似す
る形で扱うことができる。したがって、開発者は、主に、データがアプリケーションを通
る形と、アプリケーションがそのデータにどのように応答するかを制御するルールとの指
定に関心をもてばよい。ＸＡＤは、アプリケーションをビルドして変更する単純で安価な
方法を提供し、これにより、別個のソフトウェアアプリケーションニッチ（software app
lication niche）をターゲットにすることと、新しい開発者に対する複雑さのバーを下げ
ることとを可能にする。特許請求される発明を使用してビルドされたアプリケーションは
、そのアプリケーションに流れ込むデータを集約して変換する能力だけではなく、データ
型に最も適切な１つまたは複数のユーザインターフェースを選択する能力も有する。
【０１８６】
　オブジェクト２５１０、２５１２、および２５１４は、ビューワ、エディタ、トランス
フォーマなど、明確に要素化されたコンポーネントを表す。アプリケーション記述は、「
予めプログラムされた」コンポーネントを呼び出すことができ、かつ／またはセットに新
しいコンポーネントを追加することができる。
【０１８７】
　オブジェクトは、明確に定義された型を有し、したがって、対応するＸＡＤタグおよび
パラメータは、ＸＡＤ言語における対応する型を有する。ＸＡＤは、強く型付けされてお
り、ＸＡＤコンパイラは、エラーを静的に検出する。タグおよびパラメータは、戻り型お
よびカーディナリティ制約（cardinality constraint）を有する。さらに、データ型は、
追加の制約、すなわち、スキーマ、変換要件、およびアクセッサアベイラビリティ（アク
セッサは、ＸＭＬデータ用に強く型付けされたオブジェクトファサード（object facade
）である）をサポートする。
【０１８８】
　ＸＡＤは、単純に１つまたは複数のテキストファイルを変更することによって既存のア
プリケーションを変更するか、または補強することを可能にするだけではなく、以下でよ
り詳細に説明するように、開発者がセキュリティを保つために変更およびアドイン（既存
のアプリケーションに追加できるモジュールであって、おおむねブラウザプラグインに類
似するもの）を制約することと、ユーザモデルの整合性とも可能にする。
【０１８９】
　（ＸＡＤアプリケーション例）　
　ＸＡＤ、具体的にはアプリケーション記述２５０２などのＸＡＤアプリケーション記述
のニュアンスの多くを理解してもらうために、記述例について説明する。表１に、本発明
の一実施形態によるＸＡＤアプリケーション例のソースコードを示す。表１のＸＡＤアプ
リケーション例は、比較的単純であり、多数の他の複雑なＸＡＤアプリケーションが企図
されている。実際に、表１に示された例は、「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」メッセージを表
示するという唯一の機能を有する。
【０１９０】
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【表１】

【０１９１】
　表１に示された例は、データを処理する、結果として生じるオブジェクトを記述するた
めに、複数のＸＭＬタグを含む。行１は、ＸＭＬのバージョンを識別し、行２は、以下で
より詳細に説明する、ＸＡＤアプリケーション記述のシステムタグを識別する。行３～４
は、ＸＡＦで使用可能なタグのいくつかのネームスペースを識別する。この説明における
表１の例の主要な部分は、行８に示された「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」タグである。アプ
リケーションタグは、アプリケーションを調整するアプリケーションオブジェクトのラン
タイムでの作成を生じさせ、最高レベルのアプリケーション機能を制御するエンティティ
タグの例である。同様に、行９の「Ｗｉｎｄｏｗ」タグ（エンティティタグの別の例）は
、ウィンドウオブジェクト、すなわち、アプリケーションのフレームを表示する役割を担
うユーザインターフェースエンティティの作成を生じさせる。このケースでは、「Ｗｉｎ
ｄｏｗ」は、「Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」のパラメータである。最後に、「ＴｅｘｔＢｌ
ｏｃｋ」エンティティ、すなわち、行１０におけるテキストタグの結果として作成される
結果として生じるテキストオブジェクトは、テキスト（このケースでは「Ｈｅｌｌｏ　Ｗ
ｏｒｌｄ」）を表示する役割を担う、ランタイムに作成されるユーザインターフェースエ
ンティティである。（ビルダを介して）オブジェクトを作成するためのタグの使用は、以
下でより詳細に説明する。前述の例は、単に、より単純なＸＡＤアプリケーション例を示
すために提供したものである。
【０１９２】
　動作中、表１に示されたＸＡＤアプリケーションは、コンパイルされて実行され、図２
６に全般的に示されているように、アプリケーション、ウィンドウ、およびテキストオブ
ジェクトを作成する。すなわち、図２６は、アプリケーション記述２６０２を示し、この
アプリケーション記述２６０２は、本発明の特定の実施形態に従ってデータを処理するた
めに実行されるときの、図２５に示された記述２５０２および／または表１に示されたＸ
ＡＤアプリケーションに類似するものである。
【０１９３】
　最初に、開発者は、アプリケーション記述２６０２を作成する。一実施形態において、
ＸＡＤファイル２６０２の最初のタグは、「＜ｓｙｓ：ＸＡＤ＞」である。また、正しく
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動作させるために、コンピュータシステムは、例えばＸＡＦ　ＳＤＫをインストールする
ことによるなど、ＸＡＦまたは任意の適切な均等物にアクセスすることができる。アプリ
ケーション起動コマンドを発行すると、ＸＡＤ２６０２が、自動的に検証され、一実施形
態では、より効率的な形にコンパイルされる。コンパイラまたはＸＡＦエンジン２６０４
は、ＸＡＤ２６０２を解析し、コンパイルされた形を実行し、これによって、必要なオブ
ジェクトがインスタンス化される。また、エンジン２６０４は、オブジェクトコンポーネ
ント（エンティティとも呼ぶ）２６１２、２６１４、２６１６、および２６１８のグラフ
を作成して、一緒に接続し、最終的にデータを処理するアプリケーション２６０６を作成
する。その一方で、エンジン２６０４は、様々なオブジェクトを必要なデータ２６０８に
接続する（すなわち、バインドする）。エンジン２６０４は、オブジェクトをインスタン
ス化し、オブジェクトを一緒に接続してアプリケーション２６０６を作成するという点で
、構成サービスと考えることもできる。
【０１９４】
　アプリケーション２６０６は、接続されたコンポーネント２６１２、２６１４、２６１
６、および２６１８のグラフである。例えば、アプリケーション２６０６は、１つまたは
複数のデータコネクタエンティティ２６１２を有することができる。データコネクタエン
ティティ２６１２は、データをシステムに接続し、かつ使用可能な様々なデータストアと
通信するオブジェクトを表す。別のタイプのエンティティは、ＵＩコネクタ２６１４に関
する。ＵＩコネクタ２６１４は、ユーザインターフェースのフィーチャ（feature）を実
際に処理し、かつユーザインターフェース２６２０と実際に通信するオブジェクトを表す
。アプリケーション２６０６には、情報をＵＩコネクタに中継する前に、通常はデータの
何らかの変換を提供する変換２６１６と、データの変更など、何らかのタイプのアクショ
ンを実行するためにデータを処理するアクション２６１８とがさらに含まれる。必要なコ
ンポーネントを作成するプロセスおよびオブジェクトをデータにバインドするプロセスの
さらなる詳細については、以下で説明する。
【０１９５】
　この説明から理解できるように、ＸＡＤ２６０２で使用されるタグは、特定のオブジェ
クトを参照するのに使用されるのではなく、ＸＡＤタグは、オブジェクトファクトリ（ob
ject factory）を参照する。オブジェクトファクトリとは、タグで指定されたパラメータ
を使用して１つまたは複数のエンティティをビルドするために、ＸＡＤがタグビルダクラ
スと共に使用する記述である。エンジン２６０４が、そのようなオブジェクトの実際の作
成を提供する。一実施形態において、エンジンは、既存の、かつ／または再利用可能なタ
グおよびオブジェクトの詳細を提供するコンポーネントライブラリ２６２２にアクセスす
ることができる。
【０１９６】
　その結果、アプリケーション２６０２は、タグを使用して定義され、アプリケーション
のモジュラ式構築が可能になる。図２７に、この概念によるコンポーネント間の構造的な
相互関係を示す。エンティティタグ２７０２（表１の行８、９、および１０に示されたエ
ンティティタグなど）は、エンティティ２７０６に関連付けられる。ビルダ２７０４が、
エンティティタグ２７０２を読み取り、マッピングする。ビルダ２７０４は、エンティテ
ィタグに関連付けられた１つまたは複数のオブジェクト（図示せず）をインスタンス化し
て接続し、エンティティタグ２７０２をエンティティ２７０６に接続する。開発者にとっ
て、エンティティタグ２７０２は、エンティティタグ２７０２に関連するエンティティ２
７０６に暗黙的にマッピングされるように見える。というのは、マッピング、インスタン
ス化、接続、および初期化をバックグラウンドで行うことができるからである。
【０１９７】
　これらの一般的な原理を念頭において、ＸＡＤの詳細の一部について説明する。この言
語のさらなる詳細について、本明細書に明示的に組み込まれている仕様書を、付録Ａとし
て添付する。
【０１９８】
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　（オブジェクトおよびファクトリ）　
　オブジェクトは、ビルダコンポーネントとすることができるファクトリを介して、また
はＸＡＤのフラグメントを用いてカスタマイズされたＸＡＤエンジンを介して、インスタ
ンス化される。ファクトリは、遅延評価または仮想化などのために、遅延インスタンス化
を可能にする（即座にインスタンス化される必要がないオブジェクトのコストを節約する
）。これは、「ＮｅｗＳｃｏｐｅ＝“Ｔｒｕｅ”」属性を有するパラメータを介して達成
される。ｓｙｓ：Ｓｗｉｔｃｈ構造を介する条件付きインスタンス化と共に、ファクトリ
は、動的なデータ依存アプリケーション構成を可能にする。ＸＡＦプラットフォームにお
ける依存関係管理および再検証の使用により、ＸＡＤエンジンは、データが変化するとき
に、必要に応じてアプリケーションを自動的に再構成することが可能となる。これは、普
通に記述されたアプリケーションにおいて一般的であり、かつコストが高くエラーを被り
がちな、命令再構成コードの必要性をなくす。ＸＡＤエンジンは、ファクトリをＸＡＤ言
語で定義することを可能にし、対応するファクトリ実装を自動的に構築する。
【０１９９】
　ＸＡＤ内のフレームワークタグを使用して、図２５に示されたオブジェクト２５１０、
２５１２、および２５１４など、様々なオブジェクトタイプをインスタンス化することが
できる。そのようなオブジェクトの１つは、データコネクタとも呼ばれる「データプロバ
イダ」オブジェクトに関し、データプロバイダオブジェクトは、アプリケーションが使用
できるデータのソースおよび操作を表す。データプロバイダオブジェクトは、データソー
ス（これによってアプリケーションは外部データを受信することができる）およびデータ
変換（着信データに対して実行される論理演算または算術演算）に接続される。
【０２００】
　ＸＡＤ内のフレームワークタグを使用してインスタンス化することができるオブジェク
トの別のタイプは、ユーザインターフェースオブジェクトである。ユーザインターフェー
スオブジェクトは、コントロール表示および入力処理に関連する機能を提供する。ユーザ
インターフェースオブジェクトは、アクションをトリガするために使用することができる
（以下で説明するアクションを参照されたい）。
【０２０１】
　ＸＡＤ内のフレームワークタグを使用してインスタンス化することができるオブジェク
トのさらに別のタイプは、アクションである。アクションは、ユーザイベントに関するハ
ンドルに「フック」（ユーザインターフェース要素にアタッチされる関数）を提供する。
例えば、ユーザインターフェースにおけるボタンのクリックは、そのボタンに関連付けら
れたアクションオブジェクトをアクティブ化する。
【０２０２】
　ユーザイベントが発生するときに、対応するアクションを使用して、イベントの詳細を
記憶し、渡すことができる。イベントの詳細は、メインメモリ内に、ハードドライブ上に
、または他のメモリ媒体上に記憶することができる。イベントの詳細は、以下で説明する
「スコープ」変数を使用して渡される。例えば、ユーザイベントがマウスクリックである
場合、そのイベント時のマウスのｘ位置およびｙ位置を記憶することが意味をなす可能性
がある。ユーザイベントが発生したときに記憶できる他の詳細には、どのキーが押下され
たか、データ要素のリストのどのインデックスがイベント時に選択されていたか、テーブ
ルのどの行および／または列がイベント時に選択されていたか、テーブルのどの行および
／または列がイベント時にユーザに見えていたか、などが含まれるが、これらに限定され
るものではない。これらのイベントの使用を介して、アプリケーション機能が実現される
。
【０２０３】
　（エンティティタグ）　
　上記の表１に示された例から理解できるように、ＸＡＤアプリケーションは、タグの使
用を含む。一実施形態では、タグの１つの種類は、「エンティティタグ」である。グルー
プ化タグまたはセレクタタグなどの他のタグについては、以下でより詳細に説明する。エ
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ンティティタグは、ランタイムに共通言語ランタイム（ＣＬＲ）オブジェクトにマッピン
グされる。ＣＬＲオブジェクトに関する唯一の制限は、（一実施形態において、）ＣＬＲ
オブジェクトがＸＡＦエンティティでなければならないことである。ＸＡＦエンティティ
にするために、ＣＬＲオブジェクトは、２つのベースクラス、例えば「Ｍｉｃｒｏｓｏｆ
ｔ．Ｘａｆ．Ｃｏｒｅ．ＢａｓｅＴｙｐｅｓ．ＥｎｔｉｔｙＥｌｅｍｅｎｔ」または「Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔ．Ｘａｆ．Ｃｏｒｅ．ＢａｓｅＴｙｐｅｓ．ＥｎｔｉｔｙＣｏｍｐｏｓ
ｉｔｅ」から派生し、ＸＡＦによって定義されるある種のプロトコルおよび契約を厳守す
る。
【０２０４】
　ビルダ２７０４（図２７）は、エンティティを実際にインスタンス化する役割を担い、
しばしば、「タグビルダ」または「エンティティビルダ」と呼ばれる。一実施形態におい
て、エンティティビルダは、エンティティを作成し、かつ／またはエンティティを互いに
接続する、ユーザ定義の．ＮＥＴクラスである。エンティティビルダは、プリミティブＸ
ＡＤタグを実装するのに使用される。さらに、エンティティビルダは、エンジン２６０４
と、言語のカスタム拡張との間の相互作用のポイントであり、その結果、一実施形態では
、ＸＡＤ言語が、エンティティビルダを記述する要件を具体的に定義する。タグビルダま
たはエンティティビルダのさらなる詳細については、本明細書に明示的に組み込まれてい
る添付された付録Ａのセクション３．５で提供されている。
【０２０５】
　例示的なエンティティタグが、上記の表１の行８、９、および１０に示されている。例
えば、行８には、アプリケーションエンティティタグが示されている。上述したように、
このタグは、アプリケーションを調整するエンティティのインスタンス化を生じさせ、最
高レベルのアプリケーション機能を制御する。ウィンドウエンティティタグ（表１の行９
）は、アプリケーションのフレームを表示する役割を担うユーザインターフェースエンテ
ィティの作成を生じさせる。最後に、テキストエンティティタグ（表１の行１０）は、テ
キスト（このケースでは「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」）を表示する役割を担うユーザイン
ターフェースエンティティの作成を生じさせる。当業者であれば、多数の他のエンティテ
ィ型を定義し、使用することができることが理解されよう。
【０２０６】
　表１に示されたアプリケーションエンティティタグ、ウィンドウエンティティタグ、ま
たはテキストエンティティタグなどのエンティティタグを使用する前に、各エンティティ
タグは、例えばＸＡＦプラットフォーム内で定義される。実際に、すべてのエンティティ
タグは、対応するタグ定義を有する。すべてのタグ定義は、すべてのエンティティタグを
エンティティに最終的にマッピングするのに十分な情報を含む。エンティティタグは、フ
ォームの宣言によって定義され、例えば、「Ｔｅｘｔ」タグ定義は、「＜ｓｙｓ：Ｔａｇ
Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｎａｍｅ＝“Ｔｅｘｔ”　．．．　＞　．．．」から始まり、「
＜／ｓｙｓ：ＴａｇＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞」で終わる。
【０２０７】
　この定義に含まれるのは、新しいタグの「名前」、例えば「Ｔｅｘｔ」と、特定のエン
ティティタグの「型」である。エンティティタグを、様々な型に分類することができ、す
べてのエンティティタグは、１つの型を有する。これらの型は、拡張可能なセットであり
、実際に、タグに関連付けられたエンティティのＣＬＲ型に対応する。ＸＡＦフレームワ
ークによって使用されるいくつかの型には、「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」、「ｓｙｓ：Ｅｖｅｎ
ｔＨａｎｄｌｅｒ」、「ｆｗｋ：ＵＩＥｌｅｍｅｎｔ」、および「ｓｙｓ：Ｓｅｌｅｃｔ
ｏｒ」が含まれる。タグがフレームワークまたはシステムのどちらに追加されるかは通常
、タグが、コア言語と同一のレートで内部エンジンインターフェースおよび／またはバー
ジョンを要するかどうかに依存する。そうである場合には、そのタグは、システムに追加
されなければならず、そうでない場合にはフレームワークに追加される。型は、その定義
で宣言される。上記にて示したＴｅｘｔ定義を続けると、このタグ定義は、以下の表２に
示されるように拡張することができる。
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【０２０８】
【表２】

【０２０９】
　表２では、タグ定義は、Ｔｅｘｔという名前で型ｆｗｋ：ＵＩＥｌｅｍｅｎｔ（エンテ
ィティのＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔ型を示すフレームワークタグ）の新しいエンティティタグ
を作成しなければならないことを示している。このＴｅｘｔタグは、その後、ｆｗｋ：Ｕ
ＩＥｌｅｍｅｎｔエンティティを呼び出せる場所であればどこでも使用することができる
。Ｔｅｘｔエンティティタグの例は、表１に示されたＨｅｌｌｏＷｏｒｌｄ．ｘａｄの例
において見ることができる。
【０２１０】
　（パラメータ化）　
　通常、ＸＡＤアプリケーション記述内の各エンティティタグは、結果として生じるオブ
ジェクトまたはエンティティをどのように作成し、接続し、または構成するかを記述する
ために、いくつかのパラメータを有する。パラメータは、データへの参照、またはファク
トリもしくはオブジェクトへの参照とすることができる。例えば、スコープ属性をパラメ
ータに関連付けて、そのパラメータが、ファクトリまたはオブジェクトのどちらを参照す
るかを示すことができる。パラメータが、ある型のオブジェクトが適用可能であることを
必要とする場合、パラメータを、型一貫性チェックのために、その型を用いてマークする
ことができる。そのような型チェックは、アプリケーションの実行が型不一致をもたらさ
ないことを確実にする。この型不一致は、不正な計算を引き起こす可能性がある。
【０２１１】
　ＸＡＤは、エンティティのパラメータを宣言する多数の異なる形を許容する。一般的な
形を、以下の表３に示す。
【０２１２】
【表３】

【０２１３】
　まず、「Ｐａｒａｍ」は、ＸＡＤの実施形態内で予約済みの名前であり、パラメータを
定義するのに使用される。また、表３で省略記号によって示されているように、１つまた
は複数の他のパラメータを、Ｔｅｘｔタグ定義に追加することもできる。この例では、型
ＵＩ　ｅｌｅｍｅｎｔでＴｅｘｔという名前の新しいエンティティを作成しなければなら
ない。さらに、型「Ｄａｔａ」（より具体的には「Ｓｔｒｉｎｇ　Ｄａｔａ」）の「Ｆｏ
ｎｔＦａｍｉｌｙ」という名前の単一のパラメータを作成しなければならない。結果とし
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て生じるＴｅｘｔタグは、静的な内容の文字列、例えば、「＜ｓｙｓ：Ｔｅｘｔ　Ｆｏｎ
ｔＦａｍｉｌｙ＝“Ａｒｉａｌ”　．．．／＞と共に使用することができ、であり、「＜
ｓｙｓ：Ｔｅｘｔ　ＦｏｎｔＦａｍｉｌｙ＝“Ａｒｉａｌ”　．．．／＞は、テキストを
Ａｒｉａｌフォントにするものである。重要なことに、タグ定義パラメータは、そのパラ
メータと同一の名前を有するタグの実際のインスタンス内の属性に対応する。
【０２１４】
　代替として、タグを、他のエンティティであるパラメータをとるように定義することが
でき、例えば「＜Ｔｅｘｔ　ＦｏｎｔＳｉｚｅ＝“２５”＞　＜ｆｏｏ：ＲａｎｄｏｍＷ
ｏｒｄＧｅｎｅｒａｔｏｒ　Ｐａｒａｍ＝“Ｔｅｘｔ”　／＞　＜／Ｔｅｘｔ＞」とする
ことができる。一実施形態において、上記の定義は、ＴｅｘｔタグのＴｅｘｔ属性に、ｆ
ｏｏ：ＲａｎｄｏｍＷｏｒｄＧｅｎｅｒａｔｏｒ関数オブジェクトによって返される値を
使用させ、結果として生じる値を２５ポイントフォントでスクリーンにレンダリングさせ
る。別の実施形態では、この定義を、「＜Ｔｅｘｔ　ＦｏｎｔＳｉｚｅ＝“２５”＞　＜
Ｔｅｘｔ．Ｔｅｘｔ＞　＜ｆｏｏ：ＲａｎｄｏｍＷｏｒｄＧｅｎｅｒａｔｏｒ　／＞　＜
／Ｔｅｘｔ．Ｔｅｘｔ＞　＜／Ｔｅｘｔ＞」と書くことができる。後者の定義は、Ｔｅｘ
ｔエンティティをインスタンス化し、そのＴｅｘｔ属性をｆｏｏ：ＲａｎｄｏｍＷｏｒｄ
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒの値として定義する。
【０２１５】
　一実施形態では、パラメータ自体に、複数のそれ自体のエンティティを含めることがで
きる。表４に、パラメータを設定するコード部分例を示す。
【０２１６】

【表４】

【０２１７】
　表４に示されたコード（行１）は、ＦｌｏｗＰａｎｅｌという名前のＵＩ　Ｅｌｅｍｅ
ｎｔを定義し、複数のパラメータを有し、したがって、ＵＩ要素のフローの表示を生じさ
せる。表示されるＵＩ要素のセットは、表４（行２）で定義される「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」
という名前の単一のパラメータを介して指定することができる。すなわち、行２は、行１
で定義されたフローパネルを呼び出す／記述するアプリケーション記述を示す。
【０２１８】
　１つのデフォルトパラメータを、ＸＡＤ内のエンティティごとに指定することができる
。表５に、名前が「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」であるデフォルトパラメータを定義するコードの
行の例を示す。パラメータ名が子タグで指定されない場合、子は、ＤｅｆａｕｌｔＰａｒ
ａｍ属性に「ｔｒｕｅ」が設定されたパラメータに関連付けられる。
【０２１９】
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【表５】

【０２２０】
　（データバインディング）　
　一実施形態において、ＸＡＤは、データバインディング（ＸＭＬデータの、特にそのデ
ータ用に設計されたオブジェクトへのバインディング）を利用する。したがって、オブジ
ェクトの名前を、データを参照するのに、より具体的にはパラメータを指定するときに、
使用することができる。静的な値（定義により、アプリケーションの有効期間の間は一定
のままである）と異なって、データバインドされた値を、そのデータバインドされた値の
関連するデータの変更を介して更新することができる。一実施形態では、アプリケーショ
ンによって、この変更を実行することができる。別の実施形態では、ユーザまたは外部プ
ロセスによって、この変更を実行することができる。例示的な実施形態では、行「＜Ｔｅ
ｘｔ　Ｔｅｘｔ＝“＄ＴｅｘｔＶａｌｕｅ”　ＦｏｎｔＳｉｚｅ＝“２５”　／＞」が、
Ｔｅｘｔパラメータに「＄ＴｅｘｔＶａｌｕｅ」の値を割り当てさせる。この実施形態で
は、「＄」が、予約済みの文字であり、この形でのこの文字の使用は、コンポーネントの
作成中および接続中に、データバインディングを呼び出す。そのようなデータバインディ
ングは、別のソースまたはオブジェクトからのデータの間接ポインティングまたは間接関
連付けを、このエンティティタグにバインドさせる。
【０２２１】
　データバインディングを使用して、リテラルデータを参照することができる。すなわち
、ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａタグを使用して、リテラルデータを指定することができ
る。例えば、「＜ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ　Ｎａｍｅ＝“ＴｅｘｔＶａｌｕｅ”＞
Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ＜／ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ＞」は、インラインデータ、
すなわち、文字列「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」を定義する。この例示的なリテラルデータ
タグには、名前ＴｅｘｔＶａｌｕｅが与えられる。その結果、ＸＡＤ記述で名前＄Ｔｅｘ
ｔＶａｌｕｅを使用することによって、ＸＡＤコードは、リテラルデータタグ内のデータ
にバインドすることができ、これを型ｓｙｓ：Ｄａｔａの任意のパラメータの値に使用す
ることができる。
【０２２２】
　データバインディングを使用して、相対的なデータ位置を参照することもできる。例え
ば、＜Ｔｅｘｔ　Ｔｅｘｔ＝“＄ＳｏｍｅＬｏｃａｔｉｏｎ／ｍｙｄ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅ
ｓ／ｍｙｄ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅ／ｍｙｄ：Ｎａｍｅ”　／＞は、動的なプレフィックス、
すなわち、「＄ＳｏｍｅＬｏｃａｔｉｏｎ」と、これに続くデータ参照、すなわち「＄」
文字を使用しない「ｍｙｄ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅｓ」、「ｍｙｄ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅ」、お
よび「ｍｙｄ：Ｎａｍｅ」を使用する。その結果は、所与の相対的な位置が追加された＄
ＳｏｍｅＬｏｃａｔｉｏｎの値から形成される絶対的な位置へのデータバインディングで
ある。
【０２２３】
　さらに、データバインディングをグループ化タグと共に使用することができる。例えば
、表６のコード例（行１）は、ＭｅｒｇｅＴｒｅｅｓＴｒａｎｓｆｏｒｍエンティティを
Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓグループ化タグの下にあるエンティティのセットにバインドする。
【０２２４】
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【表６】

【０２２５】
　表６（行２）は、ＸＡＤがデータ値へのバインディングを可能にすることを示している
。例えば、次の定義は、アクションを＄ＳｃｒａｔｃｈＤａｔａの値にバインドする。こ
の定義の下では、＄ＳｃｒａｔｃｈＤａｔａの初期値は「Ｂｙｅ」である。「Ｍｏｕｓｅ
ＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎ」は、型「ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ」のパラメ
ータである。「ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎ」パラメータに対応するアクシ
ョンは、Ｔｅｘｔエンティティが左マウスボタンダウンイベントに出会うときに必ず呼び
出される。このイベントは、ＳｅｔＴｅｘｔＶａｌｕｅＡｃｔｉｏｎを呼び出させ、これ
によって、＜Ｇｒｅｅｔｉｎｇ＞要素のテキスト値が「Ｃａｉｏ」に変更される。同様に
、右マウスボタンダウンイベントは、＄ＳｃｒａｔｃｈＤａｔａの値が「Ａｕ　Ｒｅｖｏ
ｉｒ」に変化することをもたらす。
【０２２６】
　さらに別の例では、データバインディングは、アプリケーションがコマンドラインパラ
メータを受け取ることを可能にする。例えば、表７のコード例は、コマンドラインパラメ
ータの指定を可能にする。ｓｙｓ：Ｍａｉｎタグは、アプリケーションのエントリポイン
トである。
【０２２７】
【表７】

【０２２８】
　表７において定義されたアプリケーションは、「ｘａｄ　ＣｏｍｍａｎｄＬｉｎｅ．ｘ



(56) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

ａｄ　／ＴｅｘｔＤａｔａ＝Ｔｅｓｔｉｎｇ」などのコマンドラインパラメータを受け入
れる。ここで、ＣｏｍｍａｎｄＬｉｎｅ．ｘａｄはアプリケーションの名前であり、Ｔｅ
ｘｔＤａｔａはパラメータ名であり、Ｔｅｓｔｉｎｇは値である。一実施形態では、「ｘ
ａｄ　ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＮａｍｅ　／ＰａｒａｍＮａｍｅ１＝Ｖａｌｕｅ１　／Ｐ
ａｒａｍＮａｍｅ２＝Ｖａｌｕｅ２　．．．　／ＰａｒａｍＮａｍｅｎ＝Ｖａｌｕｅｎ」
の形で、複数のパラメータをＸＡＤに渡すことができる。当業者であれば、上記の例示的
な実施形態では、入力値として文字列を使用するが、コマンドラインパラメータには、そ
の代わりに、またはそれに加えて、英数字値、ファイルの名前、画像または他のリソース
位置などを含めることができることが理解されよう。また、パラメータについてコマンド
ラインパラメータ値が指定されない場合に使用されるデフォルト値を、コマンドラインパ
ラメータに与えることができる。
【０２２９】
　（データソースタグ）　
　一実施形態において、外部データが、ＤａｔａＳｏｕｒｃｅタグによってＸＡＤアプリ
ケーションに公開される。さらに、ＸｍｌＦｉｌｅＤａｔａＳｏｕｒｃｅタグを使用して
、アプリケーションとＸＭＬファイルとの間で接続を確立することができ、その結果、ア
プリケーションによって、ＸＭＬファイルをデータソースとして使用できるようになる。
外部データソースは、ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａタグによって提供されるインライン
データに類似した形で使用することができる。しかし、外部データソースは、ＸＡＤアク
ションを使用してディスクに保存することができ、したがって、必要に応じて、アプリケ
ーションは、他のユーザによるデータに対する変更を使用することができる。
【０２３０】
　（派生タグ定義）　
　ＸＡＤは、抽象化および定義の再利用を利用するための派生タグ定義の使用を可能にす
る。例えば、一連の１２ポイントＶｅｒｄａｎａフォント見出しを必要とするアプリケー
ションにおいて、ユーザは、見出しが望まれる各位置に、「＜Ｔｅｘｔ　ＦｏｎｔＦａｍ
ｉｌｙ＝“Ｖｅｒｄａｎａ”　ＦｏｎｔＳｉｚｅ＝“１２”　Ｔｅｘｔ＝“ｈｅａｄｉｎ
ｇ　ｔｅｘｔ　ｈｅｒｅ”　／＞」などの定義を配置することができる。しかし、それぞ
れが異なる可能性がある数百個または数千個の見出しが必要な場合には、派生タグ定義が
、指定による、より高い効率を可能にする。より具体的には、派生タグ定義を定義するこ
とができ、派生タグ定義の例を、表８に示す。
【０２３１】
【表８】

【０２３２】
　表８に示された定義は、ＸＡＤに、型ｆｗｋ：ＵＩＥｌｅｍｅｎｔのＴｉｔｌｅＴｅｘ
ｔという名前の新しいタグを作成させる。このタグ内のＴｅｘｔパラメータは、＄Ｔｅｘ
ｔについて渡される値にバインドされ、これは、見出しのインスタンス化ごとに異なるよ
うに渡すことができる。
【０２３３】
　別の例として、表９に示された以下の例を検討する。この例では、第１行は、ＸＡＤの
スニペット例であり、第２行は、ＸＡＤのスニペットを置換する派生タグ定義例を示し、
第３行は、派生タグ定義を使用するインスタンス化呼び出しを示す。
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【０２３４】
【表９】

【０２３５】
　表９に示されているように、派生タグは、同一項目を複数回呼び出すか、またはインス
タンス化する際の機能性および単純さを向上させることができる。
【０２３６】
　（スコープパラメータおよびニュースコープパラメータ）　
　スコープパラメータは、特にエンティティの遅延インスタンス化および／または繰り返
されるインスタンス化のための、変化する有効期間のオブジェクトのサブグラフに関する
定義された境界を提供する。ファクトリは、インスタンス化を遅延させ、後に呼び出す手
段である。スコープ変数は、インスタンス化を呼び出すエンティティによって提供される
パラメータである値を提供する。スコープ変数の使用の１つの例は、マウスボタンダウン
イベントなどの様々なイベントプロパティの受信を可能にすることである。
【０２３７】
　ＸＡＤは、ニュースコープパラメータを使用して、アプリケーションコンポーネント間
、オブジェクト間、および／またはその組合せの間でデータを渡す。一実施形態において
、親コンポーネントがニュースコープパラメータを使用して、新たに作成される子コンポ
ーネントにパラメータを渡すことができる。したがって、ＸＡＤは、ユーザがコード再利
用を活用することを可能にする。一実施形態において、各リストエントリ内のデータへの
参照を含むリストエンティティが構築される。単一のリストエンティティについて何を行
うべきかを定義する同一のパラメータが、新しい各リストエンティティに適用され、単一
のパラメータまたはパラメータのセットを使用して、任意に大きいエントリリストを作成
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ータの受け渡しを、同様に最適化することができる。例えば、親オブジェクトは、ニュー
スコープパラメータを介して、リストインデックスを子オブジェクトに渡すことができ、
このリストインデックスは、子に渡されたリスト要素に対応する。
【０２３８】
　ニュースコープを導入するパラメータは、「ＮｅｗＳｃｏｐｅ」属性にｔｒｕｅが設定
される。例えば、行「＜ｓｙｓ：Ｐａｒａｍ　Ｎａｍｅ＝“．．．”　ＮｅｗＳｃｏｐｅ
＝“ｔｒｕｅ”　．．．／＞」は通常、新しい属性にｔｒｕｅを設定するのに使用される
。ニュースコープパラメータは、スコープ内の１つまたは複数の変数を導入するのに使用
することができる。変数は、暗黙的に宣言されるパラメータである。変数は、表１０（行
１）において提供される例で見ることができるように、ニュースコープパラメータの宣言
と共に宣言される。上述したように、ニュースコープは、複数回インスタンス化されなけ
ればならないすべてのエンティティについて導入される。表１０（行２）に、そのような
ファクトリの定義を示す。
【０２３９】
【表１０】

【０２４０】
　上記の例（表１０、行２）では、ＲｅｐｅａｔｅｄＣｈｉｌｄパラメータによって導入
されるスコープが、ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔという名前のスコープ変数を有する。この変
数には、インスタンス化されるサブビューに対応する項目が設定される。上記の定義は、
Ｌｉｓｔ．ｘｍｌが表１１（行２）に示されたＸＭＬを含むものと仮定して、表１１（行
１）に示されるように適用される。
【０２４１】
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【表１１】

【０２４２】
　表１１に示された例では、リスト項目ごとに、ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティが、対
応するＴｅｘｔエンティティを作成する。結果として生じるＦｌｏｗｐａｎｅｌエンティ
ティは、ＥｍｐｌｏｙｅｅＡ～Ｈのリストをモニタに表示する。当業者であれば、各行が
１つのＴｅｘｔエンティティのインスタンス化に対応することが理解されよう。あるイン
スタンス化と次のインスタンス化との間で変化するものは、「ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔ」
スコープ変数の値である。結果として生じるパターンは、リピータパターンと呼ばれる。
これは、ＸＡＤにおけるデータセットに対する反復の基礎である。一実施形態では、多次
元反復のために、リピータパターンをネストすることができる。
【０２４３】
　（アタッチドパラメータ）　
　アタッチドパラメータ（attached parameter）は、親オブジェクトによって子に関連付
けられるパラメータであって、子が処理する方法を知らない可能性があるパラメータであ
る。例えば、親「ｄｒａｗｉｎｇ」オブジェクトの子である「ｔｒｉａｎｇｌｅ」オブジ
ェクトは、「位置」座標をどのように扱うべきかを具体的に知らない場合がある。という
のは、位置座標は、図面内の全般的な位置に関連するもので、三角形などの形状に具体的
には関連しないからである。アタッチドパラメータは、親オブジェクトが、子オブジェク
トに関連付けられたデータおよび／または機能にアクセスすることを可能にする。ＸＡＤ
は、親オブジェクトにおけるこのパラメータの定義に基づいて、正しい使用法についてア
タッチドパラメータをチェックする。表１２（行１）に、例示的なタグ定義を示す。
【０２４４】
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【０２４５】
　表１２（行１）のＸＡＤコード定義は、ＤｏｃｋＰａｎｅｌと呼ばれるエンティティを
定義し、このＤｏｃｋＰａｎｅｌは、「ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋ」として参照でき
る、「Ｄｏｃｋ」と呼ばれるアタッチドパラメータを含む。表１２（行２）に、Ｄｏｃｋ
Ｐａｎｅｌエンティティを使用する例示的なＸＡＤコードを示す。
【０２４６】
　表１２に示されているように、ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋは、必ずしもＴｅｘｔエ
ンティティのタグ定義で指定されるパラメータのうちの１つではないが、ＤｏｃｋＰａｎ
ｅｌ．Ｄｏｃｋは、Ｔｅｘｔエンティティの各々に対する属性として指定される。Ｄｏｃ
ｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋは、アタッチドパラメータであるので、Ｔｅｘｔエンティティと
共に使用されるが、実際には、表１２（行１）に示されたＤｏｃｋＰａｎｅｌエンティテ
ィの宣言において定義される。
【０２４７】
　（リソースパラメータ）　
　別のタイプのパラメータは、リソースパラメータである。リソースパラメータは、オブ
ジェクト階層内に論理位置を有さないオブジェクトを記憶する場所を提供する。リソース
パラメータは、所与のエンティティの下で、任意のエンティティのセットをアンカリング
するのに使用することができる。リソースパラメータに関連付けられたアクションおよび
状態は、アプリケーション全体を通じて使用することができる。例示的なリソースパラメ
ータの定義を、表１３に示す。
【０２４８】
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【表１３】

【０２４９】
　上述したように、ＸＡＤのデータバインディング機能を介して、ＵＩ要素を、状態およ
び／またはアクションにバインドすることができる。
【０２５０】
　（構造体）　
　ＸＡＤでは、「構造体」は、１つの名前として渡すことができるエンティティのグルー
プである。ＸＡＤの構造体はネストすることもできる。構造体およびネストされた構造体
の例を、表１４に示す。
【０２５１】
【表１４】

【０２５２】
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　この例では、＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓ．Ｐｒｉｎｔバインデ
ィングおよび＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓ．Ｓａｖｅバインディン
グは、型ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒのすべてのパラメータについて有効である。
同様に、＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＲｅｃｅｎｔＤｏｃｕｍｅｎｔｓ、＄Ａｃｔ
ｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ．Ｕｓｅｒ、および＄Ａｃｔｉｏｎｓ
ＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ．Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅは、型ｓｙｓ：Ｄａｔ
ａのすべてのパラメータについて有効である。＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａは、Ｓｉ
ｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａＳｉｇｎａｔｕｒｅのすべての
パラメータについて有効である。＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓは、
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：ＡｃｔｉｏｎｓＳｉｇｎａｔｕｒｅのすべてのパラメータ
について有効である。最後に、＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
ｓは、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：ＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓＳｉｇｎａｔｕｒｅｓのす
べてのパラメータについて有効である。
【０２５３】
　（マニフェスト）　
　一実施形態において、ＸＡＤは、「Ｍａｎｉｆｅｓｔ」を使用して、アプリケーション
記述など、アプリケーションの諸部分を一緒にまとめる。マニフェストは、アプリケーシ
ョンの諸態様、例えば、どのファイルがアプリケーションによって必要とされるか、どの
依存関係がオブジェクト間に存在するか、およびどのユーザ環境固有データがアプリケー
ションの一部であるか（アプリケーションが操作するデータではなく、ユーザのネイティ
ブ言語でのユーザインターフェース要素テキスト、アイコンなど）を記述する、コンピュ
ータによって処理できる仕様である。
【０２５４】
　（ビルトインタグ）　
　ビルトインタグ（built-in tag）とは、予め定義され、重要な機能をＸＡＤ開発者に提
供するタグである。通常、ビルトインタグには、「ｓｙｓ：」プレフィックスが付けられ
る。例えば、これらのビルトインタグは、条件付き動作、繰り返し動作、およびオブジェ
クトの作成を可能にする。そのようなタイプのビルトインタグの１つは、「ダイナミック
エンティティ」タグと呼ばれ、このタグは、データ記述内で、使用されるオブジェクトの
型を変更するのに使用することができる。これは、スクリーンにおけるオブジェクトの構
成のリアルタイム変更を可能にする。例えば、ユーザが所与のユーザインターフェース要
素を選択することに応答して、要素の機能および／または目的をリアルタイムで変更する
ことができる。例えば、ある出力ウィンドウは、「次のアプリケーションビューへのサイ
クル」というユーザコマンドの受信に基づいて任意に多数の異なるアプリケーションビュ
ーからの出力を表示するのに使用することができる。一実施形態において、ダイナミック
エンティティタグは、次の表１５に示されているように、タグ名による動的なエンティテ
ィのインスタンス化を提供する。
【０２５５】
【表１５】

【０２５６】
　表１５に示された例では、ビルトインエンティティ「Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｅｎｔｉｔｙ」
が、エンティティを動的に定義する能力を開発者に提供する。このケースでは、＄Ｄａｔ
ｅＴａｇがローカル名を解決する。
【０２５７】
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　「スイッチエンティティ」タグと呼ばれる別のタイプのビルトインタグは、オブジェク
トまたは複数の関連するオブジェクトの条件付き構築によって、アプリケーションを動的
に再構成することを可能にする。ＸＡＤは、宣言言語ではあるが、エンティティの条件付
き構築を可能にするのに十分な表現力がある。単一の構造すなわちＳｗｉｔｃｈが、条件
付き構築を可能にするために提供される。スイッチエンティティタグは、「ｃａｓｅｓ」
タグまたは「ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ」タグによってパラメータ化することができる。Ｃａ
ｓｅは、Ｃ＃のｓｗｉｔｃｈに類似するものと考えることができ、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
は、Ｃ＃のｉｆ－ｅｌｓｅ節のセットに類似する。一実施形態では、ＣａｓｅｓおよびＣ
ｏｎｄｉｔｉｏｎｓの使用が、相互に排他的であり、これは、Ｓｗｉｔｃｈが、その本体
内でＣａｓｅｓおよびＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓを混合できないことを意味する。さらに、こ
の実施形態では、Ｃａｓｅｓは、ＳｗｉｔｃｈがそのＤａｔａパラメータの値を指定する
場合に限り使用することができ、そうでない場合にはＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓを使用しなけ
ればならない。
【０２５８】
　Ｓｗｉｔｃｈを使用することによって、作成者は、スイッチを評価した結果として、１
つまたは多数のエンティティを条件付きで返せるようになる。表１６に、いくつかのＸＡ
Ｄデータ例（行１）と、条件付きスイッチの使用例（行２および３）とを示す。
【０２５９】
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【表１６】

【０２６０】
　表１６の行２は、５０．００ドルを超える値に基づいてエンティティを作成する、一実
施形態での構文を示すことが理解されよう。表１６の行３は、この例を進めて、他の条件
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ーは、行１のすべての要素項目、すなわち、「Ｔｏａｓｔｅｒ」、「ＶＣＲ」、「ＤＶＤ
　Ｐｌａｙｅｒ」、「Ｒｅｃｅｉｖｅｒ」、および「Ｓｕｂ－ｗｏｏｆｅｒ」を表示する
。しかし、「Ｔｏａｓｔｅｒ」は、Ｇｅｏｒｇｉａ太字フォントであり、緑色であるが、
「Ｒｅｃｅｉｖｅｒ」は、Ａｒｉａｌ太字フォントであり、赤色である。
【０２６１】
　スイッチは、依存関係追跡および再検証と共に、動的な再構成の自動実施を可能にする
。動的な再構成については、以下でより詳細に説明する。
【０２６２】
　（フレームワークタグ）　
　ＸＡＤおよびＸＡＦは、フレームワークタグ（「ｆｗｋ」と省略する）と呼ばれる別の
タイプのタグを可能にする。フレームワークタグは、アプリケーションの一部であるオブ
ジェクトを作成するのに使用することができる。フレームワークタグは、アクション、デ
ータソース、変換、および関連付けマネージャ（それぞれについて以下で説明する）を参
照するのに使用することができる。一実施形態では、アプリケーションデバッギングも、
フレームワークタグを介して実行することができる。
【０２６３】
　最も単純なレベルで、ＵＩコネクタは、ＸＡＦデータを可視化し、かつそのデータを変
更するイベントに応答する能力を提供する。任意の１つの特定のＵＩコネクタは、実際に
は、「要素ツリー」、すなわち、表示でき、かつそのＵＩコネクタが提示しているビジュ
アル要素のセットを有する。各ＵＩコネクタには、データをビジュアル要素に変換するコ
ードと、イベントを編集動作に変換するコードとが関連付けられる。
【０２６４】
　一実施形態において、ＵＩコネクタは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｒｅｓｅｎｔ
ａｔｉｏｎ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（ＷＰＦ）要素などのクライアントプラットフォーム
のプロパティおよびイベントを単純に公開する。さらに、ＵＩコネクタは、ＸＡＦデータ
レイヤからのデータをＷＰＦ要素にバインドする特定の形のデータバインディングを提供
する。様々な要素が、様々な型のデータを可視化するために設計される。例えば、Ｉｍａ
ｇｅ要素は、ビットマップ表示データを可視化し、Ｔｅｘｔ要素は、文字列データを可視
化し、ＬｉｓｔＢｏｘは、おそらくは異種であるデータの順序付きリストを可視化する。
ＬｉｓｔＢｏｘおよびＴｅｘｔＢｏｘなど、いくつかの要素は、データに対する「選択」
も可視化することができる。選択という概念は、基本的に、別のデータ入力である。
【０２６５】
　一般に、特定のＵＩコネクタは、可視化される特定の型のデータを処理するように設計
される。２つの要素が、それらが可視化するものに関する入力（またはパラメータ）を受
け入れるのに正確に同一の機構を使用する場合、開発者は、その両方を処理するために単
一のＵＩコネクタを記述することができる。パラメータは、ＵＩコネクタにファクトリオ
ブジェクトを提供するのに使用され、このファクトリオブジェクトは、必要に応じて子を
作成するのに使用される。ＵＩコネクタは通常、データコンテキストをファクトリに提供
する。ファクトリは通常、ＸＡＤエンジンによってオブジェクト内にラップされる、ＸＡ
Ｄのフラグメントである。表１７に、提供され得るＵＩコネクタのセットを示す。
【０２６６】
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【表１７】

【０２６７】
　フレームワークタグの１つのタイプである関連付けマネージャは、オブジェクトをデー
タ構造体またはデータ構造体の要素に関連付けるのに使用することができる。例えば、リ
スト関連付けマネージャを使用して、オブジェクトをリスト内の項目に関連付けることが
できる。結果として生じるリスト項目は、静的な値ではなく、オブジェクトへの参照と、
それに関連するデータとを含むという点で、動的である。
【０２６８】
　（動作時）　
　図２８に、オブジェクトが使用のために作成されセットアップされる、本発明の一実施
形態によるビルダによって実行される動作の動作フローを示す。インスタンス化プロセス
２８００は、作成動作２８０２から始まり、初期化動作２８０６で終わる動作フローを使
用して実行される。一般に、フロー２８００は、単一の構成サービスによって、または複
数のサービスによって実行することができる。
【０２６９】
　作成動作２８０２において、オブジェクトを作成する。一実施形態では、作成動作２８
０２において、オブジェクトに必要なデータ構造体を作成する。別の実施形態では、作成
動作２８０２において、データ構造体に必要なメモリも割り当てる。
【０２７０】
　作成動作２８０２においてオブジェクトを作成すると、接続動作２８０４において、他
のオブジェクトに対するそのオブジェクトの関係性に従って、そのオブジェクトを他のオ
ブジェクトに接続する。一実施形態では、作成されたオブジェクトと、１つまたは複数の
先在するオブジェクトとの間の接続のグラフを構築する。作成－接続－初期化シーケンス
は、ＸＡＤエンジンが、オブジェクトのグループ間のサイクル接続（cyclic connection
）をサポートすることを可能にする。データおよび変換の場合に、そのようなサイクルは
禁止され、ＸＡＤコンパイラは、そのようなサイクルを防ぐために、何らかのチェックを
実行する。
【０２７１】
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　接続動作２８０４において作成された接続グラフは、オブジェクト間の相互接続および
相互関係を定義する。一実施形態において、これらの接続は、動的な再構成（以下で説明
する）によって変更されるまで、またはオブジェクトが消去されるまで、そのままの状態
にある。どの接続が必要であるかは、エンジンによって、そのエンジンがアプリケーショ
ンマークアップコードを実行するときに判定される。一実施形態では、接続動作２８０４
において、データプロバイダオブジェクトをアプリケーションに接続する。
【０２７２】
　初期化動作２８０６において、作成されたオブジェクトを初期化する。一実施形態にお
いて、初期化は、１つまたは複数の非決定値に、０または他の予め定義された値を設定す
ることを含む。別の実施形態では、初期化動作２８０６において、オブジェクトに関連付
けられたコンストラクタを呼び出す。さらに別の実施形態では、初期化動作２８０６にお
いて、作成されたオブジェクトに、それ自体を初期化するよう指示する。当業者であれば
、本発明の範囲から逸脱することなく、初期化動作２８０６において、通常はオブジェク
ト初期化に関連する他の動作を実行することもできることが理解されよう。一実施形態に
おいて、初期化動作２８０６は、所与のオブジェクトが初期化されなければならないデー
タを含むかどうかに基づいて、条件付きで行われる。一実施形態では、条件に応じて様々
な値を用いて、オブジェクトを初期化することができる。例えば、表１８に示された次の
定義は、ＸＡＤに、５００ドルを超える価格が設定されている場合には赤でリスト内の項
目を表示させ、１００ドル未満の価格が設定されている場合には緑で項目を表示させる。
【０２７３】
【表１８】

【０２７４】
　一実施形態において、エンジンは、ジャストインタイムコンパイルを使用して、動作２
８０２、２８０４、および２８０６を実行する。別の実施形態では、アプリケーションは
、予めコンパイルされている。さらに別の実施形態では、事前コンパイルおよびジャスト
インタイムコンパイルの組合せを使用して、性能と柔軟性とのバランスを実現する。
【０２７５】
　ＸＡＤは、アプリケーションを動的に再構成することを可能にする。動的な再構成は、
アプリケーションに流れ込むデータの変化によって、またはアプリケーションを用いる既
存のデータの変更によって、トリガすることができる。図２９に、ＸＡＤの一実施形態に
おいて、アプリケーションをどのように動的に再構成できるかを示す。
【０２７６】
　リスナ（listener）は、ある種のイベントについてアプリケーションまたはアプリケー
ションのグループを監視するコンピュータエージェントである。ＸＡＤリスナは、値の変
化についてＸＡＤアプリケーション内のある種の登録されたオブジェクトのデータを監視
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する。登録動作２９０２において、オブジェクトおよびそのデータをそのようなリスナに
登録する。
【０２７７】
　登録されたオブジェクト内でデータ値の変化が発生するときに、受信動作２９０４にお
いて、変更通知がリスナから受信される。次に、マーク動作２９０６において、変化した
値に依拠する１つまたは複数のデータ値を識別し、その変化によって影響が及ぼされるも
のとして、これらをマークする。分析動作２９０８において、マークされたデータ値の各
々に対する変化した値の影響を分析する。この分析の結果に基づいて、判定動作２９１０
において、変化した値によってオブジェクトが無効にされたかどうかを判定する。
【０２７８】
　１つまたは複数のオブジェクトが、変化によって無効にされた場合、フローは、ＹＥＳ
から除去動作２９１２に分岐し、除去動作２９１２において、１つまたは複数の現在は無
効なオブジェクトを除去する。次いで、フローは、判定動作２９１４に分岐する。判定動
作２９１０において、どのオブジェクトも変化によって無効にされなかったと判定された
場合、フローは、ＮＯから判定動作２９１４に分岐する。
【０２７９】
　判定動作２９１４において、変化した値の結果として、新しいオブジェクトが必要であ
るかどうかを判定する。１つまたは複数の新しいオブジェクトが必要である場合、フロー
は、ＹＥＳから作成動作２８０２（図２８）に分岐し、図２８を参照して上述したように
、オブジェクトの作成、接続、および初期化が進行する。判定動作２９１４において、新
しいオブジェクトが必要ではないと判定された場合、フローは、ＮＯからこの例示的なフ
ローの終わりに分岐する。
【０２８０】
　新しいオブジェクトの作成および無効なオブジェクトの削除を単純にするために、ＸＡ
Ｄは、オブジェクトの有効期間を管理することができる。有効期間ドメインは、ＸＡＤア
プリケーション内の再構成のユニットである。有効期間が互いに結び付けられているオブ
ジェクト（例えば、第１のオブジェクトは、第２のオブジェクトが存在しなければ意味が
ない場合があり、第２のオブジェクトは、第１のオブジェクトが存在しなければ意味がな
い場合がある）は、同一の有効期間ドメインに配置される。所与の有効期間ドメインに多
数のオブジェクトを配置することができる。オブジェクトがもはや必要なくなったときに
は、（おそらくは、削除のために有効期間ドメイン内の何千個もの別々のオブジェクトを
参照するのではなく、）削除のために有効期間ドメインを参照することによって、有効期
間ドメイン内のすべてのオブジェクトを簡単に削除することができる。当業者であれば、
所与の有効期間ドメイン内のオブジェクトは、機能的に関連する必要はなく、同時に削除
できるように、作成時刻および共通の依存関係を共有することだけが必要であることが理
解されよう。
【０２８１】
　一実施形態において、ＸＡＤは、アプリケーションの動的な再構成と共に、条件付きで
作成されるオブジェクトを利用することができる。したがって、データ値変化の特性に応
じて、様々な型のオブジェクトを作成することができる。図３０に、本発明の一実施形態
による、作成動作２８０２（図２８）によって実行される動作の動作フローを示す。まず
、判定動作３００２において、インスタンス化すべきタグがあるかどうかを判定する。イ
ンスタンス化すべきタグがある場合、フローは、ＹＥＳから判定動作３００４に分岐する
。インスタンス化すべきタグがない場合、またはすべてのタグが既にインスタンス化され
ている場合、フローは、ＮＯから接続動作２８０４（図２８）に分岐する。
【０２８２】
　判定動作３００４において、インスタンス化する必要があるパラメータがタグに含まれ
るかどうかを判定する。パラメータタグが存在しない場合、フローは、ＮＯから動作３０
０８に分岐する。パラメータタグが存在する場合、フローは、ＹＥＳからインスタンス化
動作３００６に分岐する。
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【０２８３】
　インスタンス化動作３００６において、判定動作３００４において見つけられたパラメ
ータをインスタンス化する。上述したように、パラメータは、ファクトリまたはオブジェ
クトをどのように作成し、接続し、または構成するかを記述するのに使用される。前述し
たように、パラメータには、ファクトリもしくはオブジェクトの１つまたは複数のプロパ
ティ、データへの参照、あるいは別のファクトリもしくはオブジェクトへの参照を含める
ことができる。プロパティは、静的なものであっても、動的なものであってもよい。
【０２８４】
　処理動作３０１０において、データ型に従ってタグを処理する。複数の異なる種類のタ
グが存在し、したがって、複数の可能な手法が、処理動作３０１０において実装される。
プリミティブタグ（オブジェクトに実際に対応するタグ）は、新しいオブジェクトを作成
することによって処理される。一実施形態では、作成されるすべてのオブジェクトが、エ
ンティティに対応する。
【０２８５】
　一部のタグは、スコープ境界を定義する。そのようなタグは、処理動作３０１０に「フ
ァクトリ」を作成させ、このファクトリは、エンティティのオンデマンドインスタンス化
のために、後で呼び出すことができる。ファクトリが処理されるときには、新しいスコー
プドメインが作成される。依存関係情報のために、エンティティによって、ファクトリを
チェックすることができる。これは、動的な再構成中に有用である可能性がある。
【０２８６】
　処理動作３０１０は、スイッチファクトリを作成することによって、スイッチタグを処
理する。これは、様々なユーザ指定条件に基づくアプリケーション制御の分岐をサポート
するファクトリである。このファクトリは、様々な条件を監視するのに使用することがで
き、それらの条件が満たされたときに、アプリケーションフロー内の分岐がトリガされる
。一実施形態では、ジャストインタイムコンパイルを使用して、動的な再構成の一部とし
てタグが再処理されることによって必要になったときに、オブジェクトを変更する。
【０２８７】
　処理動作３０１０では、他のタイプのタグを処理することもできる。例えば、バインデ
ィングタグは、処理動作３０１０をトリガして、ある種のパラメータ値が実際には何らか
の他のエンティティへの参照であることを示すために、ファクトリを作成する。これは、
おおむね、手続き型言語のポインタに類似している。ダイナミックエンティティタグは、
作成されるエンティティを遅れてバインドすることを可能にする。一実施形態において、
遅れてバインドすることは、アプリケーションのランタイムまで遅延される。
【０２８８】
　処理動作３０１０においてタグを処理した後に、フローは、判定動作３００２に戻る。
【０２８９】
　一実施形態では、アドインを、ＸＡＤアプリケーションに追加することができる。アド
インは、アプリケーションのアップグレードを必要とせずに、所与のアプリケーションの
基本機能セットを拡張できる、内蔵型の（self-contained）ソフトウェアパッケージであ
る。アドインは、ユーザが高価と考えられるアップグレードサイクルを全部行うことを必
要とせずに、新しい機能またはサードパーティの拡張機能が使用可能になったときに、こ
れらの機能を増分的に追加することを可能にする。
【０２９０】
　ＸＡＤアドインは、アセンブリとしてパッケージ化される。一実施形態において、アセ
ンブリは、（上述した）マニフェストにおいて指定される静的な依存関係を介してロード
される。一実施形態において、ＸＡＤアプリケーションは、拡張性プロトコル（extensib
ility protocol）を介してアドインと通信する。拡張性プロトコルは、別々のアセンブリ
内で定義することができ、その結果、このプロトコルは、公開することができ、アプリケ
ーションと、拡張機能を開発するサードパーティとの両方によって参照できるようになる
。
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【０２９１】
　拡張性プロトコルは、２つの部分を有する。第１の部分は、メタデータスキーマである
。メタデータとは、データを記述するデータである。ＸＡＤのコンテキストでは、メタデ
ータを使用して、アドインによって実装される機能を記述することができる。メタデータ
には、タグ名、渡されるパラメータ、ＵＩで人間が読み取り可能なテキストなどを含める
ことができる。拡張可能アプリケーションは、メタデータスキーマ（アドインに何を期待
するか）を定義し、アドインは、そのコンテンツを提供する。拡張性プロトコルの第２の
部分は、（上述した）タグシグネチャである。アドインは、タグを定義することによって
その機能を実装する。アプリケーションは、これらのタグを使用して、アドイン機能にア
クセスする。アプリケーションは、タグシグネチャ（タグがどのタイプのエンティティを
もたらさなければならないか、タグがどのパラメータをとらなければならないか、など）
を定義し、アドインは、タグ定義（タグ名および実際の実装）を提供する。したがって、
タグシグネチャは、おおむね、インターフェースに類似するものであり、タグ定義は、お
おむね、インターフェース実装に類似するものである。
【０２９２】
　一実施形態において、ＸＡＤは、Ｍｅｔａｄａｔａタグを介してアクセス可能なグロー
バルメタデータツリーをサポートする。メタデータツリーは、すべての動的にロードされ
るアセンブリからのすべてのメタデータ構成要素ファイルの結合である。メタデータツリ
ーは、メタデータ構成要素ファイルを伴うアセンブリがロードされるか、またはアンロー
ドされるときに、ランタイムに、必ず自動的に更新される。正しい変更通知が送信される
ので、（図２９を参照して前述したように、）アプリケーションは、それ自体を動的に更
新することができる。メタデータツリーは、アプリケーションが、どのアドインがロード
されているかを発見し、アドインが提供する機能を利用することを可能にする。
【０２９３】
　一実施形態において、アドインは、そのアドインが実装する機能にアクセスするための
タグを定義する。アドインは、アプリケーションが記述されるときには使用可能でない場
合があるので、アプリケーション作成者がアドインによって定義されたタグを認識して使
用することが可能でない場合がある。作成者は、タグシグネチャを認識することだけがで
き、したがって、タグシグネチャを静的に定義することだけができる。実際のタグ名およ
び最終的なパラメータ値は、アドインによって、メタデータを使用して提供することがで
きる。メタデータ方式は、アプリケーション定義の拡張性プロトコルの一部であるので、
メタデータ方式情報は、アプリケーションからアクセス可能である。したがって、アプリ
ケーションは、メタデータを読み取ることができ、タグ名によってエンティティを動的に
インスタンス化することができる。ＸＡＤは、この目的のためにＤｙｎａｍｉｃＥｎｔｉ
ｔｙタグをサポートする。
【０２９４】
　本発明について、構造的特徴、方法論的動作、およびそのような動作を含むコンピュー
タ読み取り可能な媒体に固有の言葉で説明したが、特許請求の範囲で定義される本発明は
、説明した特定の構造、動作、または媒体に必ずしも限定されないことを理解されたい。
当業者であれば、本発明の趣旨および範囲に含まれる他の実施形態および改善が認識され
よう。したがって、特定の構造、動作、または媒体は、特許請求される発明を実施する例
示的な実施形態として開示されたものである。本発明は、特許請求の範囲によって定義さ
れるものである。

【０２９５】
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　　２．１５　関連付け
　　２．１６　タグドキュメンテーション
　３．　形式的言語仕様
　　３．１　ブール属性
　　３．２　修飾名
　　３．３　キーワード
　　　３．３．１　＜Ｘａｄ＞
　　　３．３．２　＜Ｄｏｃ＞
　　　３．３．３　＜Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞
　　　３．３．４　＜Ｔｙｐｅ＞
　　　３．３．５　＜ＴａｇＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞
　　　３．３．６　＜Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ＞
　　　３．３．７　＜ＰａｒａｍＧｒｏｕｐ＞（＜Ｘａｄ＞の下の）
　　　３．３．８　＜Ｃｏｎｓｔ＞
　　　３．３．９　＜Ｐａｒａｍ＞
　　　３．３．１０　＜ＯｕｔＰａｒａｍ＞
　　　３．３．１１　＜ＰａｒａｍＧｒｏｕｐ＞（＜Ｃｈｏｉｃｅ＞の下の）
　　　３．３．１２　＜ＰａｒａｍＧｒｏｕｐＲｅｆ＞
　　　３．３．１３　＜Ｃｈｏｉｃｅ＞
　　　３．３．１４　＜ＰａｒａｍＤｅｆａｕｌｔＶａｌｕｅ＞
　　　３．３．１５　＜ＣｏｎｓｔＤｅｆａｕｌｔＶａｌｕｅ＞
　　　３．３．１６　＜Ｅｎｔｉｔｙ＞
　　　３．３．１７　＜Ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞
　　　３．３．１８　＜Ｂｏｄｙ＞
　　　３．３．１９　＜ＳｃｏｐｅＶａｒｉａｂｌｅ＞
　　　３．３．２０　＜ＡｔｔａｃｈｅｄＰａｒａｍ＞
　　３．４　ビルトインエンティティ
　　　３．４．１　＜ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ＞
　　　３．４．２　＜Ｂｉｎｄｉｎｇ＞
　　　３．４．３　＜ＸＰａｔｈ＞
　　　３．４．４　＜Ｍａｐｐｉｎｇ＞
　　　３．４．５　＜ＤｙｎａｍｉｃＥｎｔｉｔｙ＞
　　　３．４．６　＜ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞
　　　３．４．７　＜ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＤａｔａＥｎｔｉｔｉｅｓ＞
　　　３．４．８　＜ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ＞
　　　３．４．９　＜ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ＞
　　　３．４．１０　＜Ｃａｓｅ＞
　　　３．４．１１　＜Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ＞
　　３．５　エンティティビルダ
　　３．６　アクション
　４．　共通のフレームワークエンティティ
　５．　デプロイメントモデル
　　５．１　ＸＡＤアプリケーション
　　５．２　ＸＡＤアセンブリ
　　５．３　アセンブリマニフェスト
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　　　５．３．１　マニフェストタグ
　　　５．３．７　マニフェストの例
　　５．４　アセンブリの依存関係
　　５．５　アセンブリのバインディング、ロードおよびアンロード
　　５．６　パッケージングのシナリオ
　　　５．６．１　１ファイルアプリケーション
　　　５．６．２　派生タグのライブラリ
　　　５．６．３　プリミティブタグのライブラリ
　６．　アドインモデル
　　６．１　アドインモデルとは何か？
　　６．２　ＸＡＤアドインモデル
　　　６．２．１　アセンブリの動的ロード
　　　６．２．３　メタデータ駆動型の拡張性プロトコル
　　　６．２．４　動的なエンティティのインスタンス化
　　６．３　アドインのシナリオ
　　　６．３．１　ＦｉｌｅＥｘｔｅｎｓｉｏｎＰｒｏｔｏｃｏｌアセンブリ
　　　６．３．２　Ｆｉｌｅアセンブリ
　　　６．３．３　ＳｍａｒｔＦｉｌｅｓＡｄｄＩｎアセンブリ
　７．　付録Ａ：コーディング規約
　　７．１　Ｓｙｓｔｅｍネームスペースの「ｓｙｓ」プレフィックス
　　７．２　名前のＰａｓｃａｌ式大文字小文字の区別
　　７．３　シグネチャ名は「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」で終わらなければならない
　　７．４　「Ｓｅｔ」パラメータの名前は「ｓ」で終わらなければならない
　　７．５　「単一の」エンティティタグの名前は「ｓ」で終わってはならない
　　７．６　セレクタタグの名前は「Ｓｅｌｅｃｔｏｒ」で終わらなければ
　　　　　　ならない
　　７．７　パラメータ（指定される場合）はエンティティの最初の属性で
　　　　　　なければならない
　　７．８　名前（指定される場合）はパラメータ（指定される場合）の後の
　　　　　　エンティティの最初の属性でなければならない

【０２９６】
　（序論）　
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　ＸＡＤ（ＸＡＦアプリケーション定義）は、ＸＡＦアプリケーションを作成するのに使
用される宣言言語である。ＸＡＤのＵＩコンポジション態様は、可能な場合には必ずＸＡ
ＭＬと同一である。ＸＡＤによってサポートされる追加の機能は、ほとんどが、ＸＡＦプ
ラットフォームのデータバインディング機能を指向するものである。ＸＡＤは、複数のフ
ォーマットを使用して表現することができるが、その主要な表現は、Ｘｍｌである。これ
により、ＸＡＭＬとの強い調和が可能となる。Ｘｍｌを使用することの別の利点は、ＸＡ
ＤパーサならびにＸＡＤ開発ツールが、ＸＡＦのネイティブデータ表現（Ｘｍｌ）を直接
的に扱えることである。ＸＡＤは、ＸＡＤ開発者が明示的なコンパイルステップを実行す
る必要がまったくないという意味で、「解釈される」ものである。これは、性能上の理由
で、ある量の、バックグラウンドにある「ＪＩＴコンパイル」を排除するものではない。
【０２９７】
　（ＸＡＦの原理）　
　ＸＡＦは、マーケットに対して時間を大幅に低減する「Ｏｆｆｉｃｅクラス」アプリケ
ーションをビルドするプラットフォームである。ＸＡＦの核になる原理は、以下の通りで
ある：
　・均一なデータ表現としてのＸｍｌの使用；
　・アプリケーションのビルドに対する非常にコンポーネント化された手法；
　・強力なデータ変換機能；
　・基礎になるプレゼンテーションレイヤとしてＡｖａｌｏｎを使用する、リッチでコン
ポーズ可能なビュー。
【０２９８】
　（ＸＡＤの目標）　
　ＸＡＤはＸＡＦアプリケーションの作成に使用されるので、ＸＡＤの目標は、核になる
ＸＡＦの原理に基づいて構築される：
　・外部データとアプリケーション状態との両方に関する均一なデータ表現としてのＸｍ
ｌの使用；
　・Ｘｍｌデータソースと非Ｘｍｌデータソースとの両方へのシームレスで動的なデータ
バインディング（非ＸｍｌデータソースのＸｍｌ表現を介する）；
　・複雑なデータフローの宣言定義；
　・１）追加のデータバインディング構造を伴うＸＡＭＬに似た構文、または２）ＸＡＭ
Ｌ自体のいずれかを使用するＵＩの宣言定義；
　・データをどのように変換し、表示し、相互作用するかのルールベースの宣言定義；
　・強い型付け、および高い度合の静的チェック；
　・「ビルトイン」キーワードの最小限のセットを用いる高い度合の拡張性；
　・抽象化のプログレッシブなレベル；
　・○広さおよび深さ
　　○性能
　　○品質
　に関する「Ｏｆｆｉｃｅクラス」アプリケーションの仕様に十分にリッチである。
【０２９９】
　（ＸＡＦアプリケーションの構造およびＸＡＤの役割）　
　ＸＡＦアプリケーションは、従来のＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）アプリケーションプロ
グラミング技法とは異なる技法を使用して構築される。ほとんどの既存のＷｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）アプリケーション開発技法は、開発者がアプリケーションの実行フローを制
御するコードを記述することに依存する。開発ツールには、ビジュアルデザイナを用いて
ダイアログおよびＵＩプリミティブが宣言的に設計される当該ビジュアルデザイナを含め
ることができるが、開発者は、最終的に実行フローの役割を担う。開発者は、アプリケー
ション状態を処理するために、イベントハンドラおよびデータ構造体を記述しなければな
らない。開発者は、データ構造体と、当該構造体を表すビジュアル要素との間のマッピン
グを管理する役割も担う。このすべてが、アプリケーションごとに異なる（類似する基礎
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になるパターンにもかかわらず、）大量の命令アプリケーションコードを伴う。ＸＡＦは
、アプリケーション作成に対する異なる手法を採用する。ＸＡＦは、アプリケーションの
データ、ユーザインターフェース、およびＵＩがデータと相互作用する形を宣言的にモデ
ル化する。核になる設計原理は、ビュー－データ分離である。ＸＡＦアプリケーションは
、必要に応じて命令コードのバブル（bubble）が挿入されるが、大部分は宣言的と考える
ことができる。ＸＡＦアプリケーションは、データ中心型であると言われ、アプリケーシ
ョンがデータを中心とすることに加えて、すべてのアプリケーション状態も、データとし
て扱われる。開発者の主な関心事は、データがアプリケーションを通って流れる形と、ア
プリケーションがそのデータにどのように応答するかを制御するルールとである。動的デ
ータバインディングの実際のインフラストラクチャは、開発者の関心事ではなく、追加機
能なしでＸＡＦによって提供される。
【０３００】
【表１９】

【０３０１】
　重要：ＸＡＤは、ＸＡＦアプリケーションを特徴付けるデータフロー、バインディング
、およびルールの宣言作成を可能にするために存在する。
【０３０２】
　（仕様書の構成）　
　この仕様書の後のセクションの一部は、経験を積んだＸＡＤ作成者にとって独立したリ
ファレンスとして機能し得るが、一般的に言って、セクションは、互いに基づいて構築さ
れている。　　
　２．言語の概念：簡単なコード例を介する、核になる言語の概念および構造の例示。言
語キーワードおよび共通のフレームワークタグが、例において多用されているが、これら
は、後のセクションでのみ形式的に定義される。　　
　３．形式的言語仕様：すべての言語キーワードの形式的定義（言語キーワードは、言語
に「組み込まれた」タグと考えることができる）。このセクションには、ＸＡＤの拡張性
機構、すなわち、サードパーティが自身のタグをどのようにして定義できるかの形式的定
義も含まれる。　　
　４．共通のフレームワークエンティティ：標準ＸＡＤフレームワークによって提供され
る最も一般的なタグの説明。ＸＡＤの拡張性機構を使用してサードパーティがビルドする
ことのできるタグが存在する。このフレームワークタグは、推奨される設計パターンおよ
びベストプラクティスを使用してアプリケーションを構築するのを支援する。　　
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　５．デプロイメントモデル：ＸＡＤのアセンブリベースのデプロイメントモデルにおけ
る形式的定義および例示的な説明。　　
　６．アドインモデル：アドインを指定するための宣言モデルとしてＸＡＤデプロイメン
トモデルをどのように利用できるかの例示的な説明。　　
　付録Ａ：コーディング規約：推奨されるＸＡＤコーディング規約のリスト。標準ＸＡＤ
フレームワークは、これらの規約に従う。サードパーティは、これらの規約の一部または
すべてを採用することを選択することができる。
【０３０３】
　（仕様の規約）　
　ＸＡＤ内のネームスペースの使用は、Ｗ３ＣのＸｍｌネームスペース仕様（http://www
.w3.org/TR/REC-xml-names/）に完全に準拠する。この仕様書では、すべてのコード例に
おいて、所定の均一なネームスペース規約を使用する。
【０３０４】
【表２０】

【０３０５】
　「ｓｙｓ」プレフィックスを有するすべてのタグは、「ＸＡＤ　Ｓｙｓｔｅｍ」ネーム
スペース内に存在するタグである。このシステムネームスペース内のタグは、言語に組み
込まれており、言語の予約済みキーワードと考えることができる。
【０３０６】

【表２１】

【０３０７】
　すべてのコード例のデフォルトネームスペースは、「ＸＡＤ標準フレームワーク」であ
る。この仕様書内では、ネームスペースプレフィックスを有さないすべてのタグは、この
標準フレームワークに属するものとして識別することができる。他の場合には、ｆｗｋネ
ームスペースが、提供され、ＸＡＤ標準フレームワークに属するタグに関連付けられなけ
ればならない。すべてのコード例は、付録Ａのコーディング規約に準拠する。
【０３０８】
　（言語の概念）　
　このセクションでは、核になるＸＡＤ言語の概念および構造を、簡単なコード例を用い
て例示する。より一体化されたシナリオを伴うより大きいコード例を、後のセクションで
提供する。言語キーワードおよび共通のフレームワークタグが、例において多用されてい
るが、これらは、後のセクションでのみ形式的に定義される。
【０３０９】
　（Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄの例）　
　ＸＡＤコードは、必ず、明確に形成されたＸｍｌでなければならない。ＸＡＤファイル
の最初のタグは、＜ｓｙｓ：Ｘａｄ＞である必要がある。ファイルは通常（必ずではない
が）、．ｘａｄ拡張子を有する。
【０３１０】
　重要：Ｘａｄは、必ず、明確に形成されたＸｍｌでなければならない。
【０３１１】
　ＨｅｌｌｏＷｏｒｌｄ．ｘａｄ：
【０３１２】
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【０３１３】
　ＸＡＦ　ＳＤＫをインストールした後には、「ｘａｄ．ｅｘｅ　ＨｅｌｌｏＷｏｒｌｄ
．ｘａｄ」が、この単純なアプリケーションの実行をもたらす。ＸＡＤコードの明示的な
コンパイルステップは存在しない。ＸＡＤは、ＸＡＤコードの最初の実行時に自動的に検
証される（コンパイルされる場合もあるが、これは、現在は行われない）。検証ステップ
に合格しないＸＡＤは、必要なコーディングエラーが修正されるまで、実行できない。
【０３１４】
　以下は、ＨｅｌｌｏＷｏｒｌｄ．ｘａｄアプリケーションがどのように見えるかのスク
リーンショットである。
【０３１５】
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【表２３】

【０３１６】
　様々な言語の概念の説明は、対象とする概念の要求を満たす小さいＸＡＤ例を使用して
行われる。Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄの例をリストしたことの主な目的は、ＸＡＤがどのよ
うに見えるかに関する、ある種の基本的なコンテキストを提供することであった。
【０３１７】
　（大文字小文字の区別）　
　以下のように記述することは、
【０３１８】
【表２４】

【０３１９】
　以下のように記述することと「同一ではない」：
【０３２０】
【表２５】

【０３２１】
　重要：ＸＡＤは、大文字と小文字とを区別する。
【０３２２】
　（エンティティタグ）　
　ＸＡＤのすべてのタグがエンティティタグであるわけではない（「グループ化タグ」お
よび「セレクタタグ」として知られる２つの他の種類のタグがあり、これらは、エンティ
ティタグの些細な変形であり、後の説明において定義される）。しかし、エンティティタ
グは、最も一般的であり、かつ重要な種類のＸＡＤタグである。
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【０３２３】
【表２６】

【０３２４】
　重要：ＸＡＤエンティティタグは、非常に単純に、ランタイムにＣＬＲオブジェクトに
マッピングする。ＣＬＲオブジェクトに関する唯一の制限は、それがＸＡＦエンティティ
であることである。
【０３２５】

【表２７】

【０３２６】
　ＸＡＦエンティティであるために、ＣＬＲオブジェクトは、以下のことを行わなければ
ならない：
　・２つのベースクラス、すなわち、
　　○Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．Ｘａｆ．Ｃｏｒｅ．ＢａｓｅＴｙｐｅｓ．ＥｎｔｉｔｙＥｌ
ｅｍｅｎｔ
　　○Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．Ｘａｆ．Ｃｏｒｅ．ＢａｓｅＴｙｐｅｓ．ＥｎｔｉｔｙＣｏ
ｍｐｏｓｉｔｅ
　の１つから派生し、
　・http://xafteam/xafenv/doc/Platform/Core Components/_Dev/DevIntroToEntityDoma
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ins.docにおいて定義されたある種のプロトコルおよび契約を厳守する。
【０３２７】
　タグビルダクラスは、エンティティの実際のインスタンス化（ファクトリパターン）な
らびにエンティティのパラメータ化の役割を担うクラスである。タグビルダは、実際には
、フレームワークエクステンダ（framework extender）だけに重要な実装詳細である。
【０３２８】
　以下のＨｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄの例には、３つのエンティティタグ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ、Ｗｉｎｄｏｗ、およびＴｅｘｔ）が存在する。
【０３２９】
【表２８】

【０３３０】
　この３つのエンティティタグの各々は、アプリケーションの実行時にエンティティの作
成をもたらす：
　・Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎエンティティは、アプリケーションを「調整し」、最高レベ
ルのアプリケーション機能を制御する、ルートレベルエンティティである；
　・Ｗｉｎｄｏｗエンティティは、アプリケーションのフレームを表示する役割を担うＵ
Ｉエンティティである；
　・Ｔｅｘｔエンティティは、テキスト（このケースでは「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」）
を表示する役割を担うＵＩエンティティである。
【０３３１】
　エンティティタグは、フォームの宣言によって定義され、例えば、Ｔｅｘｔタグ定義は
、以下のように始まる。
【０３３２】

【表２９】

【０３３３】
　重要：すべてのタグ定義は、すべてのエンティティタグをエンティティに最終的にマッ
ピングするのに十分な情報を含む。
【０３３４】
　重要：すべてのエンティティタグは、対応するタグ定義を有する。
【０３３５】
　エンティティタグを、様々な型に分類することができる。これらの型は、拡張可能なセ
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ットであり、実際に、タグに関連付けられたエンティティのＣＬＲ型に対応する。標準フ
レームワークによって多用される型のいくつかの例が、ｓｙｓ：Ｄａｔａ　ｓｙｓ：Ｅｖ
ｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ、ｆｗｋ：ＵＩＥｌｅｍｅｎｔ、およびｓｙｓ：Ｓｅｌｅｃｔｏｒ
である。
【０３３６】
　一般に、ＦｒａｍｅｗｏｒｋネームスペースまたはＳｙｓｔｅｍネームスペースにタグ
を追加することの区別は、以下の基準に基づく：
　１．
　　ａ．タグが内部エンジンインターフェースに依存する
　　ｂ．コア言語と同一のレートのバージョンである
　場合には、Ｓｙｓｔｅｍに追加し、
　２．
　　ａ．内部エンジンインターフェースに依存しない
　　ｂ．コア言語と同一のレートのバージョンではない
　場合には、Ｆｒａｍｅｗｏｒｋに追加する。
【０３３７】
　＄ＴＯＤＯ　－　内部エンジンインターフェースの例を提供する。Ｘａｄファイルおよ
び行番号などの情報の取得が、内部Ｘａｄインターフェースにアクセスすることによって
行われることはわかっているが、重要なものはどれであるか？
　エンティティの型は、エンティティの定義において宣言され、Ｔｅｘｔタグに関して検
討すると、そのＴｙｐｅは、そのタグ定義において以下のように指定されている。
【０３３８】
【表３０】

【０３３９】
　重要：すべてのエンティティタグは、型を有する。
【０３４０】
　（エンティティの基本的なパラメータ化）　
　前のセクションでは、エンティティタグが、ランタイムでのオブジェクト（より具体的
にはＸＡＦエンティティ）の作成をもたらすことを確立した。しかし、オブジェクトが有
用になるためには、オブジェクトは、ある種の意味のあるパラメータ化を必要とする。こ
のセクションでは、ＸＡＤエンティティのパラメータ化に関する最も基本的な形を扱う。
【０３４１】
　　（静的文字列を用いるパラメータ化）　
　ＸＡＤは、エンティティのパラメータを宣言する多数の異なる形を可能にする。一般的
な形は、以下の通りである。
【０３４２】
【表３１】

【０３４３】
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　この宣言は、Ｔｅｘｔエンティティが、「Ｔｅｘｔ」という名前で型「Ｄａｔａ」、よ
り具体的には「Ｓｔｒｉｎｇ　Ｄａｔａ」のパラメータを有することを示している。
【０３４４】
　Ｔｅｘｔエンティティの実際のインスタンスは、以下のようになる：
【０３４５】
【表３２】

【０３４６】
　重要：タグ定義パラメータは、そのパラメータと同一の名前を有する、タグの実際のイ
ンスタンス内の属性に対応する。
【０３４７】
　定義：「静的な値」は、文字列の値が、アプリケーションの有効期間の間、固定されて
いることを意味する。
【０３４８】
　定義：「Ｓｔｒｉｎｇパラメータ」は、パラメータ宣言において、Ｔｙｐｅが「Ｄａｔ
ａ」であり、Ｓｃｈｅｍａが、何らかのＸＳＤ　Ｓｉｍｐｌｅ　Ｔｙｐｅであることを意
味する。
【０３４９】
　重要：静的な値を有するＳｔｒｉｎｇパラメータは、「．／」または「＄」から始める
ことができない。さらに、Ｓｔｒｉｎｇパラメータは、「．」（単一のドット）にするこ
とができない。この３つの表現は、ＸＡＤバインディング用に予約済みである。
【０３５０】
　後のセクションで、＜ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ＞タグを紹介し、「．／」または
「＄」から始まる静的文字列、もしくは「．」だけの静的文字列をどのように表すことが
できるかを説明する。
【０３５１】
　　（単一のエンティティを用いるパラメータ化）　
　前の例では、ハードコーディングされた文字列すなわち静的文字列を使用して、Ｔｅｘ
ｔ　ＵＩ要素のテキストを指定することを選択した。その代わりに、文字列を作成するエ
ンティティを用いて、Ｔｅｘｔ要素をパラメータ化することが可能である。ランダムな文
字列を作成するＲａｎｄｏｍ　Ｗｏｒｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒエンティティについて検討
する。
【０３５２】
【表３３】

【０３５３】
（Ｒａｎｄｏｍ　Ｆｏｎｔ　Ｆａｍｉｌｙの宣言は、主に、Ｔｙｐｅ属性が、Ｔｅｘｔの
ＦｏｎｔＦａｍｉｌｙパラメータの対応するＴｙｐｅ属性と一致するという事実を強調す
るためにリストされたものである）。
【０３５４】
　別のエンティティを用いてパラメータ化されたＦｏｎｔＦａｍｉｌｙは、以下のように
なる：
【０３５５】
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【表３４】

【０３５６】
　これは、「ＴｅｘｔエンティティのＦｏｎｔＦａｍｉｌｙパラメータについて有効とし
てＲａｎｄｏｍ　Ｆｏｎｔ　Ｆａｍｉｌｙを使用せよ」と解釈することができる。
【０３５７】
　重要：「Ｐａｒａｍ」属性は、所与のエンティティがどの単一のパラメータに対応する
のかを示すのに使用される。
【０３５８】
　定義：単一のパラメータは、そのパラメータが多くとも１つのエンティティ（エンティ
ティのセットではない）をとることを意味する。エンティティのセットのパラメータ化に
ついては、次のセクションで扱う。
【０３５９】
　重要：「Ｐａｒａｍ」は、予約済みパラメータ名である。
【０３６０】
　これは、単純に、ユーザ定義パラメータに「Ｐａｒａｍ」と命名することができないこ
とを意味する。以下のことを記述することは、不正である。
【０３６１】

【表３５】

【０３６２】
　他のエンティティを用いるエンティティのパラメータ化をよりよく理解してもらうため
に、エンティティ階層内に余分のレベルを有する次の例を検討する。
【０３６３】

【表３６】

【０３６４】
　Ｘｍｌ　Ｆｉｌｅ　Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅエンティティは、数のリストを含むＸｍｌ
ファイルの名前を用いてパラメータ化される。Ｆｉｌｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒエンティテ
ィは、数のリストを作成するものと考えることができる。Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｖａｌｕｅ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍは、（このケースでは、Ｘｍｌ　Ｆｉｌｅ　Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅ
によって提供される）リストを用いてパラメータ化される。
【０３６５】
　Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｖａｌｕｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍは、最大値を有するリスト項目を作
成する。次に、Ｔｅｘｔ要素が、Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｖａｌｕｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍによ
って作成されたリスト項目を用いてパラメータ化される（リスト項目がＴｙｐｅ　ｓｙｓ
：Ｄａｔａであり、かつＴａｒｇｅｔＴｙｐｅ　ｆｗｋ：Ｓｔｒｉｎｇである限り、その
リスト項目をＴｅｘｔによって使用することができる）。
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【０３６６】
　次の図は、ここで発生しているネストされたデータフローを例示するのを助けるもので
ある。
【０３６７】
【表３７】

【０３６８】
　これを記述する別の形は、Ｐａｒａｍ属性を使用しない。こちらの方が理解されやすい
ことが多い。
【０３６９】

【表３８】

【０３７０】
　上のＸａｄからわかるように、Ｐａｒａｍ構文を使用することによって、Ｘａｄアプリ
ケーションをより簡潔にすることができる。しかし、この構文の使用は、機能的ではなく
、スタイルの問題である。
【０３７１】
　　（エンティティのセットを用いるパラメータ化）　
　ここまでは、単一のパラメータ化に焦点を合わせた。単一のパラメータとは、多くとも
１つのエンティティをとるパラメータである。しかし、複数のエンティティをとるパラメ
ータを宣言することが可能である。以下について検討する。
【０３７２】
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【表３９】

【０３７３】
　その名が示す通り、ＦｌｏｗＰａｎｅｌ要素は、ＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔのフローを表示
する。「フロー」される明示的なＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔのセットは、「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ
」という名前のパラメータを介して指定することができる。
【０３７４】
　ＦｌｏｗＰａｎｅｌインスタンスは、以下のように指定することができる：
【０３７５】
【表４０】

【０３７６】
　ＦｌｏｗＰａｎｅｌ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎグループ化タグの下で指定されるエンティティ
のセットは、ＦｌｏｗＰａｎｅｌの「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」パラメータに対応する。
【０３７７】
　結果として生じるビューは、以下のようになる：
　　Ｃｈｒｉｓ　Ｈａｃｋｍａｎｎ
　　Ｖｌａｄｏ　Ｈｒｉｓｔｏｖ
　　Ｗｉｌｌｉａｍ　Ａｉｔｋｅｎ
【０３７８】
　重要：エンティティのセットをサポートするすべてのパラメータについて、そのパラメ
ータと同一の名前を有する暗黙的なグループ化タグが存在する。
【０３７９】
　重要：グループ化タグは、そのグループ化タグに対応するパラメータを指定するエンテ
ィティと同一のネームスペース内に存在する。
【０３８０】
　１つのサブＵＩ　ＥｌｅｍｅｎｔだけがＦｌｏｗＰａｎｅｌに関して指定された場合、
以下のように記述することは、それでも有効である。
【０３８１】
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【表４１】

【０３８２】
　重要：１つのエンティティだけが使用される場合であっても、グループ化タグは、エン
ティティのセットをサポートするパラメータに対して使用することができる。
【０３８３】
　（１つのエンティティだけが指定される限り、）セットをとるパラメータに「Ｐａｒａ
ｍ」を使用することが有効であることに留意されたい。
【０３８４】
【表４２】

【０３８５】
　以下の記述も有効である。
【０３８６】
【表４３】

【０３８７】
　以下のように記述することも可能である。
【０３８８】
【表４４】
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【０３８９】
　ＸＱｕｅｒｙの使用が有効なのは、これがＦｌｏｗＰａｎｅｌのＦｌｏｗＯｒｉｅｎｔ
ａｔｉｏｎパラメータの値として使用されているからである（Ｐａｒａｍ＝“ＦｌｏｗＯ
ｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ”によって表される）。Ｐａｒａｍ＝“．．．”が省略された場合
には、これは無効なＸａｄとなる。
【０３９０】
　重要：エンティティのセットの指定は、複数のグループ化タグに分割することができる
。
【０３９１】
　　（Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）　
　重要：すべてのエンティティ（ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａを除く）は、任意のエン
ティティの無制限のセットをとる、Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓと呼ばれる暗黙的なパラメータを
有する。
【０３９２】
　すべてのエンティティに対して暗黙的にサポートされる、「Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ」とい
う名前の特殊なパラメータが存在する。唯一の例外は、ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａで
あり、これはＲｅｓｏｕｒｃｅｓをサポートしない。Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓパラメータは、
所与のエンティティの下で任意のエンティティのセットをアンカリングするのに使用され
る。
【０３９３】
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓパラメータは、Ａｃｔｉｏｎおよび状態の「グラブバッグ（grab-b
ag）」として、アプリケーションの最上位レベルで使用されることが多い。次に、それら
のＡｃｔｉｏｎおよび状態が、例えば、以下のように、アプリケーション全体を通じて使
用される。
【０３９４】
【表４５】

【０３９５】
　ＵＩ要素が状態および／またはＡｃｔｉｏｎにバインドされる形は、ＸＡＤバインディ
ング構造を説明するときに明白になる。データコネクタの「Ｎａｍｅ」属性およびＡｃｔ
ｉｏｎは、バインディングのコンテキストでも説明する。
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【０３９６】
　　（デフォルトパラメータ）　
　ここまでで、ＸＡＤ内でパラメータを指定する２つの形、すなわち、「Ｐａｒａｍ」属
性の使用およびグループ化タグの使用を扱った。しかし、以下のＨｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ
の例では、この両方が使用されない。
【０３９７】
【表４６】

【０３９８】
　その理由は、このＨｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄの例が、「デフォルトパラメータ」に依拠し
ているからである。この例を、以下のように書き直すことができる。
【０３９９】
【表４７】

【０４００】
　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎのタグ定義は、以下のことに類似した行を含む。
【０４０１】
【表４８】

【０４０２】
【表４９】

【０４０３】
　重要：すべてのエンティティは、そのパラメータのうちの１つをデフォルトパラメータ
として定義することができる。その結果、デフォルトパラメータに対応するエンティティ
は、「Ｐａｒａｍ」属性またはグループ化タグのいずれかを使用して修飾される必要がな
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【０４０４】
　上記のＦｌｏｗＰａｎｅｌの例を想起されたい。
【０４０５】
【表５０】

【０４０６】
　これを、グループ化タグ（すなわち、ＦｌｏｗＰａｎｅｌ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）なしで
書き直すことができる。というのは、「Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が、ＦｌｏｗＰａｎｅｌエン
ティティのデフォルトパラメータとして指定されるからである。
【０４０７】

【表５１】

【０４０８】
　重要：あるエンティティの所与のインスタンスを、デフォルトパラメータと非デフォル
トパラメータとの両方を用いてパラメータ化することができる。
【０４０９】
　　（アタッチドパラメータ）　
　ここまでで、エンティティが閉じられたパラメータのセットをどのように宣言できるか
を確立した。次に、以下のＸＡＤスニペットを検討する。
【０４１０】
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【表５２】

【０４１１】
　結果のビューは、多少は以下のように見えることになる。
【０４１２】
【表５３】

【０４１３】
　これらのＴｅｘｔエンティティは、ＤｏｃｋＰａｎｅｌエンティティの「Ｃｈｉｌｄｒ
ｅｎ」パラメータとして指定される。
【０４１４】
　想起されたいこと：ＣｈｉｌｄｒｅｎはＤｏｃｋＰａｎｅｌエンティティのデフォルト
パラメータなので、グループ化タグの必要性はない。
【０４１５】
　注記すべき興味深い点は、「ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋ」が、Ｔｅｘｔエンティテ
ィの各々に対する属性として指定されていることである。しかし、「ＤｏｃｋＰａｎｅｌ
．Ｄｏｃｋ」は、Ｔｅｘｔエンティティのタグ定義において指定されたパラメータの「１
つではない」。
【０４１６】
　想起されたいこと：今までは、タグのインスタンスは、それに対応するタグ定義におい
てパラメータとして定義された属性だけを使用することができた。
【０４１７】
　「ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋ」は、アタッチドパラメータの一例である。これは、
実際にはＤｏｃｋＰａｎｅｌエンティティの宣言において定義される。
【０４１８】
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【表５４】

【０４１９】
　これは、Ｃｈｉｌｄｒｅｎパラメータの一部として指定されるＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔご
とに、ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋという名前のアタッチドパラメータを指定すること
が可能であることを示している。
【０４２０】
　アタッチドパラメータ（既知のＶ１シナリオのいずれにも違反しない）の（Ｘａｄエン
ジンによる）技術的制限は、単一ではないアタッチドパラメータを指定することができな
いことである。例えば、以下のように記述することは、不正である。
【０４２１】
【表５５】

【０４２２】
　重要：Ｘａｄエンジンは、単一ではないアタッチドパラメータをサポートしない。
【０４２３】
　重要：ＡｔｔａｃｈｅｄＰａｒａｍのＴｙｐｅは、必ずｓｙｓ：Ｄａｔａでなければな
らない。
【０４２４】
　（ＴａｒｇｅｔＴｙｐｅは、基礎になるＭａｎａｇｅｄ　Ａｖａｌｏｎ型を定義し、こ
の型は、「Ｄｏｃｋ」アタッチドパラメータのＡｖａｌｏｎ型を定義する。）
【０４２５】
　用語アタッチドパラメータは、このパラメータがエンティティの親（このエンティティ
自体ではなく）によって「提供される（sponsored）」か、または「アタッチされる」と
いう事実に由来する。
【０４２６】
　さらに、ＤｏｃｋＰａｎｅｌ．Ｄｏｃｋ構文は、アタッチドパラメータとしてパラメー
タの特性を呼び出すのに使用される。第１の態様すなわちＤｏｃｋＰａｎｅｌは、パラメ
ータを提供するエンティティを定義する。一方、第２の態様すなわちＤｏｃｋは、Ｄｏｃ
ｋＰａｎｅｌタグ定義内で定義されるアタッチドパラメータのＮａｍｅを定義する。
【０４２７】
　重要：あるエンティティのアタッチドパラメータは、通常のパラメータと同一の形で指
定されるが、そのエンティティの親／そのエンティティを含むエンティティによって「オ
ーソライズされ」、管理される。
【０４２８】
　重要：アタッチドパラメータのデフォルト値は、ＸＡＤが公開している対応するＸＡＭ
Ｌ要素によって決定される。その結果、ユーザは、上記で指定されたデフォルト値を見な
い。



(92) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【０４２９】
　　（インラインデータ）　
　ここまでの例では、属性を介して単純な静的文字列を指定するか、より複雑なデータを
ＸＡＤに持ち込むためにデータソースに依拠するかのいずれかであった。
【０４３０】
　Ｉｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａエンティティは、単純なデータと複雑なデータとの両方をＸＡ
Ｄに直接的に埋め込むのに使用できる、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」のＳｙｓｔｅｍエンティ
ティである。
【０４３１】
　以下のＸＡＤを記述する代わりに、
【０４３２】
【表５６】

【０４３３】
　以下のように、Ｄａｔａ．ｘｍｌからＸＡＤに直接的にデータを埋め込むことが可能で
ある。
【０４３４】

【表５７】

【０４３５】
　（属性構文ははるかに簡潔であるにもかかわらず、）Ｉｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａエンティ
ティを使用して、単純なテキスト値を指定することも可能である。「＄」または「．」か
ら始まる文字列など、ある種のエッジ制約（edge condition）のために、Ｉｎｌｉｎｅ　
Ｄａｔａエンティティは、ＸＡＤ内で直接的に文字列を指定する唯一の形である。
【０４３６】

【表５８】

【０４３７】
　結果として生じるビューは、　＄５００　と表示する。
【０４３８】
　１）（ＴｏｎｙＷによる追加）単純な文字、すなわち、「＄」および「．」を簡単にエ
スケープするというアイデアを探る必要がある。「＄」の場合には、「＄＄」を使用でき
ると思われる。「．」をエスケープする簡単な形はないと思われる。
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【０４３９】
　定義：＜ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ＞は、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」のエンティティ
タグであり、その下で直接的に書き込まれる単純なコンテンツまたは複雑なコンテンツを
作成する。
【０４４０】
　（バインディングを介するパラメータ化）　
　　（タグの命名）　
　重要：Ｎａｍｅは予約済みパラメータ名である。
【０４４１】
　これは、単純に、ユーザ定義パラメータにＮａｍｅという名前を付けられないことを意
味する。以下のように記述することは、不正である。
【０４４２】
【表５９】

【０４４３】
　重要：Ｎａｍｅ属性は、任意のエンティティタグ、グループ化タグ、またはセレクタタ
グに書き込むことができる。
【０４４４】
　セレクタタグについてはまだ説明していないが、さしあたって、この文は、すべてのエ
ンティティタグおよびグループ化タグに名前を付けることができることを意味する。この
命名は、純粋に、バインディング（別名エンティティの共有）を可能にするためである。
例えば、
【０４４５】
【表６０】

【０４４６】
　重要：Ｎａｍｅは、スコープ内で一意でなければならない。タグ定義の本体内のエンテ
ィティのいずれもがスコープを導入しない場合には、名前は、そのタグ定義の本体内で一
意でなければならない。
【０４４７】
　スコープの概念についてはまだ紹介していないが、この説明のためには、ある種のパラ
メータを、新しいスコープを導入するものとして考えることで十分である。この文は、タ
グ定義の本体内にそのような「スコープを導入する」パラメータがない場合に、名前がそ
のタグ定義の本体内で一意でなければならないことを示している。
【０４４８】
　タグ定義内に複数のスコープが存在する場合には、名前の一意性制限が緩和される。名
前は、所与のスコープ内で一意であるだけでよい。これは、スコープ付きパラメータを説
明するときにより明瞭になるはずである。
【０４４９】
　　（エンティティへのバインディング）　
　共通のデータソースに対する２つのビューを検討する。ＸＡＤ用語では、これは、３つ
のエンティティ、すなわち、２つのＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔエンティティおよび共有される
Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅエンティティを伴う。
【０４５０】
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【表６１】

【０４５１】
　ここまでの説明では、必ず、エンティティと、そのエンティティが当該エンティティを
用いてパラメータ化されるエンティティとの間に１対１マッピングが存在した。しかし、
エンティティの共有は、明らかに一般的なシナリオである。ＸＡＤは、このことを達成す
るのに必要な構造を有する。
【０４５２】

【表６２】

【０４５３】
　重要：ＳｏｍｅＰａｒａｍ＝“＄ＳｏｍｅＮａｍｅ”という形の属性は、ＳｏｍｅＰａ
ｒａｍパラメータがＳｏｍｅＮａｍｅという名前のエンティティにバインドされることを
意味する。
【０４５４】
　重要：パラメータの型およびパラメータがバインドされるエンティティの型は、一致し



(95) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

なければならない。
【０４５５】
　これは、以下のことが不正であることを意味する。
【０４５６】
【表６３】

【０４５７】
　Ｂｅｅｐ　Ｃｏｍｍａｎｄエンティティは、型「ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ」
であるが、Ｔｅｘｔパラメータは、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」である。
【０４５８】
　ＴａｂｌｅおよびＴｒｅｅを伴う上記の例では、ＭｙＴａｂｌｅ．ｘｍｌが以下の形を
有する。
【０４５９】
【表６４】

【０４６０】
　Ｔｒｅｅは、任意のツリーを使用することができるが、Ｔａｂｌｅは、表形状を有する
データ（上記のデータについてはそうである）を必要とする。
【０４６１】
　次に、Ｔａｂｌｅ．ｘｍｌが、その代わりに以下を含む場合にどうなるかを検討する。
【０４６２】
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【表６５】

【０４６３】
　Ｔａｂｌｅは、表形式でないデータ（＜ＳｅａｒｃｈＲｅｓｕｌｔｓ＞タグ）にバイン
ドされることになる。
【０４６４】
　この不一致を解決するためには、Ｔａｂｌｅパラメータに関するＴａｂｌｅのバインデ
ィングを、以下のように書き直さなければならない。
【０４６５】
【表６６】

【０４６６】
　このバインディングは、「ＴａｂｌｅのＴａｂｌｅパラメータを、ＳｈａｒｅｄＤａｔ
ａＳｏｕｒｃｅという名前のエンティティによって返されるＸｍｌツリー内のｍｙｄ：Ｔ
ａｂｌｅＤａｔａ要素にバインドせよ」と解釈される。
【０４６７】
　＄ＳｈａｒｅｄＤａｔａＳｏｕｒｃｅが、Ｘｍｌファイルのルートにバインドされる、
すなわち、＄ＳｈａｒｅｄＤａｔａＳｏｕｒｃｅが＜ＳｅａｒｃｈＲｅｓｕｌｔｓ　．．
．＞のエイリアスになることに留意することが重要である。したがって、位置＄Ｓｈａｒ
ｅＤａｔａＳｏｕｒｃｅ／ｍｙｄ：ＴａｂｌｅＤａｔａは、ｍｙｄ：ＳｅａｒｃｈＲｅｓ
ｕｌｔｓ／ｍｙｄ：ＴａｂｌｅＤａｔａを指定することに類似する。
【０４６８】
　さらに、位置に対するネームスペースプレフィックスの使用に留意されたい。これは、
非常に重要である。
【０４６９】
　Ｘｍｌファイルは、ｘｍｌｎｓ＝“ＭｙＤａｔａ”というデフォルトネームスペースを
指定するので、Ｘａｄ内のバインディング位置は、データへのアクセスを試みるときに同
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ンは、デフォルトネームスペースとして、Ｘａｄ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋネームスペースを
使用する。
【０４７０】
　したがって、バインディングが以下のように指定され、
【０４７１】
【表６７】

【０４７２】
　かつ、ＦｒａｍｅｗｏｒｋネームスペースがＸａｄアプリケーションにおけるデフォル
トネームスペースである場合に、バインディングは、以下のように解釈される。
【０４７３】

【表６８】

【０４７４】
　明らかに、これは、Ｘｍｌファイルから所望のデータを提供することにはならない。し
たがって、ｘｍｌｎｓ：ｍｙｄ＝“ＭｙＤａｔａ”ネームスペースの宣言は、非常に重要
である。これを行わないことが、しばしば、多数のいらいらさせるアプリケーションバグ
の原因となる。
【０４７５】
　重要：＄ＳｏｍｅＮａｍｅ／ＳｏｍｅＸＰａｔｈの形のバインディングは、ＳｏｍｅＮ
ａｍｅという名前のデータエンティティによって公開されたツリー内の位置へのバインデ
ィングを意味する。この位置は、ＳｏｍｅＸＰａｔｈによって指定され、ＳｏｍｅＸＰａ
ｔｈは、有効な相対位置でなければならない。
【０４７６】
　定義：データエンティティは、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」の任意のエンティティである。
【０４７７】
　所与のタグ定義の本体内で実際にバインドできるエンティティは、スコープの概念によ
って制限される。これは、スコープ付きパラメータの概念を以下で紹介するときに、より
詳細に扱うことにする。
【０４７８】
　　　（有効な相対位置）　
　次のＸｍｌファイル（ＲｅｌＬｏｃＤａｔａ．ｘｍｌ）は、以下の相対位置の例におい
て使用される。
【０４７９】
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【表６９】

【０４８０】
【表７０】

【０４８１】
【表７１】

【０４８２】
　　　（Ｔｅｘｔ　Ｅｌｅｍｅｎｔの指定）　
【０４８３】
【表７２】

【０４８４】
　これは、値Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｄａｎｔｏｎを作成する。
【０４８５】
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【表７３】

【０４８６】
　　　（認識しておくべきいくつかの詳細）　
　留意すべき主要な態様は、相対位置が基礎になるデータソースにどのようにマッピング
されるかである。＄ＲｅｌＬｏｃＤａｔａが、Ｘｍｌ文書全般にはマッピングされないこ
とに留意されたい。そうではなく、＄ＲｅｌＬｏｃＤａｔａは、文書のルート、すなわち
、＜ＴａｂｌｅＤａｔａ　．．．＞にマッピングされる。これについて考える別の形は、
＄ＳｏｍｅＢｉｎｄｉｎｇが、それがバインドされるデータのＸｍｌルートのエイリアス
になるというものである。この理由から、以下のように記述することができる。
【０４８７】

【表７４】

【０４８８】
というのは、これが、ｍｙｄ：ＴａｂｌｅＤａｔａ／ｍｙｄ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅｓ．．．
と記述することと本質的に同一であるからである。
【０４８９】
　バインディングを使用するときに認識しておくべきいくつかの他の態様。データソース
が、データのテキスト要素への直接的なルート＄ＳｏｍｅＢｉｎｄｉｎｇバインディング
を有しておらず、その値として、例えば、以下を公開する場合。
【０４９０】
【表７５】

【０４９１】
　この場合に、Ｔｅｘｔ＝“＄ＵｎｒｏｏｔｅｄＤａｔａ”を指定すると、＄Ｕｎｒｏｏ
ｔｅｄＤａｔａが文字列“Ｗｈｅｒｅ　ｉｓ　ｍｙ　ｒｏｏｔ？”に直接的にマッピング
されるのが認識されよう。
【０４９２】
　既に理解されていると思われるが、明示的に呼び出すことがよい最後のシナリオは、例
えば、以下のルート専用データソースである。
【０４９３】
【表７６】

【０４９４】
　この場合に、＄ＲｏｏｔＯｎｌｙＤａｔａは、タグ＜Ｒｏｏｔ＞にマッピングされ、デ
フォルトで、そのタグの下の最初のテキスト要素、すなわち、文字列“Ｉ　Ｒｏｏｔ　ｔ
ｈｅｒｅｆｏｒｅ　Ｉ　ａｍ”を返す。
【０４９５】
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　以下のように属性値を指定すると、
【０４９６】
【表７７】

【０４９７】
値１が作成される。
【０４９８】
【表７８】

【０４９９】
【表７９】

【０５００】
　以下のように特定の子を指定すると、
【０５０１】
【表８０】

【０５０２】
　値Ａｎｄｙ　Ｗａｓｓｙｎｇが作成される（すなわち、Ｅｍｐｌｏｙｅｅｓの２番目の
子）。
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【０５０３】
　＄ＴＯＤＯ　－　時間が許す限りこのリストに追加すること
【０５０４】
　　（グループ化タグへのバインディング）　
　エンティティタグにバインドできることに加えて、グループタグにバインドすることが
可能である。例えば、
【０５０５】
【表８１】

【０５０６】
　Ｍｅｒｇｅ　Ｔｒｅｅｓ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍエンティティは、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ
」のエンティティのセットをとる、「Ｔｒｅｅｓ」と呼ばれるパラメータを有する。Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅｓグループ化タグにバインドすることによって、Ｍｅｒｇｅ　Ｔｒｅｅｓ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍは、Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓグループ化タグの下のエンティティのセット
に「バインド」されることになる。
【０５０７】
　重要：グループ化タグへのバインディングは、そのグループ化タグの下で指定されるエ
ンティティのセットへのバインディングをもたらす。
【０５０８】
　　（タグ定義の仮パラメータへのバインディング）　
　このトピックを、バインディングのコンテキストにおいて説明しているが、このトピッ
クは、実際には、単なるパラメータのバインディングを超えたものに関する。ここでは、
抽象化のプログレッシブなレベルを有するタグ（従来の言語における関数によく似ている
）を簡単に作成するのに、ＸＡＤをどのように使用できるかを示す。
【０５０９】
　以下のＸＡＤスニペットを検討する。
【０５１０】

【表８２】

【０５１１】
　このＸＡＤスニペットを「ＴａｂｌｅＷｉｔｈＣａｐｔｉｏｎ」という名前の抽象化と
して作り直したいと仮定することが現実的である。関数によく似て、抽象化のユーザは、
何らかの挙動を再パラメータ化することを望む場合がある。これは、「ＴａｂｌｅＷｉｔ
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ることができる。このタグは、２つのパラメータ、すなわち、「Ｃａｐｔｉｏｎ」および
「ＴａｂｌｅＦｉｌｅ」をとる。ＸＡＤ作成者は、以下の純粋な宣言定義を介して、これ
を達成することができる。
【０５１２】
【表８３】

【０５１３】
　仮パラメータが、タグ定義の本体内のエンティティが参照されるのと正確に同一の形で
、どのように参照されるかに留意されたい。
【０５１４】
　重要：タグ定義の本体内で、タグ定義に対する仮パラメータを、ＳｏｍｅＰａｒａｍ＝
“＄ＦｏｒｍａｌＰａｒａｍＮａｍｅ”という形のバインディング構造によって参照する
ことができる。
【０５１５】
　重要：型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」の仮パラメータについて、ＳｏｍｅＰａｒａｍ＝“＄Ｆ
ｏｒｍａｌＤａｔａＰａｒａｍＮａｍｅ／ＳｏｍｅＸＰａｔｈ”という形のバインディン
グ構造を記述することが可能である。ＳｏｍｅＸＰａｔｈは、有効な相対位置でなければ
ならない。
【０５１６】
　重要：パラメータの型およびパラメータがバインドされる仮パラメータの型は、一致し
なければならない。
【０５１７】
　重要：タグ定義の本体内のエンティティの名前およびタグ定義への仮パラメータの名前
は、同一であってはならない。
【０５１８】
　これは、ローカル変数による仮パラメータのシャドウイング（shadowing）を許容しな
いことと同等である。以下のように記述することは、不正である。
【０５１９】
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【表８４】

【０５２０】
　ＴａｂｌｅＷｉｔｈＣａｐｔｉｏｎタグの実際のインスタンス化は、以下のようなもの
とすることができる。
【０５２１】

【表８５】

【０５２２】
　ＴａｂｌｅＷｉｔｈＣａｐｔｉｏｎなどの抽象化を作成するときの一般的なシナリオは
、いくつかのパラメータについてデフォルト値を設けることである。タグ定義は、そのよ
うなデフォルト値を指定するための備えを有する。このケースでは、Ｃａｐｔｉｏｎパラ
メータが、オプションとして指定され、文字列「Ｒｅｓｕｌｔｓ」をデフォルトとする。
【０５２３】

【表８６】

【０５２４】
　「ＴａｂｌｅＷｉｔｈＣａｐｔｉｏｎ」のインスタンス化は、もはやＣａｐｔｉｏｎを
必要としない。
【０５２５】
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【表８７】

【０５２６】
　デフォルトが文字列ではない場合、デフォルトの宣言には、インラインエンティティタ
グが含まれることになる。例えば、
【０５２７】

【表８８】

【０５２８】
　　（編集を可能にするためのバインディングの使用）　
　＜ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａ＞でＷｒｉｔａｂｌｅ属性を設定することによって、
Ｉｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａエンティティが書き込み可能になる。
【０５２９】
　重要：Ｗｒｉｔａｂｌｅは、実際には定数パラメータであり、したがって、データバイ
ンドすることができず、静的な値を使用して表されなければならない。
【０５３０】
　以下の例に、ＸＡＤ内の「スクラッチパッド」として書き込み可能なＩｎｌｉｎｅ　Ｄ
ａｔａエンティティの簡単な使用を示す。
【０５３１】
【表８９】

【０５３２】
　Ｔｅｘｔが最初に表示されるとき、表示されるテキストは、Ｉｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａエ
ンティティの初期値、すなわち、
　Ｂｙｅ
　である。
【０５３３】
　「ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎ」は、型「ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌ
ｅｒ」のパラメータである。「ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎ」パラメータに
対応するアクション（Ｐａｒａｍ＝“ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎ”によっ
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ず呼び出される。このケースでは、ＳｅｔＴｅｘｔＶａｌｕｅＡｃｔｉｏｎが、呼び出さ
れ、Ｉｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａエンティティの＜Ｇｒｅｅｔｉｎｇ＞要素のテキスト値を変
更する。これは、ＳｅｔＴｅｘｔＶａｌｕｅＡｃｔｉｏｎが、Ｄａｔａ（Ｄａｔａ＝“＄
ＳｃｒａｔｃｈＰａｄ”によって表される）パラメータを介してＩｎｌｉｎｅ　Ｄａｔａ
エンティティにバインドされているからである。要約すると、Ｔｅｘｔによって受け取ら
れた左マウスダウンイベントは、Ｔｅｘｔが
　Ｃｉａｏ
　を表示することをもたらす。
【０５３４】
　同様に、右マウスダウンイベントは、Ｔｅｘｔが
　Ａｕ　Ｒｅｖｏｉｒ
　を表示することをもたらす。
【０５３５】
　書き込み可能データへのアクションのバインディングは、ＸＡＤにおいて編集可能性を
達成する一般的な方法である。
【０５３６】
　テーブルへの新しい行の挿入を伴う、わずかに異なる以下のシナリオを検討する。
【０５３７】
【表９０】

【０５３８】
　ＣＤｓ．ｘｍｌが、
【０５３９】
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【表９１】

【０５４０】
を含む場合には、当初に表示されるテーブルは、次のように見える：
　　Ａｃｈｔｕｎｇ　Ｂａｂｙ　　Ｕ２　　　　　　　１９．９９
　　Ｆｉｒｅｓｔａｒｔｅｒ　　　Ｐｒｏｄｉｇｙ　　２１．９９
【０５４１】
　Ｔａｂｌｅが右マウスダウンイベントを受け取るときに、ＡｐｐｅｎｄＳｉｂｌｉｎｇ
ＴｒｅｅＡｃｔｉｏｎが、呼び出され、そのＴｒｅｅ属性について指定された値を、その
Ｓｉｂｌｉｎｇパラメータによって提供されるノードに追加する。これが発生した後に、
ツリーは、以下のようになる：
【０５４２】
【表９２】

【０５４３】
　ツリーへの更新のために、テーブル表示が自動的に更新され、その結果、テーブル表示
は、以下のように見えるようになる：
　　Ａｃｈｔｕｎｇ　Ｂａｂｙ　　Ｕ２　　　　　　　１９．９９
　　Ｆｉｒｅｓｔａｒｔｅｒ　　　Ｐｒｏｄｉｇｙ　　２１．９９
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　　？　　　　　　　　　　　　　？　　　　　　　　０．００
【０５４４】
　（Ｍａｉｎタグ）　
　上記のカノニカルなＨｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄの例で見られるように、Ｘａｄアプリケー
ションのエントリポイントは、ＣアプリケーションまたはＣ＃アプリケーションのＭａｉ
ｎ関数に似ている。Ｘａｄ設計時シェルすなわちＸａｄ．ｅｘｅが動作するときに、Ｘａ
ｄ．ｅｘｅは、「Ｍａｉｎ」ＴａｇＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎ、すなわち、Ｎａｍｅ＝“ｓｙ
ｓ：Ｍａｉｎ”を有するタグを探し、これをアプリケーションのエントリポイントとして
使用する。
【０５４５】
　一般的な命令言語との類似性について続けると、ｓｙｓ：Ｍａｉｎタグ定義を、コマン
ドライン値を用いてパラメータ化することができる。さらに、ｓｙｓ：Ｍａｉｎタグ定義
は、アプリケーションの実行時に値を自動的に提供される３つの予め定義された値を公開
する。
【０５４６】
　　（自動投入されるＰａｒａｍ）　
　３つの名前がｓｙｓ：Ｍａｉｎパラメータタグのために予約されており、その名前は、
ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙ、ＩｎｉｔｉａｌＷｏｒｋｉｎｇＤｉｒｅｃｔｏｒｙ
、およびＭｅｔａｄａｔａである。これらの各々が、公開され、同一の形でバインドされ
る。さらに、これらの各々は、読み取り専用である。以下では、ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅ
ｃｔｏｒｙパラメータを使用する例を提示する。
【０５４７】
　ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙは、そのＢａｓｅＵｒｉパラメータの値として、Ｘ
ｍｌＦｉｌｅＤａｔａＳｏｕｒｃｅと関連させて一般的に使用される。以下のＸａｄを検
討する。
【０５４８】
【表９３】

【０５４９】
　ＢａｓｅＵｒｉの値として＄ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙを使用することは、Ｄ
ａｔａＳｏｕｒｃｅに関連付けられたファイルが、Ｘａｄ．ｅｘｅすなわちＸａｄアプリ
ケーション用の設計時シェルに渡されるファイルの位置で探されることを示すものである
。したがって、ｆｏｏ．ｘａｄが、アプリケーションであり、Ｃ：＼ｘａｆ＼ｄｅｍｏｓ
＼ｐｅｒｓｏｎａｌ＼にある場合には、ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙは、Ｃ：＼ｘ
ａｆ＼ｄｅｍｏｓ＼ｐｅｒｓｏｎａｌと等しくなり、Ｆｉｌｅによって定義されるファイ
ルは、そのディレクトリパス内で検索されることになる。
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【０５５０】
　以下では、３つの予約済みパラメータの自動投入される値を定義する：
　・ＸａｄＢａｓｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙ　－　Ｘａｄ．ｅｘｅが起動された位置ではなく
、アプリケーションのＸａｄベースディレクトリ、すなわち、アプリケーションがあるデ
ィレクトリから起動された当該ディレクトリを示した文字列；
　・ＩｎｉｔｉａｌＷｏｒｋｉｎｇＤｉｒｅｃｔｏｒｙ　－　Ｘａｄ．ｅｘｅが起動され
た位置ではなく、アプリケーションの初期作業ディレクトリ、すなわち、アプリケーショ
ンがあるディレクトリから起動された当該ディレクトリを示した文字列；
　・Ｍｅｔａｄａｔａ　－　アプリケーションに現在関連付けられているすべてのロード
されたアセンブリのマージされたメタデータのツリー。
【０５５１】
　以下のＸａｄアプリケーションは、３つすべてのパラメータの使用を示す。
【０５５２】
【表９４】

【０５５３】
　重要：自動投入されるｍａｉｎパラメータの各々は、読み取り専用であり、したがって
、アプリケーションによってランタイムに変更することはできない。
【０５５４】
　　（コマンドラインパラメータ化）　
　予約済みの自動投入されるｓｙｓ：Ｍａｉｎに加えて、アプリケーションは、ｓｙｓ：
Ｍａｉｎのパラメータと異なる名前を有する任意の数のパラメータを指定することができ
る。これらのパラメータは、コマンドラインに基づいてパラメータ化され、すべての形の
アプリケーション構成について使用することができる。以下のＸａｄは、ｓｙｓ：Ｍａｉ
ｎパラメータの指定と、その後その値を提供するコマンドラインの指定との例を提供する
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【０５５５】
【表９５】

【０５５６】
　．．．コマンドライン．．．
　xad CommandLine.xad /TextData=Testing
　．．．より一般的には．．．
　xad <AppFile> [/<ParamName1>=<Value1>[/<ParamName2>=<Value2>[ ...]]] [Switches
]
　．．．これは、以下のアプリケーションをもたらす．．．
【０５５７】
【表９６】

【０５５８】
（コマンドラインパラメータに渡される値は、単純なテキストである必要はなく、ファイ
ル名、イメージ位置などとすることができる）。
【０５５９】
　（無視されるブロック）　
　ＸａｄがＸｍｌベースの言語であることを想起されたい。より具体的には、Ｘａｄコー
ドは、「有効なＸｍｌでなければならない」。これは、Ｘａｄアプリケーションの開発を
試みるときの興味深い制限、すなわち、「コメントアウトし、コーディングする（commen
t-out and code）」という手法を作り出す。明瞭にするために、Ｘｍｌは、コメントのネ
ストをサポートせず、例えば、以下のＸｍｌは不正である。
【０５６０】
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【表９７】

【０５６１】
　したがって、Ｃ＋＋またはＣ＃などの命令言語と異なって、コメントにコメントするこ
とは、そのような動作をサポートする特殊な構文がなければＸａｄでは不可能であり、こ
の機能は、ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋという名前のタグの形で現れ、以下のよう
に定義される。
【０５６２】
　ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋタグは、残りのＸａｄが有効である限り、＜ｓｙｓ：Ｘａｄ
＞スコープの下のどこにでも存在することができる。以下のことを検討する。
【０５６３】
【表９８】

【０５６４】
　Ｘａｄコメントタグは、これらの要素のいずれの回りにもラップすることができない。
というのは、これらのすべてが、有効なＸａｄアプリケーションに必須であるからである
。
【０５６５】
　ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋの最初の出現は、それ自体およびその子をＸａｄチェッカに
よって無視させる。以下の有効なＸａｄを検討する。
【０５６６】
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【表９９】

【０５６７】
　以下のＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋタグを追加すると、
【０５６８】

【表１００】

【０５６９】
　これが無効なＸｍｌになり、このケースでは無効なＸａｄになる。したがって、Ｘａｄ
チェッカは、無効なＸｍｌに関するエラーをレポートする。というのは、さらなるチェッ
クが実行される前に、Ｘａｄは有効なＸｍｌでなければならないからである。
【０５７０】
　＜ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋ＞のネストは、ネストがＸｍｌの妥当性を保つ限
り、許容される。
【０５７１】
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【表１０１】

【０５７２】
　＜ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋ＞の外側のＸｍｌコメントを示す以下のＸａｄを
検討する。
【０５７３】
【表１０２】

【０５７４】
　これは、１つの大きいＸｍｌコメントとして扱われる、すなわち、ＩｇｎｏｒｅｄＢｌ
ｏｃｋは、ここでは特別な機能を持たず、Ｘｍｌコメントの内側の単なる文字列である。
【０５７５】
　Ｘｍｌコメントをラップする＜ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋ＞の外側のＸｍｌコ
メントを検討する。
【０５７６】
【表１０３】

【０５７７】
　これは不正である。上記にて注記したように、Ｘａｄは、必ず有効なＸｍｌでなければ
ならない。定義により、Ｘｍｌコメントをコメント内にラップすることができないことを
想起されたい。
【０５７８】
　Ｘｍｌコメントと異なって、＜ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋ＞は、無効なＸｍｌ
をエスケープするのに使用することはできない。
【０５７９】
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【表１０４】

【０５８０】
　上記のＸａｄは、無効なＸｍｌに関するチェッキングエラーを返すはずである。＜ＦＰ
＞、＜Ａ＞、および＜Ｂ＞には、クロージングタグがない。
【０５８１】
　しかし、Ｘｍｌコメントを追加する場合には、これは問題がない。
【０５８２】

【表１０５】

【０５８３】
　重要：「内側のＩｇｎｏｒｅ」すなわち属性を無視する機能は、サポートされない。
【０５８４】
　ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋタグは、ｓｙｓ：ＩｎｌｉｎｅＤａｔａの内部をコメントア
ウトするのに使用することはできない。以下のＸａｄを検討する。
【０５８５】

【表１０６】

【０５８６】
　上記のコードは、「インラインデータ」と解釈され、＜ＥＦＧ＞＜／ＥＦＧ＞は無視さ
れず、実際に、＜ｓｙｓ：ＩｇｎｏｒｅｄＢｌｏｃｋ＞は、＜ＥＦＧ＞の親になる。した
がって、このインラインデータは、実際に、以下のように考えることで、より簡単なデー
タを定義している。
【０５８７】
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【表１０７】

【０５８８】
　（アウトパラメータ）　
　＄ＴＯＤＯ　－　これはＭ３で詳細に説明される。
【０５８９】
　（ホワイトスペース）　
　Ｘａｄアプリケーションに入ってくるすべてのデータは、データバインディングによっ
て指定されるものであれ、Ｘａｄ作成者によって静的に定義されるものであれ、「そのま
まで」扱われる。したがって、Ｘａｄは、ホワイトスペースを制御するためのＵＩコンポ
ーネント固有コントロールを一切公開しない。これは、Ｘａｍｌと異なって、我々がＵＩ
要素レベルでｘｍｌ：ｓｐａｃｅ＝“Ｐｒｅｓｅｒｖｅ｜Ｄｅｆａｕｌｔ”を公開しない
ことを意味する。これは、ＸａｄおよびＸａｍｌの不一致の領域である。
【０５９０】
　各ＵＩ要素、Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅ、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍなどで「ホワイトスペース
を保存する」というパラメータをサポートしないことを選択することによって、Ｏｆｆｉ
ｃｅクラスアプリケーションにアピールすることが可能になる。このタイプのホワイトス
ペース管理は、単純にＯｆｆｉｃｅクラスアプリケーションには非現実的である。その代
わりに、我々は、ホワイトスペースがどのように扱われるかをＸａｄ作成者がよりグロー
バル／データ駆動の形で定義することを可能にするＷｈｉｔｅｓｐａｃｅＴｒａｎｓｆｒ
ｏｍ（一時的な名前、ＭＭ３機能）を公開する。
【０５９１】
　以下のシナリオを検討する。
【０５９２】
　すべてのホワイトスペースを、そのままで扱う。これは、以下のＸａｄがある場合に、
【０５９３】

【表１０８】

【０５９４】
　これが
　「Ｓｔｅｖｅ　」
　として現れることを意味する。
【０５９５】
　同様に、
【０５９６】



(115) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【表１０９】

【０５９７】
これは、
　「　Ｓｔｅｖｅ」
　として現れる。
【０５９８】
　同様に、
【０５９９】
【表１１０】

【０６００】
　これは、
　「　Ｓ　ｔ　ｅ　ｖ　ｅ　」
　として現れる。
【０６０１】
　また
　<Text Text=“$foo” />
　ただし、＄ｆｏｏ＝“　Ｓｔｅｖｅ　”である。
（＄ｆｏｏの値のすべての導出について繰り返す）。
【０６０２】
　重要：我々は、ＤａｔａＣｏｎｎｅｃｔｏｒに読み込まれるＸｍｌデータ、および一般
にＳｙｓｔｅｍ．Ｘｍｌ規約に従って読み込まれるすべてのＸｍｌデータに対するｘｍｌ
：ｓｐａｃｅ＝“Ｐｒｅｓｅｒｖｅ｜Ｄｅｆａｕｌｔ”を、（Ｓｙｓｔｅｍ．Ｘｍｌに従
って）認識し／サポートする。
【０６０３】
　重要：ＭＭ３では、ＷｈｉｔｅｓｐａｃｅＴｒａｎｓｆｏｒｍのサポートを追加する。
【０６０４】
　（構造体）　
　ＸＡＤ内の構造体の不存在によって、アプリケーション機能をまったく排除されない。
しかし、構造体は、大きいＸＡＤアプリケーションに関する複数の作成ワークフローを単
純化する。トップレベルで定義された１つのアクション（Ｓａｖｅ）および３つの状態（
Ｒｅｃｅｎｔ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ、Ｕｓｅｒ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ、およびＥｎｔ
ｅｒｐｒｉｓｅ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）を有するアプリケーションを検討する。この
アプリケーションが、複数のペイン（型「ｆｗｋ：ＵＩＥｌｅｍｅｎｔ」の派生タグとし
てモデル化される）を有する場合、問題は、以下の通りである：
　１．各パラメータを、各ペインに明示的に渡さなければならない（ＸＱｕｅｒｙを介す
るデータパラメータの集約は、データパラメータの数を減らすのに使用することはできる
が、非データパラメータについては助けにならない）；
　２．余分なアクション（例えば、Ｐｒｉｎｔ）の追加は、各ペインへの新しいパラメー
タの追加を必要とする（ペインがパラメータグループを共有するように設計されている場
合に、各ペインのタグ定義の変更を回避できることに留意されたい。しかし、それでも、
すべてのペインインスタンスを更新する必要がある）；
　３．ネストされたカテゴリによってパラメータをグループ化する機構がない（古典的Ｏ
Ｏでは、プロパティが他のクラスであるクラスによって達成される。ＸＡＦではコネクタ
インターフェースを介して達成される）。
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【０６０５】
　このシナリオを、さらに明瞭にするために、以下に図に示す。
【０６０６】
【表１１１】

【０６０７】
　例示のために、まず、（最初の２つの問題に対処するため、）「単一レベルの構造体」
を説明し、次に、（３番目の問題に対処するため、）「ネストされた構造体」に一般化す
る。実際には、「構造体」である１つの集合的特徴だけが存在する。
【０６０８】
　　（単一レベルの構造体）　
　以下のＸＡＤは、構造体のシグネチャを記述するために記述される。
【０６０９】
【表１１２】

【０６１０】
　重要：構造体に適切なシグネチャは、（１）ｓｙｓ：Ｏｂｊｅｃｔと等しい型を有さな
ければならず、（２）アウトパラメータだけを含まなければならず、（３）チョイスすな
わち＜ｓｙｓ：Ｃｈｏｉｃｅ＞を含むことができず、（４）Ｓｉｇｎａｔｕｒｅという名
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前のＯｕｔＰａｒａｍを有することができない。
【０６１１】
　「ａｐｐ：ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａＳｉｇｎａｔｕｒｅ」シグネチャを使用する
構造体の例は、以下のようになる。
【０６１２】
【表１１３】

【０６１３】
　重要：構造体パラメータは、すべてインライン、すべてバインドされる、またはインラ
インおよびバインドされる組合せとして指定されなければならない。
【０６１４】
　重要：シグネチャを伴うパラメータは、同一のシグネチャを伴う値だけをとることがで
きる。同一の型では不十分である。同一のことが、これらのパラメータのデフォルト値に
もあてはまる。
【０６１５】
　重要：すべての構造体パラメータには、値が割り当てられなければならない。
【０６１６】
　構造体をタグ定義内で使用することができ、その例を以下に示す。
【０６１７】

【表１１４】

【０６１８】
　ペインのインスタンスは、以下のようになる。
【０６１９】

【表１１５】

【０６２０】
　本体内では、以下のバインディングが、型「ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ」のす
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　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＰｒｉｎｔＡｃｔｉｏｎ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＳａｖｅＡｃｔｉｏｎ」。
【０６２１】
　本体内では、以下のバインディングが、型「ｓｙｓ：Ｄａｔａ」のすべてのパラメータ
について有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＲｅｃｅｎｔＤｏｃｕｍｅｎｔｓ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＵｓｅｒＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ
」。
【０６２２】
　例えば、ユーザプリファレンスが、以下の形のデータツリーによってモデル化される場
合、
【０６２３】

【表１１６】

【０６２４】
「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＵｓｅｒＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ／ＡｕｔｏＳａｖ
ｅＦｒｅｑｕｅｎｃｙ」を介してＡｕｔｏ　Ｓａｖｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ設定にバイン
ドすることが可能となることに留意されたい。
【０６２５】
　本体内で、以下のバインディングは、シグネチャ「ａｐｐ：ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａ
ｔａＳｉｇｎａｔｕｒｅ」のすべてのパラメータ（通常は、アプリケーションのアクショ
ンおよびプリファレンスにアクセスする必要がある他の派生タグへのパラメータ）につい
て有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ」。
【０６２６】
　　（ネストされた構造体）　
　ネストされた構造体（単純に、単一レベルの構造体の一般化）を使用して、同一のシナ
リオを解決することができる。
【０６２７】
【表１１７】

【０６２８】
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【表１１８】

【０６２９】
【表１１９】

【０６３０】
【表１２０】

【０６３１】
　本体内では、以下のバインディングが、型ｓｙｓ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒのすべて
のパラメータについて有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓ．Ｐｒｉｎｔ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓ．Ｓａｖｅ」。
【０６３２】
　本体内では、以下のバインディングが、型ｓｙｓ：Ｄａｔａのすべてのパラメータにつ
いて有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．ＲｅｃｅｎｔＤｏｃｕｍｅｎｔｓ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ．Ｕｓｅｒ」；
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ．Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓ
ｅ」。
【０６３３】
　本体内では、以下のバインディングが、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：Ａｃｔｉｏｎｓ
ＡｎｄＤａｔａＳｉｇｎａｔｕｒｅのすべてのパラメータ（通常は、アプリケーションの
アクションおよびプリファレンスにアクセスする必要がある他の派生タグへのパラメータ
）について有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ」。
【０６３４】
　本体内では、以下のバインディングが、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：Ａｃｔｉｏｎｓ
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅのすべてのパラメータ（通常は、アプリケーションのアクションだけ
にアクセスする必要がある他の派生タグへのパラメータ）について有効になる：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ａｃｔｉｏｎｓ」。
【０６３５】
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　本体内では、以下のバインディングが、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ａｐｐ：Ｐｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅｓＳｉｇｎａｔｕｒｅのすべてのパラメータ（通常は、アプリケーションのプリフ
ァレンスだけにアクセスする必要がある他の派生タグへのパラメータ）について有効にな
る：
　・「＄ＡｃｔｉｏｎｓＡｎｄＤａｔａ．Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ」。
【０６３６】
　（スタイル）　
　Ａｖａｌｏｎスタイルの主な用途は、
　・特定の要素のプロパティ値のデフォルトを指定すること；
　・特定の要素の下のビジュアルツリーの外見のデフォルトを指定すること；
　・特定の要素に関する入力応答（ビジュアルトリガ）のデフォルトを指定すること；
　・コントロールの繰り返される子をどのように表示するかを指定すること
　である。
【０６３７】
　これらは、以下の３つのカテゴリに分類される：
　１．我々がＳＤＫ１に包含するスタイルの諸態様。我々は、さらに、ＸＡＭＬモデルを
一般化し、ＸＡＤ固有の概念（例えば、派生タグ）に適用可能にすることによって価値を
追加する。構文は、必ずしも同一ではなくなるが、一致の領域としての資格を有するのに
十分に近い。例えば、プロパティ値のデフォルト指定；
　２．実質的な設計なしで一般化された形に包含することが困難なスタイルの諸態様。こ
れらは、価値があり、我々がなんとかしてＳＤＫ１の後に包含する必要がある態様である
。例えば、ビジュアルツリーおよびビジュアルトリガ；
　３．現在設計されているままでは脆弱であり、「Ｏｆｆｉｃｅグレードアプリケーショ
ン」の作成のためにスケーリングされる可能性が低いスタイルの諸態様。これらは、好ま
しいＸＡＤ手法によって対処される。例えば、繰り返される子の表示。さらに、我々は、
互換性のためにＸＡＭＬ手法をサポートする可能性があるが、これらの判断は、ＳＤＫ１
の後で行われる。
【０６３８】
　この文書では、我々がＳＤＫ１に包含する領域、すなわち、プロパティ値のデフォルト
指定に焦点を合わせる。
【０６３９】
　　（デフォルト指定のためのスタイル）　
　ＸＡＤエンジンは、リソースとして指定される、＜ｓｙｓ：Ｓｔｙｌｅ＞という名前の
特殊なタグを処理する。このタグは、デフォルトパラメータ値の指定を可能にし、ＵＩエ
ンティティに制限されない。以下は、デフォルト指定の例である。
【０６４０】
【表１２１】

【０６４１】
　これは、別のデフォルトスタイルがＴｅｘｔＢｏｘに関して指定されない限り、ＸＡＤ
エンジンが、ＴｅｘｔＢｏｘを作成するときに以下のことを行うことを意味する：
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　・明示的なＷｉｄｔｈが指定されない場合に限り、Ｗｉｄｔｈに１００％を設定し、
　・明示的なＨｅｉｇｈｔが指定されない場合に限り、Ｈｅｉｇｈｔに１００％を設定し
、
　・明示的なＢａｃｋｇｒｏｕｎｄが指定されない場合に限り、Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄに
べた塗り赤ブラシ（solid red brush）を設定する。
【０６４２】
　重要：スタイルの影響の範囲は、厳密に階層的である、すなわち、上のスタイルは、エ
ンティティツリー内でＤｏｃｋＰａｎｅｌの下に存在するエンティティだけに適用可能で
ある。
【０６４３】
　「スタイル情報」は、ＸＡＤエンジンが既にリンクのために保存している階層環境と共
に単純に記憶される。スタイルのルックアップは、ハッシュルックアップになり、ツリー
のウォークアップを必要としない。我々は、ＸＡＤに対するランタイムアーティファクト
がある（遅延処理スコープ）という事実を利用しているので、Ａｖａｌｏｎとは異なる。
さらに、ビジュアルツリーのウォークを用いる手法は、デフォルト指定を厳密にＵＩエン
ティティに制限する。
【０６４４】
　スタイルをオフに切り替えることは、スタイル指定されるエンティティにおいてパラメ
ータを指定しないようにすることによって達成することができる。以下は、ＴｅｘｔＢｏ
ｘに関する以前のスタイル指定をすべて無効にする。
【０６４５】

【表１２２】

【０６４６】
　デフォルト指定は、派生タグに同等に適用可能である。
【０６４７】
【表１２３】

【０６４８】
　非ＵＩエンティティに適用されるデフォルト指定の例が、以下である。
【０６４９】
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【表１２４】

【０６５０】
　これは、ＸｍｌＦｉｌｅＤａｔａＳｏｕｒｃｅのＡｃｃｅｓｓＭｏｄｅパラメータが明
示的に指定されない場合に、このパラメータにＲｅａｄＯｎｌｙが設定されることを意味
する。
【０６５１】
　必要なパラメータが、ＸＡＤ内で指定されなければならないことに留意されたい。例え
ばＸｍｌＦｉｌｅＤａｔａＳｏｕｒｃｅのＰａｔｈパラメータなど、必要なパラメータが
スタイルによって設定されることに依存することは、可能ではない。この制限は、コンポ
ジションを可能にするために存在する。スタイルの存在に依存することは、脆弱である。
【０６５２】
【表１２５】

【０６５３】
　さらに、型のレベルでデフォルトを指定することが可能になる。
【０６５４】
【表１２６】

【０６５５】
　これは、別のデフォルトスタイルがＵＩＥｌｅｍｅｎｔについて指定されない限り、Ｘ
ＡＤエンジンが、すべてのＵＩ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒを作成するときに以下のことを行う
ことを意味する：
　・１．Ｗｉｄｔｈパラメータがサポートされ、
　　２．Ｗｉｄｔｈパラメータが明示的に指定されず、
　　３．対象とするＵＩ　Ｅｌｅｍｅｎｔに固有のスタイル（例えば、ＴｅｘｔＢｏｘ固
有スタイル）が指定されない場合に、
　　Ｗｉｄｔｈに１００％が設定される；
　・Ｈｅｉｇｈｔについても同様；
　・Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄについても同様。
【０６５６】
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　２）我々は、正確な型の一致を要求すべきか、あるいは、我々は、さらに「最も近いＩ
ｓＡｓｓｉｇｎａｂｌｅＦｒｏｍ」一致についてチェックすべきか？
【０６５７】
　スタイルに関する型チェックは、通常のＸＡＤに関するものより緩いものにする必要が
ある。具体的には、
　・「型－スタイル」に対するパラメータ（例えば、上記の「ＵＩＥｌｅｍｅｎｔ」の例
）は、各ＵＩＥｌｅｍｅｎｔがそれ自体のパラメータを導入できるので、チェックされな
い。型がシグネチャであり、したがって型がある種のパラメータを規定する場合には、こ
れらのパラメータは、型チェックされる（これが可能であるのは、我々がＸＡＤにおいて
パラメータのオーバーライドを許容しないからである）；
　・スタイル内のアタッチドパラメータの値は、チェックされる、すなわち、ＤｏｃｋＰ
ａｎｅｌ．Ｄｏｃｋ＝“Ｇａｒｂａｇｅ”は、許容されない。しかし、スタイル上で宣言
されるアタッチドパラメータを記述することは可能である。例えば、スタイルが、Ｄｏｃ
ｋＰａｎｅｌの子ではないＴｅｘｔＢｏｘボックスに適用される可能性がある場合であっ
ても、以下のことを記述することが可能である。
【０６５８】
【表１２７】

【０６５９】
　３）我々は、アタッチドパラメータの概念をグローバルにしなければならない。これは
、任意の場合のバブル化されたイベントのために、ＳＤＫ１後に必要になる。
【０６６０】
　ＸＡＭＬと同様に、我々は、「Ｓｔｙｌｅ」と呼ばれるすべてのエンティティ上の暗黙
的なシステムレベルパラメータを介する特定のスタイルへのバインディングをサポートす
る。
【０６６１】
【表１２８】

【０６６２】
　しかし、このスタイルは、スコープ内にある必要がある。スコープ制限が、実際にはス
タイルに固有であるのではなく、我々のスコープ付きバインディングモデルの結果である
ことに留意されたい。我々は、必要が生じた場合にＳｔｙｌｅｓなどのエンティティの特
定の型へのグローバルバインディングをサポートすることができるが、とりあえず、我々
は、スコープ付きモデルにどこまで取り組めるかを調べたい。実用的な応用例はないが、
一貫性のために、以下のことを記述することが可能であることに留意されたい。
【０６６３】
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【表１２９】

【０６６４】
　スタイルへのバインディングは、タイプセーフになる。その結果、以下の記述は、エラ
ーをもたらす。
【０６６５】
【表１３０】

【０６６６】
　要約すると、我々は、スタイルを使用するデフォルト指定に関して、Ａｖａｌｏｎのモ
デルをサポートし、少数の領域で価値を追加する：
　・デフォルト指定は、（ＵＩエンティティだけではなく、）すべてのエンティティに適
用される；
　・デフォルト指定は、（プリミティブタグだけではなく、）派生タグに適用される；
　・デフォルト指定は、型のレベル、例えば、すべてのＵＩＥｌｅｍｅｎｔで行うことが
できる（Ａｖａｌｏｎは、これを最終的にサポートする可能性が非常に高い）。　　
　型のレベルでのデフォルト指定は、ＳＤＫ１については実装されない。
【０６６７】
　　（Ａｖａｌｏｎのビジュアルツリーのスタイル指定）　
　この領域に関するＸＡＤ設計は、対応するＵＩ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ設計と共に、ＳＤ
Ｋ１後に行われる。
【０６６８】
　　（スタイル指定およびビジュアルトリガ）　
　この領域に関するＸＡＤ設計は、対応するＵＩ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ設計と共に、ＳＤ
Ｋ１後に行われる。
【０６６９】
　（スコープ付きパラメータ）　
　一部のパラメータは、新しいスコープを導入する。新しいスコープを導入するパラメー
タでは、「ＮｅｗＳｃｏｐｅ」属性にｔｒｕｅが設定される。
【０６７０】
【表１３１】

【０６７１】
　パラメータは、以下の様々な理由のためにスコープを導入することを選択することがで
きる：
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　・スコープ変数を導入するため；
　・遅延される作業および／または繰り返される作業のユニットを導入するため；
　・上記のすべて。　　
　スコープ付き変数、ならびに遅延される作業および／または繰り返される作業の概念は
、このセクションにおいて定義される。
【０６７２】
　スコープ付きパラメータに関連付けられたエンティティは、スコープ境界に存在する。
パラメータによって、これらのエンティティは、スコープ境界に関連付けられ、スコープ
境界を導入する。以下の図に、ネストされたスコープを導入するエンティティおよびグル
ープ化タグが、スコープのツリーをどのようにもたらすかを示す。
【０６７３】
【表１３２】

【０６７４】
　　（スコープ変数）　
　パラメータが新しいスコープを導入する理由の１つは、スコープ内の変数のセットを導
入するためである。これらの変数は、暗黙的に宣言されることを除いて、仮パラメータに
非常に似ている。スコープ付き変数へのバインディングは、仮パラメータにバインドする
のと同一の形で行われる。
【０６７５】
　スコープ付き変数は、パラメータを導入するスコープの宣言と共に宣言される。例えば
、以下のＴｅｘｔのタグ定義を検討する。
【０６７６】
【表１３３】

【０６７７】
　ｓｙｓ：ＰａｒａｍＧｒｏｕｐＲｅｆは、ｓｙｓ：ＰａｒａｍＧｒｏｕｐタグへの参照
を定義し、これは、以下のようになる。



(126) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【０６７８】
【表１３４】

【０６７９】
　ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎという名前のｓｙｓ：Ｐａｒａｍの定義に留
意されたい。これは、ＮｅｗＳｃｏｐｅと、Ｐｏｓｉｔｉｏｎ＿Ｘという名前のｓｙｓ：
ＳｃｏｐｅＶａｒｉａｂｌｅとを指定する。
【０６８０】
　これは、ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎパラメータが使用されるときに、必
ず、ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎが以下のことを行うことを示す：
　１．新しいスコープを導入する、
　２．Ｐｏｓｉｔｉｏｎ＿Ｘという名前のｓｙｓ：ＳｃｏｐｅＶａｒｉａｂｌｅを公開す
る。
【０６８１】
　スコープ付き変数のポイントは、以下のようなシナリオを可能にすることである。
【０６８２】

【表１３５】

【０６８３】
　このアプリケーションのＸａｄは、以下の通りである。
【０６８４】
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【表１３６－１】

【０６８５】

【表１３６－２】

【０６８６】
　すべての例と同様に、このアプリケーションの機能の雰囲気をつかむために、ユーザが
このＸａｄを実行することが奨励される。
【０６８７】
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　ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎに関連付けられたスコープ変数の使用を介し
て、我々は、左マウスダウンイベントが発生するたびに、オレンジ色の長方形の位置を更
新することができる。さらに、以下のイベントコードを調べると、
【０６８８】
【表１３７】

【０６８９】
ＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎパラメータが、２つのスコープ変数、すなわち
、Ｐｏｓｉｔｉｏｎ＿ＸおよびＰｏｓｉｔｉｏｎ＿Ｙを公開することがわかる。これらの
スコープパラメータの値へのバインディングは、すべてのＸａｄバインディングと同一の
形で行われる。
【０６９０】
　重要：スコープ内のエンティティは、スコープ変数と同一の名前を有することができな
い。
【０６９１】
　例えば、以下の記述は不正である。
【０６９２】
【表１３８】

【０６９３】
というのは、Ｐｏｓｉｔｉｏｎ＿ＸがＭｏｕｓｅＬｅｆｔＢｕｔｔｏｎＤｏｗｎによって
公開されているからである。
【０６９４】
　　（リピータパターン）　
　リピータパターンは、様々なエンティティ型によって使用されるが、その使用法は、Ｘ
ＡＤ標準フレームワークに含まれるＣｏｍｐｏｕｎｄエンティティによって最もよく示さ
れる。データ駆動型複合エンティティは、データセットにバインドされ、そのデータセッ
ト内のデータ項目ごとに、サブ要素を表示する。ここまでで、我々は、複数の例において
ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティを使用してきた。ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティは、
実際には以下の２つのモードを有する：
　・規定的（表示すべきサブエンティティは、Ｃｈｉｌｄｒｅｎパラメータとして明示的
に指定される）；
　・データ駆動型（このセクションにおいて定義されるリピータパターンを使用する）。
【０６９５】
　ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティの定義は、（ここまでの例で提案したように）Ｃｈｉ
ｌｄｒｅｎパラメータだけを中心にしてはいない。そのタグ定義は、以下のように見える
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【０６９６】
【表１３９】

【０６９７】
　サブエンティティを規定的に指定するのではなく、ＤａｔａパラメータならびにＲｅｐ
ｅａｔｅｄＣｈｉｌｄパラメータを指定することが可能である。これによって、Ｆｌｏｗ
Ｐａｎｅｌエンティティが「データ駆動型」モードにされる。
【０６９８】
　ＦｌｏｗＰａｎｅｌタグ定義が、＜ｓｙｓ：Ｃｈｏｉｃｅ＞タグを使用し、これらのタ
グが、Ｃｈｉｌｄｒｅｎパラメータ（これによって、規定的レイアウトを定義する）、ま
たは、ＤａｔａおよびＲｅｐｅａｔｅｄＣｈｉｌｄの＜ｓｙｓ：ＰａｒａｍＧｒｏｕｐ＞
を使用する間で選択するためのタグの何らかの実装を必要とすることに留意されたい。
【０６９９】
　重要：ＰａｒａｍＧｒｏｕｐは、すべてか無か（all-or-nothing）の形で使用されなけ
ればならないパラメータのセットを定義する。ＦｌｏｗＰａｎｅｌを調べると、作成者が
Ｄａｔａの値を提供する場合、ＲｅｐｅａｔｅｄＣｈｉｌｄの値も提供しなければならな
い。
【０７００】
　ＲｅｐｅａｔｅｄＣｈｉｌｄパラメータは、Ｄａｔａ内の項目ごとに複数回インスタン
ス化されるエンティティである。
【０７０１】
　重要：複数回インスタンス化されるすべてのエンティティは、新しいスコープ内に存在
しなければならない。
【０７０２】
　ＲｅｐｅａｔｅｄＣｈｉｌｄパラメータによって導入されるスコープは、ＤａｔａＣｏ
ｎｔｅｘｔという名前のスコープ変数を有する。この変数には、インスタンス化されるサ
ブビューに対応する項目が設定される。
【０７０３】
　以下のスニペットに、データ駆動型の形でのＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティの使用法
を示す。
【０７０４】
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【０７０５】
　Ｌｉｓｔ．ｘｍｌが、以下のＸｍｌを含むと仮定する。
【０７０６】

【表１４１】

【０７０７】
　リスト項目ごとに、ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティはＴｅｘｔエンティティを作成す
る。最初のＴｅｘｔエンティティについて、ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔスコープ変数の値は
、以下のようになる。
【０７０８】

【表１４２】

【０７０９】
　＄ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔ／＠Ｎａｍｅバインディングは、Ｎａｍｅ属性を作成する。
Ｔｅｘｔは、属性にバインドされるときに、その属性の値を表示し、この値は、このケー
スでは「Ｃｈｒｉｓ　Ｈａｃｋｍａｎｎ」である。
【０７１０】
　同一のことが、各リスト項目に適用可能である。ビューポートが十分に大きい場合に、
ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティは、スクリーンに以下を表示する。
【０７１１】
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【表１４３】

【０７１２】
　各行は、１つのＴｅｘｔエンティティのインスタンス化に対応する。インスタンス化ご
とに変化するのは、「ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔ」スコープ変数の値である。このパターン
は、「リピータパターン」と呼ばれる。これは、ＸＡＤにおけるデータセットに対する反
復の基礎となる。
【０７１３】
　＄ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔ／＠Ｎａｍｅバインディングは、ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔス
コープ変数だけのために予約された特殊なショートハンド表記「．」（単一のドットまた
はピリオド）のために、．／＠Ｎａｍｅと書き直すことができる。
【０７１４】
　重要：名前ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔは、スコープ変数のために予約済みである。
【０７１５】
　重要：スコープ変数がＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔと命名される場合に、その変数は型ｓｙ
ｓ：Ｄａｔａでなければならない。
【０７１６】
　重要：文字列をバインドする際の“＄ＤａｔａＣｏｎｔｅｘｔ”の出現は、ショートハ
ンド「．」を使用して書き直すことができる。
【０７１７】
　　（スコープに関連するバインディングの制限）　
　スコープは、ある種のバインディング制限を導入する。外部スコープから内部スコープ
へのバインディングは、「許可されない」。しかし、以下の図に示されているように、内
部スコープから外部スコープへのバインディングは、「許可される」。
【０７１８】
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【表１４４】

【０７１９】
　　（ネストされたリピータパターン）　
　「リピータパターン」に関するセクションにおいて、データベースに対する単純な反復
をどのように実現するかを示した。このセクションでは、より複雑なシナリオを検討する
。
【０７２０】
　まず、以下の単純なデータセットを検討する。
【０７２１】
【表１４５】

【０７２２】
　この単純なデータセットの以下のビューを検討する：
　　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　　　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　　Ｐｒｉｃｅ
　　Ｌｕｉｓ　Ｆｉｇｏ　　Ｔｏａｓｔｅｒ　　　　　　４９．９９
　　Ｌｕｉｓ　Ｆｉｇｏ　　ＶＣＲ　　　　　　　　　　１９９．９９
　このビューは、Ｔａｂｌｅエンティティを用いて簡単に達成できるが、例示のために、
ＦｌｏｗＰａｎｅｌエンティティおよびＴｅｘｔエンティティだけにとどめる。
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【０７２３】
【表１４６】

【０７２４】
　命令言語に満足している人にとって、反復態様だけを、おおむね以下のようにモデル化
することができる。
【０７２５】
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【表１４７】

【０７２６】
　ここで、以下のわずかにより複雑なデータセットを検討する。
【０７２７】

【表１４８】

【０７２８】
　このより複雑なデータセットの以下のビューを検討する：
　　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　　　　　　　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　　Ｐｒｉｃｅ
　　Ｌｕｉｓ　Ｆｉｇｏ　　　　　　Ｔｏａｓｔｅｒ　　　　　　４９．９９
　　Ｌｕｉｓ　Ｆｉｇｏ　　　　　　ＶＣＲ　　　　　　　　　　１９９．９９
　　Ｌｉｌｉａｎ　Ｔｈｕｒａｍ　　ＤＶＤ　Ｐｌａｙｅｒ　　　２７９．７９
　　Ｌｉｌｉａｎ　Ｔｈｕｒａｍ　　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ　　　　　５４９．９９
　　Ｌｉｌｉａｎ　Ｔｈｕｒａｍ　　Ｓｕｂ－ｗｏｏｆｅｒ　　　３５０．００
　このケースにおける唯一の実際の相違は、反復の１つの余分なレベルが存在することで
ある。単一のＰｕｒｃｈａｓｅ　Ｏｒｄｅｒに対して反復するのではなく、まずＰｕｒｃ
ｈａｓｅ　Ｏｒｄｅｒのセットに対して反復しなければならない。各Ｐｕｒｃｈａｓｅ　
Ｏｒｄｅｒについては、おおむね同一のことを行う。主要な相違は、ｃｕｓｔｏｍｅｒ列
が「外部の」反復の関数になることである。
【０７２９】
　やはり、命令コードに満足している人にとって、この反復モデルは、おおむね以下の通
りである。
【０７３０】
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【０７３１】
　命令コードが反復の余分なレベルを単純に追加するのと同一の形で、ＸＡＤは、以下の
ように同一のことを行う。
【０７３２】
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【表１５０】

【０７３３】
　反復の余分なレベルに加えて、この例における他の興味深い例示は、外部スコープから
スコープ変数を参照するための、＜ｓｙｓ：Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｎａｍｅ＝“ＯｒｄｅｒＤ
ａｔａＣｏｎｔｅｘｔ”　．．．＞エンティティの使用である。現実には、そのような機
構は、
　・外部スコープにあり、
　・現在のスコープまたはそれを囲むスコープのスコープ変数と同一の名前を有する
　スコープ変数を参照するという比較的まれな場合に限り、有用である。
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【０７３４】
　（パラメータ継承）　
　派生タグ定義を作成するときに、既存エンティティのパラメータを、ＢａｓｅＴａｇ属
性によって使用可能にすることができる。例えば、
【０７３５】
【表１５１】

【０７３６】
は、Ｘａｄ作成者が、以下のことを指定することを可能にする。
【０７３７】

【表１５２】

【０７３８】
　ＴｅｘｔおよびＦｏｎｔＦａｍｉｌｙが、タグ定義内のＰａｒａｍ値として呼び出され
ていないことに留意されたい。これは、これらのパラメータが、ｆｗｋ：Ｔｅｘｔタグ定
義で指定されており、ＢａｓｅＮａｍｅ＝“ｆｗｋ：Ｔｅｘｔ”を指定した結果として、
ＳｉｍｐｌｅＴｅｘｔタグ定義に自動的に渡されるからである。
【０７３９】
　重要：ＢａｓｅＴａｇパラメータに値を割り当てると、ＢａｓｅＴａｇ値のパラメータ
（例えば、ｆｗｋ：Ｔｅｘｔ）がタグ定義に渡されるようになる。
【０７４０】
　さらに、ベースタグのタグ定義内で定義された値は、ＳｉｍｐｌｅＴｅｘｔタグ定義に
自動的に割り当てられる。例えば、ＦｏｎｔＦａｍｉｌｙに、Ａｒｉａｌというデフォル
ト値が与えられる場合には、その値が、ＳｉｍｐｌｅＴｅｘｔタグ定義に渡される。
【０７４１】
　インスタンス対定義　－　パラメータ値の優先。タグを定義するときに、その定義内の
属性について静的に値を提供することができる。
【０７４２】

【表１５３】

【０７４３】
　これらの値がタグインスタンス内で指定されない場合には、これらの値は「そのまま」
になるが、指定される場合には、インスタンス値が優先される。以下のことを検討する。
【０７４４】
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【表１５４】

【０７４５】
　これは、サイズ２５の緑色のフォントを有するＳｉｍｐｌｅＴｅｘｔをインスタンス化
する。タグインスタンス内のＦｏｎｔＳｉｚｅの値が、タグ定義内のＦｏｎｔＳｉｚｅ＝
“５０”という宣言をオーバーライドする（すなわち、それより優先される）。
【０７４６】
　特定のパラメータを、無効にする、すなわち、何によっても「オーバーライド可能」で
ないものとして定義することができる。以下のことを検討する。
【０７４７】
【表１５５】

【０７４８】
　以下のインスタンス
【０７４９】

【表１５６】

【０７５０】
を用いてタグインスタンス内でＦｏｎｔＦａｍｉｌｙを定義すると、上記の定義でこのパ
ラメータが０のｍｉｎを有し、０のｍａｘも有するように定義されているので、（警告で
はなく、）チェッキングエラーがもたらされる。
【０７５１】
　それでも、上記にて示されているように、タグ定義内で静的にＦｏｎｔＦａｍｉｌｙパ
ラメータを設定することができることに留意されたい。
【０７５２】
　最上位タグの型と一致しないＢａｓｅＴａｇを指定することは、不正である。例えば、
【０７５３】

【表１５７】

【０７５４】
は、そのＢａｓｅＴａｇパラメータについてｆｗｋ：Ｂｏｒｄｅｒの値を指定するが、最
上位タグとして（型ｆｗｋ：Ｔｅｘｔを有する）Ｔｅｘｔを定義している。
【０７５５】
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　　（制限）　
　パラメータは、最上位タグによってのみ継承することができる。例えば、以下のことを
記述する場合に、
【０７５６】
【表１５８】

【０７５７】
以下のインスタンスを用いると、
【０７５８】

【表１５９】

【０７５９】
最上位タグはＢｏｒｄｅｒであり、したがって、そのパラメータのすべてが、新しいＢｏ
ｒｄｅｒＴｅｘｔタグによって自動的に公開され、このタグ定義内のＢｏｒｄｅｒタグに
属する。
【０７６０】
　共有パラメータは、最上位タグによって使用される。例えば、
【０７６１】
【表１６０】

【０７６２】
ＢｏｒｄｅｒおよびＴｅｘｔの両方が、Ｍａｒｇｉｎパラメータを有するが、上記のイン
スタンスでＭａｒｇｉｎを設定すると、ＴｅｘｔのマージンではなくＢｏｒｄｅｒのマー
ジンだけが設定される。
【０７６３】
　Ｔｅｘｔタグの値を設定するためには、その値を、ｓｙｓ：Ｐａｒａｍ構文を介して公
開し、Ｔｅｘｔタグの内部にバインドする必要がある。以下のコードにこれを示す。
【０７６４】
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【表１６１】

【０７６５】
ここでは、以下のように見えるタグのインスタンスを用いる。
【０７６６】

【表１６２】

【０７６７】
　最後に、多重継承はサポートされない。例えば、タグ定義を定義し、そのタグ定義を別
のタグ定義のＢａｓｅＴａｇとして使用することはできない。例えば、以下のことは不正
である。
【０７６８】
【表１６３】

【０７６９】
　（条件付きパラメータ化）　
　ＸＡＤは、宣言言語ではあるが、エンティティの条件付き構築を可能にするのに十分な
表現力がある。
【０７７０】
　条件付き構築の２つの形、すなわち、ＳｗｔｉｃｈＥｎｔｉｔｙまたはＳｗｉｔｃｈＥ
ｎｔｉｔｉｅｓが可能である。これらの各々は、ＣａｓｅｓタグまたはＣｏｎｄｉｔｉｏ
ｎｓタグのいずれかによってパラメータ化することができるが、この両方によってはパラ
メータ化することはできない。Ｃａｓｅｓは、Ｃ＃のｓｗｉｔｃｈと事実上、同等と考え
ることができ、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓは、Ｃ＃のｉｆ－ｅｌｓｅ節のセットに似ている。
【０７７１】
　ＣａｓｅｓおよびＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓの使用は、相互に排他的であり、これは、Ｓｗ
ｉｔｃｈが、その本体内でＣａｓｅｓおよびＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓを混合できないことを
意味する。さらに、Ｃａｓｅｓは、ＳｗｉｔｃｈがそのＤａｔａパラメータの値を指定す
る場合に限り使用でき、それ以外の場合にはＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓを使用しなければなら
ない。
【０７７２】
　ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ、ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ、Ｃａｓｅｓ、およびＣｏ
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ｎｄｉｔｉｏｎｓのすべてが、システムネームスペース内に存在する。規約によって、こ
れらには、ｓｙｓ：ネームスペース、すなわち、ｓｙｓ：Ｃａｓｅ、ｓｙｓ：Ｓｗｉｔｃ
ｈＥｎｔｉｔｙなどのプレフィックスが付けられる。
【０７７３】
　以下の例のための次のデータセットを検討する。
【０７７４】
【表１６４】

【０７７５】
　　（Ｃａｓｅｓ）　
　Ｃａｓｅｓは、これらの２つのオプションのうちの単純な方である。これらは、単一の
パラメータすなわちＶａｌｕｅを有する。Ｖａｌｕｅの値は、ＩＳｔｒｉｎｇに評価され
なければならない。Ｄａｔａの値を伴うＳｗｉｔｃｈを指定せずにＣａｓｅｓを使用する
と、設計時チェッキングエラーがもたらされる。以下の不正なＸａｄを検討する。
【０７７６】
【表１６５】

【０７７７】
　以下のＸａｄに、Ｃａｓｅｓの正しい使用法を示す。
【０７７８】

【表１６６】

【０７７９】
　　（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ）　
　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓは、Ｓｗｉｔｃｈの結果に関する高い度合の制御を、Ｘａｄ作成
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。Ｔｅｓｔの値は、ロケーションテンプレートであり、これは、その値が有効なｘＱｕｅ
ｒｙになることができることを意味する。Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓは、Ｓｗｉｔｃｈがその
Ｄａｔａパラメータの値を指定しない場合に限り、使用することができる。
【０７８０】
　Ｄａｔａの値を指定したＳｗｉｔｃｈと共にＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓを使用すると、設計
時チェッキングエラーがもたらされる。以下の不正なＸａｄを検討する。
【０７８１】
【表１６７】

【０７８２】
　以下のＸａｄに、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓの正しい使用法を示す。
【０７８３】
【表１６８】

【０７８４】
　　（ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ）　
　ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙを使用すると、作成者は、スイッチの評価の結果として単一
の項目を条件付きで返せるようになる。
【０７８５】
　データセットの項目の各々を表示することを可能にする、以下のＸａｄを検討する。
【０７８６】
【表１６９】

【０７８７】
　結果として生じるビューは、以下のようになる。
【０７８８】
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【表１７０】

【０７８９】
　ここで、５００を超える価格を赤のＧｅｏｒｇｉａフォントで表示し、１００未満の価
格を緑のＡｒｉａｌフォントで表示することが望まれるシナリオを検討する。ＸＡＤは、
以下のようになる。
【０７９０】

【表１７１】

【０７９１】
　結果として生じるビューは、以下のものに似たものになる（「Ｔｏａｓｔｅｒ」は、緑
で太字のＡｒｉａｌとして表示され、「Ｒｅｃｅｉｖｅｒ」は、赤で太字のＧｅｏｒｇｉ
ａとして表示される）。
【０７９２】
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【表１７２】

【０７９３】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ＞は、Ｃａｓｅインスタンスの場合にはＤ
ａｔａの値と一致する最初のＣａｓｅタグまたはＣｏｎｄｉｔｉｏｎタグの下のエンティ
ティを作成し、ｃｏｎｄｉｔｉｏｎインスタンスの場合にはｔｒｕｅと評価される。それ
以外の場合には、「ＤｅｆａｕｌｔＥｎｔｉｔｙ」パラメータとして指定されたエンティ
ティを作成する。
【０７９４】
　　（ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ）　
　ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓタグは、複数の値を返すのに使用することができる。こ
れは、複数のＣａｓｅｓまたはＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓと一致すること、または複数の値を
返す単一の条件を有することを意味する。ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙによって公開される
パラメータに加えて、ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓは、ＭａｔｃｈＦｉｒｓｔパラメー
タを公開する。デフォルトで、ＭａｔｃｈＦｉｒｓｔはｆａｌｓｅであり、これは、Ｓｗ
ｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓが、すべての一致するＣａｓｅｓまたはＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
の値と一致する、すなわち、それらの値を返すことを意味する。
【０７９５】
　ＭａｔｃｈＦｉｒｓｔにｔｒｕｅが設定されている場合には、ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔ
ｉｅｓは、最初に一致するＣａｓｅまたはＣｏｎｄｉｔｉｏｎの値だけを返す。ｆａｌｓ
ｅと等しいＭａｔｃｈＦｉｒｓｔを指定する以下のＸａｄを検討する。
【０７９６】
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【表１７３】

【０７９７】
　テキストボックスに入力される値に応じて、このＸａｄは、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓのう
ちの１つまたは複数と照合し、相応にＵＩを表示する。しかし、ＭａｔｃｈＦｉｒｓｔに
ｔｒｕｅが設定されている場合には、ｔｒｕｅと評価される最初のＣｏｎｄｉｔｉｏｎだ
けが、その値を返させる。
【０７９８】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ＞は、スコープパラメータの下で使用
されなければならず、ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙのように非スコープコンテキストで使用
することはできない。スコープパラメータが、ＮｅｗＳｃｏｐｅ属性にｔｒｕｅが設定さ
れる（すなわち、ＮｅｗＳｃｏｐｅ＝“ｔｒｕｅ”）と共に宣言されるパラメータである
ことを想起されたい。スコープパラメータの例が、ＤｏｃｋｉｎｇＰａｎｅｌのＲｅｐｅ
ａｔｅｄＣｈｉｌｄパラメータである。
【０７９９】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ＞は、一致するすべてのセレクタタグ
の下のエンティティのセットを作成する。そうでない場合には、「ＤｅｆａｕｌｔＥｎｔ
ｉｔｉｅｓ」パラメータとして指定されたエンティティを作成する。
【０８００】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ＞の「ＭａｔｃｈＦｉｒｓｔ」属性に
ｔｒｕｅが設定されている場合、＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓ＞は、一致す
る最初のＣａｓｅ／Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎタグの下のエンティティのセットだけを作成する
。そうでない場合には、「ＤｅｆａｕｌｔＥｎｔｉｔｉｅｓ」パラメータによって指定さ
れた１つまたは複数のエンティティを作成する。
【０８０１】
　　（全般）　
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞は、その下にＣａｓｅタグまた
はＣｏｎｄｉｔｉｏｎタグを配置させることしかできない。＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎ
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ｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞の直下に配置できる唯一のエンティティタグは、「ＤｅｆａｕｌｔＥ
ｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ」パラメータである。
【０８０２】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞が、型Ｔのパラメータのエンテ
ィティとして指定される場合、＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞の下のＣ
ａｓｅ／Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎは、その下に型Ｔのエンティティを有さなければならない。
「ＤｅｆａｕｌｔＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ」パラメータが指定される場合、このパラメータ
も型Ｔでなければならない。
【０８０３】
　重要：＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞が、非オプションパラメータの
エンティティとして指定される場合、＜ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓ＞は
、「ＤｅｆａｕｌｔＥｎｔｉｔｙ」パラメータを指定しなければならない。
【０８０４】
　　　（スコープ付きでないコンテキストにおける「Ｓｗｉｔｃｈ」の使用）　
　プロキシなしで、スコープ付きでないコンテキストにおいて、例えばＲｅｓｏｕｒｃｅ
ｓの下で使用される場合、ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙは、そのＴｙｐｅパラメー
タの値を指定しなければならない。以下を検討する。
【０８０５】
【表１７４】

【０８０６】
　ｓｙｓ：ＤａｔａのＴｙｐｅを定義しなければならない。スコープ付きでないコンテキ
ストに含まれるＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙタグでＴｙｐｅを定義しないと、設計時チェッ
キングエラーがもたらされる。
【０８０７】
　　　（「Ｓｗｉｔｃｈ」のネスト）　
　ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｙ／ｉｅｓは、以下のようにネストすることができる。
【０８０８】
【表１７５】

【０８０９】
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　これは、「＄ＡｐｐＳｔａｔｅ＝‘Ｂｌｏｒｋ’の場合に、＄ＡｐｐＳｔａｔｅ／Ｆｏ
ｏ＝‘Ｂａｒ’であるかどうかを調べるためにテストし、そうである場合には、＄Ａｐｐ
Ｓｔａｔｅ／Ｆｏｏの値を有するＴｅｘｔ要素を表示せよ」と解釈すべきである。
【０８１０】
　　　（競合するネストされたアタッチドパラメータ）　
　以下のＸａｄを検討する。
【０８１１】
【表１７６】

【０８１２】
　アタッチドパラメータ（黄色で強調表示されている）は、競合している。最も外側のパ
ラメータ（ｓｙｓ：ＳｗｉｔｃｈＥｎｔｉｔｉｅｓタグで指定される）は、このスイッチ
の戻り値が親になるＤｏｃｋＰａｎｅｌのＴｏｐにドッキングされなければならないこと
を示している。逆に、一致する内側のＣａｓｅタグ（シアンで強調表示されている）は、
Ｔｅｘｔを親になるＤｏｃｋＰａｎｅｌのＢｏｔｔｏｍにドッキングしなければならない
と指定するＴｅｘｔ要素を返す。
【０８１３】
　そのような競合の結果は、以下の通りである：
　・Ｓｗｉｔｃｈが、可能な戻り値で指定されたアタッチドパラメータをシャドウイング
するアタッチドパラメータを定義していることを示す設計時チェッキング警告；
　・ランタイムには、最も内側の定義が「勝つ」。これは、内側のＣａｓｅが一致する場
合に、ＴｅｘｔがＤｏｃｋＰａｎｅｌのＢｏｔｔｏｍにドッキングされることを意味する
；
　・最後に、明瞭さを保証するために、上記にて見られるデフォルトケースとの一致は、
Ｓｗｉｔｃｈのアタッチドパラメータによって指定されるように、ＤｏｃｋＰａｎｅｌの
ＴｏｐにドッキングされたＴｅｘｔ要素をもたらす。
【０８１４】
　　（セレクタおよびタグ定義）　
　場合によっては、セレクタまたはセレクタの集合を１つのタグ定義に抽象化し、これに
よって、セレクタを様々な領域で再利用できるようにすることが望ましい。以下のＸａｄ
を検討する。
【０８１５】
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【表１７７】

【０８１６】
　これは、以下のアプリケーションを作成する。
【０８１７】
【表１７８】

【０８１８】
　しかし、以下のパターンは不正である。
【０８１９】
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【表１７９】

【０８２０】
　重要：Ｘａｄは、作成者がタグ定義の＜ｓｙｓ：Ｂｏｄｙ＞の直下でＣｏｎｄｉｔｉｏ
ｎまたはＣａｓｅをネストすることを許容しない。そうではなく、ＣａｓｅまたはＣｏｎ
ｄｉｔｉｏｎは、最低でも＜ｓｙｓ：ＳｅｌｅｃｔｅｄＥｎｔｉｔ（ｙ｜ｉｅｓ）＞タグ
を親にしなければならない。
【０８２１】
　（関連付け）　
　ＸＡＤは、任意のエンティティとデータとの関連付けを可能にする。アプリケーション
のワークスペース設定をモデル化する以下のＸｍｌ状態を検討する。
【０８２２】
【表１８０】

【０８２３】
　「ＬａｙｏｕｔＳｃｈｅｍｅ」および「ＡｃｔｉｖｅＤｏｃｕｍｅｎｔＩｎｄｅｘ」が
、この例では使用されていないことに留意されたい。これらは、単に、状態の構造を、ア
プリケーションにおいてしばしば使用されるパターンに似たものにするためにそこに存在
するものである。
【０８２４】
　ＭＤＩアプリケーションは、そのような状態をアプリケーション内の様々なサブシステ
ムに渡す。サブシステムの例は、以下のようなものがある：
　・開かれている各文書の内容を別々のＭＤＩ子ウィンドウに表示する実際のＭＤＩワー
クスペース；
　・すべての開かれている文書のサムネイルビューを有するサイドバー；
　・「すべての文書を保存」などのコマンドを有するメニュー。
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【０８２５】
　これらの「サブシステム」の各々は、文書のリストだけではなく、文書に関連付けられ
たＤａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅも操作することを必要とする。理想的には、様々なサブシステ
ムは、同一のＤａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅインスタンスを共有する。実際、共有は、依存ビュ
ーなどのシナリオに必須である。この共有は、Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ
と呼ばれるエンティティのクラスを介して実現することができる。
【０８２６】
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒは、データに関連付けられたエンティティを
作成して管理するエンティティである。例えば、Ｌｉｓｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍ
ａｎａｇｅｒは、リスト内のリスト項目の各々について関連付けを作成して管理する。
【０８２７】
【表１８１】

【０８２８】
　このＸＡＤは、以下のことを意味する：
　・このＬｉｓｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒは、＜ＯｐｅｎＤｏｃｕｍ
ｅｎｔｓ＞リストの関連付けを管理している；
　・リスト内の項目ごとに（すなわち、＜Ｄｏｃｕｍｅｎｔ＞ごとに）、Ｆｉｌｅ　Ｄａ
ｔａ　Ｓｏｕｒｃｅが、「関連付けられたエンティティ」として作成される；
　・各Ｆｉｌｅ　Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅは、そのＦｉｌｅパラメータに、対応する＜Ｄ
ｏｃｕｍｅｎｔ＞のＦｉｌｅｎａｍｅを設定させる。データコンテキスト（「．」）は、
必ず、対応するリスト項目（すなわち、＜Ｄｏｃｕｍｅｎｔ＞）である；
　・リスト項目（すなわち、各＜Ｄｏｃｕｍｅｎｔ＞）が、リストに追加されるか、また
はリストから除去されるときに、対応する関連付けられたエンティティ（すなわち、Ｆｉ
ｌｅ　Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅ）が追加され、除去される。エンティティの実際の作成は
、オンデマンドで行われることに留意されたい。
【０８２９】
　クライアントは、＜ｓｙｓ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞を介して関連付けを
参照する。
【０８３０】

【表１８２】

【０８３１】
　このＸＡＤは以下のことを意味する：
　・＜ＯｐｅｎＤｏｃｕｍｅｎｔｓ＞リスト内のすべての＜Ｄｏｃｕｍｅｎｔ＞について
、Ｄｏｃｋ　Ｐａｎｅｌは、Ｏｕｔｌｉｎｅ　Ｖｉｅｗを表示する（Ｏｕｔｌｉｎｅ　Ｖ
ｉｅｗは、そのＴｒｅｅパラメータをアウトラインフォーマットで表示する仮定のＵＩ　
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Ｅｌｅｍｅｎｔである）；
　・各Ｏｕｔｌｉｎｅ　ＶｉｅｗのＴｒｅｅパラメータは、関連付けられるエンティティ
である；
　・関連付けられるエンティティは、我々がリスト項目（すなわち、各＜Ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔ＞）に関連付けたＦｉｌｅ　Ｄａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅである。
【０８３２】
　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒは、以下のように、ダイナミックディクショ
ナリとしてモデル化することができる。
【０８３３】
【表１８３】

【０８３４】
　＜ｓｙｓ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞は、Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｍａｎ
ａｇｅｒ内の値をプロキシするエンティティと考えることができ、プロキシされる値は、
＜ｓｙｓ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞のＤａｔａパラメータによって駆動され
る。
【０８３５】
　この例では、関連付けられるエンティティがＤａｔａ　Ｓｏｕｒｃｅであったが、関連
付けられるエンティティの型は、任意とすることができ、例えば、Ｅｖｅｎｔ　Ｈａｎｄ
ｌｅｒとすることができることに留意されたい。
【０８３６】
　重要：＜ｓｙｓ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞が、あるデータＤおよび関連付
けマネージャＡＭを与えられてエンティティＥを作成すると仮定する。Ｅは、「ＡＭ．Ｌ
ｏｏｋｕｐＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（Ｄ）」の結果である。
【０８３７】
　重要：関連付けられたエンティティのルックアップに失敗すると、ランタイムエラーが
もたらされる。
【０８３８】
　重要：＜ｓｙｓ：ＡｓｓｏｃｉａｔｅｄＥｎｔｉｔｙ＞は、エンティティの型がプロキ
シ可能である当該エンティティを参照することだけに使用することができる。
【０８３９】
　（タグドキュメンテーション）　
　概要の形において、ＸＡＤタグドキュメンテーションに対するＸＡＦの手法は、マネー
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ジドＡＰＩ（maganed API）のリファレンスドキュメンテーションに関してＣ＃によって
使用される手法を模倣することである。リファレンスコメンタリは、ＸＡＤ　Ｔａｇの．
ｘａｄコードに組み込まれ、そのコメンタリは、マネージドＡＰＩ参考資料のＭＳ内部作
成で使用されるツールに概念および設計において類似するツールによって抽出され、後処
理される。これらの追加の仕様は、以下のＸＡＤリファレンスドキュメンテーションを扱
う：
　・XAD Tags: Doc content and post processing scenarios
　・XAD Tags: Doc markup and presentation
　・XAD Tags: Doc production tools
　これらの仕様の内容は、その名前に基づいて簡単に識別されるに違いない。次の形式的
言語仕様セクションには、リファレンスドキュメンテーションの構造を制御するリファレ
ンスドキュメンテーションマークアップタグの言及しか含まれない。ドキュメンテーショ
ン関連タグのすべてに関する完全な詳細については、「Doc markup and presentation」
の仕様を参照されたい。
【０８４０】
　（形式的言語仕様）　
　このセクションでは、前のセクションでより非形式的に紹介した言語構造の多くの形式
的宣言を提供する。「言語構造」とは、Ｓｙｓｔｅｍネームスペース（http://schemas.m
icrosoft.com/2005/xad/system）に存在するタグを意味する。
【０８４１】
　前述したように、ＸＡＤコードは、明確に形成されたＸｍｌとして記述される。ＸＡＤ
ファイルの最初のタグは、＜ｓｙｓ：Ｘａｄ＞である必要がある。このファイルは通常（
必ずではないが）．ｘａｄ拡張子を有する。パッケージング構造およびデプロイメント構
造は、言語にとって基礎であるが、形式的にはセクション５でのみ定義される。ＸＡＤ言
語の部分的ＸＳＤ仕様は、http://xafteam/xafenv/doc/Platform/Application%20Compone
nts/xad.xsdにおいて入手可能である。この仕様は、主にＸＳＤが多数の構造的制約を取
り込むのに十分な表現力を有さないので、「部分的」と言われる。
【０８４２】
　（ブール属性）　
　ＸＡＤシステムタグのすべてのブール属性は、オプションである。デフォルト値は、必
ずｆａｌｓｅである。これが実際に意味するものは、ブール属性が、当該ブール属性の値
をｔｒｕｅにする必要がない限り、指定される必要がないということである。すなわち、
属性の不存在は、必ず、その値がｆａｌｓｅであることを意味し、属性の存在は、その値
がｔｒｕｅであることを意味しなければならない。一貫性および可読性の理由から、フレ
ームワークエクステンダは、フレームワークエクステンダ自身のブールパラメータを定義
するときに、この規約に従うことが推奨される。
【０８４３】
　（修飾名）　
　ＸＡＤは、Ｘｍｌベースの言語であり、Ｘｍｌ修飾名を多用する。修飾名は、一意性を
保証し、かつ競合を回避するために特定のネームスペースに属する（詳細については、ht
tp://www.w3.org/TR/REC-xml-names/を参照されたい）。修飾名を使用するＸＡＤ言語構
造は、以下の通りである：
　・型
　・タグ定義
　・シグネチャ
　・パブリックパラメータグループ
　所与のＸＡＤアプリケーションについて、上記にてリストした構造の各バケット（buck
et）内のすべてのインスタンスは、そのバケット全体にまたがって一意な修飾名を有さな
ければならない。例えば、同一の名前の２つの型または同一の名前の２つのシグネチャが
存在することはできない。しかし、異なるバケットからの項目は、同一の名前を有するこ
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るいは、パラメータグループおよび型は、同一の名前を有することができる。
【０８４４】
　（キーワード）　
【０８４５】
【表１８４】

【０８４６】
【表１８５】

【０８４７】
　例：
【０８４８】
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【表１８６】

【０８４９】
【表１８７】

【０８５０】
　＜ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞タグの単純な使用については、前の例を参照されたい。＜
ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞タグの使用のより完全な扱いについては、「XAD Tags: Doc ma
rkup and presentation」の仕様を参照されたい。
【０８５１】
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【表１８８】

【０８５２】
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【表１８９】

【０８５３】



(157) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

【表１９０】

【０８５４】
【表１９１】
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【０８５５】
【表１９２】

【０８５６】
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【表１９３】

【０８５７】
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【表１９４】

【０８５８】
【表１９５】

【０８５９】
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【表１９６】

【０８６０】

【表１９７】

【０８６１】
【表１９８】

【０８６２】
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【表１９９】

【０８６３】
【表２００】

【０８６４】
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【表２０１】

【０８６５】

【表２０２】

【０８６６】



(164) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

【表２０３】

【０８６７】
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【表２０４】

【０８６８】
　（ビルトインエンティティ）　
【０８６９】
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【表２０５】

【０８７０】
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【表２０６】

【０８７１】
【表２０７】

【０８７２】
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【表２０８】

【０８７３】
　Ｎａｍｅｓｐａｃｅが指定される場合に、Ｔａｇの値がローカル名でなければならない
、すなわち、Ｔａｇの値を「ｘｃａｌ：ＤａｔｅＰｉｃｋｅｒ」にすることはできず、「
ＤａｔｅＰｉｃｋｅｒ」にしなければならないことに留意されたい。以下のＸａｄを検討
する。
【０８７４】

【表２０９】

【０８７５】
　重要：＄ＤａｔｅＴａｇは、ＤａｔｅＰｉｃｋｅｒなどのローカル名に解決されなけれ
ばならない。
【０８７６】
　　（エラーケース）　
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　ＴＯＤＯ：：これが正しいことを確実にすること。
【０８７７】
　エラー１：ＤｙａｎｍｉｃＥｎｔｉｔｙに関連するチェッキングエラー
　シナリオ：ダイナミックエンティティのロードを試みるときに、一連のチェッキングエ
ラーが発生し、これらのチェッキングエラーは、ＤｙｎａｍｉｃＥｎｔｉｔｙに関連付け
られたステータスボードにポストされる。
【０８７８】
【表２１０】

【０８７９】
　　（エラーケース）　
　エラー１：無効な関連付け
　シナリオ：リスト関連付けマネージャを使用して、作成者が、そのマネージャに関する
関連付けに解決されないデータノードを渡す。
【０８８０】
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【表２１１】

【０８８１】
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【表２１２】

【０８８２】
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【表２１３】

【０８８３】
【表２１４】

【０８８４】
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【表２１５】

【０８８５】
　（エンティティビルダ）　
　エンティティビルダは、エンティティを作成し、かつ／またはワイヤリングするための
ユーザ定義の．ＮＥＴクラスである。エンティティビルダは、プリミティブＸＡＤタグを
実装するのに使用される。ＸＡＤ言語は、エンティティビルダを記述する要件を定義する
。というのは、エンティティビルダが、ＸＡＤランタイムと、この言語のカスタムエクス
テンションとの間の相互作用の点であるからである。エンティティの構築およびワイヤリ
ングに応じて、新しいエンティティを定義するプリミティブタグを実装する、以下の４つ
の形が存在する。
【０８８６】
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【表２１６】

【０８８７】
　４つのケースのうちの３つにおいて、エンティティビルダクラスを指定しなければなら
ないことに留意されたい。ＸＡＤは、エンティティビルダ用の以下の２つのインターフェ
ースを定義する。
【０８８８】
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【表２１７】

【０８８９】
　エンティティの構築およびワイヤリングに応じて、エンティティビルダは、このインタ
ーフェースの一方または両方を実装することができる。
【０８９０】

【表２１８】

【０８９１】
　エンティティビルダの要件：
　・ステートレス。エンティティビルダは、Ｃｒｅａｔｅメソッドおよび／またはＷｉｒ
ｅメソッドへの２つの呼び出しの間にローカル状態を保つことを、許可されない。ＸＡＤ
ランタイムは、効率性の理由から、エンティティビルダのオブジェクトプールを作成する
場合がある。したがって、ビルダメソッドへの呼び出しの順序および回数の保証はない；
　・プレイ時挙動なし（no play-time behavior）。エンティティビルダは、２つのこと
、すなわち、エンティティの作成およびワイヤリングを行うことができる。それ以外は許
可されない。エンティティビルダは、そのエンティティビルダが作成またはワイヤリング
するエンティティの他のインターフェースを使用することを、許可されない。
【０８９２】
　以下の例に、プリミティブタグのタグ定義と、対応するエンティティビルダの実装とを
示す。
【０８９３】
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【表２１９】

【０８９４】
【表２２０】

【０８９５】
　以下は、同一のタグの単純化されたバージョンの例である。このエンティティは、定数
パラメータへのアクセスを必要とせず、特別なコンストラクタパラメータを有さないので
、エンティティビルダは、エンティティ構築を実装する必要はなく、ワイヤリングだけを
実装する。
【０８９６】
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【表２２１】

【０８９７】
【表２２２】

【０８９８】
　（アクション）　
　一般に、アクションは、エンティティ型「ｆｗｋ：ＥｖｅｎｔＨａｎｄｌｅｒ」を実装
するエンティティである。
【０８９９】

【表２２３】

【０９００】

【表２２４】

【０９０１】
　コマンドは、他のエンティティと同様に、エンティティクラスを実装し、タグ定義を記
述することによって実装することができる。しかし、アクションは、最も一般的なエンテ
ィティの１つとして認識され、ＸＡＤは、アクションを実装する代替のより単純な形をサ
ポートする。ＸＡＤは、エンティティではなく関数としてアクションを実装することを可
能にする。バックグラウンドでは、ＸＡＤランタイムが、ＸＡＤパラメータをＣ＃パラメ
ータにマッピングし、その関数を呼び出す。
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【０９０２】
　コマンド実装として使用される関数は、以下の要件を満たさなければならない：
　・エンティティクラスのメソッドとして定義される。エンティティクラスは、エンティ
ティドメインサービスへのアクセスを提供する。複数のコマンド関数を、同一のエンティ
ティクラスで実装することができる。しかし、これは、単にパッケージングの便宜のため
であり、アクション間の相互作用を意味するものではない；
　・ステートレス。ＸＡＤランタイムは、ランタイムに、コマンドエンティティのインス
タンスをどのように管理するかを決定する。例えば、エンティティクラスの新しいインス
タンスを、コマンド呼び出しごとに作成することが可能である。アクションは、ある呼び
出しから別の呼び出しまで状態を保つことを、許可されない。アクションがアプリケーシ
ョンに関して知る必要があるすべての情報は、パラメータとして渡されなければならない
；
　・参照パラメータおよびアウトパラメータがない。関数として実装されるアクションは
、出力パラメータを有することができない。参照パラメータは、一般にＸＡＤによってサ
ポートされず、したがって、コマンド関数は、このどちらも使用することができない。ア
クションは、インパラメータとして渡される書き込み可能なデータに書き込むことによっ
て、アプリケーション状態に対する変更を行う。
【０９０３】
　コマンド関数は、パラメータとしてエンティティをとる。しばしば、これらのパラメー
タはデータエンティティである。ＸＡＤは、強く型付けされたアクセスを可能にすること
によって、データエンティティへのアクセスを容易にする。汎用データエンティティ型Ｉ
ＣＲａｎｇｅを使用することに加えて、コマンド作成者は、パラメータ型として強く型付
けされたアクセッサを使用するというオプションを有する。
【０９０４】
【表２２５】

【０９０５】
　ファイル名に関してアウトパラメータまたは参照パラメータを使用するのではなく、更
新アクセッサが使用されていることに留意されたい。
【０９０６】
　データエンティティによってサポートされないアクセッサを指定することは、エラーで
ある。
【０９０７】
　コマンド関数に加えて、対応するタグ定義を記述しなければならない。タグ定義内のパ
ラメータ名は、コマンド関数内のパラメータ名と正確に一致しなければならない。ＸＡＤ
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ランタイムは、名前によってパラメータを照合するので、一致しないパラメータ名を有す
ることはエラーである。パラメータの順序は関係ない。
【０９０８】
【表２２６】

【０９０９】
　オプションパラメータ（Ｍｉｎ＝“０”）は許容される。オプションパラメータのデフ
ォルト値を、タグ定義内で指定することができる。デフォルト値が指定されない場合、Ｘ
ＡＤランタイムは、ｎｕｌｌを渡し、クライアントコードは、ｎｕｌｌを処理する準備を
しておかなければならない。デフォルト値なしの値型オプションパラメータを定義するこ
とは、エラーである。
【０９１０】
　設定パラメータ（Ｍａｘ＝“ｕｂｏｕｎｄｅｄ”）は許容される。設定パラメータは、
関数において、ＩＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎとして型指定されなければならない。汎用型は、
項目の型を有する集合を特殊化するために、将来的に使用できるようになる。
【０９１１】
　４）カスタムチェッカはどのインターフェースを実装しなければならないのか？
　５）パラメータ名とアタッチドパラメータ名との間の競合をどのように扱うべきか？
　６）我々は動的にインスタンス化されるエンティティでアウトパラメータをサポートし
たいのか？
　７）我々は、Ｗｉｒｅに渡されるエンティティが強く型付けされるように何らかの形で
汎用型を使用しようとしているのか？パラメータ値についてはどうか？
【０９１２】
　（共通のフレームワークエンティティ）　
【０９１３】

【表２２７】

【０９１４】
　（デプロイメントモデル）　
　（ＸＡＤアプリケーション）
　ＸＡＤアプリケーションは、様々な関連する断片から構成される。ＸＡＤパッケージン
グおよびデプロイメントモデルは、これらの断片を一緒にグループ化し、以下の目的のた
めに、それら断片間の関係を定義するルールを定義する：
　・アプリケーションのすべての部分（アプリケーションの構成要素）の識別；
　・アプリケーションの整合性の検証；
　・インタープリタモードとコンパイルモードとの両方でのアプリケーションの実行；
　・アプリケーションのデプロイメント；
　・バージョニング（versioning）。　　
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　ＸＡＤは、アセンブリベースのパッケージングおよびデプロイメントモデルを使用し、
このモデルは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔデプロイメント戦略に従う（詳細については、Ｆｕｓ
ｉｏｎのhttp://fusionを参照されたい）。Ｆｕｓｉｏｎは、バージョニング、サイドバ
イサイドインストール、「ＤＬＬヘル（DLL hell）」、管理、ポリシなどの問題を扱い、
したがって、そのデプロイメントモデルおよびサービスを利用することは有益である。
【０９１５】
　様々なアプリケーション断片は、アセンブリと呼ばれるより大きいパッケージにグルー
プ化される。アセンブリは、アプリケーションを形成するために結合される。
【０９１６】
【表２２８】

【０９１７】
　すべてのＸＡＤアプリケーションは、１つのエントリポイント、すなわち、そのエント
リポイントからアプリケーション処理が開始されるタグを有する。アプリケーションエン
トリポイントの要件は、以下の通りである：
　・タグは、ルートアセンブリ内で定義されなければならない；
　・タグのローカル名は、Ｍａｉｎでなければならない。ネームスペースは、http://sch
emas.microsoft.com/2005/xad/systemに存在するものでなければならない；
　・タグがパラメータをとる場合、そのパラメータは、コマンドラインから渡すことがで
きるように、単純なデータ型（ｓｔｒｉｎｇ、Ｉｎｔｅｇｅｒ、Ｂｏｏｌｅａｎなど）で
なければならない。
【０９１８】
　（ＸＡＤアセンブリ）　
　ＸＡＤアセンブリは、デプロイメントの最小単位である。ＸＡＤアセンブリは、ＸＡＤ
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セマンティクスを有するｆｕｓｉｏｎアセンブリである。
【０９１９】
　ＸＡＤアセンブリは、以下の２つの部分からなる：
　・マニフェスト（５．３を参照されたい）；
　・構成要素ファイル。
【０９２０】
【表２２９】

【０９２１】
　（マニフェスト内にリストされる）アセンブリ構成要素ファイルは、実際のＸＡＤコー
ド（タグ定義、エンティティ型、シグネチャなど）と、アプリケーションの一部である、
すべての他の情報（データスキーマ、メタデータ、リソースなど）とを含む。ＸＡＤまた
はスキーマファイルが、マニフェスト内に構成要素としてリストされると、その内容は、
以下のために使用可能になる：
　・アセンブリ内のすべてのＸＡＤファイル；
　・依存ＸＡＤアセンブリ内のすべてのＸＡＤファイル。
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【０９２２】
　型、シグネチャ、パラメータグループ、およびタグ定義は、「内部」として定義するこ
とができ、その場合、これらは、そのアセンブリの外部からは不可視である。ＸＡＤファ
イルは、他のＸＡＤファイルまたはスキーマファイルを参照しない。依存関係（他のファ
イルからのタグ、型などの使用）は、ファイルレベルではなくアセンブリレベルで処理さ
れる。しかし、ＸＡＤアプリケーション内で使用される他の言語が、ファイル参照をサポ
ートする場合がある。例えば、ＸＳＤは、インクルードディレクティブ（include direct
ive）およびインポートディレクティブ（import directive）をサポートする。インクル
ードまたはインポートされるファイルは、自動的にアセンブリの一部になるのではない。
これらのファイルは、構成要素ファイルとして明示的にリストされなければならない。
【０９２３】
　８）知的財産権（ＩＰ）保護に関して我々は何を行うのか？コンパイルされたアセンブ
リが回答になるかもしれない。
【０９２４】
　すべての構成要素ファイルは、マニフェストが配置されるのと同一のフォルダまたはサ
ブフォルダ（任意に深いネストレベルのサブフォルダがサポートされる）に配置されなけ
ればならない。ＸＡＤアセンブリ用の、以下の２つのフォーマットが存在する：
　・非ＰＥマルチファイルアセンブリ
　ＰＥは、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ（ポータブル実行可能ファイル）
」を表す。このフォーマットは、開発中に便利である。アセンブリ全体を含む単一のファ
イルは存在しない。構成要素ファイルは、ＸＡＤ作成者によって作成されながら使用され
、ディスクに保存される。ＸＡＤランタイムは、マニフェストを読み取ることによって、
それらのファイルを発見する。構成要素ファイルに対する変更はすべて、ファイルが保存
されるときにアセンブリ上で直ちに反映される。ＸＡＤアプリケーション内でアセンブリ
を使用するために、コンパイルステップは必要ではない；
　・．ＮＥＴアセンブリ
　これは、デプロイメントに便利な、コンパイルされた形のＸＡＤアセンブリである。コ
ンパイルは、よりよい性能をもたらす。ＸＡＤアセンブリは、バイナリフォーマットで記
憶され、他の．ＮＥＴアセンブリと同様に、ＧＡＣ（グローバルアセンブリキャッシュ）
内で展開できるように、強い名前を用いて署名することができる。コンパイルされたＸＡ
Ｄアセンブリの正確なフォーマットが何になるかは、まだ決定されていない（ＳＤＫ１後
ＴＢＤ）。しかし、コンパイルされたＸＡＤアセンブリが、エラー処理および意味のある
Ｗａｔｓｏｎダンプ生成のために、エラーをオリジナルのＸＡＤソースに戻って相関させ
ることを可能にすることが必要である。
【０９２５】
　（アセンブリマニフェスト）　
　ＸＡＤアセンブリマニフェストは、Ｆｕｓｉｏｎマニフェストであり、Ｆｕｓｉｏｎに
よって使用することができる。ＸＡＤアセンブリマニフェストは、ＸＡＤアセンブリを完
全に記述する。このマニフェストは、「．ｍａｎｉｆｅｓｔ」拡張子を有するＸｍｌファ
イルである。最新のＦｕｓｉｏｎマニフェストスキーマは、http://teamweb/manifest/Sh
ared%20Documents/Latest%20Manifest%20schema.htmで見つけることができる。マニフェ
ストは、テキストエディタを使用して手作業で作成するか、開発ツールによって作成する
ことができる。開発時に、マニフェストは、プロジェクトファイルの役割を担い、アセン
ブリのすべての部分およびその依存関係を記録する。ランタイムに、マニフェストは、ア
プリケーションのすべての部分を見つけてロードするために、ＸＡＤランタイムによって
使用されるカタログの役割を担う。ＸＡＤランタイムは、Ｆｕｓｉｏｎマニフェストスキ
ーマ全体を理解するのではなく、Ｆｕｓｉｏｎマニフェストスキーマのあるセクションを
認識して、残りのセクションは無視する。
【０９２６】
　ＸＡＤによって認識されるマニフェストセクションは、以下の通りである：
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　・アセンブリＩＤ；
　・説明；
　・他のアセンブリとの依存関係；
　・構成要素ファイルのリスト。
【０９２７】
　Ｆｕｓｉｏｎマニフェストスキーマのターゲットネームスペースは、「ｕｒｎ：ｓｃｈ
ｅｍａｓ－ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ－ｃｏｍ：ａｓｍ．ｖ２」である。このスキーマは、拡張
可能であり、他のネームスペースからの要素および属性を追加することができる。ＸＡＤ
は、http://schemas.microsoft.com/2005/xad/assemblyのネームスペースで定義された拡
張として、少数の属性を追加するに過ぎない。ＸＡＤは、要素に関してはマニフェストス
キーマを拡張しない。
【０９２８】
　以下のリファレンスは、ＸＡＤによって認識されるＦｕｓｉｏｎマニフェストＸｍｌの
要素および属性、ならびにＸＡＤによって追加される属性を説明するものである。
【０９２９】
【表２３０】

【０９３０】
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【表２３１】

【０９３１】
　９）「カルチャ」属性の我々の使用法は何か？．ＮＥＴでは、「カルチャ」属性は、サ
テライトアセンブリのみのために意図されている。我々は、ローカライズされたリソース
をどのように扱うのか？
　１０）ｔｙｐｅ属性の我々の現在の使用法に関する問題：
　　－これは、「後方互換性のため」として文書化され、将来的に除去することができる
；
　　－値「ｘａｄ」をグローバルに予約する方法はない；
　　－ｔｙｐｅは、依存関係において指定されたときに限り意味を持つ；
　我々は、その代わりにｄｅｐｅｎｄｅｎｔＡｓｓｅｍｂｌｙ要素で我々自身の拡張属性
を定義すべきか？
【０９３２】
【表２３２】

【０９３３】
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【表２３３】

【０９３４】

【表２３４】

【０９３５】
　１１）挙動マップファイルの将来はどうなるか？
【０９３６】
　（マニフェストの例）　
【０９３７】
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【表２３５】

【０９３８】
　このマニフェストの例は、名前「Ｄｅｍｏ」およびバージョン「１．０．０．０」を有
するアセンブリを記述している。
【０９３９】
　「Ｄｅｍｏ」アセンブリは、以下の２つの他のアセンブリに依存する：
　・「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ＸＡＦ．ＸＡＤ．Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ」、すなわち、ＸＡＤ
アセンブリ（ｔｙｐｅ＝“ｘａｄ”）；
　・「ＤｅｍｏＥｎｔｉｔｙＢｕｉｄｌｅｒｓ」、すなわち、．ＮＥＴアセンブリ（ｔｙ
ｐｅは指定されない）。
【０９４０】
　「Ｄｅｍｏ」アセンブリは、以下の２つの構成要素ファイルを有する：
　・ＤｅｍｏＴａｇｓ．ｘａｄ、すなわち、最終的にタグ定義、シグネチャ、エンティテ
ィ型、およびパブリックパラメータグループを含めることができるＸＡＤファイル；
　・ＤｅｍｏＤａｔａＳｃｈｅｍａ．ｘｓｄ、すなわち、スキーマファイル。
【０９４１】
　（アセンブリの依存関係）　
　別のアセンブリとの依存関係を確立することによって、ＸＡＤアセンブリは、その内部
にはない
　・エンティティ型
　・シグネチャ
　・タグ定義
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　・パラメータグループ
　・スキーマ
　を使用することができる。
【０９４２】
　別のＸＡＤアセンブリとの依存関係は、マニフェストの依存アセンブリのリストにその
ＩＤを含め、属性ｔｙｐｅ＝“ｘａｄ”を指定することによって確立される。ファイルま
たはパス情報を指定する必要はない。アセンブリＩＤは、ランタイムに解決され、対応す
るアセンブリがロードされる（「アセンブリのバインディング、ロード、およびアンロー
ド」を参照されたい）。
【０９４３】
　ＸＡＤアセンブリは、．ＮＥＴアセンブリに依存することもできる。．ＮＥＴアセンブ
リとの依存関係は、ｔｙｐｅ属性が指定されないか、異なる値を有することを除いて、Ｘ
ＡＤアセンブリとの依存関係と正確に同一の形で確立される。．ＮＥＴアセンブリとの依
存関係は、
　・エンティティ型定義
　・プリミティブタグ定義におけるエンティティ参照
　・プリミティブタグ定義におけるエンティティビルダ参照
　・プリミティブタグ定義におけるコマンドクラス参照
　・メタデータ
　において．ＮＥＴ型がＸＡＤアセンブリによって参照されるたびに確立されなければな
らない。
【０９４４】
【表２３６】

【０９４５】
　以下は、ＸＡＤアセンブリの依存関係に適用されるルールである：
　・１つのアセンブリが、複数のアセンブリに依存することができる（Ａが、Ｂ、Ｃ、Ｄ
などに依存することができる）；
　・多数のアセンブリが、同一のアセンブリに依存することができる（Ｂ、Ｃ、Ｄなどが
、Ａに依存することができる）；
　・アセンブリの依存関係は、推移的ではない（ＡがＢに依存し、ＢがＣに依存する場合
に、ＡはＣに依存しない。Ａは、必要に応じて、明示的にＣを参照しなければならない）
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；
　・環状依存関係は、サポートされない（ＡがＢに依存し、ＢがＣに依存する場合、Ｃは
Ａに依存することができない）。
【０９４６】
　（アセンブリのバインディング、ロード、およびアンロード）　
　バインディングは、アセンブリＩＤをその物理的位置に解決するプロセスである。アセ
ンブリＩＤは、パスおよびファイルなどの位置情報を含まない。Ｆｕｓｉｏｎは、．ＮＥ
Ｔランタイムによって使用されるアセンブリバインディングアルゴリズムを定義する。長
期ＸＡＤ（long-term XAD）は、Ｆｕｓｉｏｎによって提供されるサービスとして、バイ
ンディングアルゴリズムを使用する。短期には、ＸＡＤは、そのＣｈｉｌｄｒｅｎｅｔを
実装する。
【０９４７】
　すべての強く命名されてはいないアセンブリ（公開鍵トークンなし）が、アプリケーシ
ョンフォルダの下に存在しなければならないことが要求される。アプリケーションフォル
ダは、ルート／メインアセンブリのマニフェストを含むフォルダである。
【０９４８】
　アセンブリＩＤが与えられると、ＸＡＤランタイムは、以下のアルゴリズムを使用して
、アセンブリを見つける：
　１．アセンブリがタイプ「ＸＡＤ」ではない場合には、アセンブリが．ＮＥＴアセンブ
リであると仮定し、ロードを．ＮＥＴフレームワークに委任する；
　２．ＸＡＤアセンブリの場合には、アセンブリ名を有するマニフェストについてアプリ
ケーションフォルダをチェックし、それをロードする；
　３．見つからない場合には、アセンブリ名を有するサブフォルダについてアセンブリフ
ォルダをチェックする。見つかった場合には、アセンブリ名を有するマニフェストファイ
ルについてチェックし、それをロードする；
　４．見つからず、これがデバッグビルドである場合には、環境変数ＸＡＤＰＡＴＨで指
定される各フォルダについてステップ２およびステップ３を繰り返す。これは開発時ファ
シリティのみである。ＸＡＤＰＡＴＨにおけるパスは、セミコロンで区切られる。
【０９４９】
　見つかったならば、アセンブリおよびそのすべての依存関係が、ＸＡＤランタイムによ
ってロードされる。このプロセスは、再帰的であり、依存関係について繰り返される。各
依存関係の内容は、依存アセンブリのために使用可能にされる。アセンブリの内容が、す
べてのアセンブリについてグローバルに使用可能にされるのではなく、それに直接的に依
存するもののみについてであることに留意することが重要である。
【０９５０】
　スキーマは、このルールの例外である。スキーマ構成要素ファイルを伴うアセンブリを
ロードすると、スキーマが、ロードされ、グローバルスキーマコレクションに追加され、
すべてのアセンブリのために使用可能にされる。しかし、これは、現在の実装の制限であ
り、要件と考えてはならない。これは、将来的に変更される可能性が非常に高い。
【０９５１】
　アセンブリをロードする以下の２つの形が存在する：
　・別のアセンブリのマニフェスト内の静的な依存関係を介する；
　・プログラム的に、
　　　ＬｏａｄＡｓｓｅｍｂｌｙＣｏｍｍａｎｄを介して；
　　　低水準パブリックＡＰＩを介して。
【０９５２】
　ルートアセンブリ（アプリケーションアセンブリ）から開始し、その依存関係、当該依
存関係の依存関係などに進むことによって、静的に依存するアセンブリの任意に深いグラ
フが形成される。ＸＡＤランタイムは、アプリケーション起動時に、これらのすべてのア
センブリをロードする。開発者は、静的な依存関係として指定されていないアセンブリを
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ロードすることもできる。プログラム的にロードされるアセンブリという特徴がターゲッ
トとする主なシナリオは、アドインのサポートである（さらなる詳細については、「アド
インモデル」を参照されたい）。
【０９５３】
　アプリケーションアセンブリ（ルート）およびすべてのプログラム的にロードされるア
センブリは、トップレベルアセンブリのセットを形成する。トップレベルアセンブリだけ
が、アプリケーションメタデータに寄与する。ルートアセンブリを除くトップレベルアセ
ンブリだけを、プログラム的にアンロードすることができる。アセンブリは、トップレベ
ルアセンブリとして後にプログラム的にロードされた場合であっても、静的な依存関係と
してロードされる場合にはアンロードすることができない。そのようなアセンブリのアン
ロードは、静的にロードされるアセンブリからではなく、トップレベルアセンブリからそ
のアセンブリを除去することだけをもたらす。
【０９５４】
　（パッケージングのシナリオ）　
　（１ファイルアプリケーション）　
　「Ｈｅｌｌｏ　ｗｏｒｌｄ」は、単純な１ファイルアプリケーションの例である。１フ
ァイルアプリケーションは、アプリケーション実行に必要なすべての情報を含む単一のＸ
ＡＤファイルを有する。最小限でも、このファイルは、メインタグすなわちアプリケーシ
ョンエントリポイントのタグ定義を含まなければならない。アセンブリまたはアセンブリ
マニフェストを作成する必要はない。
【０９５５】

【表２３７】

【０９５６】
　１ファイルアプリケーションの要件は、以下の通りである：
　・標準フレームワークだけに依存する。標準フレームワークは、デフォルトで使用可能
であり、アセンブリマニフェストにおいて依存関係として指定される必要はない。アプリ
ケーションが、標準フレームワークからのタグ、型、およびシグネチャだけを使用してい
る場合に、そのアプリケーションは、そのマニフェストにおいて依存関係を指定する必要



(190) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

がない（マニフェストにおいて依存関係セクションがない）；
　・すべてのタグを単一ファイル内に有する。１つのファイルだけがある場合に、アプリ
ケーションは、マニフェストの構成要素ファイルセクションを必要としない。そのタイプ
にかかわりなく、複数のファイルが生じるとすぐに、アプリケーションは、マニフェスト
において構成要素ファイルを記述することを必要とする。　　
　これらの要件が満たされる場合に、そのアプリケーションは、すべての重要なセクショ
ンが空になるので、アセンブリマニフェストを必要としない。これが１ファイルアプリケ
ーションである。
【０９５７】
　（派生タグのライブラリ）　
　ＸＡＤは、ＸＡＤ作成者がＸＡＤ作成者自身のタグを定義することによって、この言語
を拡張することを可能にする。それを行う最も簡単な方法は、派生タグを定義することで
ある。というのは、派生タグが、ＸＡＤによって実装され、低水準プログラミングのスキ
ルを必要としないからである。ＸＡＤ作成者は、最終的に再利用可能なカスタムタグのセ
ットを用意し、多数のアセンブリおよびアプリケーションにまたがってそれらのタグを共
有したいと思うであろう。これは、その後に他のアセンブリによって参照できる別々のア
センブリにタグをパッケージングすることによって、行うことができる。
【０９５８】
　以下の例には、ＭｙＴａｇｓ．ｘａｄファイルにおいて定義され、ＭｙＬｉｂｒａｒｙ
アセンブリにパッケージングされる２つの再利用可能な派生タグが存在する。ＭｙＬｉｂ
ｒａｒｙアセンブリは、ＭｙＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎアセンブリによって参照され、Ｍｙ
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎアセンブリは、このライブラリによって提供されるタグを使用し
ている。
【０９５９】
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【表２３８】

【０９６０】
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【表２３９】

【０９６１】
【表２４０－１】

【０９６２】
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【表２４０－２】

【０９６３】
　次に、これがどのように動作するかを示す：
　・ＭｙＴａｇｓ．ｘａｄファイルは、２つのタグ、すなわち、ＴｅｘｔＷｉｔｈＬａｂ
ｅｌおよびＨｙｐｅｒｌｉｎｋを定義する；
　・ＭｙＴａｇｓ．ｘａｄファイルは、ＭｙＬｉｂｒａｒｙマニフェストにおいて、構成
要素ファイルとしてリストされている。これによって、このファイル内のすべてのタグが
、ＭｙＬｉｂｒａｒｙアセンブリクライアントのために使用可能にされる；
　・ＭｙＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎアセンブリは、ＭｙＬｉｂｒａｒｙアセンブリを参照し
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、したがって、ＭｙＬｉｂｒａｒｙにおいて定義されたすべてのタグへのアクセスを有す
る；
　・ＭｙＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎファイルは、ＭｙＬｉｂｒａｒｙアセンブリにおいて定
義されたＨｙｐｅｒｌｉｎｋタグを使用する。
【０９６４】
　（プリミティブタグのライブラリ）　
　ＸＡＤは、カスタムプリミティブタグまたは派生タグを定義することによって、拡張す
ることができる。派生タグは、ＸＡＤを使用して実装されるので定義がより簡単であるが
、プリミティブタグは、ＶＢおよびＣ＃などの低水準プログラミング言語を使用して実装
されるので、より豊かな機能を提供することができる。これらの言語は、ＯＳおよびマシ
ンリソースへのフルアクセスを提供する。コンポーネント開発者、ツール開発者、および
プラットフォーム開発者は、多数のＸＡＤアプリケーションにおいてＸＡＤ作成者が再利
用できるプリミティブタグを定義することができる。プリミティブタグのパッケージング
は、派生タグのパッケージングとほとんど同一である（上記の例を参照されたい）。以下
の２つの主要な相違が存在する：
　・タグ定義は、ＸＡＤ本体ではなく、エンティティビルダクラスへの参照を含む；
　・プリミティブタグを含むアセンブリのマニフェストは、エンティティビルダを含む．
ＮＥＴアセンブリとの追加の依存関係を指定しなければならない。
【０９６５】
　エンティティビルダは、プリミティブタグに対応するエンティティをどのように作成し
て、ワイヤリングするかを知っている．ＮＥＴコンポーネントである（エンティティビル
ダのさらなる詳細については、言語の概念を参照されたい）。
【０９６６】
　以下の例では、プリミティブタグとしてＨｙｐｅｒｌｉｎｋを実装している。
【０９６７】
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【表２４１】

【０９６８】
　クライアントコードは、派生タグとしてのＨｙｐｅｒｌｉｎｋを使用するコードと同一
である。クライアントアセンブリは、他のアセンブリからのタグの実装詳細にも、その依
存関係にも公開されない。
【０９６９】
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【０９７０】
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【表２４２－２】

【０９７１】
　（アドインモデル）　
　（アドインモデルとは何か？）　
　アドイン（アドオンまたはプラグインとも呼ばれる）は、アプリケーションのアップグ
レードを必要とせずに、所与のソフトウェアアプリケーションの基本機能セットを拡張す
る、内蔵型のソフトウェアパッケージである。アドインは、ユーザが高価と考えられるア
ップグレードサイクルを全部行うことを必要とせずに、新しい機能またはサードパーティ
の拡張機能が使用可能になったときに、これらの機能を増分的に追加することを可能にす
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る。
【０９７２】
【表２４３】

【０９７３】
　アドインアーキテクチャが動作するための、以下の４つの重要な要件が存在する：
　・拡張性プロトコルが、定義され、公開されなければならない；
　・拡張されるアプリケーションが、拡張性プロトコルを正しく実装しなければならない
；
　・アドインが、拡張性プロトコルを正しく実装しなければならない；
　・アプリケーションが、アドインの発見（discovery）およびロードをサポートしなけ
ればならない。
【０９７４】
　（ＸＡＤアドインモデル）　
　ＸＡＤアドインモデルは、以下の主要な概念に基づく：
　・アセンブリの動的ロード；
　・メタデータ駆動型の拡張性プロトコル；
　・動的なエンティティのインスタンス化。
【０９７５】
【表２４４】

【０９７６】
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　（アセンブリの動的ロード）　
　アドインは、アセンブリ内にパッケージングされる。これは驚くべきことではない。と
いうのは、ＸＡＤアプリケーションのすべての部分が、アセンブリ内にパッケージングさ
れるからである。アセンブリは通常、アセンブリマニフェストにおいて指定された静的な
依存関係を介してロードされる（「アセンブリの依存関係」を参照されたい）。ＸＡＤラ
ンタイムは、すべての静的な依存関係を自動的にロードする。
【０９７７】
　アセンブリは、動的にロードすることもできる。この場合、アセンブリは、どのマニフ
ェストにおいても静的な依存関係としてリストされない。その代わりに、アプリケーショ
ンは、システム定義コマンド＜ｌｏａｄＡｓｓｅｍｂｌｙ＞を使用して、そのマニフェス
トパスを指定することによって、アセンブリをロードすることができる。このパスは、単
に１つのデータに過ぎず、ユーザ入力、アプリケーション状態、構成ファイルなどから取
得することができる。アセンブリがロードされると、メタデータが更新され、そのエンテ
ィティが、動的インスタンス化に使用可能になる。
【０９７８】
【表２４５】

【０９７９】
　（メタデータ駆動型の拡張性プロトコル）　
　拡張可能なＸＡＤアプリケーションは、その拡張性プロトコルを別々のアセンブリ内で
定義し、その結果、このプロトコルを、公開して、そのアプリケーションと、拡張機能を
記述するサードパーティとの両方によって参照できるようになる。
【０９８０】
　拡張性プロトコルは以下の２つの部分を有する：
　・メタデータスキーマ：用語「メタデータ」は一般に、「データに関するデータ」を意
味する。本仕様書の文脈では、メタデータは、アドインによって実装される機能の記述と
して使用される。メタデータには、タグ名、渡されるパラメータ、ＵＩで人間が読み取り
可能なテキストなどを含めることができる。拡張可能なアプリケーションは、メタデータ
スキーマ（アドインに何を期待するか）を定義する。アドインは、そのコンテンツを提供
する；
　・タグシグネチャ：アドインは、ＸＡＤタグを定義することによってその機能を実装す
る。アプリケーションは、これらのタグを使用して、アドイン機能にアクセスする。アプ
リケーションは、タグシグネチャ（タグがどの型のエンティティをもたらさなければなら
ないか、およびタグがどのパラメータをとるか）を定義し、アドインは、タグ定義（タグ
名および実際の実装）を提供する。シグネチャをインターフェースになぞらえることがで
き、タグ定義をインターフェース実装になぞらえることができる。
【０９８１】
　ＸＡＤは、システム定義タグ＜Ｍｅｔａｄａｔａ＞を介してアクセス可能なグローバル
メタデータツリーをサポートする。メタデータツリーは、すべての動的にロードされたア
センブリからのすべてのメタデータ構成要素ファイルの結合である（構成要素に関する詳
細については「ファイルタイプ」を参照されたい）。メタデータツリーは、ランタイムに
、メタデータ構成要素ファイルを伴うアセンブリがロードされるかアンロードされるたび
に、自動的に更新される。アプリケーションがそれ自体を動的に更新できるようにするた
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、どのアドインがロードされているかを発見し、そのアドインが提供する機能を使用する
ことができる。
【０９８２】
　（動的なエンティティのインスタンス化）　
　ＸＡＤ作成者は通常、ＸＡＤコード内に直接的にＸＡＤタグを記述する。ＸＡＤタグを
使用することによって、作成者は、ＸＡＤランタイムによってどのエンティティが作成さ
れなければならないかを静的に宣言する。
【０９８３】
　アドインは、そのアドインが実装する機能にアクセスするためのタグを定義する。アド
インは、アプリケーションが記述される時点では使用できないので、ＸＡＤ作成者が、ア
ドインによって定義されるタグを認識して使用することは、不可能である。作成者は、タ
グシグネチャを認識して、静的に定義するだけである。実際のタグ名、したがって最終的
にパラメータ値は、アドインによってメタデータを介して提供される。アプリケーション
は、メタデータスキーマがどのようなものであるかを正確に認識している。というのは、
メタデータスキーマが、アプリケーション定義の拡張性プロトコルの一部であるからであ
る。アプリケーションは、メタデータを読み取り、タグ名によってエンティティを動的に
インスタンス化する。ＸＡＤは、タグ名による動的エンティティインスタンス化用のシス
テム定義タグ＜ＤｙｎａｍｉｃＥｎｔｉｔｙ＞をサポートする。プロキシを有するタイプ
のエンティティだけを、動的にインスタンス化することができる。エンティティが、
　・動的にロードされるアセンブリ内、
　・ＤｙｎａｍｉｃＥｎｔｉｔｙタグを使用しているアセンブリの静的な依存アセンブリ
内
　で定義される場合に限り、そのエンティティを動的にインスタンス化することができる
。
【０９８４】
　（アドインのシナリオ）　
　以下のシナリオでは、新しいタイプのファイルをサポートするためにアドインを介して
拡張できるファイルアプリケーションを説明する。このアプリケーションのアイデアは、
ファイルタイプをサポートするアドインを有する限り、任意のタイプのファイルを開いて
、示すことができるというものである。この例は、以下の３つの部分を有する：
　・ＦｉｌｅＥｘｔｅｎｓｉｏｎＰｒｏｔｏｃｏｌアセンブリ
　　Ｆｉｌｅアプリケーションの拡張プロトコルを定義する。この拡張プロトコルは、メ
タデータスキーマおよび個々のファイルタグのシグネチャから構成される。この拡張プロ
トコルは、このアプリケーションと、様々なアドインとの両方がこの拡張プロトコルを参
照できるようにするために、別々のアセンブリ内で定義される；
　・Ｆｉｌｅアセンブリ
　　Ｆｉｌｅアプリケーションコード用のアセンブリ；
　・ＳｍａｒｔＦｉｌｅｓＡｄｄＩｎアセンブリ
　　架空の会社Ｓｍａｒｔｓ．ｃｏｍによって提供されるアドインアセンブリ。
【０９８５】
　（ＦｉｌｅＥｘｔｅｎｓｉｏｎＰｒｏｔｏｃｏｌアセンブリ）　
【０９８６】



(201) JP 5042993 B2 2012.10.3

10

20

【表２４６】

【０９８７】
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【表２４７】

【０９８８】
【表２４８】

【０９８９】
　（Ｆｉｌｅアセンブリ）　
【０９９０】
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【０９９１】
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【表２５０】

【０９９２】
　（ＳｍａｒｔＦｉｌｅｓＡｄｄＩｎアセンブリ）　
【０９９３】
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【０９９４】
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【表２５２】

【０９９５】
【表２５３】

【０９９６】
　（付録Ａ：コーディング規約）　
　以下は、推奨されるＸＡＤコーディング規約のリストである。標準ＸＡＤフレームワー
クは、これらの規約のすべてに従う。サードパーティは、これらの規約の一部またはすべ
てを採用することを選択することができる。
【０９９７】
　これらの規約は、ＸＡＤＣｏｐによって実施される。ＸＡＤＣｏｐは、趣旨において、
．Ｎｅｔ　ＦｒａｍｅｗｏｒｋにおけるＦｘＣｏｐに似たＸＡＤ固有チェッカである。
【０９９８】
　１２）＄ＴＯＤＯ：　ＸＡＤＣｏｐドキュメンテーションが利用可能になったならば、
それにリンクする
　Ｓｙｓｔｅｍネームスペースの「ｓｙｓ」プレフィックス
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　１３）＄ＴＯＤＯ
　名前のＰａｓｃａｌ式大文字小文字の区別
　１４）＄ＴＯＤＯ
　シグネチャ名は「Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」で終わらなければならない
　１５）＄ＴＯＤＯ
　「Ｓｅｔ」パラメータの名前は「ｓ」で終わらなければならない
　１６）＄ＴＯＤＯ
　「単一の」エンティティタグの名前は「ｓ」で終わってはならない
　１７）＄ＴＯＤＯ
　セレクタタグの名前は「Ｓｅｌｅｃｔｏｒ」で終わらなければならない
　１８）＄ＴＯＤＯ
　パラメータ（指定される場合）はエンティティの最初の属性でなければならない
　１９）＄ＴＯＤＯ
　名前（指定される場合）はパラメータ（指定される場合）の後のエンティティの最初の
属性でなければならない
　２０）＄ＴＯＤＯ
【図面の簡単な説明】
【０９９９】
【図１Ａ】本発明によるアプリケーションフレームワークを用いてアプリケーションを構
成でき、本発明によるアプリケーションフレームワークの下でアプリケーションを実行で
きる、コンピューティング環境および基本的なコンピューティングデバイスを示す機能図
である。
【図１Ｂ】１つまたは複数の表示されたデータオブジェクトを示す、例示的なワープロア
プリケーションによって表示された例示的なワープロ文書を示すコンピュータスクリーン
ディスプレイを示す図である。
【図２Ａ】本発明の実施形態による、アプリケーションとアプリケーション記述エンジン
と１つまたは複数のコンポーネントドメインとの間の相互作用を示す機能図である。
【図２Ｂ】本発明による、アプリケーションコンポーネントが１つまたは複数のＵＩおよ
び１つまたは複数のデータストアに接続された、アプリケーションフレームワークアプリ
ケーションの例示的な実施形態を示す機能図である。
【図３】本発明による、ＵＩとデータストアとの間に接続された複数のアプリケーション
を有し、かつ例示的なアプリケーション記述および例示的なＸＡＤエンジンによって構成
されるか、または再構成されるＸＭＬアプリケーションフレームワークの別の例示的な実
施形態を示す機能図である。
【図４】本発明による、ＸＡＦアプリケーション内でイベントを実行する方法の実施形態
を示すフロー図である。
【図５】本発明による、ＸＡＦアプリケーションを作成し、構成または再構成する方法の
実施形態を示すフロー図である。
【図６】データレイヤの編成を示し、データレイヤと、データストアおよびデータクライ
アントを含む他のコンポーネントとの間の接続を示す図である。
【図７】トランザクション変換動作の動作フローを示す図である。
【図８】トランザクション変換動作に従って実行される制御動作を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態において実行される動作の動作フローを示す図である。
【図１０】本発明による、ソフトウェアメソッドの実行を順序付けるための、コンピュー
タ環境内で動作可能なマルチティア型フェーズ化モデルの実施形態を示す図である。
【図１１】本発明による、フェーズ化されたモデル内でソフトウェアメソッドの実行を順
序付けるための、ソフトウェアコンポーネントを有するモジュラ式ソフトウェアシステム
の実施形態を示す図である。
【図１２】本発明による、システム内の任意のソフトウェアメソッドの実行を順序付ける
ための、コンピュータシステム全体にまたがって動作する第１の、またはトップレベルの
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【図１３】本発明による、データの取り出しおよび書き込みを順序付ける、マスタフェー
ズスペースのフェーズの１つまたは複数の間に動作可能なサブフェーズスペースの実施形
態を示す図である。
【図１４Ａ】本発明による、プラグアンドプレイシステムの構成および動作を順序付ける
、マスタフェーズスペースのフェーズの１つまたは複数の間に動作可能なサブフェーズス
ペースの実施形態を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明による、プラグアンドプレイシステムの構成および動作を順序付ける
、マスタフェーズスペースのフェーズの１つまたは複数の間に動作可能なサブフェーズス
ペースの実施形態を示す図である。
【図１５】本発明による、あるフェーズへのソフトウェアメソッドの実行の制約を宣言す
るフェーズ制約属性を含むデータ構造体または言語属性の実施形態を示す図である。
【図１６Ａ】本発明による、コンピュータシステムの動作をフェーズ化する方法の実施形
態を示す図である。
【図１６Ｂ】本発明による、コンピュータシステムの動作をフェーズ化する方法の実施形
態を示す図である。
【図１７】本発明による、フェーズ化されたドメイン内で動作する、ユーザ連絡先情報を
提供し、記憶するように動作する例示的なコンピュータシステムを示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態による、複数のオブジェクトを同時に実行するように構成
された例示的なシステムを示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態による、複数のオブジェクトを同時に実行するように構成
された別の例示的なシステムを示す図である。
【図２０】内部シングルスレッドオブジェクトと外部オブジェクトとの間の非同期通信を
示す図である。
【図２１】コンカレンシドメインがデータベースとインターフェースをとる際の例示的な
実行の経路を示す図である。
【図２２】第１のコンカレンシドメインがデータベースとインターフェースをとる動作フ
ローチャートである。
【図２３】第１のコンカレンシドメインが第２のコンカレンシドメインとインターフェー
スをとる際の例示的な実行の経路を示す図である。
【図２４】第１のコンカレンシドメインが第２のコンカレンシドメインとインターフェー
スをとる動作フローチャートである。
【図２５】実行可能アプリケーションを形成するために作成されるデータおよびオブジェ
クトと関連する高水準のアプリケーション記述を示す図である
【図２６】アプリケーションコンポーネントのグラフを作成して、接続するために実行さ
れるときの、図２５に示されたアプリケーション記述を示す図である。
【図２７】図２５および図２６のアプリケーション記述の内部コンポーネントと、データ
を処理し、かつ／または表示するのに使用される結果として生じるオブジェクトとの間の
相互関係を示す図である。
【図２８】マークアップ言語が実行される、本発明の一実施形態の動作特性を示すフロー
図である。
【図２９】アプリケーションが動的に再構成される、本発明の一実施形態の動作特性を示
すフロー図である。
【図３０】本発明の実施形態において、作成動作によって実行される動作の動作フローを
示す図である。
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