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はじめに

Ajax エンジンはクライアントとサーバ間の仲介役を
担っており，クライアントに対しては Web ページ表示

2004 年に米 Google 社により公開された地図検索サー

を，サーバに対してはデータの送受信を行っている．こ

ビスである Google Maps が大きな反響を呼んでいる．

れにより，ユーザはサーバとの通信を意識することなく，

Google Maps がそれまでのオンライン地図検索サービ

クライアントを非同期に操作することが可能となるので

スと異なる点は，画面遷移を伴うことなく地図上を移動

ある．

したり，拡大縮小できる点である．この Google Maps
が利用している技術は Ajax(Asynchronous JavaScript

また Ajax は，その呼称からも，新しいミドルウェ

+ XML) と呼ばれる，JavaScript による非同期通信と

アのように思われがちであるが，実際は Asynchronous

DHTML，XML を組み合わせた新しいタイプの Web ア
プリケーション開発技術である．本報告では，この Ajax

JavaScript + XML という名の通り，JavaScript による
非同期通信と，DHTML，XML といった技術を組み合

がなぜ注目を浴びているのか，またその仕組みや特徴，

わせた Web アプリケーション開発の新しい指針にすぎ

今後について調査した．

ない．これらの技術は以前から存在しており，特に目新
しい技術ではないが，上手く組み合わせることでこれま
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Ajax とは

2.1

でリッチクライアントなしでは不可能だと考えられてい
た動作を Web アプリケーションに与えることができる．

Ajax の構成

Fig. 2 に Ajax の構成モデル図を示す．

これまでの Web サイトでは，画面遷移が生じるたび
にクライアントとサーバ間で通信を行うため，待ち時間
が発生し，ユーザにストレスを与えていた．Ajax は，ク
ライアントとサーバ間に新たに Ajax エンジンを置くこ
とでこの問題を解消している．この Ajax エンジンの概
念図を既存の Web アプリケーションモデルと比較して

Fig. 1 に示す．

browser client

browser client

user interface

user interface

Fig. 2 Ajax の構成モデル

JavaScript call
HTTP + CSS data
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また，以下の処理を各要素がどのように実現しているの
かについて詳述する．

1. JavaScript でイベントを獲得
2. XMLHttpRequest オブジェクトを生成
3. サーバへ情報を送信
4. サーバからの返信を受信

Fig. 1 Ajax の概念図

5. 返信を元に HTML を操作
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2.2
2.2.1

Ajax エンジンの構成要素

DOM は文書の一部分を操作するためのメソッドとプ
ロパティを提供するもので，HTML 中のタグで囲まれ

JavaScript による非同期通信

Fig. 3 に示すような JavaScript による非同期通信を

た任意の要素を，JavaScript を介した DOM オブジェク

実現可能にしているのが，JavaScript の組み込みオブジ

トによって取り出すことができる．取り出した HTML

ェクトである XMLHttpRequest である．XMLHttpRe-

中の要素のプロパティや CSS の値を変更することで，該

quest を利用することで，スクリプト中で HTTP 通信
を利用して新しいデータを取得し，HTML を再構成す

当部分の表示やスタイルの変更が可能となる．つまり，

ることが可能となる．この XMLHttpRequest は，通信

Ajax における DHTML の役割は，XMLHttpRequest で
非同期に得られた一部分のデータを，Web ページの必

を同期か非同期で行うかを指定できる．非同期で通信を

要な部分の要素に反映させることである．

行うように設定すると，Fig. 3 に示すようにブラウザの

2.2.3

表示と，サーバとのデータ通信を非同期にし，ブラウザ

XML 文書を返すサーバサイドアプリケーション

XMLHttpRequest によって非同期にデータを取得す

の制御を奪うことなくサーバと HTTP 通信することが

るためには，データを生成するサーバーサイドアプリ

できる．つまり，XMLHttpRequest が発生している間

ケーションが必要となる．このとき，クライアントと

も，ユーザはブラウザ上で他の作業を続けることができ，

サーバサイドアプリケーションの間は，XML をデータ

サーバとのデータ通信を必要としない部分の表示の変更

交換フォーマットとして通信するか，もしくはプレー

は Ajax エンジンが行う．

ンテキストのまま通信をするかの 2 通りの方法がある．

XML データの場合は，受信されると DOM や XSLT に
よって HTML に変換され，プレーンテキストや HTML
の場合は，そのままクライアントの HTML に挿入する
ことで，反映させることができる．
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利点と問題点

3.1

利点

3.1.1

最小限のデータを必要なときのみに取得

Ajax を利用する最大の利点は，必要になったときに
必要なデータのみを非同期で取得できるという点であ
る．DHTML のみでこれを実現しようとすると，必要な
データ以外のすべてのページのデータも取得してしまう
ので，通信に無駄が生じる．
XML
HttpRequest

3.1.2

クライアントに処理を委譲するという発想

Ajax のもう 1 つの利点に，これまでサーバサイドに
かかっていた負荷をクライアント側に移せるという点が
ある．現在の Ajax の利用においてはデータのやりとり
が主流となっているが，そのデータをクライアント側の

Fig. 3 XMLHttpRequest による非同期通信のイメージ
2.2.2

Ajax エンジンで処理することが可能である．これより，
Ajax を利用した分散コンピューティングも実現可能と

DHTML による HTML の部分的再構成

なる．

2.1 節に示すように XMLHttpRequest でデータを取
得した後は，そのデータを Web ページに反映させる必

3.2

要がある．このとき利用されるのが DHTML(Dynamic

3.2.1

HTML) である．DHTML は次の 3 つの要素を組み合わ

問題点
異なるドメイン間での通信が不可能

Ajax の弱点として，セキュリティ上の制限から異なる

せて構成されている．

ドメイン間の通信ができないという点がある．しかし，

• JavaScript

サーバサイドにある CGI を仲介してデータを取得したり，

script タグを利用して外部ページから動的に JavaScript

• CSS

コードを読み込むことで，この問題を解決することは可

• DOM(Document Object Model)

能である．
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3.2.2

クロスブラウザ問題

の検索候補一覧である．これも Ajax を利用しており，

もう 1 つ注意しなくてはならないのが，クロスブラウ

JavaScript で検索窓への入力を監視し，そのデータを即

ザ問題である．ブラウザ間の仕様差がある場合，Ajax の

座にサーバへ送信している．サーバでは，そこから推測

振る舞いがブラウザによって異なる場合がある．また，

される検索語の候補のリストをブラウザ (クライアント)

JavaScript 自体の動作がブラウザによって異なったり，
ブラウザのローカルキャッシュが Ajax の動作に影響を

側に XML で返却し，それを検索窓の部分のみに反映す

与える可能性もある．これらの点を考慮して開発を進め

ことから，検索語の候補から的確な検索語の決定がしや

なければならない．

すくなる．
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ることで実現されている．ヒット数も同時に表示される

実用例

4.1

Google Maps

Google Maps は，米 Google 社の提供する地図検索
サービスである．Google Maps では，地図をマウスで
ドラッグしたり拡大縮小したりすると，画面遷移を伴わ
ずにスムーズに地図上を移動することができる．この仕
組みは，ドラッグなどにより読み込みが必要になった部
分の地図のデータのみを Ajax エンジンがサーバにリク
エストし，それにより取得したデータで地図のその部分
のみを更新するというものである．現在では，API も公
開されており，映画館の位置情報と上映中の映画の情報

Fig. 5 Google Suggest

や，アルバイト募集中の店舗の情報，不動産の情報など
様々なデータを Google Maps に重ねて表示したサービ

4.3

スもいくつか実現されている．この API の利用によっ
て地域に密着した情報発信の促進が期待される．

A9

A9 は米 Amazon.com が公開しているサーチエンジン
である．その大きな特徴は，Google による Web 検索，

Amazon.com による書籍の全文検索，Wikipedia や Blog
からの検索も自由に組み合わせて同時に検索できる点で
ある．具体的なインタフェースとしては，いくつかの検
索対象のうち利用したいもののチェックボックスをオン
にすると，その検索対象の検索結果が同一画面上に加わ
る．その際に生じる画面遷移を A9 では Ajax によって
解消している．さらに検索対象ごとの表示の幅も自由に
変更できる．また，A9 は OpenSearch と呼ばれる XML
の仕様を公開しており，ユーザはこの仕様に準拠した検
索結果を出力する検索サービスを自由に A9 に登録する
ことができる．

4.4
Fig. 4 Google Maps
4.2

Flickr

Flickr は米 Yahoo!社が公開しているオンライン写真
アルバムサービスである．簡単に写真をアップロードす

Google Suggest

ることができ，また写真に属性を付け加えることでユー

Google Suggest は Google Maps と同じく米 Google
社の提供する検索サービスの 1 つであり，インクリメン

ザ同士が写真を介してつながることも可能な写真を通じ

タルサーチを実現している．Google Suggest では 1 文

持っている．Flickr の開発には大幅に Macromedia 社の

字ずつ入力するたびに，それまで入力されている文字

Flash が利用されており，一部分に Ajax が利用されてい
る．具体的には，写真のキャプションや説明などを画面

たソーシャルネットワーキングサービスとしての一面も

列から推測される検索語の候補とそれらの検索語のヒッ
ト数の一覧を瞬時にリストにして表示する．Fig. 5 は，
Google Suggest において「しらはま」と入力した場合

遷移なしに変更することが可能となっている．Flickr の
ように，Flash と Ajax の得意分野を正確に把握し，適
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材適所に組み合わせて利用することで新しいタイプの

るだろう．また，セマンティック Web では意味情報を

Web アプリケーションの開発が期待される．

加味することでパーソナライズされたアプリケーション
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を実現することが期待されるが，そのためには個人の興

今後の展望

5.1

味の範囲や行動パターンなどを学習し，常にリアルタイ

開発環境の充実

ムにそれを反映させる必要がある．この点からも Ajax
のリアルタイム性はセマンティック Web を加速させる

Google Maps や A9 のような大掛かりな Web アプリ
ケーションは，高度な JavaScript の知識を持ち合わせ

一要素になるのではないかと考えられる．

ていないと開発することができない．また，既存のサー
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バサイドプログラムではテンプレートエンジンやアプ
リケーションフレームワークを使って開発することが一

おわりに
本報告では Web アプリケーション開発の新しい手法

般的であるが，JavaScript 用のテンプレートエンジンや

として，Ajax について調査した．Ajax はクライアント

フレームワークは普及しているとは言えず，決して開発

とサーバの仲介をする役割を持ち，Web ページに変更が

しやすいとは言えない．しかし，Ajax が注目を集めて

必要になった際に，必要最小限のデータのみをサーバと

いることからこれらの開発が急速に進められており，将

送受信し，そのデータの表示をブラウザに対して行う．

来的には各種ライブラリやフレームワークなどを含めた

ブラウザへの表示とサーバとの通信を分離することで，

Ajax 開発環境はより改善され，Ajax を利用したアプリ

よりユーザビリティを考慮したインタフェース開発が可

ケーションがさらに普及することが予想される．

能となった．Ajax は既存の技術を組み合わせたものであ

5.2

り新しい技術ではない．しかし，Web の基本的なインタ

5.2.1

次世代 Web への貢献

ラクションモデルを根本的に変えたという点で Ajax が

Web2.0

与えたインパクトは非常に大きい．また，Ajax は Web

近年，Web において大きな変化の兆しが見られる．そ

サイトの外観のためだけでなく，ユーザビリティの向上

の 1 つが Web.2.0 である．Web2.0 とは，次世代の Web

やサーバへの負荷軽減のためにも利用できる．これらの

の形で，その概念は確定しておらず，現在も議論が行わ

実現のためにクライアントとサーバをどのような設計で

れている．この Web2.0 をめぐる議論における重要なポ

連携させるかが重要である．Ajax は，開発者の利用の

イントとして，
「Web がプラットフォームとして振る舞

仕方によって今後も大きく可能性が広がる技術であると

う」という要件がある．このためには，データだけでは

言えるだろう．

なく API などの形で提供されているものも利用して開
発者が新しい Web アプリケーションを開発できるよう
な環境が必要である．また，Web2.0 では，Web のコン
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