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平成12年12月31日から翌年12月31日までの1年間、イ

ンターネット上で開催されたインターネット博覧会（通称：イ

ンパク）に、お客さまは『「捨てる」パビリオン』と題する内

容で参加された。このサイト構築において、当社も投稿コーナ

ー部分の核となる投稿システムの開発を通じて参画した、開発

した投稿システムの概念図を図1に示す。

１. 経緯
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以前、インターネット博覧会（通称：インパク）が開催され、当社のお客さまである株式会社中日新聞社様

（以下、お客さま）は、『「捨てる」パビリオン』と題する内容で参加された。当社も投稿コーナー部分の核とな

る投稿システムの開発を通じて参画し、その経緯から新サイトの構築を行うことになった。

今回のサイト構築にあたり、投稿システムで課題となっていた内容について、データの記述をXML（eXtensible

Markup Language）とし、XSL（eXtensible Stylesheet Language）、XSLT（XSL Transformations）の技術を

利用することにより、HTML（Hypertext Markup Language）へのデータ変換を行うことで対応した。また、実

装に際しては、現行システムからの移植性、開発効率からPHP（Hypertext Preprocessor）を採用した。PHPは、

WebサイトやWebアプリケーションを動的Webページとして作るための、オープンソースで提供されるサーバ

サイドスクリプト言語である。

そこで、実際に行ったXSLT技術とその具体的な実装方法について事例を通して説明するとともに、このサイ

トに対する今後の取り組みについて述べる。
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図１　投稿システム概念図
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その後、この投稿システムの機能はモータースポーツ情報サ

イトであるトーチュウF1EXPRESSなどの構築に利用された。

今回、これまでのシステム開発に携わった経緯もあり、新しい

サイト構築を担当することになった。以下に、会員向けサイト

構築に関する構築事例を紹介する。

会員向けサイトを構築する上で、投稿システムを活用した

Webサイトを、これまで運営されてきたお客さまから指摘の

あった課題は次の2つである。

これまでの投稿システムでは、データベース上に格納される

投稿データ形式がインパク用に設計されていたため、Webサ

イト毎に投稿内容の変更を行うことができない構造であった。

そのため、投稿システムを活用して構築できるWebサイトの

企画内容に制限があった。また、データベース上に格納された

投稿データは、Webサイト上で公開する静的HTMLファイル

を生成する中間処理用データとして利用することを想定して設

計されていたため、大量の投稿データを蓄積保存することが困

難であった。これらの問題点の対応として、投稿データを一元

管理し、再利用できるデータ管理が必要となった。

これまでの投稿システムでは、Web サイト上で公開する情

報はWeb サイト管理者が投稿管理画面からの操作指示により

静的HTMLファイルをシステム的に生成していた。そのため、

表示画面の変更を行う場合、プログラム修正が発生し、Web

サイトのメンテナンスが容易にできなかった。この問題点の対

応として、プログラムに依存しないで表示画面の変更ができる

機能が必要となった。

今回のサイト構築における課題の対応策について以下に述べる。

投稿データの記述方式をXML記述とし、データベースにテ

キスト型データとして格納させることで、複数Webサイトの

投稿データを一元管理する。

また、投稿データがXML記述されたデータであるため、XML

を利用したデータ変換を行うことでデータの再利用が可能となる。

投稿データをXMLデータとして取り扱うため、図2に示す

XSLおよびXSLTの機能を利用し、画面表示用HTMLデータ

の変換を行うことが可能となり、プログラム修正が不要となる。

今回のサイト構築で実施した実装方法について、核となる

XSLT技術と構築技術の観点から以下に述べる。

XMLデータとXSLTを利用してHTMLデータを生成させる

方法としては、次の2方式に大別される。

・XSLTプロセッサによる実装

・統合フレームワークによる実装

しかし、実装方法として、XML関連のJavaテクノロジを

利用する場合、導入するツールの組み合わせにより、ツール

内に組み込まれているパッケージの重複が発生する。このため、

Java VM上に正しいクラスがロードされず動作しない場合が

あることを注意する必要がある。

以下、それぞれの方式について説明する。

図２　XSLTの仕組み(1)

2. 現状システムの課題

2.1 投稿データの活用

2.2 表示画面変更への対応

4.1 XSLT技術

3.1 投稿データの活用

3.2 表示画面変更への対応

3. 課題の対応策

4. 実装方法



（1）XSLTプロセッサによる実装

これは、W3Cによって制定されたXMLデータ変換言語

をサポートしているプログラム用ツールである。現在、公開

されているXSLTプロセッサには、表1に示すものがある。

（2）統合フレームワークによる実装

これは、Apache Pro jectから提供されている

Cocoonを代表とするサーバ側でXMLデータにXSLTに

よるスタイルを与えて、HTMLデータに変換した後、配

信する仕組みを提供するものである。XSLTプロセッサ

での実装と違い、単純なXSLTを行う場合、XMLデータ

とXSLT スタイルシートを記述するだけで可能となるた

め、プログラミングは必要ない。また、Cocoonは、

XMLデータパブリッシングツールとして機能する

Cocoon1とCocoon1の機能強化を図ったCocoon2に

大別される。

現在、動的Webサイトを構築する場合は、クライアントサ

イドスクリプト、CGI（Common Gateway Interface）や

サーバサイドスクリプトを用いている。今回のサイト構築にお

いて、どの構築技術を適用するか各技術が持つさまざまな特徴

を考慮する必要がある（表2参照）。

前節で述べた実装技術を基盤に、投稿システム開発で蓄積し

たPHP実装技術スキルを踏襲することを考慮し、サーバサイ

ドスクリプト実装技術として、PHPバージョン4（以下

PHP4）を採用した。以下に採用したポイントを挙げる。
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XSLT1.0勧告の編者の一人であるJames Clark氏によっ

て開発されているXSLTプロセッサ。古くからある  

XSLT プロセッサであるため、安定しており信頼度も高

い。また、作者が XSLT仕様の編者であるため、規格に

忠実である（XSLTのreference implementationでもある）。

XalanはもともとIBMより提供されていたLotusXSLをベ

ースにしたXSLTプロセッサで、現在Apache Projectが

開発を進めている。 

Kay Michael氏が開発しているXSLTプロセッサであり、

XSLT1.0勧告を完全に実装している。さらに、SAXON 

独自の拡張コマンドも用意されている。

インフォテリアの XSLT をベースにしたXML to HTML

変換ツール。Windows の実行ファイルで、日本語の解

説があり、Shift_JISも対応している。

XML黎明期から広く使われてきた、C言語ベースのフリ

ーウェアである。Webスクリプト言語PHPの拡張XSLT

関数に採用されていることで知られている。

XT

Xalan

SAXON

iXSLT

Sablotron

 プロセッサ名称 概要 

JSP(Java Server Pages)
/サーブレット

大規模システム 

◎：構造化された豊富なAPI、
　　JSPの豊富なスクリプティン
　　グ要素

◎：コンパイル言語。プロセス
　　はコンテナひとつ

◎：Write Once, 
　　Run Anywhere

◎：JavaBeans、フィルタ、カ
　　スタムタグ、リスナなど豊
　　富な支援技術

◎：JSP、サーブレット、 
　　JavaBeansによるMVC技法

△：J2SE、Tomcatなど必要

×：現バージョンではJavaのみ

△：コンテナ全体に影響

項目

適用箇所

開発生産性

パフォーマンス

マルチプラットフォーム・
可搬性

保守性

分業容易性

初期環境構築の手間

言語選択の柔軟性

障害時の影響分離度合い

PHP
(Hypertext Preprocessor)

中小規模システム 

〇：豊富な関数群、平易な言語
　　体系。但し、関数体系に難
　　あり
〇：インタプリタ言語（Zend
　　による一括コンパイル）。
　　プロセスはコンテナひとつ
〇：複数プラットフォームに対
　　応。ただし、マルチプラット
　　フォームでの移行には注意要 

△：PEAR、PHPLibなどの部品
　　化技術。但し、未だ不十分 

△：テンプレート技術やPEAR
　　などは未だ発展途上

△：Apache、PHPなど必要

×：独自の言語のみ

△：サーバ全体に影響

ASP
(Active Server Pages)

中小規模システム 

◎：組み込みオブジェクトと豊
　　富なコンポーネント。関数
　　主体のVBScript

〇：インタプリタ言語。プロセ
　　スはコンテナひとつ

×：Windowsにのみ対応。 
　　COMインストール、IIS上
　　の環境設定など要

〇：豊富なCOM、スクリプト
　　レット技術

〇：ページインラインとCOMの　
　　切り分け。N層アーキテクチャ

〇：ASPはIIS/PWSに組み込み

〇：COM対応スクリプト言語
　　の範囲で自由

◎：影響分離度を用途に応じて
　　変更可能

CGI
(Common Gateway Interface)

中小規模システム

×：HTTPプロトコルの知識が
　　必要

△：コンパイル、インタプリタ 
　　双方あり。要求都度、プロ
　　セス起動
△：複数プラットフォームに対
　　応。ただし、マルチプラッ
　　トフォームでの移動は困難

〇：豊富なモジュールの提供

×：純正のプログラムソース。
　　デザイナによる編集困難

△：任意のWebサーバと使用言
　　語の実行環境が必要

◎：Perl、C、シェルスクリプ
　　トなど自由

〇：サーバ本体とは別プロセス
　　で実行

クライアント
サイドスクリプト

サーバサイド技術の補助的手段 

◎：平易なスクリプト言語

〇：インタプリタ言語。クラ
　　イアント-サーバ間のトラ
　　フィック発生しない

×：クライアントの環境に強く
　　依存

×：UIによりコードへの影響大

〇：「.js」による外部ファイル
　　化

◎：スクリプト対応のブラウザ
　　ーのみ

△：自由（ただし、JavaScript
　　が一般的)

〇：影響程度は低い

記号は、評価点を意味する。　◎：優　○：良　△：可　×：劣 

表１　XSLTプロセッサの現状

表２　Webサイト構築技術特性表(2)

4.2 構築技術

4.3 実現方法
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（1）PHP4からのXSLT関数機能の実装

この機能により、PHPスクリプト上でXMLデータから動

的にHTMLデータを生成しブラウザーへの送信ができる。

（2）XSLTプロセッサのライブラリ機能の活用

XSLT関数は、C言語で書かれたXSLTプロセッサのラ

イブラリと組み合わせて使用するため、PHPスクリプト

上からXSLTプロセッサを意識する必要がない。

（3）システム機能の移植性

これまで当社が開発してきた投稿システムの機能を移

植できるため、開発効率が良くなる。

今回、構築したWebサイト上でXSLTを利用した表示画面

の代表的な事例について、以下に説明する。

実装事例1は、「マイ中日」サービスとして有料会員向け個

人メニューを表示した画面である。この画面では、各会員別に

生成されたマイメニュー表示XMLとこの画面表示用に設定さ

れたマイメニュー表示用XSLから動的にHTMLを生成してい

る。会員は、この画面にある「コンテンツ」、「レイアウト」お

よび「配色とテーマ」の機能を利用し、各個人用のメニュー画

面を設定できる。設定できる内容は、以下の通りである（図3

参照）。

（1）コンテンツ

サイト管理機能でマスターに登録されているコンテン

ツXMLと会員別マイメニュー表示XMLに設定されている

情報から選択する。

（2）レイアウト

選択されたコンテンツ情報を、画面フレーム上への配

置位置に設定する。

（3）配色とテーマ

サイト管理機能で決定された「背景」、「見出し」およ

び「サブヘッド」の配色の組み合わせから選択する。

実装事例2は、モータースポーツ情報サイトであるトーチュ

ウF1EXPRESSのトップ画面を表示したものである。

この画面では、サイト管理者が決めたトップ記事のXML

データとトップ記事表示用XSLからトップ記事表示用の

HTMLデータを生成する部分と、最新の記事XMLと記事タイ
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5.1 実装事例1
5.2 実装事例2

5. XSLT実装事例

コンテンツ表示選択 
会員別マイメニュー表示XML更新 

レイアウト変更 
会員別マイメニュー表示XML更新 

配色とテーマ変更 
会員別マイメニュー表示XML更新 

メニュー表示部分 
会員別マイメニュー表示XMLと 
マイメニュー表示用XSLから 
HTML生成 

見出し 

サブヘッド 

左側メニュー 
(30％)

右側メニュー 
（70％） 

図３　マイメニュー画面



トル表示用XSLから記事タイトル一覧用のHTMLデータを生

成する部分の2箇所でXLSTを使用している。トップ記事表示

部分では、投稿記事から生成されたXMLデータ上の「記事タ

イトル」、「投稿日」、「写真」および「写真説明」の内容をデー

タ変換情報として使用している（図4参照）。

今回、紹介したWebサイトは、平成14年9月頃から本格的

に稼動を開始した。お客さまからは、1週間で最大100万アク

セスがあったとの報告を受けている。このような稼動状況にな

っている要因としては、システム構築時におけるWebサイト

規模を約1万人の有料会員向けの情報サイトと想定していたが、

顧客関連企業の情報戦略からモータースポーツ情報サイトであ

るトーチュウF1EXPRESSが統合されたことで、モータース

ポーツ愛好家からのアクセスが多く発生しているためである。

このように、モータースポーツ愛好家をターゲットにした情

報サイトを運営しているため、今後F1日本グランプリを始め

とする付加価値の高い情報が公開された場合、アクセス集中が

多発するためシステムパフォーマンスの低下や重大なシステム

障害を発生させる恐れがある。実際に、稼動後の最初のF1日

本グランプリで一般利用者の閲覧アクセスが集中し、記者の投

稿ができないなどの問題が発生した。

このような過負荷なアクセスが発生した場合にも、ある程度

のパフォーマンスを実現できるようシステムの改善が必要となる。

そこで、当社の今後の取り組みとしては、Webサイト上に

表示される画面生成方法の見直しなどのアドバイスを行うとと

もに、実装技術として選択したPHPのパフォーマンス改善方

法を検討する。現在、検討している内容は、以下の通りである。

（1）PHP4での高速化(3)

PHP4は、Zend Engineと呼ばれるスクリプトエンジ

ン上で、スクリプトを実行する前に中間形式にコンパイ

ルし、それを実行する。この手順を、スクリプトに対す

るアクセスが発生する毎に行っている。そこで、アクセ

スがあった際に中間形式にコンパイルしたものをファイ

ルまたはメモリにキャッシュしておき、再度同一ファイ

ルにアクセスがあった場合、キャッシュを再利用する方

法で高速化を図る。

このようなキャッシュ機能を利用した高速化ツールが、

有償・無償を含めて複数存在している。その中には、米

国の有名サイトに採用されているものもあるので、ツー

ルのパフォーマンス測定を実施する。
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6. 今後の取り組み

トップ記事表示部分 
記事XMLと 
トップ記事表示XSLから 
HTML生成 

記事タイトル表示部分 
記事XMLと 
記事タイトル表示XSLから 
HTML生成 

タイトル 写真 写真説明 

投稿日 

図４　記事一覧画面
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（2）PHPバージョン5（以下PHP5）の移行(3)

PHP5は、オブジェクト指向機能の大幅な強化、改善

を行ったバージョンである。その核となるスクリプトエ

ンジンもZend Engine2.0で機能アップされる。そこで、

PHP4で実装されたリソースをPHP5で再利用できるか

確認するとともに、新スクリプトエンジンのパフォーマ

ンスを検証する。

これらのパフォーマンス改善方法を技術的に検証し、現在の

Webサイト環境に最善と判断される方法を採用することで、

お客さまにとって最良なWebサイトが運営できるように協力

したいと考えている。
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