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†　現在，ネットワークテクニカルオペレーシ
ョンセンター

＊1 BLOCCO：Bloccoは�GClueの商標．
＊2 マッシュアップ：複数の異なるサービ

スやコンテンツを組み合わせて，１つの
サービスを作成，提供すること．

＊3 AndroidTM：米国Google, Inc.が提唱する
携帯端末を主なターゲットとしたオープ

ンソースプラットフォーム．AndroidTMは，
米国Google, Inc.の商標または登録商標．

1. まえがき
多様化するユーザニーズに対応す

るため，ユーザが機能をカスタマイ

ズできるサービスが多数存在する．

特に，サービスの振舞いを単一にカ

スタマイズするのではなく，状況に

応じて異なる振舞いを設定できる，

コンテキストアウェアサービス[1]

が増加している[2][3]．また，カス

タマイズの手段として，サービスと

サービスを組み合わせてマッシュ

アップ＊2[4]できるサービスも出現

している[5]～[8]．しかし，これら

のサービスは，ユーザにとって操作

が複雑すぎる場合や，そのままで

は，ユーザが実現したいことに制約

を受ける場合が多い．

そこで，ユーザがアプリケーショ

ンをブロックのように組み替えるだ

けで，擬似的なプログラミングを行

うことが可能なBLOCCO[9]を開発

した．

BLOCCOはAndroidTM＊3 OS[10]上

で動作するAndroidアプリケーシ

ョンであり，ドコモと株式会社

GClueとが共同で開発した．ユーザ

はBLOCCOを利用することで，複

数のAndroidアプリケーションを組

み合わせて，あるアプリケーション

において発生・検出した事象をトリ

ガとするサービス実行や，アプリ

ケーション間でパラメータを受け渡

し，そのパラメータを処理するよう

なアプリケーションの動作を，自由

に設定できる．BLOCCOは，ユーザ

設定に従って他のアプリケーション

の状態を監視し，アプリケーション

間のパラメータの仲介およびアプリ

ケーションの自動実行を実現する．

本稿では，サービス連携システム

BLOCCOの概要と，関連技術との

比較を交えたBLOCCOの有効性に

ついて解説する．

2. サービス連携システム
「BLOCCO」
BLOCCOはAndroid OS上で動作

するAndroid アプリケーションであ

り，Android マーケットからダウン

ロード可能である．

2.1 BLOCCOの特徴
BLOCCOでは，複数のAndroidア

プリケーションを組み合わせて，

プランと呼ぶサービス実行シナリ

オを設定できる．BLOCCOおよび

BLOCCOで設定できるプランは，

次の2つの特徴をもつ．

ユーザ設定によりサービスの組合せが可能なサービス連携システム「BLOCCO」

スマートフォン コンテキストアウェアネス サービス連携

ユーザ設定によりサービスの組合せが可能な
サービス連携システム「BLOCCO」

多様化するユーザニーズに対応するため，カスタマイ

ズ可能なコンテキストアウェアネスやマッシュアップ

を実現するさまざまなサービスが存在するが，ユーザに

とって操作が複雑すぎる場合や，そのままでは，ユーザ

が実現したいことに制約を受ける場合が多い．そこで，

アプリケーションをブロックのように組み替えるだけ

で，擬似的なプログラミングを行うことが可能なサービ

ス連携システムBLOCCO
＊1
を開発した．なお，BLOCCO

は株式会社GClueと共同開発した．
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多様化するユーザニーズに対応するため，カスタマイズ可能なコンテキストアウェアネスやマッシュアップを実現するさまざまなサービスが存在するが，ユーザにとって操作が複雑すぎる場合や，そのままでは，ユーザが実現したいことに制約を受ける場合が多い．そこで，アプリケーションをブロックのように組み替えるだけで，擬似的なプログラミングを行うことが可能なサービス連携システムBLOCCO＊1を開発した．なお，BLOCCOは株式会社GClueと共同開発した．



�イベント駆動型プログラミング＊4

「○○が発生したら」のように，

あらかじめ定められた条件を判定

し，その条件が満たされた場合に

サービスを実行する．さらに，

BLOCCOはサービスを実行するだ

けでなく，動作条件と実行動作の

セットからなるプランを自由に設

定できる機能をもち，ユーザは，動

作条件と実行動作のそれぞれに，

さまざまなAndroidアプリケーショ

ンを割り当てることができる．

�サービス間パラメータ連携

実行動作に割り当てられたアプ

リケーションに対して，他のアプ

リケーションからパラメータを引

き渡すことができる．また，ユーザ

はそのような動作をプランに設定

できる．

BLOCCOの主要な画面例を図1

に示す．BLOCCOでは，プラン

の動作条件や実行動作に割り当て

られるアプリケーション，および

実行動作に割り当てられたアプリ

ケーションにパラメータを提供す

るアプリケーションを，プラグイ

ンと総称する．さらに，動作条件に

割り当てられるプラグインをイベ

ントプラグイン，実行動作に割り

当てられるプラグインをアクショ

ンプラグイン，アクションプラグ

インにパラメータを提供するアプ

リケーションをインプットプラグ

インと呼ぶ．

BLOCCOと各種プラグインとの

間の通信は，Android OSが提供す

るintent＊5上にプロトコルを規定す

ることで実現している．

次に，BLOCCOを用いることで

可能となるプラン例を示す．

プラン例1：

スケジューラに件名「飲み

会」，時間「19時から22時」，

場所「六本木」と登録しておく

と，1時間前に今いる場所から

六本木に19時に到着できるよ

うな電車の経路検索を自動で

実行してくれる．

プラン例2：

家に帰り，手書きジェスチャ

ーアプリケーション＊6を起動

して，画面に「○」を描くと自

動的にTwitter＊7に「帰宅なう」

とつぶやいてくれる．

プラン例1は，iコンシェルで提

供されている機能とほぼ同等の機

能である．プラン例1におけるプラ

グインの割当てを図2に示す．スケ

ジューラアプリケーションがイベ

ントプラグインに割り当てられ，

「予定の1時間前になったら」とい

う条件が設定されている．アクショ

ンプラグインには，経路検索アプ

リケーションが割り当てられてい
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＊4 イベント駆動型プログラミング：なん
らかの事象が発生，検出されたときに，
それを契機として実行されるプログラム
を生成すること．BLOCCOにおいては，
ユーザがサービス実行シナリオを作成す
ることを指す．

＊5 intent：Android OSが提供するプログラ
ム間のパラメータ交換手段．アプリケー
ション内のコンポーネント間でのやりと
りや，アプリケーションをまたがるやり
とりに利用される．

＊6 手書きジェスチャーアプリケーション：

手書き入力認識アプリケーション．本稿
では，ユーザがあらかじめ「○」などの
簡単な図形を手書きで登録でき，ユーザ
による手書き入力が，あらかじめ登録さ
れたどの図形に該当するかを判別するア
プリケーションのことを指す．
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（a）プラン一覧画面 （b）プラン設定画面 （c）イベントプラグイン一覧 （d）アクションプラグイン一覧 

図1 BLOCCOの画面例
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る．経路検索アプリケーションが

必要とするパラメータのうち，「到

着駅」と「時刻」については，イベ

ントプラグインであるスケジュー

ラアプリケーションが，インプッ

トプラグインも兼ねることでパラ

メータを提供している．また，「出

発駅」のパラメータ提供には，GPS

アプリケーションが割り当てられ

ている．このように，BLOCCOを

利用すると，なんらかの事象が発

生したときに，あらかじめプラン

にアクションプラグインとして設

定しておいたアプリケーションを

自動的に実行することができる．

同様に，例えば友人からイベント

のお誘いメールが届いたときに，

自動的に経路検索を実行するなど，

プラグインとなるアプリケーショ

ンを組み替えるだけで，さまざま

な応用を実現できる．

プラン例2におけるプラグイン

の割当てを図3に示す．プラン例2

では，手書きジェスチャーアプリ

ケーションがイベントプラグイン，

Twitterクライアントアプリケーシ

ョンがアクションプラグインに該

当する．この例は，BLOCCOがア

プリケーションの自動実行だけで

なく，半自動実行やユーザ操作の

ショートカットも可能であること

を示している．

BLOCCOでは，プランの実行ト

リガをイベントプラグインが発行

するものとして定義している．こ

れにより，Android端末などの状態

を監視するアプリケーションがイ

ベントプラグインに設定されてい

る場合は，アプリケーションの自

動実行が可能であり，ユーザの操

作によって実行トリガを発行する

アプリケーションがイベントプラ

グインに設定されている場合は，

半自動実行やユーザ操作のショー

トカットとして利用できる．

このように，BLOCCOは，ユー

ザがAndroid端末にインストールし

ているアプリケーションを柔軟に

組み合わせて，さまざまなプラン

を作成できる環境を提供する．特

32

＊7 Twitter：アメリカ合衆国また他国々にお
けるTwitter, Inc.の登録商標.
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ユーザ設定によりサービスの組合せが可能なサービス連携システム「BLOCCO」

イベント 

ユーザ操作 

実行 

アクション 

様々なインプットをTwitterに投稿することができます 

BloccoTweet

※twitterアカウントを設定していない人は、上のボ 
タンを押すと設定画面に飛ぶよ。 

ブロッコより 

投稿するインプットを選択 

手書きジェスチャー 
アプリケーション 

Twitterクライアント 
アプリケーション 

図3 プラン例2のプラグイン割当て

GPS

予定の場所を取得 

イベント 

実行 

スケジューラ 
アプリケーション 

インプット 

緯度経度⇒出発駅 

場所⇒到着駅 

開始時刻⇒時刻 

GPSアプリ 
ケーション 

スケジューラ 
アプリケーション 

経路検索 
アプリケーション 

アクション 

乗り換え案内 

始点 

始駅 

終駅 

検索時間 

検索時刻条件 

終点 

キ－ワードを設定する 

イベントの発動条件を設定してください 

すべてのカレンダー 

スケジュール条件 

1時間 

Schedule

スケージュールから場所を取得 

BLOCCO

図2 プラン例1のプラグイン割当て
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に，ユーザが日常的に行う動作を，

自動的もしくは半自動的に行いた

いというニーズとの親和性が高い

と考えられる．

2.2 ユーザ操作の支援
一般に，BLOCCOのプランのよ

うなシナリオを設定できるサービ

スは，PC向けに提供されているも

のが多く，パラメータの流れやシ

ナリオを構成するコンポーネント

の関係をグラフィカルに表示する

ものが多い[10]．しかし，BLOCCO

はAndroid端末上でのユーザ操作

を前提としているため，画面に表

示できる情報量が限定される．

BLOCCOでは，特にユーザがプラ

ンを設定する際，画面に表示され

る限られた情報に基づいて，多数

のアプリケーションから必要なプ

ラグインを選択し，それらの間の

パラメータの流れを意識しながら

設定しなければならない．そこで，

BLOCCOは次に示す方法で，プラ

ン設定時のユーザを支援する．ユー

ザが2.1節のプラン例1を設定する

際の画面遷移を図4に示す．

�プラグイン一覧の提示

BLOCCOは，プラグインとなる

アプリケーションがインストール

されていることを，自動的に検出

できる．これによって，ユーザがプ

ランを設定する際に，プラグイン

の一覧を提示することができる．

プラグインの一覧は次のようなタ

イミングでユーザに提示される．

・プランにイベントプラグイン

やアクションプラグインを割

り当てるとき

・アクションプラグインのパラ

メータに対してインプットプ

ラグインを割り当てるとき

�パラメータ受渡し設定

BLOCCOの特長の1つとして，サ

ービス連携の紐付け方が「アプリ

ケーションtoアプリケーション」

ではなく，「パラメータtoパラメー

タ」であることが挙げられる．例え

ば，2.1節のプラン例1では，経路

検索アプリケーションの「出発駅」

「到着駅」「時刻」のそれぞれのパラ

メータに対して，GPSアプリケー

ション，スケジューラアプリケー

ションの「緯度経度」「場所」「開始
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スケジューラ 

プラン 
設定画面 

イベント 
プラグイン 
一覧画面 

経路検索 
アプリ 
設定画面 
（アクション） 

スケジューラ 
アプリ 
設定画面 
（インプット） 

アクション 
プラグイン 
一覧画面 

インプット 
プラグイン 
一覧画面 

●①イベント 
　設定 

●③設定完了 

●④アクション 
　設定 

●⑥パラメータ選択 

●⑧設定完了 

●⑨設定完了 

●⑦インプットプラグイン選択 

●②イベント 
　プラグイン選択 

●⑤アクション 
　プラグイン選択 

経路検索 

BLOCCO

スケジューラ 
アプリ 
設定画面 
（イベント） スケージュールから場所を取得 

キ－ワードを設定する 

イベントの発動条件を設定してください 

すべてのカレンダー 

スケジュール条件 

1時間 

BLOCCO

Schedule

GPS

予定の場所を取得 

乗り換え案内 
始点 

始駅 

終駅 

検索時間 

検索時刻条件 

終点 

図4 プラン例1の設定画面遷移
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時刻」が割り当てられている．そこ

でBLOCCOでは，ユーザがアクシ

ョンプラグインの画面に表示され

ているパラメータから，インプッ

トプラグインを設定できる画面遷

移を採用した．ユーザがアクショ

ンプラグインのパラメータを選択

すると，前述のインプットプラグ

イン一覧が表示される．

また，BLOCCOでは，インプッ

トプラグインを多重設定すること

ができる（図5）．本図の例では，ス

ケジューラアプリケーションか

ら場所情報「六本木」を取得し，そ

の情報を使って任意の文字列「た

だいま六本木なう」を生成して，

Twitterクライアントアプリケーショ

ンに渡している．この場合，他のイ

ンプットプラグインからパラメー

タを受け取り，文字列を生成して，

他のプラグインへその文字列をパ

ラメータとして提供するインプッ

トプラグインが存在する．つまり，

アクションプラグインであるTwit-

terクライアントに対して，文字列

生成アプリケーションとスケジュ

ーラアプリケーションが，2重に連

結されたインプットプラグインと

して設定されている．このような

場合も，Twitterクライアントアプ

リケーションのパラメータに対す

るインプットプラグインとして，

文字列生成アプリケーションを設

定し，文字列生成アプリケーショ

ンのパラメータに対するインプッ

トプラグインとして，スケジュー

ラアプリケーションを設定する．

この流れのように，複雑なプラン

設定をAndroid端末の限定された画

面領域で行うことが可能となった．

3. BLOCCOに関する
考察

3.1 サービス連携のコンセプト
BLOCCOは，ドコモが提案するサ

ービス連携フレームワークに基づい

て，設計・開発を行った．サービス

連携フレームワークは，ユーザカス

タマイズ，マッシュアップおよびコ

ンテキストアウェアネス＊8という3

つの概念もしくは技術の組合せとし

て考えている．すなわち，サービス

連携フレームワークとは，開発者で

はなくユーザが，自由にサービスと

サービスを組み合わせること（ユー

ザカスタマイズ）で，サービス間で

のパラメータの受渡しと，それに伴

うサービスの振舞いの制御（マッシ

ュアップ・コンテキストアウェアネ

ス）を実現可能な環境や技術を指す．

34

＊8 コンテキストアウェアネス：ユーザやサ
ービスに関する情報に応じて，動作を変
更，決定するサービスをコンテキストア
ウェアサービスといい，そのような振舞
いや概念のことをコンテキストアウェア
ネスと呼ぶ．
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スケージュールから場所を取得 

BLOCCOBLOCCO

実行時 ツイート!!
ただいま六本木 

なう 

予定データ 
件名：飲み会 
場所：六本木 

パラメータ  
「ただいま六本木なう」 

を受渡し 
パラメータ「六本木」 

を受渡し 

受け取ったパラメータを 
基に任意の文字列を生成 

設定時 

Twitterクライアントアプリケーション 
（アクションプラグイン） 

文字列生成アプリケーション 
（インプットプラグイン） 

スケジューラアプリケーション 
（インプットプラグイン） 

インプット 
プラグイン 
として呼出し 

インプット 
プラグイン 
として呼出し 

様々なインプットをTwitterに投稿することができます 

BloccoTweet

※twitterアカウントを設定していない人は、上のボ 
タンを押すと設定画面に飛ぶよ。 

ブロッコより 

投稿するインプットを選択 

インプット1を選択 

最大で4つのインプットを順番に組み合わせて1つ 
の文章を作ります 
例）ただいま+(GPSから地名+なう 

インプット2を選択 

インプット3を選択 

インプット4を選択 

図5 インプットプラグインの連結例
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3.2 関連技術
ユーザによるサービスのマッシュ

アップを可能とする仕組みとして，

Plagger[5]やIntelligentPad＊9[6]，

Yahoo! Pipes＊10[7]，Accelerators[8]

が存在する．また，ユーザによって

カスタマイズ可能なコンテキストア

ウェアサービスとして，Toggle Set-

ting[3]，Locale[2]が挙げられる．こ

れらの技術の比較を表1に示す．

この中で，特にLocaleはBLOCCO

のコンセプトに近い．Locale は

Androidアプリケーションであり，

Android端末の設定を自動的に変更

することができる．Localeの特徴

は，設定の自由度と自動実行であ

る．例えば，ユーザは，自分の位置

がある範囲に入ったときに，

Android端末のWi-Fi�＊11のON/OFF

を自動的に切り替えることが可能で

ある．ユーザはこのような設定を，

BLOCCOと同じように，自由に組

み替えられる．また，設定を変更す

るトリガとなる「Event」や設定対

象である「Setting」として，他の

Androidアプリケーションをプラグ

インできるインタフェースを有する

ため，端末設定に限らず，さまざま

なサービスの振舞いを変更すること

ができる．この概念は，複数サービ

スの組合せによるイベント駆動型プ

ログラミングを可能とするものであ

る．しかし，あるサービスの状態を

他のサービスの実行トリガとして利

用はできるが，BLOCCOのように

サービス間でパラメータを引き継い

で利用することはできない．

3.3 BLOCCOの利便性
3.2節でさまざまな関連技術につ

いて説明したとおり，これまでユー

ザカスタマイズが可能なコンテキス

トアウェアサービス，もしくはマッ

シュアップサービスは存在するが，

サービスの組合せ（マッシュアッ

プ）をユーザがカスタマイズするこ

とでコンテキストアウェアサービス

を実現することはできなかった．そ

の点において，BLOCCOはLocaleな

どの関連技術と比較して，利便性・

柔軟性が高いといえる．

また，近年，スマートフォン上で

は，本来web上で提供されているサ

ービスでも，それに対応するアプリ

ケーションが開発／提供されている

場合が多い．したがってアプリケー

ション間の連携を可能とすること
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＊9 IntelligentPad：財団法人さっぽろ産業振
興財団の登録商標．

＊10 Yahoo! Pipes：Yahoo!およびYahoo! Pipes
は，Yahoo! Inc.の商標または登録商標．

＊11 Wi-Fi�：Wi-Fi Allianceの登録商標．
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perl：インタプリタ型のプログラミング言語．一般に，文字列処理に適しているといわれる． 
RSS（RDF Site Summary）：一般に，webページの更新情報を通知するために使われる，webページの要約などのメタデータ記述方式． 
XML（eXtensible Markup Language）：文書を構造化するためのマークアップ言語．ユーザが独自タグを定義可能なため，拡張性が高い． 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

Plaggar

コンテキスト 
アウェアネス 

マッシュ 
アップ 簡易性 柔軟性 導入 

容易性 特徴 

IntelligentPad

Yahoo! Pipes

Accelerators

Toggle Setting

Locale

BLOCCO

webサービスとwebサービスをつなげる仕組み．
設定にはperlの知識が必要 

ユーザがwebコンテンツを切貼りして，マッシュ
アップできるサービス．コンテンツが独自仕様に
対応する必要がある 

RSSを取得して，さまざまな処理が可能なサービ
ス．GUIにより設定が容易 

webコンテンツからwebコンテンツへ単一のパラ
メータを引き継ぐことができるサービス．設定に
は知識が必要 

ユーザがシチュエーションごとに端末の設定を
セット化し，ワンタッチで変更可能なアプリケー
ション 

ユーザが端末設定の変更を，条件と動作のセット
で詳細に設定可能なアプリケーション．他のアプ
リケーションをプラグイン可能 

アプリケーションを組み合わせて，条件と動作の
セットで実行できるサービス．さらに実行時のアプ
リケーション間のパラメータ受渡しも設定できる 

表1 BLOCCOと関連技術との比較
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は，最小限の開発コストで世の中の

多くのコンテンツやサービスを網羅

できる可能性が高いと考えられる．

そこで，従来のマッシュアップが

webサービス，コンテンツに対する

ものであったのに対して，BLOCCO

はAndroidアプリケーションを対象

とした．BLOCCO自身もAndroid

アプリケーションであるため，

BLOCCOが影響をおよぼす範囲は，

一見各ユーザのAndroid端末の中に

閉じているように感じられるが，

BLOCCOはあらゆるサービスやコ

ンテンツを組み合わせて，サービス

連携というコンセプトを実現でき

る，新しいプラットフォームとなり

得るものである．

3.4 BLOCCOの課題
3.3節で述べたように，BLOCCO

はLocaleと比較して，サービス間の

パラメータ引継ぎが可能である．こ

れにより，ユーザはより柔軟なシナ

リオを作成できる．しかし，一般に

機能や柔軟性の高度化は，ユーザ操

作の複雑化とトレードオフの関係に

ある．例えば，Toggle Settingと

Locale を比較すると，双方とも

Android端末の設定を変更可能なア

プリケーションであるが，Localeの

方がより柔軟なシナリオを作成可能

であり，それに伴って，ユーザに求

める操作が必然的に複雑となってい

る．BLOCCOはLocaleと比較して，

機能や柔軟性をさらに高度化する

ものであるため，ユーザに要求す

る操作はより複雑なものになる．

BLOCCOは，複雑な設定ができる

ユーザの使用を想定しているが，新

しいプラットフォームとして展開す

るためには，操作や設定に慣れてい

ないユーザにとっても利用しやすい

環境を整備することが，今後の課題

となる．

3.5 BLOCCOの拡張性
3.2節で紹介した，ユーザによる

マッシュアップ技術の普及の背景に

は，web技術やwebコンテンツの汎

用性の高さがある．汎用性の高い技

術の集大成であるため，既存コンテ

ンツのさまざまな流用が可能とな

り，その中に，ユーザによるマッ

シュアップがあるといえる．しか

し，3.2節で解説したユーザによる

マッシュアップ技術のうち，対応コ

ンテンツに独自仕様への対応を要求

するIntelligentPadは，コンセプトや

技術の先進性・有用性と比較して，

普及しているとはいいがたい．

BLOCCOは汎用性の高いwebコン

テンツではなく，アプリケーション

を対象としているため，既存のあら

ゆるアプリケーションがプラグイン

となるのではなく，BLOCCOが規

定するインタフェースを有するアプ

リケーションのみが，プラグインと

して動作できる．そのため，対応ア

プリケーションを開発する際，通常

のアプリケーションを開発する場合

と比較すると，BLOCCOに対応す

るための開発オーバヘッドが発生す

ることは避けられない．この不可避

である開発オーバヘッドを可能な限

り小さくするため，BLOCCOプラ

グインのプロトコルインタフェース

の仕様と，BLOCCOプラグインを

開発するためのBLOCCO SDK（Soft-

ware Development Kit）＊12を，web

上で一般に公開している[9]．SDK

の画面を図6に示す．このSDKを利

用すると，BLOCCOと通信するた

めのインタフェース部分のソースコ

ードのひな形を自動生成できるた

め，プラグイン開発にかかるオーバ

ヘッドは大幅に小さくなる．

36

＊12 SDK：ソフトウェアを開発するためのツ
ールもしくはツール群．
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ユーザ設定によりサービスの組合せが可能なサービス連携システム「BLOCCO」

図6 BLOCCO SDK
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BLOCCOが本来もつ，独立する

アプリケーションどうしの連携とい

う概念に加え，プラグイン開発に必

要な仕様や開発環境を公開すること

で，BLOCCOは高い拡張性を実現

している．

4．あとがき
本稿では，サービス連携システム

「BLOCCO」の概要を解説し，関連

技術との比較を基にBLOCCOの利

便性や拡張性について検証すること

で，BLOCCOのプラットフォーム

としての優位性を示した．今後は，

あるユーザが設定したプランを，他

のユーザと共有できる仕組みなどを

導入するなど，設定が困難なユーザ

でもBLOCCOを使用可能とする仕

組みを検討する予定である．
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