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Block Sweetie: ブロック型エディタを用いた
Web アプリ開発システム
三浦 元喜1,a)

概要：Web アプリケーションを構築するためには，動的なページ生成のためのプログラミング言語の理解
に加えて，データベースや SQL，HTTP に関する理解が不可欠である．我々は，これまで Web ブラウザ
上で動作するエディタを用いて，簡易な Web アプリケーションを簡単に構築できるシステムを提案してき
た．しかし，テキストでプログラミングを行う必要があるため，入力ミスが発生したり，どのような機能が
利用できるか確認しにくいといった問題があった．そこで我々は，ブロック型のプログラミングエディタ
を用いて，Web アプリケーションの開発が行えるシステム Block Sweetie を開発した．ブロック型言語の
特徴である，配置やパラメータの制約によって，入力ミスを防ぐ効果が期待できる．また，チェックボッ
クスやドロップダウンリストの選択によって，入力の調整や変更が容易になるため，プログラミングにお
ける試行錯誤がしやすくなる．

Block Sweetie: Web Application Development System
with Block Editor
Motoki Miura1,a)

Abstract: In order to build a Web application, understanding of the programming language, databases,
SQL, and HTTP is indispensable. We have proposed a system and a framework that can easily construct
simple web applications on a Web editor based on PHP language. However, since it is necessary to program
by text, there was a problem that input errors occurred and it was diﬃcult to confirm what kind of function can be used for novice learners. We developed a system “Block Sweetie” that can develop simple web
applications using block type programming editor. Thanks to the constraints on placement of blocks and
its parameters, novice learners can prevent input errors and mistakes that causes syntax errors. Also the
selecting a check box or a drop-down list eases modification of the code. It helps novice learners to perform
trial and error in the Web application programming.

1. はじめに

ステム Sweetie Editor[1], [2] や，Web アプリケーションを
構築するための Web フレームワーク Sweetie Framework

通常，Web アプリケーションを構築するためには，動

[3], [4] を提案してきた．これらのシステムやフレームワー

的なページ生成のためのプログラミング言語の理解に加え

クを用いることで，初学者が Web アプリケーションを

て，データベースや SQL，HTTP に関する理解が不可欠で

開発するうえでの試行錯誤を伴う作業の敷居を下げるこ

ある．そのため，初心者にとっては Web アプリケーショ

とができる．しかし，Sweetie Editor を用いて，Sweetie

ンの敷居は，Web ページに比べて高い．

Framework の機能を利用した Web アプリケーションを開

我々は，これまでに Web ブラウザ上で動作するテキス
トエディタを用いて，Web サイトを簡単に構築できるシ

発するには，学習者は PHP のソースコードをテキストで
入力したり編集したりする必要があった．
我々は，初学者に対する Sweetie Framework に基づいた
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図 1 Block Sweetie

Fig. 1 Block Sweetie

に構築できるシステムである．Block Sweetie は，ブロック
型プログラミングエディタの 1 つである Google Blockly[5]
を用いて開発した．図 1 に，Block Sweetie の編集画面を
示す．左側のブロック編集画面で操作を行うと，右側の
ソースコード確認画面に対応するコードが即座に反映さ
れる．そのため，学習者はブロックとソースコードの対応
を確認しやすい．また，画面左端のツールボックスから，
利用可能なブロックを表示して確認できるため，テキスト
ベースのプログラミングに比べて，確認や入力の手間が軽
減できる．図 2 は，図 1 のブロック記述から生成された

Web アプリケーションの動作画面である．また，付録 A.1
に，今回設計した Block Sweetie のブロック一覧を示す．
図 2

生成された Web アプリケーション

Fig. 2 Exported Web Application

これまでの Sweetie Framework を用いた Web アプリ
ケーション開発では，SQLITE3 データベースのテーブル
を事前に準備するため，学習者は SQL 文を直接記述して

ロック型エディタを用いた Web アプリケーション開発シ

いた．Block Sweetie では，create table ブロックを配置し

ステム Block Sweetie を開発した．

たうえで，field ブロックを create table ブロックのステー
トメント部分に追加していくことによって，対応する SQL

2. Block Sweetie

文が自動生成されるように設計した．field ブロックでは，

Block Sweetie は，Sweetie Framework が提供している

データ型をドロップダウンリストで選択することができ

関数や，頻繁に利用される記述をブロックで表現し，それ

る．また，primary key, autoincrement, not null のフィー

らを配置することによって Web アプリケーションを簡単

ルドの属性を，チェックボックスで簡単に設定できる．そ
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Sweetie と同様，テキストベースの Web プログラミングエ
ディタであるため，ブロック型言語のインタフェースは備
えていない．

4. おわりに

方法を選択した．create table ブロックと同様，Form 要素

Web アプリケーション開発にまつわる知識や技術の学

に対応する大きなブロックの内側に，ステートメントと

習において，従来テキストベースで行っていたプログラミ

して input 要素を並べていく方法も検討したが，Sweetie

ングをブロックの配置によって行えるようにするためのシ

Framework における関数との対応関係を重視し，個々のブ

ステム Block Sweetie を開発した．ブロックの配置やパラ

ロックを単純配置する設計とした．

メータの制約，チェックボックスやドロップダウンリスト

Web アプリケーション記述におけるブロックの設計方針

によって，従来のテキストベースのプログラミングに比べ

については，HTML 記述における構造や階層との親和性を

て，機能の確認や入力の手間が減らせたり，入力ミスを防

重視することも重要であると考えている．たとえば，図 1

いだりできるため，試行錯誤がしやすくなる．そのため，

では，div/span ブロックの内側に，ステートメントとして

従来の Sweetie Framework を単体で利用する場合に比べ

form 関連のブロックを並べている．このように HTML に

て，より開発・学習の敷居を下げることが期待できる．

おける構造と，ブロックの構造を一致させることで，HTML

Block Sweetie の開発にあたり，Web 開発に関連する処

による箇条書きや表の記述に対する理解は促進できると考

理や宣言をブロック表現に落とし込むための設計について

えられる．

考察した．今後，実際に初学者に利用してもらい，ブロッ

Sweetie Framework で は ，デ ー タ ベ ー ス の テ ー ブ ル

ク表現の設計やインタフェースについて有用性を検証して

データを，HTML の表形式で簡単に表示するための関

いく．

数 showtable() を提供している．利便性の面では有用であ
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記述を変更できるようにすると，Web アプリケーションプ
ログラミング学習における理解が深まると考えられる．
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A.1 Block Sweetie ブロック一覧

図 A·1 DB 操作

Fig. A·1 DB Operations

図 A·4 HTML 要素

Fig. A·4 HTML elements

図 A·2

変数

Fig. A·2 Variables

図 A·3 表の出力

Fig. A·3 Table output
図 A·5 Form 要素

Fig. A·5 Form elements
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