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部分動的レコードを活用した型付きテンプレートエン

ジンの試作

逢坂 美冬　上野 雄大　大堀 淳

Web アプリケーションは一般に，事前に用意されたテンプレートに動的に生成した文字列を埋め込むことで，動的
にWeb ページを生成する．この操作は型無しの文字列操作であるため，セキュリティ上の脆弱性などの問題を生じ
る危険がある．この問題に対する一つの解決策として，本発表では，テンプレートを型付きのレコードとみなして型
を与え，テンプレート操作の整合性を静的に検査するシステムを提案する．このシステムを実現する上での困難のひ
とつは，テンプレートはプログラムが動的に読み込むデータであり，従ってテンプレートは静的に型付けされたレ
コードと直接対応しないことである．そこで，本システムでは，テンプレートファイルを部分動的レコードとして読
み込み，テンプレートの穴埋め操作を部分動的レコードのフィールド更新操作を介して行う．実際のテンプレート操
作は，既存のテンプレートエンジンを用いて行われる．本発表ではさらに，SML#と ClearSilverを用いた本システ
ムの実装の試作を報告し，今後の展望を述べる．

1 はじめに

Webアプリケーションは，ユーザから送られてき

たリクエストに基づいて，動的にWebページの生成

を行うアプリケーションである．動的なWebページ

の生成には，静的に決められた構成を把握した上で，

適宜必要とされる場所に動的に値を埋め込む必要が

ある．一般に，このような操作は，人為的なミスを

避ける目的や，ユーザ自らが記述するコード量を削

減する目的から，テンプレートエンジンを用いて行

う．テンプレートエンジンは，初期値を持たない変数

（ホール）が記述されているテンプレートファイルを

読み込み，プログラムが計算した値でホールを埋める

ことで，動的にWebページを生成する．テンプレー

トエンジンは一般に，テンプレートファイルを構造

を持たない文字列と見なし，ホールに埋める値とし
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て文字列値のみを扱う．一方，テンプレートファイル

の内容はふつう HTMLで記述されており，ユーザー

はテンプレートエンジンの出力が HTMLで書かれた

Webページとして正しいことを期待する．この期待

を満たすためには，ユーザーは全てのホールに，文脈

上期待される構造を持つデータ構造を，適切なフォー

マットで整形された形で埋め込まなければならない．

この条件を満たすことはユーザーの責任であり，テン

プレートエンジンは検査を行わない．しかし，ユーザ

が値を埋め込む際にホール名を誤る状況は，当然起こ

りうる．この場合，ホールの埋め込みに失敗し，プロ

グラムは期待する結果を返さない．これを防ぐために

は，静的な検査を行い，値の埋め込みを行う前にホー

ル名の不整合を検出する必要がある．

変数名の整合性を保証する一つの方針は，テンプ

レートファイルを型付きのレコードとみなし，テンプ

レート操作を型付きのレコード操作として行うことで

ある．この基本的な方針は，文献 [4]にて示されてい

る．しかし，その方針を実用言語に組み込むための詳

細な検討や実装は行われていない．そこで我々は，こ

の方針に基いた型付きテンプレートエンジンを，ML

系関数型言語 SML#上に実現することを目指し，実



現のための方針の詳細を検討し，それに基づいた試作

を行っている．本稿では，その経過を報告する．

文献 [4]では，値が埋まっていない状態を，option

型の値 NONE で表現する．例えば，name と age の 2

つのホールを持つテンプレートは，以下のレコードで

表現される．

val template = {name = NONE, age = NONE}

: {age: [’a. ’a option],

name: [’a. ’a option]}

テンプレートに対する値の埋め込みは，レコードフィー

ルドの更新演算によって行う．例えば，nameフィー

ルドへの値の埋め込みのために，レコードフィールド

の更新演算を含む以下の関数を定義する．

fun fillName (x as {name = NONE, ...}) =

x # {name = SOME "Taro"}

| fillName (x as {name = SOME _, ...}) =

raise AlreadyFilled

この関数の型を以下に示す．

fillName : [’a#{name: string option}.

’a -> ’a]

上記型情報から読み取れるように，fillName 関数

は nameフィールドのみに対して更新操作を行う．レ

コード多相性 [3]により，型’aは nameフィールドを

部分的に含む全てのレコードを表す．

以上は ML プログラムに閉じた話であり，テンプ

レートがその中に含まれるのであれば，この方針をと

ることができる．しかし，実際にはテンプレートは外

部データであるため，以下の理由から更なる対応が必

要である．

• 動的に読み込む外部データに対して，静的に型
を与えられない．

• 外部データに値が一切または部分的に埋まって
いない状況を扱う枠組みと，外部データに部分的

に値を埋める操作が必要である．

我々は，これらの課題を部分動的レコード [1] [5]を用

いることで解決する．部分動的レコードは，JSONな

ど動的に読み込まれ，構造が静的に判明していないレ

コードデータを型付きで取り扱うための体系である．

課題 1は，テンプレートは動的な構造であるため，静

的なレコードの代わりに動的なレコードを用いるこ

とで，自然と解決する．課題 2 は，JSON における

null値を「値がない」という状況を表す構造として用

いることができるならば，値が埋められていない状況

を null値で表現し，これを別な値に置き換える操作

をホールの埋め込み操作とすることで，解決しそうで

ある．部分動的レコードによる JSONの操作体系 [5]

では，null値は専用の型が与えられ他の値とは区別さ

れており，以上の方針とは対応しない．よって，この

方針をとるために，部分動的レコードの枠組みを拡張

し，外部データにおける null値を「値がない」状況

を表す構造として取り扱えるようにする必要がある．

我々は以上の方針に従い，SML# [6]と ClearSilver

[2]を用いて，部分動的レコードを応用した型付きテ

ンプレートエンジンの試作を行った．本稿では，そ

の概要を報告する．型付きテンプレートエンジンは，

ユーザーに以下の操作を提供する．

1. テンプレートファイルを部分動的レコードとし

て読み込む関数

2. 読み込んだテンプレートを動的に型チェックし，

静的なビューを与える構文

3. テンプレートのホールに値を埋め込む構文

4. 全てのホールが埋まったテンプレートを出力す

る関数

ユーザは，これらの機能を順番に用いることで，テン

プレートの読み込みとそれに対する型付けを自然に

行うことができ，さらには静的な型チェックが行われ

る状況下でホールへの埋め込み操作が行われるため，

不整合を実行前に検出することが可能である．本稿

では，以上のうち，1と 2の試作について報告する．

3と 4については，未実装であるため，現段階での検

討状況を報告する．

本稿の構成は以下の通りである．2節では，型付き

テンプレートエンジンの実現方針を述べる．3 節で

は，SML#によるテンプレートエンジンの試作を報

告する．4節では．結論を述べた上で，試作をより実

用的なものに改善するための課題を述べる．

2 型付きテンプレートエンジンの実現方針

1 節で挙げた 4 つの機能を，SML#の部分動的レ

コードに基づく JSON操作体系をもとに，ライブラ



リ関数あるいはコンパイラ組み込みの構文として作

る．そのためにはまず，外部データであるテンプレー

トをプログラムから型付きで操作できるように，部分

動的レコードによって型を与える必要がある．本節で

は，テンプレートの型付けと読み込みの方針を述べ

る．さらに，値の埋め込みとテンプレートの出力の実

現に向けての展望を述べる．

2. 1 テンプレートの型付けと読み込み

テンプレートは，初期値を持たない変数（ホール）

を含むドキュメントである．以下に ClearSilverのテ

ンプレートの例を示す．

<HTML><BODY>

Name : <?cs var:name ?><BR>

Age : <?cs var:age ?>

</BODY></HTML>

<?cs var:x ?>は，名前 xを持つホールを表すClear-

Silverの記法である．このホールには整数や文字列な

どの基本的なデータ構造が文字列値として埋め込ま

れる．簡便のため，本稿では階層的なデータ構造な

ど，ClearSilverが持つ他の機能は取り扱わないもの

とする．

ClearSilver では，このテンプレートに埋め込む

データを管理するために，HDF（hierarchical data

format）と呼ばれるデータセットとその操作関数を

提供する．HDFの例を以下に示す．

{

name = Taro

age = 25

}

例からわかる通り，HDFは一般にレコード構造をと

る．ClearSilver は，読み込まれたテンプレートと，

ユーザーが作成した HDFを受け取り，HDFに従っ

てホールを埋めた文字列を出力する．

以上の枠組みを，部分動的レコードの観点から分

析する．文献 [5]では，部分動的レコードの実現とし

て JSONを扱っているため，本稿では JSONを用い

て分析する．ClearSilverでは，テンプレートと HDF

はともに，レコード状の構造をもつ外部データであ

る．HDFはテンプレートに埋め込まれるデータを表

現するため，HDFはテンプレートと概念上独立では

ない．この観点から，テンプレートは埋めるべきホー

ルの集合を持ち，HDFはそれが部分的に埋まってい

る状況を表していると考えられる．この HDF の状

況は JSONで表現すると，全てのホール名をフィー

ルドラベルとして持ち，フィールド値が部分的に埋

まっていないような JSON オブジェクトに対応する．

JSONにおいて，値が埋まっていないフィールドは，

null値で表現する．例えば，前述のテンプレートの例

を JSONで表現すると以下のようになる．

{"name" : null, "age" : null}

値が埋まっていないことを表す null値は，任意の

型を持つ．この多相的な性質を保った状態で SML#か

ら nullを扱えるようにするためには，部分動的レコー

ドの枠組みを拡張する必要がある．ML において値

の有無を表現する一般的な方法は，option型の値を

用いることであるため，外部データの nullに対して

MLの option型を対応づけることが自然な解決策で

ある．この対応関係を部分動的レコードの枠組みに

加えることで，null を含む外部データの扱いに対処

する．

以上の検討から，テンプレートの読み込みについて

以下の方針が得られる．

• ClearSilverのテンプレートと HDFの組に対し

て，τ template型を与える．τ は，テンプレー

トに対して与えられる部分動的レコードの型で

ある．τ template 型の値には，HDF の表現で

ある部分動的レコードと，ClearSilverを用いる

上で必要となる，テンプレートファイルへのハン

ドルと HDFが含まれる．

• テンプレートを読み込む関数として，import関

数を導入する．この関数は，テンプレートファイ

ルを読み込み，その内部構造を全てのフィールド

が null であるような JSON に対応する動的レ

コードに変換する．

• インポートしたテンプレートに静的な型を与え
る以下の構文を導入する．

template e as τ

この式は，テンプレート eに部分動的レコード型

τ の静的なビューを与える．eの型が τ ′ template



のとき，この式の評価結果は τ template型を持

つ．この式の意味は，文献 [5] の json 構文と同

様に実現できる．

2. 2 値の埋め込みと結果の出力

前述の方針でテンプレートに部分動的レコード型

を与えるならば，値の埋め込みと結果の出力について

も，部分動的レコードの考え方から自然に導くこと

ができる．これらは現時点では試作に至っていないの

で，現時点での予備的な検討について述べる．

値の埋め込みは，レコードフィールドの更新演算で

実現できる．ただし，SML#は静的なレコードの更

新演算を提供している一方で，部分動的レコードの更

新演算を与えていないため，これを追加する必要があ

る．部分動的レコードの更新演算の追加は，通常のレ

コードの更新演算に基づいて自然に実現することが

できる．例えば，以下に示すような構文を導入する．

e1 ## {l = e2}
これは，部分動的レコード e1 の lフィールドを e2 に

置き換えた，新しい部分動的レコードを返す式であ

る．その型付け規則を以下に示す．
K,Γ ⊢ e1 : τ dyn

K ⊢ τ :: {{l : τ0}}
K,Γ ⊢ e2 : τ0

K,Γ ⊢ e1 ## {l = e2} : τ dyn

Γは型環境，Kは文献 [3]で示されるカインド割り当

てである．これは，e1 が部分動的レコードであるこ

とを除けば，通常のレコード更新と同じである．

この構文を用いて，テンプレート更新構文を作成

する．

fill e1 # {l = e2}
この構文は，部分動的レコード更新構文を用いて，e1

に含まれる部分動的レコードによる HDF 表現を更

新すると同時に，e1 内のポインタを更新することで

HDF の実態を l = e2 を含む最新のものにする．表

現と実態を同時に更新することで，両者の間の整合性

は保たれる．

結果の出力は，以下の型を持つ関数として実現で

きる．

export : ’a template -> string

テンプレートエンジンの出力は，引数のテンプレート

に含まれる ClearSilver のデータ構造を引数として，

ClearSilverが提供する C関数を呼ぶだけで得ること

ができる．全てのホールが埋まっているかどうかの

チェックに関しては， template e as τ 構文でテン

プレートに完全なレコードの型を与え，得られた静的

なレコードに対して各フィールド値が SOMEであるこ

とをチェックすることで，安全かつ完全に行うことが

できる．

3 型付きテンプレートエンジンの試作

前節に述べた方針に従い，テンプレートの読み込み

を行う関数とその型付けを行う構文の試作を行った．

試作では，SML#コンパイラ 3.1.1版を拡張した．本

節では試作の実装について報告する．

試作を行う上で，実際のテンプレートの操作を

行うために，ClearSilver のライブラリ関数を用い

た．ClearSilver は C 言語のライブラリであるため，

SML#の Cの FFIを用いることで，問題なく利用す

ることができた．以下に FFIを利用する際に導入し

た型の一部を示す．

type CSfile = string

type hdf = unit ptr ref

type cs = unit ptr ref

CSfile はテンプレートファイルの型，hdf は HDF

へのポインタの型，csはテンプレートのハンドラー

へのポインタの型である．以降の試作の説明において

も上記型定義を用いるものとする．

本試作では，テンプレートの型として’a template

型を導入した．実際のテンプレートの操作を行う

ことだけを考えた場合，テンプレートのハンドラ

と HDF のみを管理すれば充分である．しかし，’a

template型を与えた上で，HDFの状態を SML#に

おける JSONによって表現し，対応づけるためには

’aに対応するデータ構造を’a template型の実装の

中に含める必要がある．そこで，本試作では，テン

プレートのハンドラへのポインタと HDFへのポイン

タに加え，HDFの状態と厳密に対応する JSONオブ

ジェクトを管理する．したがって，テンプレートの型

の datatype定義は以下のとおりである．



# val template = TemplateEngine.import "test.cs";

val template = _ : JSON.void JSON.dyn TemplateEngine.template

# val typedName = _template template as {name : string option} JSON.dyn;

val typedName = _ : {name: string option} JSON.dyn TemplateEngine.template

# val typedAll = _template typedName as {name : string option, age : int option};

val typedAll = _ : {age: int option, name: string option} TemplateEngine.template

図 1 テンプレートファイルの読み込みと型チェックの実行例

datatype ’a template =

TEMPLATE of ’a * cs * hdf

テンプレートを読み込む関数である importの型を

以下に示す．

import : CSfile -> void dyn template

void dynは，SML#において，構造が静的に判明し

ていない部分動的レコードを表す型である．返り値に

含まれる 2つのポインタに関しては，ClearSilverの

ライブラリ関数に対して，テンプレートファイルを引

数として与えることで取得できる．一方で，HDFの

状態を表す JSONオブジェクトは，テンプレートの

構造に合わせて import関数が作成する必要がある．

部分動的レコードを作成する上で必要となるのは，テ

ンプレートに記述されているホール名のリストであ

る．ClearSilverは，ホール名のみを取得する関数を

ユーザーへ提供していない．一方で，テンプレート

の構文木をダンプするための関数が提供されている．

そこで，本試作では，ダンプ結果を解析することで

ホール名を取得する．得られたホール名（ここでは

l1, ...ln とする）を用いて，以下に示すような JSON

オブジェクトを表す JSON文字列を生成する．

{l1 : null, . . ., ln : null}
JSON文字列に対して，以下の SML#が提供する関

数を適用する．

JSON.import : string -> void dyn

これは，JSON文字列を部分動的レコードに変換する

ための関数である．import関数は，得られた部分動

的レコードを，2つのポインタとまとめて void dyn

template 型のデータとして，ユーザーに返す．

template e as τ は，コンパイラが持つ型情報で

ある τ を用いて，実行時に動的な型チェックを行う式

であるため，構文として導入する必要がある．この

式は，e に含まれる JSON 表現に対して，動的な型

チェックを行うというものである．そこで， template

構文を，eから部分動的レコードを取り出し， json

構文を適用した上で，再度’a template 型の値を構

築するマクロとして実装する．マクロ展開後の式を以

下に示す．

templateAs (fn x => json x as τ) e

ここで，templateAs は’a template 型の値を分解

し，再度’a template 型へ戻す関数である．

前述したテンプレートファイル例を用いた，SML#

の対話型モードにおける本試作の利用例を図 1に示す．

4 まとめと今後の課題

本稿では，SML#によるテンプレートエンジン実

現のため，テンプレート読み込み関数と動的型チェッ

ク構文の実装方針を検討し，その試作を示した．ま

た，テンプレート操作を行う上で必要となる，ホール

への値の埋め込みを行う構文と，結果を出力する関数

に関しては，方針のみを示した．

今後の展開として，いくつかの方向性が考えられ

る．そのうちの一つは，階層的なテンプレートを扱え

るようにすることである．本来 ClearSilverは，階層

的なデータ構造を扱うことができるが，本試作では簡

便のため，この機能は対象外とした．このような高度

な機能への対応も含め，高い実用性をもつ型付きテン

プレートエンジンの実現を目指す．
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