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携帯電話機用 WEB ブラウザのサーバ・レンダリング方式の
提案と実装評価
置

田
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近年，携帯電話機の高機能化にともない，PC 向けの WEB サイトを閲覧したいユーザの要望が高
まりつつある．しかし，携帯電話機は PC と比べ，システムリソースやネットワーク帯域，画面表示
領域が少なく操作形態も異なるため，PC 向けの WEB サイトが閲覧できるブラウザを搭載するため
には何らかのアプローチが必要である．本研究では，WEB ブラウザの機能をサーバとクライアント
に分割し，サーバ側の WEB ブラウザでレンダリング処理を行い画像化し，クライアントで画像の
閲覧を行うサーバ・クライアント型 WEB ブラウザの研究開発を行った．本稿では，サーバで WEB
ページを画像化しクライアントで閲覧を行う方式，画像を分割転送し転送効率と消費リソースの低減
を行う方式，携帯電話機の制限された表示画面による閲覧・操作方式について述べる．また，実機に
よる実装，評価を行った検証結果について述べる．

Server Client WEB Browsing Method for Mobile Phone
and it’s Evaluation
Makoto Okita,†,†† Norio Yamaguchi,†† Takayuki Shigematsu,†
Osamu Takahashi†† and Eiichi Miyamoto††
As mobile phones have become increasingly sophisticated in recent years, it became more
intense in user’s demand for viewing the web sites originally created for PCs by mobile phones.
However, some approaches are necessary to install a browser to which the WEB site for PC
can be viewed in the mobile phones because the system resource, the network band, and the
screen display area of mobile phones are less than PC and the operation form is also more
diﬀerent. This research project involves dividing web browsing functions between the server
and the client, performimg rendering in web browser on server-side, and converting to image
and viewing it on the client. This document describes how web pages are converted to images on the server and viewed on the client, how the images are split and transferred to the
client in order to increase eﬃciency and reduce resource consumption, and how users view
and navigate the web pages with the small screen of mobile phone devices. It also provides
the results of the implementation and evaluation of this system on the server.

のほとんどをそのまま閲覧することができない．2005

1. は じ め に

年 1 月に携帯電話機を利用している一般のユーザ 500

1999 年に日本で初めて携帯電話機に WEB ブラウ
ザが搭載されて以来，現在ではほとんどの携帯電話機

人を対象に行った調査（表 1）では，75%以上の人が

に WEB ブラウザが搭載され，日常的に利用されるよ

携帯電話機への PC WEB ページが閲覧できるブラウ

うになった．しかし，携帯電話機に標準で搭載されて

ザ（フルブラウザ）の搭載が望まれている．

PC WEB ページを閲覧したいという結果が出ており，

いる CHTML 1) や XHTML 2) ，WML 3) 等の WEB

しかし，携帯電話機は PC と比べ，CPU，メモリ，

ブラウザは機能が限定されているため，PC 向けに作

プログラムサイズといったシステムリソースやネット

られている一般の WEB ページ（PC WEB ページ）

ワーク帯域が少ないこと，ディスプレイのサイズが小
さく，マウス等のポインティングデバイスを持たない

† 日本ヒューレットパッカード
HEWLETT PACKARD Japan Ltd.
†† 公立はこだて未来大学
FUTURE UNIVERSITY-HAKODATE

といった制限があり，PC 向けの WEB ブラウザをそ
のまま搭載することが難しい．このため，これらの問
題を解決するための何らかのアプローチが必要であ
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2108

情報処理学会論文誌

表 1 携帯電話でパソコン向けの WEB サイトを見たい割合
Table 1 People who want to access PC WEB site by
mobile phone.

10
20
30
39%
33%
22%
48%
35%
40%
そこそこ
46%
40%
59%
見たい
38%
54%
47%
あまり
12%
22%
15%
見たくない
8%
9%
13%
まったく
4%
5%
4%
見たくない
6%
2%
0%
日本 HP による調査（2005/1 実施）．
上記：男性 下記：女性．
世代 10 代〜50 代，男女各 50 人．
割合は，各世代の性別ごとに算出．
世代

すごく
見たい

40
6%
16%
55%
47%
31%
26%
8%
12%

50
19%
20%
57%
60%
17%
20%
7%
0%

合計
24%
32%
50%
49%
20%
15%
6%
4%
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の比較を表 2 に示す．
実装上の課題 ( 1 ) に対し，Opera 等のクライアン
ト方式では，PC と同等のブラウザの機能を，できる
限り小さく実装し，クライアント単体で動作するアプ
ローチをとる．サーバを必要としないため，End to

End の SSL 通信が可能なこと等，PC ブラウザと同
等の機能を実現できるが，クライアントのプログラム
サイズが 1MB 程度と大きくなるため，i アプリ11) 等
既存の携帯電話機アプリケーションとして搭載するこ
とが難しい．また，直接 WEB サイトと通信を行うた
め，コンテンツの圧縮による，データ通信量の削減が
行えず，クライアントのリソース消費も大きくなる．

バとクライアントに分け，サーバ上の WEB ブラウ

jig，Scope 等のサーバ・クライアント方式では，ブラ
ウザの機能の一部をサーバに持たせることにより，ク
ライアントを軽量化するアプローチをとる．セッショ

ザで WEB アクセスおよびレンダリング処理を行い，

ン管理やページの解析等の内部処理をサーバで行うこ

WEB ブラウザの表示イメージを画像データに変換し，

とにより，クライアントはユーザインタフェース部分

クライアントで画像の表示を行うサーバ・レンダリン

の処理に特化し，プログラムサイズを 100 KB 以下と，

る．そこで本研究では，WEB ブラウザの機能をサー

グ方式による WEB ブラウザを提案する．以下，2 章

既存の携帯電話機アプリケーションとして搭載できる

で関連する研究と事例について述べ，3 章で提案する

小型化を実現している．また，サーバでコンテンツの

方式について述べる．4 章で本方式の実装と評価を行っ

最適化や圧縮を行い，クライアントのデータ通信量

た結果について述べ，5 章で今後の課題，6 章でまと

を減らすことが可能となるが，クライアントと WEB

めを述べる．

サイト間にサーバが配置されるため，End to End の

2. 関連する研究と事例

SSL 通信を行うことができないこと，クライアントの
数が増加すると大量のサーバが必要になるといった問

携帯電話機にフルブラウザを実装するためには次の

題がある．Scope は，テキスト以外のコンテンツを最

ような課題があげられる．

大限に省き，表示機能を単純化することで，より小型

(1)

化された実装とデータ通信量の削減を行うアプローチ

実装に関する課題

• システムリソースが少ないため，消費リ
ソースの低減とアプリケーションサイズを
小型化するための課題．

• ネットワークの帯域が少ないため，通信す

閲覧・操作上の課題 ( 2 ) に対し，Opera，jig，では，
PC のブラウザに近いレンダリングによるページ配置
を行い，ページの一部を表示し，上下左右スクロール
によって閲覧するアプローチ（PC 型閲覧方式）をと

るデータ量を削減するための課題．

(2)

をとる．

る．PC のレイアウトと同等の WEB ページを携帯電

閲覧・操作に関する課題

• 画面が小さいため，画面サイズより大きな
ページ領域を閲覧するための課題．
• ポインティングデバイスを持たないため，

話機の小さい画面で閲覧することが可能だが，ページ
の一部しか表示されないため，テキスト等の文章が読
みにくいという問題がある．このため，携帯電話機の

閲覧操作を妨げずハイパーリンクを選択す

WEB ブラウザに近いレンダリングによる画面幅に合

るための課題．

わせたページ配置を行い，上下スクロールのみによる

上記課題に対して，携帯電話機向けフルブラウザ

閲覧（携帯型閲覧方式）も合わせて持ち，選択して閲

に対する取り組みはいくつか行われており，代表的

覧できる．Scope は，表示機能を単純化するために携

な実装例として，クライアント方式の Opera 4) およ

帯型閲覧方式に特化しているため，PC ブラウザに近

び NetFront 5) ，サーバ・クライアント方式の jig 6) ，

いページ配置での閲覧ができず，画像やレイアウトを

7)

SiteSneaker ，ibisBrowser

8)

および Scope

9)

等が

あり，課題に対しそれぞれのアプローチをとる．各

WEB ブラウザの実機での表示画面例を図 1 に，方式

多用した WEB ページの閲覧に向かないという問題が
ある．
リンクの選択は，Opera，Scope では既存の携帯電
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図 1 各ブラウザの表示画面例
Fig. 1 Examples of screenshot.
表 2 各ブラウザの方式比較
Table 2 Comparison of basic browsing method.

処理方式
レンダリング
データ圧縮
閲覧方式
選択方式

Opera
Client
Client
なし
PC 型+携帯型
スクロール混在型

jig
Server-Client
Client
コンテンツ圧縮
PC 型+携帯型
ポインタ型

Scope
Server-Client
Client
コンテンツ圧縮
携帯型
スクロール混在型

iVNC
Server-Client
Server
RFB Protocol
PC 型
ポインタ型

提案方式
Server-Client
Server
画像化圧縮
PC 型+拡大縮小
モード切替型

話機の WEB ブラウザに近い，ページのスクロールと

ラウザを利用するため，画面が小さく入力デバイスに

リンクの選択が混在した方式（スクロール混在型選択

制限のある携帯電話機では，閲覧・操作が難しいといっ

方式）により行う．操作が簡単な反面，リンクを選択

た課題がある．

しながら画面がスクロールするため，リンクの密度に
よりスクロール速度が一定せず，リンク数が多いと極
端にスクロールが遅くなってしまうという問題がある．

3. サーバ・レンダリング方式 WEB ブラウ
ザの提案

jig では，画面中央に表示されたポインタ上に，選択

本稿では，2 章であげた課題に対し，より単純な実

したいリンク部分をスクロールさせて重ねること（ポ

装で，PC 型閲覧方式の WEB ブラウザを実現する，

インタ型選択方式）により行う．リンクの密度に左右

サーバ・レンダリング方式16) を提案する．既存の携帯

されず，安定したスクロールによる閲覧を実現できる

電話機アプリケーションとして搭載でき，低帯域ネッ

が，画面が小さく，十字キーでスクロール操作を行う

トワークでの利用を考慮するため，クライアントのリ

携帯電話機では，対象のリンクをポインタ上に合わせ

ソースを低減し，通信データ量を削減することができ

にくいという問題がある．

るサーバ・クライアント方式とする．WEB ブラウザ

携帯電話機でサーバの画面を閲覧する方式として，
12)

の複雑な実装を避けるため，サーバに搭載されている

「モバイル向けシンクライアントシステムの検討」 ，

既存の PC WEB ブラウザにより WEB アクセスを行

iVNC 13) ，J2ME VNC 14) ，ユビキタスビューア15) 等
がある．これらは，サーバ上のディスプレイに表示さ

トに転送して表示を行う．クライアントはレンダリン

れる画面で変化したビットマップ情報の差分をリアル

グ処理が不要となり，PC と同等の表示レイアウトを

タイムにクライアントに転送10) し表示する方式のた

保ちながら，画像表示の機能のみに特化した単純な実

め，画面情報の更新処理にリアルタイム性を持たない

装が可能となる．また，サーバで画像を縮小，圧縮す

本研究の転送方式とは異なる．画面が変化するたびに

ることにより，クライアントの通信データ量の低減を

通信が発生するため，ネットワーク帯域の少ない携帯

行う．

い，WEB ブラウザの表示画面を画像化，クライアン

電話機の環境では，十分なスクロール速度を得ること

閲覧では，WEB ページ全体が画像化され，テキス

が難しい．また，表示対象が，サーバのデスクトップ

トデータを持たないため，携帯型画像閲覧方式による

画面全体であるため，デスクトップとブラウザの両方

閲覧ができない．このため上下左右のスクロールと拡

を同時に操作する必要があること，サーバ上の PC ブ

大・縮小を同時に行えるイメージビューア的な PC 型閲

2110
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図 2 サーバ・レンダリング方式
Fig. 2 Proposed server rendering system.

図 3 処理方式
Fig. 3 Processing mechanism.

覧方式により，WEB ページ全体の閲覧性を良くして

圧縮することにより通信データ量を小さくし，画像

いる．リンクの選択は，リンク情報を基にリンクを画

データとリンク情報をクライアントに転送する．クラ

像上に四角い枠で囲い，現在選択されているリンクを

イアントは，サーバから転送された画像データの表示

特定し，順次選択を行う方式とする．閲覧操作とリン

を行い閲覧すること，リンク情報を基に画像上にリン

ク選択操作を分離し，切り替えて操作すること（モー

クを重ねて表示し，リンクの選択を行う機能を持つ．

ド切替型閲覧方式）により，スクロール混在型と同等
な選択のしやすさと，ポインタ型選択方式と同等な安
定したスクロールによる閲覧を可能とする．
本稿で提案する WEB ブラウザのサーバ・レンダリ

3.1 処 理 手 順
本方式の処理手順を図 3 に示す．手順は次のとおり
である．

(1)

ング方式の基本構成を図 2 に示す．サーバに配置され

を入力すると，クライアントはサーバに URL

た WEB ブラウザが WEB サイトへのアクセス，レン
ダリング等，WEB ブラウジングに必要な処理をすべ

利用者がクライアント（携帯電話機）で URL
を送信しアクセス要求を行う．

(2)

サーバはクライアントからの要求を受けると，

て行い，ブラウザ制御部が WEB ブラウザの起動，制

ブラウザ制御部がサーバ内部の WEB ブラウ

御およびリンク情報を抽出し，ブラウザの表示イメー

ザを起動し，要求された URL に対して WEB

ジを画像化する．画像加工機能により，画像を縮小，

アクセスを行うように WEB ブラウザの制御を
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行う．WEB ブラウザは実際の WEB サイトへ
のアクセス，レンダリング処理を行い，WEB
ページの表示イメージを作成する．

(3)

サーバは WEB ブラウザにより作成された

WEB ページの表示イメージをキャプチャし，
画像データを作成する．

(4)

サーバは作成された画像データの解像度の変更
および画像の圧縮を行い，複数の画像に分割し
ディスクに保存する．

(5)

サーバは WEB ブラウザから WEB ページ内
に存在するすべてのリンク情報（URL および
表示イメージ上でのリンク位置である X，Y 座
標，高さ，幅）を抽出する．また，作成された
画像データに関する情報およびリンク情報をク

図 4 画像の分割転送
Fig. 4 Transmission method of image data.

ライアントに転送する．

(6)

クライアントはサーバから転送された画像情報
を基に，表示に必要な画像データをサーバに要

(7)

(8)

3.3 リンク情報の抽出および表示方式
PC の WEB ブラウザの多くは，マウス等のポイン

求し受け取る．

ティングデバイスによりリンクの選択を行う．このた

クライアントは分割された画像データを，転送

め，画面内でクリックされた位置から，該当するリン

された順に配列し，クライアント画面に表示す

クを判別するために，リンク座標の情報（X 座標，Y

る．利用者はキー操作により，画面の表示領域

座標，高さ，幅）およびリンク先の URL を WEB ブラ

を拡大縮小および上下左右に移動し，閲覧する

ウザの内部データとして持つ．本研究では，内部デー

ことができる．

タからすべてのリンクの座標および該当 URL を抽出

リンクの選択を行う場合，利用者がリンク表示

し，リンク情報としてクライアントに転送する．

モードに変更することにより，( 5 ) で送られた

クライアントは，リンク情報および表示されている

リンク情報を参照し，画像上のリンク位置に該

画像領域から，選択すべきリンクの座標を算出し，画

当する領域を四角で囲い表示する．キー操作に

像上に四角い枠を描画する．これにより，画像内のリ

より，リンク表示が順次移動し選択される．リ

ンク部分が枠で囲まれるため，現在選択されているリ

ンクを決定することにより，( 1 ) の処理に戻り，

ンクを判別することが可能となる．
（図 5）．選択の決定

リンク先のページが表示される．
3.2 画像転送方式
WEB ページ全体を 1 つの画像データに変換した場

を行うことにより，選択されているリンクに該当する

合，ページによっては非常に大きな画像データとなる
ため，データ転送に時間がかかり，画像を表示するた

3.4 閲覧・選択操作方式
携帯電話機向け WEB ブラウザの多くは，ポイン

めに大量のメモリ・リソースが必要になるといった課

ティングデバイスを持たないため，ページの閲覧とリ

題がある．本研究ではページ全体の画像データを小さ

ンクの選択が混在したキー操作で行われることが多く，

な画像データに分割し転送を行い，クライアントは各

閲覧とリンク選択それぞれの操作が行いにくいといっ

分割画像データが転送されるごとに，画像を順次並べ

た課題がある．本研究では，ページの閲覧とリンクの

て表示を行う方式をとる（図 4）．

選択を個別のモードに分割し，それぞれのモードを選

これにより，データ転送中に画像の表示を並行して
行うことが可能となり，ページ全体の転送完了を待た

URL をリンク情報から抽出し，次に表示すべき WEB
ページとして処理を行う．

択キーにより切り替えて操作・閲覧を行う方式とする
（図 6）．

ずに閲覧を行うことが可能となる．また，表示に必要

閲覧モードでは，キー操作による画面の拡大・縮小お

な範囲の対象画像データのみに対して描画処理を行う

よび上下左右スクロールにより閲覧を行う．選択モー

ことで，非表示領域の処理を省き，処理速度の向上お

ドでは，画面内の選択されたハイパーリンクが四角い

よびメモリ・リソースの消費をおさえることが可能と

枠で囲まれ，キー操作により対象のリンク表示を前後

なった．

に移動し選択を行う．これにより，リンクの表示・操
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図 5 リンク情報の抽出および表示
Fig. 5 Extraction of link information.

表 3 縮小率と圧縮率による比較
Table 3 Reduction rate and compressibility.

図 6 閲覧・選択方式
Fig. 6 Proposed page browsing method.

解像度

表示サイズ

圧縮率

データ量

(a)

100%

760×809

(b)

75%

570×606

(c)

50%

380×404

100%
75%
50%
100%
75%
50%
100%
75%
50%

512 KB
157 KB
113 KB
280 KB
85 KB
59 KB
146 KB
43 KB
30 KB

型閲覧方式を持つ jig ブラウザとの比較を行った．

4.1 画像の圧縮・縮小によるデータ通信量の削減
携帯電話機でのデータ通信は帯域が少なく，パケッ
ト量で課金される利用者も多いため，クライアント
のデータ通信量をできるかぎり少なくすることが望
図 7 表示例
Fig. 7 Screenshots of proposed browser.

作をともなわないイメージビューアとしての閲覧が可

まれる．本実装では，画像データを JPEG で作成し，

JPEG の圧縮率を上げること，および画像全体の解像
度を落とし，画像を縮小することにより，データ通信
量の削減を行っている．解像度の縮小率と画像の圧縮

能となり，スクロール混在型選択方式のリンク選択の

率におけるデータ量の比較を表 3 に示す．画像の圧

しやすさと，ポインタ選択方式の，リンク密度に左右

縮・縮小には KDE のライブラリ QImage 18) を用い，

されない安定した高速スクロールが可能となった．初

IPSJ（情報処理学会）の WEB ページを対象に，画

期表示および縮小，拡大画面を図 7 に示す．

像化した WEB ページのデータ量の比較を行った．

4. 実装結果と評価

圧縮率を 50%にすることで約 5 分の 1 程度に，さ
らに解像度を半分（50%）に縮小することで約 3 分の

前述の方式に従い実機に実装を行い動作を確認し

1 程度にデータ量を削減することができ，画像の圧縮

た．携帯電話機は NTT ドコモの 3G 端末 FOMA を

と縮小を組み合わせることによるデータ通信量の削減

用い DoJa3.5 上の Java 環境を用いた i アプリとして

は非常に効果的である．このため，画像の解像度を縮

実装した．サーバは Linux を用い，ブラウザ制御部

小した場合，縮小率に応じてどの程度の視認性が得ら

に PHP および C++，WEB ブラウザとして KDE

れるか，実機の表示画面による比較検証を行い，実用

の KHTML 17) を用いて実装を行い，実証評価した．

に耐えうる縮小率の検討を行った．画像イメージの表

クライアントの実装では，アプリケーションサイズを

示比較を図 8 に示す．

30 KB 以下におさえ，既存の携帯電話機に十分搭載で

携帯電話機の画面サイズが 2.4 インチの場合，縮小率

きるサイズとして実装することができた．また，評価

60%〜70%，圧縮率 50%〜60%程度であれば，HTML
での標準サイズの文字を読むうえで，十分な視認性が

では本方式と同様のサーバ・クライアント方式で PC
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図 8 縮小率における表示例
Fig. 8 Examples of reduced WEB pages.
表 5 実行速度比較
Table 5 Evaluation of processing speed.

表 4 転送データ量
Table 4 Evaluation of transmitted data.

表示領域
画像データ
オリジナル
提案方式

jig*

Google
狭い
小さい
11.5
9.6
9.1

Yahoo
広い
小さい
93.3
85.5
45.4

JPSJ
狭い
大きい
130.9
43.0
105.4

楽天
広い
大きい

212.7
105.3
200.8

表示ページ

Google
Yahoo
JPSJ
7.6 s
7.0 s
10.4 s
4.9 s
7.8 s
14.9 s
最長
提案方式
8.6 s
16.7 s
15.8 s
jig
5.0 s
12.2 s
23.8
平均
提案方式
7.9 s
14.5 s
12.1 s
jig
4.9 s
9.8 s
17.0 s
本研究は縮小率 60%，圧縮率 50%による評価．
最短

提案方式
jig

楽天
17.1 s
23.9 s
21.6 s
24.9 s
18.5 s
24.1 s

表 6 本実装の処理速度の内容
Table 6 Detail of processing speed.
数値の単位は KB.
* jig はパケットサイズによる計測のため参考値とする．

得られることを確認した．

4.2 転送データ量の比較

サーバ処理時間
データ転送時間

Google
3.6 s
4.3 s

Yahoo
5.3 s
9.2 s

JPSJ
4.7 s
7.4 s

楽天
8.4 s
10.1 s

4.3 実 行 速 度
実機による各 WEB サイトでの実行時間の計測を
行った．携帯電話機には FOMA SH900i を用い，リ

本実装での転送データ量の計測を行った．比較する
WEB サイトとして，ページの表示領域の大きさと構

クエスト開始から，ページ全体の表示が完了するまで

成する画像コンテンツの多さを考慮し，Google 19) ，

の時間の計測を行った．jig は商用サービスを利用し

Yahoo 20) ，JPSJ 21) ，楽天22) の WEB サイトを対象
に計測を行った．データ量の計測は，実装値とするた

て計測を行ったため，サーバ負荷のない本研究の計測
環境とは異なるため参考値とする．計測結果を 表 5，

め，画像データを縮小率 60%画像圧縮率 50%で生成

本研究でのレンダリング（図 3 の 1〜5 の完了まで）

し，240×240 ピクセルに分割した画像データおよび

およびデータ転送（図 3 の 6〜7 の完了まで）の処理

リンク情報のデータを含んだ値として評価を行った．

時間の内容を表 6 に示す．

評価結果を表 4 に示す．
本研究ではテキストコンテンツも画像データとして

Yahoo!の表示では，平均 14.5 秒と実用的な実行速
度を得ることができた．また，サーバ処理の完了後，

変換されるが，画像データの縮小・圧縮によりオリジ

データ転送が始まった時点で，順次ベージの上部から

ナルのデータ量と同程度になる．また，表示領域に対

表示されるため，実際には計測時間より早く閲覧が可

する画像コンテンツの割合が高くなるにつれ，オリジ

能となる．jig は，サーバでのレンダリング処理が不

ナルより圧縮・縮小による転送データ量の削減効果が

要なこと，テキストデータの転送・表示後に画像デー

高くなることを確認した．jig はテキストコンテンツ

タの転送が行われることにより，テキストの閲覧を本

の圧縮効果は高いが，画像コンテンツの割合が高くな

研究よりも速く行うことができる．画像コンテンツが

ると，ページ全体の表示領域が広いため，画像コンテ

多いページの場合，データの転送量が多くなるため，

ンツのサイズが大きくなり，転送データ量の削減効果

本研究より処理全体の時間がかかる結果となった．

が少なくなる．
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図 9 多言語と PDF の表示例
Fig. 9 Screenshots of multilingual WEB pages and a PDF file.

4.4 多言語とドキュメントの表示
本方式では，サーバでレンダリング処理が行われる
ため，サーバへの機能追加を行うことにより，クライ
アントを変更しなくても，表示可能なコンテンツの拡
張を行うことができる．本実装ではサーバにフォント
を追加することによって，クライアントにフォントが
なくても，多言語の WEB ページを表示することが
可能となる．また，リンク先のコンテンツが PDF で
あった場合，サーバで PDF ファイルをダウンロード
し，画像に変換し，クライアントで表示することが可
能な拡張実装をサーバに行った．多言語と PDF ファ
イルの表示例を図 9 に示す．

5. 今後の課題
サーバ・クライアント型 WEB ブラウザでは，クラ

図 10 レンダリングサーバの処理性能
Fig. 10 Performance of rendering server.

の 2〜5 の処理でクライアントの通信は含まない）ま
でとし，ネットワークの影響を避けるため，サーバと

イアントと WEB サイトの間にサーバを配置する必要

WEB サイト間にプロキシを配置した環境で行った．

があるため，次のような問題が生じる．

計測は同じ WEB サイトへのレンダリング処理を同

• サーバの負荷が高いという問題

時に複数リクエストした状態で，1 回の処理にかかる

一般的なサービスとして提供する場合，複数のクラ

時間とした．同時アクセス数と平均処理時間の関係を

イアントが 1 台のサーバを共有するため，利用する

図 10 に示す．

同時ユーザ数が増加するとサーバ負荷が高くなり，

本方式では，サーバでレンダリング処理を行うため，

一定のレスポンスタイムを得るためには大量のサー

サーバの負荷が非常に高くなる．レンダリング時間の

バが必要になる．

目標値を 1 件あたり 10 秒以内とした場合，同時処理

• セキュリティの問題
サーバでデータを加工する必要があるため，クライ
アント（利用者）と WEB サイト間での通信デー

数は 15 リクエストで，1.5 件/秒となる．このため，数

タを暗号化することができない．特にサービス事業

これらの問題に対し，現在 P2P プラットフォーム23)

千人の同時ユーザの処理を行うためには数百台のサー
バが必要となる結果となった．

者等第 3 の機関がサーバを運用する場合，End to

上にレンダリングエンジンを実装，ユーザに配布し，

End の SSL 通信を行うことができないため，機密
情報等の重要なデータの内容を外部に漏らさずに利
用することができない．

これらを共有レンダリングサーバとして利用する方式
行う場合，ユーザが指定または所有する PC を選択し

本実装における同時処理性能を計測した．サーバに

てレンダリングサーバとして利用することにより，よ

は Xeon 2.8 GHz（1 MB キャッシュ）2 CPU，メモリ

2.5 GB，ディスクに 32 GB SCSI 10000 rpm を使用し
た．処理はブラウザの起動から分割画像の作成（図 3

を検討している．また，WEB サイトと SSL 通信を

りセキュアな利用環境を実現することを検討している
（図 11）．
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図 11 P2P による分散レンダリングおよびセキュアな通信環境
Fig. 11 Distributed and secure rendering environment by P2P platform.

6. ま と め
本稿では WEB ブラウザの機能をサーバとクライ
アントに分け，サーバでレンダリング処理を行い画像
データに変換し，クライアントで画像の表示を行う
同方式が有効な動作をすることを報告した．今後は

HTML や PDF だけでなく，リンク先にある様々な
コンテンツをサーバで画像に変換し携帯電話機で閲覧
できるようにすること，さらに，動画やサウンド等，
様々なコンテンツの種類をサーバで携帯電話機に具備
されたフォーマットに変換し，利用できるようにする
方向で検討している．また，P2P を利用した，分散レ
ンダリング環境を実現してゆきたいと考えている．
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