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分散型 Web ブラウザにおけるコメント共有アプリケーショ
ンの実装
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概要：Facebook や Twitter などのソーシャルネットワークサービスは中央サーバを用いて実装されている
ので、プライバシ侵害の問題が指摘されている。この論文はこの問題を解決するための、分散型 Web ブ
ラウザにおけるコメント共有アプリケーションの実装について述べている。分散型 Web ブラウザは中央
サーバを用いることなく、ブラウザ間で通信することができる Web 上の SNS アプリケーションを実行す
る基盤である。コメント共有アプリケーションは、ノード間で RPC(Remote Procedue Call) によりコメ
ントのデータ を共有する。データの保存には SQLite が用いられている。
キーワード：分散型 Web ブラウザ、コメント共有アプリケーション、アクセス制御

1. はじめに
インターネットでは、日々様々な情報が交換されている。

• SNS のユーザの ID を用いて、コメントに対するアク
セス制御を実現する。

この目的を達成するために、本研究では、分散型 Web

全世界で Web ページは、毎日更新されている。それらの

ブラウザ上で動作するアプリケーションとして、コメント

Web ページの中に自分あるいは友人にとって役に立つも

共有アプリケーションを実装する。

のがある。Web ページに対するコメント共有アプリケー
ションを利用すると、簡単に有用な Web ページを記録した
り、友人と共有することができる。そのようなアプリケー

2. 分散型 Web ブラウザと FriendSocket
2.1 分散型 Web ブラウザ

ションとしては Annotary, Diigo および GoogleSidewiki 等

本研究室では中央サーバに依存する問題を解決するた

がある。それらの多くのは中央サーバを用いて実現されて

め、分散型 Web ブラウザを開発している [4]。分散型 Web

いる。

ブラウザは、Web 上で SNS アプリケーションを実行する

現在普及している Social Networking Service (SNS) の代

基盤である。その特徴は中央サーバを介さずに Web ブラ

表的なものは Facebook, Google+,Twitter などがある。こ

ウザ間で直接通信を行う点にある。ストレージとしては各

れらの SNS も、Web ページに対するコメント共有の機能

ユーザの PC 上のファイルを用いる。分散型 Web ブラウ

があり, 中央サーバを用いて実現されている。そのような

ザはブラウザ間の通信をインスタントメッセンジャ Skype

SNS を使う時、個人的なデータを中央サーバに置かなけれ

や XMPP を利用して実現している。分散型 Web ブラウザ

ばならない。サーバが停止したら、データを失うことにな

は分散型 SNS のアプリケーションを実行するための基盤,

る。さらにプライバシの問題が起こる [1][2]。例えば、2013

すなわち分散型オペレーティングシステムの一種と見るこ

年 6 月にはアメリカ政府当局が Microsoft 社や Facebook

ともできる。

社などから個人情報を収集していた事実が判明し、社会問
題になっている [3]。
このような中央サーバに関する問題を解決するために、
本研究の目的を以下のように定める。

• 中央サーバを使わないで、SNS メンバ間で Web ペー
ジに対するコメント共有を実現する。

2.2 FriendSocket
FriendSocket とは本研究室で開発している分散型 Web
ブラウザが提供している通信路の 1 種である [5]。Friend-

Socket は、HTML5 Web Socket[6] と同様に、JavaScript
で記述された Web ブラウザで動作するアプリケーションに
対して通信機能を提供する。ただし、HTML5 Web Socket
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とは異なり、FriendSocket では、クライアントだけでな
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くサーバも記述することができる。FriendSocket では、複
数のインスタントメッセージシステム (Instant Messaging

System、IMS)、または SNS を利用して通信機能を実現す
ることで、特定のシステムに依存しないようにしている。

FriendSocket はデータの受け渡しに XMPP[7] を用いてい
る。データの安全性を確保するため、FriendSocket では

end-to-end で通信を暗号化している。XMPP サーバは暗
号化された通信を中継するだけなので、通信内容を盗むこ
とはできない。
表 1 は FriendSocket の API 一部である。frinedsocke-

tio.connect() は、クライアント側で、frinedsocketio.listen()
は、サーバ側で使われる。メッセージの送信には、emit()
関数が使われる。メッセージが届くと、on() 関数で登録し

図 1

TextComment のユーザインターフェス

たハンドラが呼び出される。

3. 本研究で実装するコメント共有アプリケー
ションの設計
本研究で実装するコメント共有アプリケーションの設計
方針を以下に示す。

• コメント共有アプリケーションは、Web ブラウザの

addon として実行する。これにより、任意の Web ペー

ジにオーバーレイする形でコメント共有アプリケー
ションを実行することができる。

• コメント共有アプリケーションは、そのユーザが作成
した Web ページの対するコメントをそのユーザの PC

に保存する。これにより、各ユーザは、中央サーバが
提供していたサービスの終了に伴いコメントが失われ

図 2 Note のユーザインターフェス

る心配をしなくてよくなる。

• コメント共有アプリケーションは、ノード間の通信に

2.2 節で述べた FriendSocket を用いる。FriendSocket
は、end-to-end で通信を暗号化しているので、コメン
ト共有アプリケーション自身では、データの暗号化を
行わない。これにより、アプリケーションの実装が簡
単になる。

• コメント共有アプリケーションは、他人のコメントを

表示する時には、他人のコンピュータで動作しているコ
メント共有アプリケーションに対して RPC (Remote

Procedure Call) でアクセスして取得する。これによ
り、アプリケーションの実装が簡単になる。ただし、
この方法ではオフラインのユーザのコメントを表示す

図 3 Highlight のユーザインターフェス

ることはできない。オフラインのユーザについては、
本研究で開発している Friend News System の機能を
利用してデータを取得することを考えている [8]。

• コメント共有アプリケーションでは、SNS のユーザの

ジベースのものは Web ページに対して、直接コメントす
る。タイムラインのものは元のページがなく、Facebook や

Twitter と同様なものを実現する。

ID を用いて、各コメントを読むことができるユーザ
を指定できるようにする。

本研究では、コメント共有アプリケーションとしてペー
ジベースのものとタイムラインのもとを実現する。ベー
ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

3.1 ページベースのもの
ページベースのコメント共有アプリケーションは次の 3
種類がある。
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表 1

FriendSocket

関数

説明

frinedsocketio.connect()

サーバに接続する準備を行い、friendsocket オブジェクトを生成する。

frinedsocketio.listen()

クライアントからの接続を待ち、friendsocketserver オブジェクトを生 成する。

on()

コールバック関数を登録する。

emit()

相手に送信する。

getpeername()

相手のユーザ名を取得する。

close()

接続を切断する。

contactlist()

ユーザのコンタクトリストの一覧を配列として返す。

TextComment 図 1 に、このアプリケーションのユー

Textcomment はクライアントがサーバからテキストコメ

ザインタフェー スを示す。このユーザインタフェース

ントをもらうための RPC である。引数は Web ページの

は、GoogleSidewiki と同様に、右側の ウィンドウに

URL, 必要なコメントの数、およびコメントの日付である。

Web ページ、左側のウィンドウに、その Web ページ

応答は type が text であるコメントオブジェクトの配列で

に対する自分と友人のテ キストのコメントが表示さ

ある。

れる。ユーザは、左側のウィンドウでその Web ペー

RPC の結果は、図 4 に示したオブジェクトの配列であ

ジに対する自分のコ メントを保存することができる。

る。全てのオブジェクトは、プロパティ uuid と time を持

コメントは、Web ページの URL 単位に保存さ れる。

つ。uuid は、Universally Unique Identifier 形式によるコ

１つの URL に対して複数のコメントを保存すること

メントの識別子を含む。time は、コメントが作成された時

もできる。

刻を含む。TextComment クラスのオブジェクトは、さら

Note 図 2 に、このアプリケーションのユーザインター

に、プロパティ text を持つ。これは、サイドバー表示す

フェスを示す。TextComment ではコメントがサイド

るコメント内容である。Noteobject クラスは、さらに、表

バーに表示されるのに対して、Note では Web ページ

示する位置プロパティー position を持つ。Highlightobject

内に付箋のように表示される。ドラッグすると、コメ

クラスはハイライト位置の Xpath とハイライトの色プロ

ントを移動する事も可能である。

パティーを持つ。

Highlight 図 3 に、このアプリケーションのユーザイン
ターフェスを示す。このように Web ページの一部を
ハイライトして友達と共有することができる。
これらのコメント共有アプリケーションでは、コメント

4.2 データの保存
本研究ではコメントデータを保存する場所として SQLite
を利用する。SQLite[9] はサーバ向けではなく、アプリケー

を共有する範囲を選択することができる。たとえば、ユー

ションに組み込んで利用される軽量データベースである。

ザ Alice は、SNS のコンタクトリストに含まれている友人

API は単純にライブラリ関数を呼び出すだけであり、デー

のうち、特定の友人である Bob と Carol にだけコメント

タの保存に単一のファイルを用いる。

をアクセスさせるように設定することができる。

本コメント共有アプリケーションにおいて SQLite を
用いてテキストコメントを保存するコードの主要部分を

3.2 タイムライン
このコメント共有アプリケーションは Facebook や Twit-

図 5 に示す。このコードは、まず、関数 makeTextCom-

ment() で表 4 に示した TextComment オブジェクトを作

ter とよく似た外観を持つ。このアプリケーションは、最

成している。関数 makeTextComment() は、図 4 に示し

初は友達のコメントの一部と元の Web ページへのリンク

た TextComment クラスのオブジェクトを作成する関数で

を表示する。コメントに設置されたボタンをクリックする

ある。コメントの内容は、表示されている Web ページの

とコメント全体を表示する。

4. ページベースのコメント共有アプリケー
ションの実装
4.1 コメント送受信 RPC
2.2 節で述べた FriendSocket を用いたページベースのコ

中の ”comment” という id を持つテキストフィールドか
ら取得している。コメント対象の URL は、表示している

Web ページのものである。このコメントを読むことができ

名前と引数

表 2 コメント送受信 RPC
結果

getTextcomment(url,num,time)

TextComment

メント共有アプリケーションは表 2 に示した RPC(Remote

getNote(url,num,time)

Noteobject

Procedure Call Protocol) で、コメントを やりとりする。

getHighlight(url,num,time)

Highlightobject

コメントを要求するノードがクライアント、コメントを

getTimeline(num,time)

Timelineobject

提供する ノードがサーバとして動作する。 例えば get-

getIcon()

Icon

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan
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var userlist = getContactlist();
for(var k = 0; k<userlist.length;k++){
connectuser(host,name,passwd,userlist[k]);
}
function connectuser(host,name,pwd,userid){
wio = mainWindow.friendsocketio.connect(
host, name,pwd,userid,cpath, apppwd,
getpubkey(userid), myprivatekey);
wio.on("getTextcommentReply",

function(data){

showremotecomm(data);
}
｝
図 4

各コメントオブジェクトのプロパティ

function makeTextComment(){
var textcomment = document.getElementById("comment").
value;
var tc = new Object();
tc.uuid = new UUID().createUUID() ;
tc.time = new Date().getTime();

for(var i = 0; i<userlist.length;i++){
SendGetTextcommentRequest(userlist[i]);
}
function SendGetTextcommentRequest(user){
user.emit("getTextcommentRequest",urlobj);
}
図 6 クライアントのコードの主要部分

tc.textcomment =textcomment;
tc.url = getCurrenturl();
tc.acl = getAcl();

4.3 クライアント
本コメント共有アプリケーションのクライアント側の

return tc;
}

コードの主要部分を図 6 に示す。このコードは、２つの部分

function openDB(){

から構成される。それは友達に接続する部分とコメントを

/*省略*/

送受信する部分である。関数 getContactlist() は、2.2 節で

var file = FileUtils.getFile("Home",

述べた FrindSocket が提供している contactlist() 関数を用

["CommentShare.sqlite"]);

いてオンラインの友達のを取得している。connectuser() 関

var db = Services.storage.openDatabase(file);

数は 2 章で述べた FriendSocket が提供している connect()

return db;

関数を用いて、クライアント側のソケットを作成している。

}

このソケットは、友達が実行しているサーバと接続される。

function addcomment(){

次に、返事データを受信するため、getTextcommentReply

var db = openDB();

メッセージを受信したときに実行される関数を登録する。

var tc = makeTextComment();

この関数は、サーバから JSON 形式でコメントの配列を受

var statement = executeSimpleSQL(

け取 る。配列の中身は図 4 に示したコメントオブジェク

"INSERT INTO TextComment VALUES

トである。この関数はその配列の要素をサイドバーなどに

("+tc.uuid+","+tc.url+","+tc.textcomment+",

表示する。

"+tc.time+","+tc.acl+")");
}

関数 SendGetTextcommentRequest() はコメントを表示
する時にサーバへ要求メッセージを送信する関数である。

図 5

テキストコメントテータの保存

この関数は、FriendSocket が提供している emit() 関数を
用いて ”getTextcommentRequest” メッセージをサーバに

るユーザのリストを、getAcl() 関数により取得している。

送信している。その引数は 4.1 節で述べたように URL、コ

getAcl() は、ポップアップ・ウィンドウによりリストを取

メント数、およびコメント日付を含むオブジェクトである。

得する。
関数 openDB() は、SQLite のデータベースを開く関数で

4.4 サーバ

ある。関数 addcomment() は、関数 makeTextComment()

サーバ側のコードの主要部分を図 7 に示す。このコー

と 関数 openDB() を使って SQLite データベースのテーブ

ドは、まず、2 章で述べた FriendSocket が提供している

ル TextComment に TextComment オブジェクトを保存

listen() 関 数を用いて、サーバ側のソケットを作成してい

する。

る。次に、on(”connection”) 関 数を使って、クライアン

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan
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host = "talk.google.com";

function getTextcomment(url,time,num,friendname){

name = "xxxx@gmail.com";

var dbconn = openDB();

pwd = "xxxx";

var statement = dbConn.createStatement("SELECT * FROM

server = friendsocketio.listen(host, name, pwd,

TextComment WHERE url = "+url+" and time<"+time+"

"app3", key-path, "xxxxxxxx", key-path);

order

server.on("connection", function(friend{

by"+time+" desc limit "+num+")";

var thiscount= 0;

name = friend.get_peername();

var b = new Array();

friend.on("getTextcommentRequest",function(data){

while (statement.executeStep()) {

obj=JSON.parse(data);

tc = makeobject(statement.row);

b=getTextcomment(obj.url,obj.num,obj.time,name);

var acl = tc.acl.split("-");

replystr=JSON.stringify(b);

for(var k=0;k<acl.length;k++){

friend.emit("getcommentReply",replystr);

if(acl[k]==friendname){

});

delete tc.acl;

friend.on("getNoteRequest", function(data) {

b.push(tc);

/*省略 */ })；

thiscount++；

friend.on("getHighlightRequest", function(data) {

if(b.length>=num){

/*省略 */ })；

return b;

friend.on("getNoteRequest", function(data) {

}

/*省略 */ })；

if(thiscount==0){

friend.on("getTimelineRequst", function(data) {

return b;

/*省略 */ })；

}

friend.on("getIconRequest", function(data) {

}

/*省略 */ })；

}

});

}
図 7

if(b.length<num){

サーバのコードの主要部分

rem = getcoment(url,newob.time,num-thiscount,
friendname);

ト側から接続要求が到着した時に実行される関数を登録

return b.push.array(b,rem);

している。この関数は、引数として、クライアント側と接
続されたソケットを受 け取る。この関数は、on() 関数を

}
}
図 8

使って、”getTextcommentRequest” メッセージが 届いた

アクセス制御部分

時に実行される関数を登録している。この関数は、パラ
メタとして URL、コメント数、コメント日付を含むオブ

応答するメッセージ配列に入れる。必要なデータ数が得ら

ジェクト を受け取る。この関数は、getTextcomment() 関

れば、コメントオブジェクトを含む配列を返す。データが

数を使って、コメントオブジェクトの 配列を得ている。

足りない場合は、再帰的に検索する。最後に、その再帰呼

getTextcomment() 関数については、3.5 節で述べる。最後

び出しで取得したコメントオブジェクトの配列と結合して

に、コメ ントオブジェクトの配列を、JSON 形式に変換し

返す。

て、FriendSocket が提供してい る emit() 関数を使ってク
ライアントに返している。

5. 関連研究
Annotea Project は Web ページへのブックマークを共有

4.5 SNS ユーザ ID によるアクセス制御

するサービスを提供するプロジェクトである [10]。ユーザ

本研究ではアクセス制御を、SNS のユーザ ID を利用

は必要に応じて、気に入ったページにタグをつけて、ブッ

して実現する。本研究では SNS として Google Talk や

クマークすることができる。デフォルトの共有範囲はサー

Facebook など XMPP に対応するものを用いている。

バに登録されたすべてのユーザである。共有したくない場

アクセス制御を実現しているコードの主要部分を図 8 に

合、個人しか見ることができないように設定することもで

示す。この関数は引数として、url、コメント数 (num)、コ

きる。ユーザが Web ブラウザでタグ付けされたページを

メント日付 (date) とクライアントの SNS のユーザ ID を

表示すると関連したページが推薦される。データの保存場

取る。この関数は、まず、URL と time を用いて、time の

所としてユーザはサーバかローカルファイルを選択できる。

値の逆の順番で、欲しいデータをデータベースから取り出

本研究は中央サーバを使わないで、自分のストレージに

す。次は、取り出したデータを TextComment オブジェク

データを保存する。それらのテータは、許可されたユーザ

トに変換し、ACL をチェックする。ACL に含まれていた

にだけアクセスさせることができる。

ら、そのオブジェクトからプロパティー acl を取り除き、
ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan
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に 対 す る コ テ キ ス ト メ ン ト 共 有 サ ー ビ ス で あ る [11]。

GoogleSidewiki にはコメントデータは Google のサーバ

[5]

に保持される。Google アカウントを持つユーザ間でのコ
メントを共有することができる。コメントに対するアクセ
ス制御がないという問題がある。悪意のコメントが投稿さ

[6]

れても、元の Web サイト管理者はそれをコントロールで

[7]

きない。そのため 2011 年 GoogleSidewiki サービスは廃止
された。そして保存されてしたコメントをアクセスするこ

[8]

とができなくなった。
本研究の利点はデータのアクセス制御があり、それで

SNS ユーザ ID を利用できることである。コメント共有範
囲はユーザの友人に限られるので、元の Web サイトの管

[9]
[10]

理の目に触れることなくコメント共有できる。さらに、コ
メントデータがローカルに保存されているので、サービス
の廃止によりデータが失われることがない。

[11]

Conference on, pages 278–286, Oct 2011.
郭飛, 青沼伴樹, 新城靖, 佐藤聡, 中井央, and 板野肯三. 分
散型 Web ブラウザの通信機能と協調動画視聴アプリケー
ション. 情報処理学会研究報告. EMB, 組込みシステム,
2012(3):1–8, 2012.
I.
Hickson.
The
WebSocket
API.
http://
www.w3.org/TR/2011/.
Peter Saint-Andre. Extensible messaging and presence
protocol XMPP: Core. 2011.
Yashshi Shinjo, Xiao Kunyao, Naoki Kainuma, Daiyuu
Nobori, and Akira Sato. Friend news system: A modern
implementation of usenet over social vpns. In The 7th
IEEE International Conference on Social Computing
and Networking, 2014. (To appear).
About SQLite. http://sqlite.org/about.html.
Marja-Riitta Koivunen. Annotea and semantic web supported collaboration. In Invited talk at Workshop on
User Aspects of the Semantic Web (User-SWeb) at European Semantic Web Conference, pages 5–16, 2005.
A fall spring-clean. http://googleblog.blogspot.jp/2011/09/fallspring-clean.html. Accessed: 2011-09-02.

6. まとめ
本論文では分散型 Web ブラウザにおけるコメント共有
アプリケーションについて述べた。アプリケーション間の
通信部分は FriendSocket を利用する。自分のコメントを

SQLite を使って自分の PC に保存する。サーバはクライア
ントから要求メッセージを受信すると、クライアントを実
行している SNS のユーザ ID が、コメントオブジェクトに
関連付けられた ACL に含まれるかをチェックする。ACL
に含まれていたら、そのコメントを送信する。
現在３つのコメント共有機能が動作している。今後、ユー
ザインターフェスをさらに洗練するとともにタイムライ
ン機能を完成することである。現在のコメント共有機能で
は、コメントのデータを各自の PC で保持している。友人
のコメントを表示する場合、要求メッセージを毎回友人の

PC へ送信する必要がある。今後の課題は友人のコメント
データをキャッシュすることである。
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