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複数のモバイルユーザによる協調的なコンテンツ閲覧が可能な
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本稿では，筆者らがこれまでに提案した協調ブラウジングの実現例として，協調 WWW ブラウジングシス
テムの設計と実装について述べる．協調ブラウジングでは，モバイルコンピューティング環境において，1
つの非力なモバイル端末のみでは閲覧できない情報量の多いコンテンツを分割し，近くにいるユーザのも
つ複数のモバイル端末に分配する．本稿で実現する協調 WWW ブラウジングシステムは，協調ブラウジン
グのためのコンテンツ記述方式で記述したページを分割し，モバイル端末上のブラウザに表示する．ユー
ザは，それぞれの端末に表示された部分ページを互いに見ながら，相談して目的とする情報を検索，閲覧
することができる．このとき，1 つのページを複数の部分ページに分割するため，ユーザが元のページ構造
を容易に把握することができないという問題がある．そこで協調 WWW ブラウジングシステムでは，元の
ページのオーバービューを表示する機能を提供する．
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Content Browsing by Multiple Mobile Users
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In this paper, we describe design and implementation of a collaborative WWW browsing system as
an application of collaborative browsing that we have proposed. In collaborative browsing, a rich
content that cannot be displayed on one handheld device is divided into multiple objects and then
these objects are distributed to multiple devices. The collaborative WWW browsing system divides
a large WWW page that is described by the content description method for collaborative browsing
and displays the partial pages on browsers of handheld devices. Users can search and browse their
target information by discussing and watching partial pages displayed their each devices. Since it is
diﬃcult for users to grasp the structure of the original page because it is divided into multiple partial
pages, the collaborative WWW browsing system provides a function for handheld devices to display
the overview of the original page.
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まえがき

わせて利用することで，よりリッチなコンテンツを
閲覧する協調ブラウジングを提案している [4]．協
調ブラウジングでは，1 つのコンテンツを複数の部
分コンテンツに分割し，それぞれを各端末に割り
当てることにより，1 つの端末では閲覧できない情
報量の多いコンテンツを複数の端末を用いて閲覧
することができる．

近年，通信技術や計算機技術の発展にともない，
携帯電話や PDA(Personal Digital Assistant) など
のモバイル端末が身近なものとなってきている．
ユーザは，モバイル端末を用いて，インターネッ
ト上のコンテンツへのアクセスや，さまざまなア
プリケーションの実行をいつでもどこでも行うこ
とができる．

モバイルコンピューティング環境において，ある
ユーザが協調ブラウジングを行いたいときに，ユー
ザの身の回りある端末の数や性能などが一定であ
るとは限らない．また，1 つのコンテンツを複数に
分割するため，それぞれの端末に割り当てられた
コンテンツは関連性のあるコンテンツから構成さ
れる方がユーザにとって閲覧しやすい．しかし，こ

しかし，依然としてモバイル端末はディスプレイ
サイズや計算能力に制限があるため，情報量の多
いコンテンツを快適に閲覧することは困難である．
そこで筆者らは，ユーザが自身のモバイル端末と，
周辺にいるユーザがもつモバイル端末とを組み合
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のようなさまざまな条件に応じて柔軟にコンテン
ツを分割することは困難である．そこで筆者らは，
協調ブラウジングにおける柔軟なコンテンツ分割
を実現するための，コンテンツ記述方式と分割方式
を提案している [4]．コンテンツ記述方式では，コ
ンテンツのメタデータを木構造で記述する．具体
的には，コンテンツを構成する最小単位であるオ
ブジェクトを木構造の葉ノード (オブジェクトノー
ド) とし，関連性のあるオブジェクトノード同士を
葉ノード以外のノード (分類ノード) で階層的に分
類する．また葉ノードに，その葉ノードが表すオブ
ジェクトのデータサイズや，オブジェクトの実行に
必要なモバイル端末の機能などの属性を付加する．
コンテンツ分割方式では，記述方式で記述された
メタデータ木を完全グラフに変換することにより
グラフ分割問題 [2] に帰着させ，端末の数や性能な
どの条件に応じてコンテンツを分割する．

以下，2 では協調ブラウジングについて述べ，3
では実現した協調 WWW ブラウジングシステムに
ついて述べる．4 で関連研究との比較を行う．最後
に，5 で本稿のまとめとする．

2

協調ブラウジング

協調ブラウジングでは，1 つのリッチなコンテン
ツが複数のコンテンツに分割される．より正確に
は，コンテンツを構成する複数のオブジェクトを，
分割数に応じてオブジェクト集合に分ける．各端末
には，割り当てられたオブジェクト集合が配布され
る．ユーザは，それぞれの端末に表示されたコン
テンツを用いて協調してコンテンツの閲覧を行う．
以下では，筆者らが文献 [4] で提案した協調ブラウ
ジングのためのコンテンツ記述方式と分割方式の
概要を説明する．

本稿では，筆者らがこれまでに提案した協調ブ
ラウジングの実現例として，協調 WWW ブラウジ
ングシステムの設計と実装について述べる．本稿で
実現する協調 WWW ブラウジングシステムでは，
携帯電話と PDA 上に実装したブラウザが，サーバ
によって分割されたコンテンツを受信して表示す
る．ここで，コンテンツは，筆者らが文献 [4] で提
案した記述方式で記述した木構造のメタデータ，木
の葉ノードが表すオブジェクト，および，オブジェ
クトのレイアウトを指定するレイアウトデータか
ら構成される．オブジェクトは，WWW コンテン
ツの一般的な記述言語である HTML (Hyper Text
Markup Language) で記述される．ブラウザは受信
したオブジェクトを，レイアウトデータにしたがっ
て画面上に表示する．サーバは，文献 [4] で提案し
たコンテンツ分割方式を用いてコンテンツを分割
する．ユーザは，それぞれの端末に表示された部
分ページを互いに閲覧し相談しながら，目的とす
る情報を検索できる．このとき，1 つのモバイル端
末に表示される部分ページは情報量が少ないため，
ユーザは，目的とする情報やリンクを短時間で探
すことができる．

2.1

コンテンツ記述方式

コンテンツ記述方式は，コンテンツ分割に必要な
メタデータを XML(eXtensible Markup Language)
形式の木構造で記述する．図 1 にコンテンツ構造の
概念図を示す．葉ノード (オブジェクトノード) は，
コンテンツを構成する最小単位であるオブジェクト
もしくはオブジェクト集合を表す．葉ノード以外の
ノード (分類ノード) は，関連性のあるオブジェク
トノード同士を階層的にグループ化するものであ
り，コンテンツの分割に利用する．記述方式では，
オブジェクトノード同士のパスの距離が小さいほ
ど関連性が大きいと定義している．例えば図 1 に
おいて，ノード G1 の子であるノード A と B の距
離は 2 となり，ノード A と D の距離は 4 となるた
め，ノード A はノード D より B に関連性があると
言える．さらに記述方式では，オブジェクトノード
に対して以下のような属性を付加できる．
オブジェクトの名前 オブジェクトが表すコンテン
ツの名前を表す．
オブジェクトの ID メタデータ木におけるオブジ
ェクトの識別子を表す．
オブジェクトの量 実際のオブジェクト (集合) の
データサイズなど，オブジェクト (集合) の量の指
標となるものを表す．この値はオブジェクトノード
自体の重みと対応付ける．
実行に必要な端末の機能 オブジェクト (集合) を
実行するために，端末に必要となる機能を表す．
ロケータ オブジェクトが示すコンテンツの URL
を表す．

一方，各端末のブラウザには，1 つのページを分
割した部分ページが表示されるため，ユーザは元
のページ構造や，どのオブジェクトがどのユーザに
割り当てられているかを容易に把握することがで
きない．そこで実現する協調 WWW ブラウジング
システムは，元のページのオーバービューを提供す
る．ユーザはオーバービューを用いて元のページ構
造を把握し，互いの画面を見ながら協調してペー
ジの閲覧，検索を行うことができる．
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図 1: コンテンツ構造の概念図

2.2

F

コンテンツ分割方式

コンテンツ分割方式は，記述方式で記述したメ
タデータ木を完全グラフに変換し，グラフを端末
と同じ数の部分グラフに分割する．このときグラ
フは木のオブジェクトノードのみからなり，ノード
間の枝の距離が木におけるノード間のパスの距離
に対応するように変換する．分割の際，以下に示す
条件を考慮することができる．

図 2: コンテンツ例

3.1

協調 WWW ブラジングシステムが対象とするコ
ンテンツは，前章の記述方式で記述した木構造の
メタデータ，オブジェクトノードが表すオブジェク
ト，および，コンテンツを構成するオブジェクトの
レイアウトを指定するレイアウトデータから構成
される．図 2 に，図 1 のメタデータ木をもつコン
テンツ (Web ページ) の例を示す．図 2 中の A〜F
は，図 1 のオブジェクトノードが示すオブジェク
トで，それぞれが個別の HTML 形式のコンテンツ
となっている．そして，オブジェクトはレイアウト
データにより図中のように配置される．図 3 に，レ
イアウトデータの記述例を示す．レイアウトデータ
は，HTML ファイルに “node-content” タグを埋め
込む形式で記述する．“node-content” タグは，そ
の “id” をもつオブジェクトを埋め込む位置を示し，
例えば，id=“A” のオブジェクトのみが割り当てら
れた端末には，レイアウトデータに id=“A” のオ
ブジェクトノードが示す HTML コンテンツのみを
埋め込んで作成した HTML ページが表示される．

端末に割り当て可能なコンテンツの量 端 末 に よ
っては利用可能なメモリやストレージの容量が制
限される．例えば，携帯電話には表示可能な Web
ページの最大容量が制限されている．そのため，各
端末の最大容量を超えないようにコンテンツを割
り当てる．
端末の性能 端末によっては画面の大きさや通信
速度などが制限される．そのため，コンテンツを複
数の端末に分配するとき，各端末の性能比に応じ
てコンテンツの分配割合を決定する．
端末の機能 実行に特別な機能が必要なコンテン
ツ (オブジェクト) は，その機能をもつ端末に割り
当てる必要がある．例えば，GIF 形式の画像を表
示できない端末には，GIF 形式の画像を割り当て
ない．
分割したコンテンツの関連性 分割されたコンテ
ンツを構成するそれぞれのオブジェクト集合は，関
連性のあるオブジェクトから構成されている方が
利用しやすい．つまり，グラフにおいて枝の距離が
近いノード同士を同じ部分グラフとなるようにグ
ラフを分割する．

3

対象とするコンテンツ構造

3.2

システム概要

各ユーザがもつ端末上のブラウザは，サーバに
より分割された部分ページを受信する．ユーザは，
ブラウザを用いてその部分ページの詳細な情報ま
たは分割前のページのオーバービューを見ること
ができる．また，協調ブラウジングを行うすべて
の端末において，ブラウザのバック，フォワード操
作，および，リンクの選択操作が同期しており，例
えばあるユーザがバック操作を行うと，他の端末で
も同期してバック操作が行われる．

協調 WWW ブラウジングシス
テム

本章では，本研究で実現した協調 WWW ブラウ
ジングシステムの設計と実装について述べる．
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</table>
.
.
.

ユーザ登録

イベント管理部
イベント管理部
操作情報

操作情報

操作情報

オーバービュー ページ





図 3: レイアウトデータの記述例
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図 4: システム構成図

タ木を分割し，分割結果およびレイアウトデータ
をモバイル端末に送信する．分割結果は，どのオ
ブジェクトがどの端末に割り当てられたかの情報，
および，自身の端末に割り当てられたオブジェクト
(HTML コンテンツ) の集合からなる．

以上の機能を実現するシステムの概要を図 4 に
示す．以下ではシステムの各モジュールについて説
明する．

3.2.1

ユーザ管理部
ユーザ管理部

クライアント

サーバの構成

3.2.2

サーバは，ユーザ管理部，イベント管理部，コン
テンツ分割部からなる．

クライアントの構成

クライアントは，イベント管理部，ページ管理
部，ブラウジング画面，オーバービュー画面からな
る．以下にイベント管理部とページ管理部につい
て説明する．
[イベント管理部]
イベント管理部は，ユーザによるイベントを管理
する．具体的には，ユーザの登録を受け付けると，
サーバのユーザ管理部に登録情報を送信する．さ
らに，ユーザによる操作情報をサーバ上のイベン
ト管理部に送信する．また，他のユーザによる操作
情報をサーバ上のイベント管理部から受信し，ブ
ラウジング画面に反映させる．例えば，他のユーザ
が行ったバックの操作情報を受信した場合は，ペー
ジ管理部に対してバック先のページを表示するよ
う要求する．
[ページ管理部]
ページ管理部では，サーバのコンテンツ分割部か
ら受信した部分コンテンツとレイアウトデータか
ら，ブラウジング画面用およびオーバービュー画面
用の HTML ページを作成し，出力する．さらに，
イベント管理部から受信した操作情報に基づいて
ページを作成し，ブラウジング画面に出力する．

[ユーザ管理部]
ユーザ管理部は，協調ブラウジングを行うユーザの
情報を管理する．ユーザは，協調ブラウジングを始
める際，ユーザ管理部にユーザ登録を行う．ユーザ
登録を行ったユーザ同士で協調 WWW ブラウジン
グを行うことができる．このとき，ユーザの名前，
ユーザが使用するモバイル端末のディスプレイサイ
ズ，および，端末で利用可能な機能をユーザ管理部
に登録する．ここで，端末で利用可能な機能とは，
ある形式の画像表示機能や音声再生機能などを示
し，例えば GIF 画像の表示機能などがある．ユー
ザ管理部はこれらの情報をイベント管理部に送信
する．
[イベント管理部]
イベント管理部はユーザの行ったリンクの選択や
バック，フォワード操作などの操作情報を，その
ユーザのイベント管理部から受信し，管理する．例
えばあるユーザがリンクの選択や，バック操作など
を行った場合，他のユーザにその操作情報を通知す
る．また，ユーザがリンクの選択を行った場合は，
ユーザ管理部から受信したユーザ情報を用いてコ
ンテンツ分割部にリンク先のページの分割要求を
行う．

3.2.3

システムの動作

協調 WWW ブラウジングシステムでは，ある
ユーザがリンクを選択した場合，そのリンク先の
ページが分割されて全ての端末に割り当てられる．
以下に，リンクの選択が行われた際のシステムの

[コンテンツ分割部]
コンテンツ分割部は，イベント管理部の要求にした
がって，文献 [4] の記述方式で記述されたメタデー
4
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動作について説明する．

グを，対応するオブジェクトの示す HTML コンテ
ンツに置き換える．ただし自身の端末に割り当て
られていないオブジェクトの場合，そのオブジェク
トが割り当てられているユーザ名や，そのオブジェ
クト名の情報を代わりに表示する．また，レイア
ウトデータと分割結果から作成したページは，横
幅が小さいディスプレイでの表示に適さないと考
えられるため，ブラウジング画面ではレイアウト
データの “table” タグを除去して表示する．

1. ユーザは，ブラウジング画面を用いてリンク
を選択する．
2. ユーザは，リンク先のページを全てのユーザ
に分割して配布するか，指定したユーザのみ
に配布するか選択する．指定したユーザのみ
に配布する場合，協調ブラウジングを行って
いるユーザの中からページを分配するユーザ
を選択する．

図 5 に PDA2 台と携帯電話 1 台で協調ブラウジ
ングを行っている際のブラウジング画面の例を示
す．ブラウジング画面では，それぞれのオブジェク
トを矩形領域で囲むことにより，オブジェクト同士
の境界を明確にし，さらに矩形上部にオブジェクト
名を示している．また，自身の端末に割り当てられ
ていないオブジェクトの場合，オブジェクト名とそ
のオブジェクトが割り当てられているユーザ名を
矩形領域内に示している．各オブジェクトや，オブ
ジェクトの情報を囲う矩形は，オブジェクトが割り
当てられているユーザごとに色分けして表示して
いる．例えば，図 5 のユーザ “naoki” の PDA には，
ユーザ “takuya” に割り当てられているオブジェク
ト “category” と，ユーザ “kazuhiko” に割り当てら
れているオブジェクト “advert” を示す矩形が表示
され，その下には，自身の端末に割り当てられてい
るオブジェクト “tools” と “news” が表示されてい
る．ユーザ “naoki” がオブジェクト “category” を
見たい場合は，ブラウジング画面から “category”
がユーザ “takuya” に割り当てられていることがす
ぐ分かるため，ユーザ “takuya” に簡単に見せても
らうことができる．

3. クライアントのイベント管理部は，リンクを選
択したユーザの名前，ページを分配するユーザ
のリスト，および，リンク先の URL を，サー
バのイベント管理部に送信する．
4. サーバのイベント管理部は，受信した URL と
ユーザ管理部から受信したユーザ情報をコン
テンツ分割部に送信する．
5. コンテンツ分割部は，受信したユーザ情報を
基に，受信した URL が示すページのメタデー
タ木を分割する．このとき，各端末に，ディス
プレイサイズに比例したコンテンツ量を割り
当てるよう分割する．また，オブジェクトが
画像や音声を含む場合は，それらを実行可能
な端末に割り当てるよう分割する．
6. コンテンツ分割部は，分割結果をそれぞれの
クライアントのコンテンツ管理部に送信する．
7. コンテンツ管理部は，受信した分割結果から
作成した部分ページを今すぐブラウジング画
面に表示するか，後で表示するかの選択をユー
ザに求める．また，受信した分割結果は，そ
れぞれの端末のキャッシュに保存される．
8. 今すぐ表示する場合は，ブラウジング画面に
部分ページが表示される．後で表示する場合
は，ユーザが任意の時にその部分ページを表
示できる．

以下に，ユーザがブラウジング画面で行える主
な操作について述べる．
リンクの選択 ブラウジング画面に表示している
ページ上のリンクを選択すると，リンク先のペー
ジをそれぞれの端末に分配する．このとき，リンク
先のページを分配するユーザを選択できる．
バック 直前に閲覧していたページを表示する．他
の端末でも同期して同様の動作を行うかを選択で
きる．
フォワード バック操作を行った後に，バック前に
閲覧していたページを表示する．他の端末でも同
期して同様の動作を行うかを選択できる．
オーバービュー表示 現在表示しているページの
オーバービューを表示する．オーバービューについ
ては次節で説明する．

協調 WWW ブラウジングシステムでは，ユーザ
がリンク先のコンテンツを分配するユーザを選択
することができるため，例えばブラウジングの途
中で目的とする情報がどのリンク先にあるか見当
が付かなくなった場合，6 人のユーザが 3 人と 3 人
の二手に分かれて違うリンク先を検索することな
どが可能である．

3.3

ブラウジング画面

ブラウジング画面には，レイアウトデータおよび
分割結果から作成した HTML ページを表示する．
このとき，レイアウトデータの “node-content” タ
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ユーザ: takuya

ユーザ: naoki

ユーザ: kazuhiko

図 5: ブラウジング画面例

(a)

(b)

(c)

(d)

図 6: オーバービュー画面例

3.4

オーバービュー画面

身の端末に割り当てられているオブジェクトとそ
うでないオブジェクトを示す．さらにこれらの記号
はリンクになっており，ユーザが ‘+’ を選択すると
ブラウジング画面に切り替わり，対応するオブジェ
クトまでスクロールして表示する．‘–’ を選択する
と，そのオブジェクトが割り当てられているユーザ
の画面に，対応するオブジェクトをブラウジング画
面に今すぐ表示するかどうかを選択するダイアロ
グが表示される．表示するように選択した場合，対
応するオブジェクトまでスクロールして表示する．

オーバービュー画面には，レイアウトデータおよ
び分割結果から分割前のページのオーバービューを
作成し表示する．オーバービュー表示例を図 6 に示
す．オーバービュー画面では，オーバービューの詳
細度を 4 段階で切り替えることができる．図 6(a)
では，ページの大まかなレイアウトのみが表示され
ている．ページを構成するオブジェクトは，そのオ
ブジェクトが割り当てられているユーザごとに色
分けした枠で表し，枠内にオブジェクトの情報を示
す．枠内の四角形のアイコンは，そのオブジェクト
がサイズの大きい画像を含むことを示し，眼のア
イコンは，オーバービュー画面に切り替える前にブ
ラウジング画面で表示していたオブジェクトを示
す．また，枠内の ‘+’ と ‘–’ の記号は，それぞれ自

図 6(b) では，さらにオブジェクト名を表示して
おり，図 6(c) では，オブジェクトが割り当てられて
いるユーザ名も表示している．図 6(d) では，オブ
ジェクトの情報の後に，そのオブジェクトと関連し
ており，他の端末に割り当てられているオブジェク
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トの情報を表示している．図の例からは，“tools”
および “news” に関連するオブジェクト “advert”
が，ユーザ “kazuhiko” に割り当てられていること
が分かる．なお，実装したシステムでは，関連する
オブジェクトの定義を，メタデータ木において同じ
親をもつ兄弟オブジェクトノード同士としている．
また図 6 のように，オーバービューは，その詳細度
が小さいほど元のページのレイアウトを保ってい
るが，詳細度が大きくなるほどオーバービューのレ
イアウトが崩れてしまう．したがって，実装したシ
ステムではユーザが任意に詳細度を切り替える方
式を採用している．

を表示しているユーザが同様に選択する．この手
順を繰り返すことによって閲覧順序のあるページ
を閲覧する．
関連性のあるオブジェクト集合から構成される
ページ: ある会社の株価情報のページや，あるレ
ストランの紹介ページのように，レストランの外
観，位置情報といった閲覧順序はないが関連性のあ
るオブジェクトから構成されるページを閲覧する
場合，閲覧の目的によってブラウジング方法は異な
る．そのページからある 1 つの情報のみを探す場
合は，ポータルサイトのトップページなどと同様に
閲覧する．そのページの全ての情報から 1 つのレ
ストランを選択をする場合などは，各ユーザが自
身のブラウジング画面を一通り閲覧した後，互い
の画面を見せながら相談して決定する．

ユーザは，以上のような機能を用いて特定のオ
ブジェクトを画面上に表示し，各端末に表示してい
るオブジェクト同士を比較しながら閲覧すること
ができる．

3.5

3.6

システムの実装

利用例
協調 WWW ブラウジングシステムのクライアン
トは，PDA と携帯電話上に Java 言語を用いて実装
した．PDA としては Hewlett-Packard 社製 iPAQ
Pocket PC h5500 を用いた．携帯電話としては，
NTT DoCoMo i アプリ対応携帯電話，SH900i お
よび F900i を用いた．サーバは Red Hat Linux 上
に Java 言語および PHP (Hypertext preprocessor)
言語を用いて実装した．

本節では，協調 WWW ブラウジングの利用例を，
ページの特性ごとに説明する．
関連性のないオブジェクト集合から構成される
ページ: ポータルサイトのトップページのように，
ニュースや検索フォームなどの互いに関連性のない
オブジェクトから構成されるページを閲覧する場
合，各ユーザは，ブラウジング画面にシリアルに表
示されたオブジェクトから目的とする情報をそれ
ぞれ並列に探す．ただし，1 つの端末に割り当てら
れるオブジェクト数が多い場合は，オーバービュー
画面のオブジェクト名から目的とする情報を探す
方が早い場合がある．また，ブラウジング画面閲覧
中に，目的とするオブジェクトが他の端末に割り当
てられていることが分かる場合がある．この場合
は，割り当てられているユーザに口頭で教えたり，
オーバービューを用いて割り当てられているユー
ザのブラウジング画面に表示させる．
閲覧順序が決まっているオブジェクト集合から
構成されるページ: ニュースサイトや日記のコン
テンツのように，文章の段落や文章中の挿絵といっ
た，閲覧順序が決まっているオブジェクトから構成
されるページを閲覧する場合，常に 1 つの端末の
オーバービュー画面を表示させておき，そのオー
バービューのみでページのスクロールを行うこと
が有効である．例えば，オーバービューを表示して
いるユーザは，始めに閲覧するオブジェクトを示す
リンクを選択する．すると，そのオブジェクトが割
り当てられているユーザの画面にそのオブジェク
トが表示される．そのオブジェクトの閲覧が終わる
と，次に閲覧するオブジェクトを，オーバービュー

4

関連研究

デスクトップ PC 用の WWW ページなど情報量
の多いコンテンツを，モバイル端末を用いて閲覧
する研究として，オーバービューを用いてコンテ
ンツの概要を提供する研究がこれまでに多く行わ
れている．Power Browser[1] は，デスクトップ PC
用の WWW ページのサマリーをテキストベースで
提供する．ユーザは，サマリーから閲覧したい部
分を選択することにより，その詳細を閲覧できる．
一方，本研究で用いているオーバービューは，サマ
リーとしてオブジェクトの名前を表示する上，分割
前のページのレイアウトでオブジェクトを表示す
る．したがって，ユーザは元のページ構造を容易に
想像することができる．また，他のユーザの端末
のブラウジング画面を横に並べて閲覧することで，
オブジェクトの内容も容易に把握できる．
イメージベースのオーバービューを提供する研
究としては Smart View[5] がある．この研究では，
デスクトップ PC 用の WWW ブラウザで表示し
たページのイメージを縮小したオーバービューを
PDA に表示する．ユーザはオーバービューから閲
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近くにいるユーザ同士で協調作業を行う研究に
は，Let’s Browse[3]，GDA[6]，ConnecTables[7] な
どがある．Let’s Browse では，通常のデスクトッ
プ PC を用いた多ユーザによる WWW ブラウジン
グにおいて，現在見ているページからリンクして
いるページの中で，全てのユーザのプロファイル
に最も適合したページを提示する．GDA では，複
数の PDA の画面を結合することにより，協調作業
に用いるワークスペースの表示領域を拡大できる．
ConnecTables では，持ち運び可能なディスプレイ
を結合することにより，ディスプレイ上の作業領域
を結合できる．協調ブラウジングは，情報量の多い
コンテンツを，端末の性能を考慮して分配する点
でこれらの研究とは異なる．

5

むすび

本稿では，筆者らが提案している協調ブラウジ
ングを実現する協調 WWW ブラウジングシステム
の設計と実装を行った．実現した協調 WWW ブラ
ウジングシステムは，ユーザにブラウジング画面
とオーバービュー画面を提供する．ユーザは互い
のブラウジング画面を見せ合うことで目的とする
情報の閲覧および検索を行うことができる．また，
オーバービュー画面を用いて分割前の大まかなペー
ジ構造を把握することができる．
今後は，通常の WWW ページからメタデータ木
を自動生成することにより，協調 WWW ブラウジ
ングシステムを用いて通常の WWW ページを閲覧
できるように拡張する予定である．
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