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Web ブラウザで動作するシンクライアント VoXY の実用化
須 永 高 浩†
高 橋 一 志†

図1

上 野
笹 田

康
耕

平†
一†

図 2 VoXY の構成

VoXY 実行例

1. は じ め に

2. 設計と実装

シンクライアント技術が再び重要になりつつある．

本章では，VoXY の設計と実装について述べる．な
お，本章の内容は高橋らによる論文の再掲である．

これは，仮想化技術やクラウドコンピューティングの

VoXY の大まかな構成図を図 2 に示す．VoXY は，

台頭により，それらの対象にアクセスする必要性が増
してきたという背景がある．既存のシンクライアント

VoXY クライアント, VoXY プロキシからなる．ユー

技術としては，Sun Ray1) 等の専用ハードウェアを用

ザーは VoXY クライアントを使用し，VoXY プロキ

いるものや，X2) , Windows Terminal3) , VNC 等の

シを通してそれぞれの VNC サーバーにアクセスする．

専用ソフトウェアを用いるものがある．しかし，これ

2.1 VoXY プロキシ

らは導入や使用環境の整備が困難である．

VoXY プロキシは VNC サーバーと VoXY クライ

そこで高橋ら4) による先行研究では，Web ブラウザ

アントの仲介をするプログラムである．本プログラム

上で動作するシンクライアントシステム (リモートディ

には，HTTP サーバーと VNC クライアントの機能が

スクトップ) である VoXY の提案を行った．VoXY の

包含されている．HTTP サーバーに対してアクセスさ

大きな特徴は二つある．一つ目は，VoXY のクライア

れたのち，必要に応じて対象となる VNC サーバーに

ントは JavaScript で実装されているため，プラグイ

対する接続を行い，VoXY クライアントと VNC サー

ン等のブラウザ拡張は一切必要ない．そのため，単一

バー互いに情報のやりとりを行う際の仲介を行う．

の実装だけで様々な環境上で動作する．二つ目の特徴

VoXY サーバーから送られる情報としては，画面映

はすべての通信に HTTP を使用し，それ以外の通信

像がある．VNC は任意の位置とサイズにある矩形状

プロトコルは一切使用しないことにある．そのため，

の画像を次々に送信することで映像の転送を行ってい

HTTP 以外の通信を許可しないといった，通信制限

る．本プログラムでは，VNC サーバーから送られて

の強い環境下でも利用することが可能である．

きた任意の矩形を，位置とサイズを固定したタイル状

我々はこの高橋による基礎技術を元にさらに機能の

の部分画像に統合しそれを VoXY クライアントへ転

拡充などを行い，VoXY の実用化を行った．VoXY は

送するという処理を行う．この手順により転送量や処

インターネット上で公開5) されている．

理量の削減を行うことができる．
また，VoXY プロキシは VoXY クライアントから
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送られてきたマウスやキーボードのイベント情報の転
送も行う．イベントはすべて HTTP のリクエストと
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表1

機能評価結果
表示

操作

可能
可能
可能
可能
可能（遅い）
困難
不可

可能
可能
可能
可能
困難
困難
不可

ブラウザ

Firefox 3.6
IE 8.0
Google Chrome 9.0
Opera 11.01
iPhone 3G
Android
Wii(Opera)

を記述する．アクセス対象の設定は，本ソフトウェア
からアクセスされる VNC サーバの設定を行う項目で
ある．それぞれの対象について，ホスト名やパスワー

図 3 単一対象の VoXY

ド，VMM 管理機能で実行するコマンド設定等を行う．
してクライアントから送られ，それを VNC のイベン

4. 機 能 評 価

トへ変換し，サーバーへ送信する．

2.2 VoXY クライアント

本ソフトウェアがどのような環境で動作するか機能

VoXY ク ラ イ ア ン ト は JavaScript で 記 述 さ れ

評価を行った．評価は Linux サーバー上に VoXY プロ

た，Web ブラウザで動作するプログラムである．

キシを設置し，それぞれの環境からそのプロキシに対

JavaScript 用ライブラリである jQuery を用いるこ

してアクセスし，使用することができるか評価を行っ

とで，工数の削減とブラウザによる互換性の確保を

た．結果を表 1 に示す．

行っている．

この表に示すように，Wii やスマートフォン等で使
用することは困難であったが，一般的な PC で用いら

3. 使い勝手の向上

れるようなブラウザからは利用可能であった．

本章では，既存研究に拡張した使い勝手に対する工

5. お わ り に

夫点について述べる．

3.1 N 面 VoXY

本稿では，Web ブラウザ上で動作するシンクライ

N 面 VoXY とは，複数対象に対するアクセスを容

アントシステムである VoXY の実用化について述べ

易にするための機能である．VoXY クライアントの初

た．我々は高橋らによる既存研究を元に再実装を行い，

期画面では複数対象を同時に監視できる．それぞれの

さらに N 面対応など，いくつかの拡張を行うことで

画面が小さいスクリーンで表示される (図 2)．それぞ

VoXY の実用化を行った．機能評価の結果，ブラウ

れのスクリーンをクリックすることで，単一対象のク

ザ依存の少ない実装であることを確認した．改良した

ライアントを開始することができる (図 3)．

VoXY はウェブサイト5) でオープンソースソフトウェ

3.2 VMM 管理機能

アとして公開している．

本ソフトウェアは VMM の管理機能として，対象

参

の仮想マシンの起動と終了を行うことができる．ユー
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ザーは VoXY クライアントの複数管理画面に設置さ
れている起動・終了ボタンを利用する．
設定は起動コマンドと終了コマンドを記述すること
によって行い，それぞれが UNIX シェルにより実行
されることによって起動・終了処理が実行される．

3.3 設定ファイル
設定ファイルにより VoXY プロキシの動作を制御
できるようにした．設定項目はユーザー設定と，アク
セス対象の設定に大別される．
ユーザー設定は，本ソフトウェアを使用するユー
ザーのアクセス制御を行うための項目である．ユー
ザー名やパスワード，使用できるアクセス対象の設定
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