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Web巻き – Web時代の絵巻物
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† 九州大学情報基盤センター
†† 東京大学大学総合教育研究センター

あらまし 複数のWebサイトを定期的かつ詳細に分析する場合，サイトが持つ多量のWebページをどう閲覧するか

が問題になる．多量のWebページを表示方法として，流れるように連続的に事柄を表す伝統的な巻物の表示インター

フェイスに着目する．洋の東西を問わず，昔から様々な巻物が作成されてきた．日本でも古来絵巻物の文化的伝統が

あり，源氏物語絵巻，鳥獣人物戯画などの様々な絵巻物が現在に伝えられている．本論文では，多量のWebページの

閲覧および分析に，巻物風インターフェースの適用と，試作したシステムについて述べる．

キーワード Web分析, Webからの調査, 定点観測, 巻物, 表示インターフェイス

Webroll – Scroll of Web Pages
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† Computing and Communications Center, Kyushu University.
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Abstract The influence of the Web has been remarkable not only in the areas of science and technology, but also

in humanities researches. The Web became a social information infrastructure, and many people use the web for

their social research, like library. To analize some web sites for a social research, it is uncertain for user to to display

pages, because a site has a large number of web pages. We are interesting in scrolls as user interface to display a lot

of pages. From old times, whether in the East or the West, scrolls were used to describe text and picture. In this

paper, we report considered scroll style user interface, where we call it as “webroll”, and also report our prototype

system.
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1. は じ め に

現在，ある事柄について調査する場合，Web を利用するこ

とは一般的になっている．しかしながら，膨大なページが存在

するWeb から，ユーザが自分の求める情報を検索するのは，

困難な作業である．一般的な調査の手順としては，Google や

Yahoo等の検索システムに，調べたい事柄に関連する検索語を

送り，検索結果一覧に提示されているWebページ群を一つ一

つ人手で調べることが多い．一時的あるいは短い期間の調査な

らば，人手による調査で問題がない．

一方，ある組織の動向や，ある業界についての概要を捉え

ることを目的とした調査では，関連するWebサイトからペー

ジを網羅的に調査することが必要になる．現在，我々は国内外

の e-Learning 市場について調査研究しており [1]，教育関係の

Webサイトを対象に，特定キーワードによる検索や，各教育機

関の持つWebサイトの観測および分析を行なっている．

このような調査を行なう場合，Webサイトの持つページ全体

を手元にミラーして，取得したページの解析を行なうことが考

えられる．しかし，サイト全体を取得しても，解析することは

容易ではない．たとえば，サイト内のページに，特定の検索語

が含まれるか否かを調べる場合，各ページ毎に検索する作業は

繁雑なものとなる．

膨大な数のWebページ群を人手で分析する場合，ページ群

の表示法が問題になる．表示方法として我々は，流れるように

連続的に事柄を表す伝統的な巻物に着目する．洋の東西を問わ

ず，昔から様々な巻物が作成されてきた．日本でも古来絵巻物

の文化的伝統があり，源氏物語絵巻，鳥獣人物戯画などの様々

な絵巻物が現在に伝えられている．

本論文では，多量のWebページの閲覧および分析に，巻物

風インターフェースの適用について考察する．また，実際にシ

ステムを試作したWeb巻きシステムの概要と利用者による定

性的評価，ならびに今後の計画について述べる．
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2. 関 連 研 究

数ページから数千のWebページ群の関連を可視化するシス

テムが提案されている．リンク構造を使うもの，キーワードベ

クトルによるクラスタリングなど，これらは大量のページ群の

全体像，概観をつかむためには有効だが，それらのページ群を

解析するためには，やはり個別にページを人間が時間を掛けて

詳細に見なければならない．小説などの出版物を見る時のアナ

ロジーで表すと，可視化は本の表紙に対応し，個別ページの閲

覧は小説を読むことに対応する．

Henry Lieberman らは，を行なう「Letizia」というツール

について研究していた [13]．この研究，Webブラウジングにお

ける協調的フィルタリングについての先駆的な研究のとなるも

のである．

羽山らは，創造的活動における文献調査のためのドキュメン

トスキーミング支援環境について研究している [12]．調査や分

析などの際に，大量の文書群をざっと閲覧して理解する (スキー

ミング) ことは多い．このような場合の支援ツールについて考

察している．

角谷らもWebページをざっと閲覧するスキミングについて

の研究を行なっており，実際に e-dwardというツールの開発を

行なっている [10]．角谷の方法は，Webページ群から，ページ

内容を要約し，要約した内容を表示するものである．

これらの手法は，調査するトピックに関して要点となる箇所

をWebページ群から探し，利用者へ表示する情報をなるべく

少なくするものであった．一方，社会的な調査を行なう場合，

ページ群を詳細に調べることが重要となる．機械的な要約では

表示のもれをなくすことは出来ない．そこで，我々は，サイト

の内の情報を一体として表示する方法を検討した．

3. Web情報の巻物化

3. 1 巻 物

洋の東西を問わず，昔から様々な巻物が作成されてきた．例

えば，古代ローマ時代の文書なども巻物形式のものが多数ある．

例えば，紀元 4世紀頃に作図された「タブーラ・ペウティンゲ

リアーナ (Tabula Peutingeriana)」と呼ばれる地図が巻物とし

て残っている（注1）．この地図では，現実の距離を義性にしてい

るものの，デフォルメすることにより，旅に必要な情報を増や

し，かつ閲覧性を良くしている．

日本や中国の巻物には，経典，掛軸，家系図，絵巻物などが

ある．日本の重要古典，貴重文書には，巻物として残っている

ものが多い．現代の本のように紙を頁として重ねるのではなく，

巻物とする理由は，地図のような見やすさの面もあるだろう．

また，本と違って，重厚な感じがするため好まれるのかもしれ

ない．

3. 2 Webの巻物表示における方向

現実の巻物では，縦方向に見る巻物と，横方向に見る巻物の

二つが存在する．横方向に関しては，左から右に見るものと，

（注1）：11 世紀に模写したものが，ウィーンの国立図書館に所蔵されている．

図 1 Tabula Peutingeriana

右から左に見るものの二つがある．日本の巻物では，家系図，

経典，絵巻物などは，縦書き文字のためか，右から左に横方向

に表示するものが多い．一方，部屋に掛軸として飾る絵画や揮

毫書では，縦方向になっている．

現実の巻物と同様に，Webページを連結する場合，連結方向

は縦と横の二つの方向がある．実世界の巻物では，両手を使っ

て閲覧をするため，長い巻物では左右に閲覧する横方向のもの

が多い．

一方，計算機では，ワープロでの文書編集時や，Webブラウ

ザでのWebページ表示の場合，縦スクロール型で表示される

ものが多い．ディスプレイは横長のものが一般的であるが，横

方向にはスクロールさせずに視点をディスプレイ長に固定てい

る．縦方向は論理的にスクロールさせて表示している．ワープ

ロ文書等の，ページに区切られるデータでは，左右に表示して

も可能であるものの，殆んどの場合，見やすさのために縦方向

へ順番に表示している．実際，最近のマウスでは，縦スクロー

ルに用いるためのホイール装置が用意されているものが多い．

Web巻きでは，複数のWebページを巻物風に連結して表示

することを目的としている．連結方向は縦方向と横方向が考え

られるが，見やすさを考慮して，縦方向へ連結するシステムを

実現した．図 2にWeb巻きの概念を示す．
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図 2 Web 巻き概念図

4. 試作システムの概要

試作したWeb巻物表示システムについて述べる．システム

の入力は開始 URLと収集の深さ (1～5)であり，出力は巻物表

示されたWebページである．システムは，下記に示す順番で

処理を行なう．なお，利用者インターフェィスは，Perl 言語に

よる CGI プログラムで実現した．

（ 1） ページ収集
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（ 2） 巻物化

（ 3） キーワードハイライト

4. 1 ページ収集

この部分では，幅優先探索を使ったページ収集を行なう．図

3にシステムの開始画面を示す．収集開始 URLと収集の深さ

(1～5) を指定し，「開始」ボタンを押すと，ページ収集が始ま

る．幅優先探索より収集する際に，Webページの収集順序を保

存しておく．この順序は，次節の巻物化で用いる．

図 3 Web 巻き画面 (収集開始ページ)

幅優先探索の深さは，収集を依頼する利用者が指定できる．

ただし，大量のページを集めない用にするため，最大の深さを

5に限定している．また，開始点となる URLと，同一のドメ

イン内のページのみを収集する．これは，Web巻きの利用目的

がサイトの詳細な分析であるためと，収集ページ数の爆発的増

加を防ぐためである．

ページ収集には, GNU wget [8] を用いたものと，Perl の

LWP::UserAgent モジュールの利用ものを実装した．wgetは

利用が簡易であり，かつ信頼性も高いため，初期の試作システ

ムでは wget 利用した．Web 巻を，サイトやページ群の分析

ツールとして使うためには，Web ページテキストの分析機能

が必要である．また，収集したページを HTMLのまま保存す

るよりも，加工したデータを保存する方がデータ量の削減にな

る．Perlプログラムによる加工機能を実装するために，Perlの

LWP::UserAgent モジュールによる収集も実現している．

4. 2 巻 物 化

この部分では，集めたWebページを巻物に連結する処理を

行なう．前節で述べたWebページの収集時に，幅優先探索で

訪問した順序を，URLのリストとして保存しておく．図 4に，

幅優先探索でページを訪問 (収集)する例を示す．今回の実装で

は，訪問順序の保存は，wget のログ作成オプションを利用し

て実現している．

次に，一つ一つのWebページを，訪問順序に沿った順序で巻

物ページに連結し，統合する処理を行なう．複数のWebペー

ジを，一つのページにまとめる場合，各ページの HTMLを一

部変換する方法など，様々な方法が考えられる．今回の実装で

は，簡易に実現するために，HTMLで書かれたWebページを

プレインテキストに変換し，そのテキストを巻物ページ内に埋

め込む方法を用いた．図 5に，Webページのテキストを，巻物

風に表示している様子を示す．

Start page
1

2 3

4 5 6 7 8

Hyper
 Link

1

2

8

図 4 幅優先探索 (ページ訪問順序)

図 5 巻 物 表 示

HTMLページからプレインテキストへの変換には，現在の所

HTML::Tokepaserモジュールを用いている．他の方法として

は，lynx [9]や w3mといったテキストブラウザによる変換も可

能であり，実際に lynxおよび w3mの利用も行なった．巻物表

示する際のレイアウトや，分析のためのデータ加工の自由度を上

げるために，プログラムから利用しやすい HTML::Tokepaser

モジュールを採用している．

4. 3 キーワードハイライト

WebページやWebサイトの分析を支援するためには，調査

したい事柄を検索語として指定し，その語が含まれるページを

目立たせる機能があると便利である．そこで，指定した検索語

にハイライト表示する機能を実現している．図 6では，「九州大

学」の文字列をハイライトしている様子を示す．
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図 6 キーワードハイライト

4. 4 定点観測のための定期的調査

特定のサイトを定点観測するためには，指定したサイトを定

期的に調べる必要がある．そこで，定期的に繰り返しWeb巻

を作成する機能を実装した．1回だげ収集および巻物表示を行

なう場合の他に，毎週と毎月の感覚で定期的にページ収集およ

び巻物化を行なう機能を実現している．

5. 実験および評価

主に大学サイトを中心に，約 20のサイトのページをWeb巻

物化している．試作したWeb巻きツールの定量的な詳細な分

析は今後行なう予定である．大まかな分析としては，収集開始

点の選び方によるWeb巻データ量の違いがある．当然ではあ

るが，Webにはリンクが多いページと，少ないページがあり，

リンクが多いページを収集開始点に選ぶと，収集するデータ量

が多くなる．

収集深さを 4 に指定しても，データの量が 4KB と少ない

http://www.open.edu/のようなサイトもあれば，収集深さが

2でも，データの量が 2500KBになる http://www.kyoto-u.

ac.jp/top.htmといったサイトもある．

6. 今後の課題

6. 1 HTMLでの連結

HTMLで書かれたWebページを，プレインテキストに変換

して連結する場合，元のページが持つ，レイアウトや画像と

いった情報が失われてしまう．これらの情報を保存するために

は，HTMLままで連結する方法を検討する必要がある．

具体的には，<body>と</body>で囲まれた部分のみを取り出

し，リンクに記述されたURLを，相対 URLから絶対 URLに

書き換えて，それらを連結すれば良い．この方法では，大部分

のレイアウト情報を保存出来ることになる．

6. 2 サイトの定点観測のためのページ構成更新チェック機能

元々，Web巻きシステムは，サイトを観測するために開発さ

れた．サイトの観測には，検索語の有無を調べる以外に，ペー

ジの構成や，更新をチェックする機能が必要である．

各ページの更新を調べるには，以前に取得していたページと，

新しく取得したページの，テキストを比較をすれば良い．テキ

ストに変化があれば，更新されたことが分かる．

ページ間の構成変更をチェックする簡単な方法としては，幅

優先探索するページの順序を比較する方法が考えられる．ただ

し，この方法は，URL が同一で，かつ異なる構成のサイトに

は対応できない．しかし，そのようなサイトは稀にしか存在し

ないため，幅優先探索でのページ訪問順序の比較で，十分実用

的であろうと想定できる．

6. 3 Webのスナップショット

機能の拡張として，Webのスナップショットの作成も考えら

れる．例えば，Web巻きの開始点となるURLに，Google等の

検索サイトでの検索結果ページを用いる事を考える．この場合，

リンクには，検索語に関するページが多数含まれる．Googleの

キャッシュ機能を利用すれば，現在のWeb巻きを少し拡張する

だけで，ある検索語に対するページ集合を，一覧表示すること

が可能になる．これは，検索語に対するページ集合の，スナッ

プショットになる．

ある事柄についてWebを使って調査を行なう場合，その事柄

について検索しては，ページを一つ一つ閲覧する，ということ

を何度も繰り返す．また，検索結果の URLリストの中で，自

分が調べたい事柄に関連のあるページは，記録に残し，関連の

ないページは記録しない，という操作も行なう．

検索結果に現れる URLリストから，ページを一つ一つ見る

のではなく，最初に巻物表示しておけば，閲覧性が向上する．

また，記録についても，人手で記録するのではなく，要不要の

radio button をWeb巻きシステムに実装し，「要」のマークが

ついたページだけを残したWeb巻きを保存することで，Web

調査の作業効率を向上することが可能になる．

さらに，blog的にコメントを記入する機能を実装すれば，調

査ツールとしての機能が向上すると思われる．各Webページ

の部分に対してコメントを記入する機能を実現すればよい．7

にその概念を示す．

Web page
1

Comment

Title1

- comment1
- comment2

Web page
1

- comment1
- comment2

Title2

Comment

図 7 blog 的な利用

6. 4 トピック・クローラーとの連携

Web巻きシステムと，トピック・クローラーとの連携を考え

る．特定トピックに関するページのみを収集するクローラーを，

「トピック・クローラー」といい，我々は「トピック・クロー

ラー」について研究開発を行なっている [14]．トピック・クロー

ラーが収集したページだけを巻物表示すれば，トピックに関す

るデータの分析が容易になる可能性がある．
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7. 終 わ り に

本論文では，絵巻物のようにWebをページを連続表示する，

「Web巻き」システムについて述べた．指定したサイト内を幅

優先探索し，訪問したWebページのテキストを連続表示する

システムを試作した．また，詳細分析のためのキーワードの検

索およびキーワードハイライト機能や，定期的なサイト検査機

能を実装した．更に，e-Learning市場調査のためのツールとし

て，教育サイトの監視および分析に利用した．更に，Webを用

いた調査分析に用いる道具への発展として，Webページ上のテ

キスト表示や，保存機能，メモ書き機能などについて考察した．

今後の計画は以下のとおりである．まず，Web巻きを用いて

e-Learning市場調査を深める予定である．また，考察した機能

を実装し，Webを用いた調査分析に用いる道具へ発展させてい

く予定である．
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