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モバイル機器の小画面上での表データ表示インターフェイス
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あらまし 携帯電話や PDAなどのモバイル機器の小画面上でWeb上の大きな表データを閲覧する場合，「現在見てい

るセルに対応する項目名が画面外に出てしまう」「比較したい二つの行を同時に表示できない」などの問題が頻繁に生

じる．本稿では，これらの問題を解決するため，特定の行や列を非表示にする機能，指定したセルの列と行の文脈を

表示する機能，各セルを列や行の文脈と組にして表示する機能などを持つ表データ表示インターフェイスを提案する．

列や行の文脈としては，項目名か，項目名がない場合はキー属性の値を用いることによって，常に行方向と列方向の

双方の情報を提供できるようにし，ユーザがより容易に各セルの意味を理解できるようにする．
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1. は じ め に

Webは，今日，世界最大の情報資源となっており，情報獲得

のためのWebアクセスは，一般の人々にまで広く普及してい

る．一方で，携帯電話や PDAなどのモバイル機器の普及も著

しい．しかし，これらの組み合わせであるモバイル機器からの

Webアクセスについて見た場合，これらの各々の普及度と比較

すると，まだそこまで広く普及しているとは言いがたい．これ

は，一般の PC環境とモバイル機器の環境において，これまで，

以下のような違いがあったことが原因の一つと考えられる．

• ネットワーク速度の違い

• ブラウザが利用可能な CPUパワーやメモリサイズなど

の計算資源の違い

• 画面サイズの違い

• ユーザに提供される入力デバイスの違い

しかし，これらのうちの最初の二つについては，ここ数年の

モバイル機器の進歩により，少なくともWebアクセスに関す

る限り大きな問題ではなくなりつつある．よって，これらの点

について考える限り，モバイル機器からのWebアクセスは，今

後数年の間に，大きく普及することが十分に考えられる．

しかしながら，上記の四つの点のうち，最後の二つについて

は，それらが可搬性というモバイル機器の本質に関わる物理サ

イズの問題から来る制限であることから，今後，将来に渡って

も簡単には解消されそうにない．特に，快適なWebアクセス

のためには前者の画面サイズの問題は重要である．現在では，

3.2 インチ，ワイドVGA(800×400)の画面を持つ携帯電話端末

が登場しているが，今日のWeb ページは，現在の一般的な PC

環境での画面サイズの最低ラインである XGA(1024×768) 程

度の画面を想定しているものも多く，携帯電話などの小画面で

は非常に閲覧しづらい場合は多い．よって，モバイル機器の小

さな画面で快適なWebアクセスを実現するための技術は，決

して当面の短期間の需要に対応する技術ではなく，今後，長い

期間に渡って必要となる技術であると考える．

しかし，近い将来，モバイル機器からのWebアクセスが一

般的になったとしても，ユーザが，普段，PC環境からアクセ

スしているような全てのWebページについて，モバイル機器

からもアクセスしたいという需要が存在するとは限らない．一

般的に，ユーザがモバイル機器からWebにアクセスしたいの

は，何か比較的小さな情報を手早く入手したい場合であること

を考えると，モバイル機器からのWebアクセスとしては，以

下のような情報へのアクセスが最も典型的であると考えられる．

（ 1） 様々な「最新情報」，例えば最新のニュース，天気予

報，交通情報，金融情報などへのアクセス．

（ 2） 出先で，ある単語の意味を調べない時などの，様々な

解説記事のページや，Wikipedia などの様々な辞書型Webサ

イトへのアクセス．

（ 3） 画像，特に地図，路線図などへのアクセス．

（ 4） 様々な表形式のデータ，例えば，交通機関の時刻表，

住所や連絡先などの名簿，様々な料金表，個人のスケジュール

表や映画館のスケジュール表，テレビ番組表などへのアクセス．

（ 5） チケット予約などのページへのアクセス．

一番目の種類のデータに関しては，必要となる情報本体は，

シーケンシャルにアクセス可能なメディアであるテキストデー

タと，それに付随する比較的小さな画像で構成されていること

が多く，そのようなデータは，小さな画面上でも，スクロール

操作を用いてシーケンシャルな閲覧を行うことは比較的難しく

ない．ただし，これらの情報を含むWebページでは，ページ

中に広告やメニューなどがあることが多く，最初にスクロール

でページ中の真に必要な情報の部分へ容易に移動できるかが問

題となる．この問題に関しては，ページを自動的に分割したり，

ページ中の不要な部分を自動的に取り除いたりすることによっ

て，ページ中の目的個所への移動を支援する既存研究が存在す

る [1], [2]．二番目の種類のデータに関してもほぼ同様である．

一方，三番目と四番目の種類のデータは二次元の構造を持っ

たデータであり，小画面でのスクロールによるシーケンシャル

な閲覧が特に難しいデータである．また，画面に入りきらない

ような表データの閲覧を行う場合，「現在見ているセルに対応

する項目名が画面外に出てしまうために表の意味が理解しにく
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い」「表中の二つの行を比較したいが，それら二行を同時に画

面内に表示できないために比較操作に非常に手間がかかる」な

どといった，表データならではの問題も頻繁に生じる．

すなわち，地図や表のデータは，様々なWeb上のデータの

中でも，特にモバイル機器からのアクセスの需要が高いデータ

の一つであると同時に，モバイル機器の小画面では最も閲覧し

にくいデータでもあるということが言える．よって，これらの

データの小画面上での閲覧を支援する技術の研究は，モバイル

機器からのWebアクセスに関する研究の中でも，特に重要度

が高いと考える．これらのうち，地図に関しては，いかにして

画面のサイズと現在の縮尺に応じた適切な量の情報を画面上に

表示するかという問題に関して様々な技術が既に存在する．一

方，四番目の表形式のデータの小画面上での閲覧を支援する技

術に関しては，これまでのところ，非常に研究が少なく，十分

には研究されていない．そこで，本研究では，表データの小画

面上での閲覧を支援する技術について提案する．

具体的には，本研究では表データに対する以下のような閲覧

操作を支援することを考える．

• 大きな表中の特定の行や特定の列のみを見る．

• 大きな表中の各行を一行ずつ (あるいは一列ずつ)読む．

• 大きな表中のいくつかの行 (あるいは列)を比較する．

• 大きな表中のあちこちのセルを自由に上下左右にスク

ロールしながら閲覧する．

• 大きな表中で，ある値の出現を探す．

これらの閲覧を支援するために，本研究で開発するブラウザ

では，表データの閲覧形式を以下の三つのモードからユーザが

選ぶことができる．

（ 1） ノーマルモード：通常のように表をセルが二次元に並

んだ形式で表示する．ただし，表計算ソフトウェアや電子番組

表システムなどの表の閲覧を扱うソフトウェアの多くでサポー

トされている，以下のような操作が可能である．

• 特定の行や列を非表示にする．

• 指定したセルが属する行と列が，何に関する行であり何

に関する列であるかを表わす，行名，列名を表示する．

（ 2） レコードモード：各行 (または列)を一つの情報の単位

と見なし，各行 (列) をレコード形式，すなわち，その行 (列)

の各セルの内容を対応する列名 (行名) との対にしたもものリ

ストの形式で表示する．

（ 3） セルモード：各セルを一つの情報の単位と見なし，各

セルの内容を，対応する列名と行名との三つ組で表示する．

上で，各行や列が何に関する行であり何に関する列であるか

を表わす情報を行名，列名と呼んだが，そのような情報として

最も有用なのは表中の項目名である．しかし，Web上の表では

行方向，列方向のうちの一方にのみ項目名が存在する場合が多

い．そのような場合にも，各行や列が何に関するものかの情報

を提供できるように，本研究ではキー属性の概念を導入し，項

目名が存在しない場合にはキー属性の値で代用することとする．

そのため，これらの表示形式を実現するためには，表中の項

目名やキー属性にあたる部分をブラウザが自動的に発見する必

要がある．また，詳しくは後述するが，上のような表示を行う

ためには，これに加えて，Web上の表で頻繁に使われる複合セ

ル，すなわち，複数の行や列にまたがるセルが表わしている意

味をブラウザが自動的に理解する必要がある．しかし，計算パ

ワーの限られたモバイル機器上でのインタラクティブなWeb

アクセスにおいては，上のような情報の発見のために，あまり

高度な処理を必要とする手法は利用できず，比較的，簡単な計

算のみを用いる手法が必要である．これら三つのうち，項目名

と複合セルの意味の自動判定に関しては，本論文の著者らによ

るこれまでの研究 [3]で，簡単な規則集に基づいて判定を行な

う手法を提案しており，本研究でも基本的にこれと同様の手法

を用いることにする．また，キー属性の自動判定に関しては，

本研究でごく簡単な計算によって判定する手法を提案する．

2. 表データの意味

まず本章では，Web上の表データとはどのようなものかにつ

いて考える．図 1に示す表は大手ファーストフードチェーンの

ホームページなどで見られる，各メニューの栄養成分とアレル

ギー成分の詳細を示す表の例である．このような表の意味に関

する捉え方としては，主に以下の二つが考えられる．

一つ目は，関係データモデルで行われるように，表を属性

名付きの n 項関係を表わすものとして解釈する捉え方である．

図 1の表は右上部分に階層的な構造を持っているため，単純に

この捉え方に従って解釈することはできないが，階層構造の部

分が，5つの属性名を共通部分の繰り返しを避ける形で記述し

ていると解釈すれば，この表は 9 + α項関係 (α は「· · ·」部分
にある属性名の数)を表現していると解釈できる．例えば，こ

の表の 2行目は，〈ハンバーガー, 150, 2.5, 5.8, . . . ,×,○,○,×

,× 〉という関係が存在することを表していると解釈される．
もう一つの捉え方は，表を行列として解釈する捉え方である．

ただし，通常の行列が「i行 j 列の値が x」などのように，行

と列のインデックスとして数字を用いるのに対し，ここでは数

字の代わりとして行名と列名が与えられているような特殊な行

列を考える．その場合，この表は (先ほどと同様に右上の階層

構造は 5つの列を記述していると解釈すれば)「ハンバーガー

のカロリーは 150，ハンバーガーの塩分は 2.5，. . . チーズバー

ガーのカロリーは 160，. . .」という情報を表現していると解釈

できる．すなわち，表とは，多数のセルを行と列からなる二次

元の構造に配置し，各セルの二種類の文脈をそのセルの水平方

向の位置 (すなわちどの列に属すか)と垂直方向の位置 (すなわ

ちどの行に属すか)で表現することによって，上のように書き

下すと非常に冗長になる情報をコンパクトに表現したものであ

ると解釈できる．よって，各セルの意味を理解するためには，

そのセルが属する行と列の文脈を表わす情報が重要となる．

前者のような，表が n項関係を表現していると解釈する捉え

方は，「実体」にあたる情報も「関連」にあたる情報も，ともに

「関係」を用いて表現しようとする関係データモデルにおいて

は必須となる考え方である．実際，多対多の関連を表わしてい

るような関係データモデルの表 (関係) を考えれば，これを行

列として解釈するのは直感に合わない．一方，Webページ上の

表データを考える場合，ほとんどの表は「実体」にあたる情報
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栄養成分表

五大アレルギー成分
商品 カロリー 塩分 脂質 · · ·

乳 小麦 卵 そば ピーナッツ

ハンバーガー 150 2.5 5.8 · · · × ○ ○ × ×

チーズバーガー 160 2.5 6.0 · · · × ○ ○ × ×

ポテト (S) 160 2.5 6.0 · · ·
ポテト (M) 250 3.8 9.1 · · ·

× × × × ×

.
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.
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.
..

.

..
.
..

.

..
.
..
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.
..

ギガバーガー 280 4.3 13.0 · · · × ○ ○ × ×

図 1 Web 上の表の例

を表現していて，「関連」にあたるような情報を表現している表

は非常に稀である．また，逆にWebページ上には，高速道路

の料金表等のように，行方向と列方向の双方に項目名を持つ表

も多く存在し，このような表は行列として解釈するのが自然で

あって，n項関係として解釈するのは直感に合わない．以上の

ことを考えると，Web上の表データは，n 項関係としても行列

としても解釈できる場合が多いが，行列としての解釈を用いる

方がより広い範囲のWeb上の表を扱えると考えられる．

図 1 の表は，上で「ハンバーガーのカロリーは. . .」と書き

下したように，一行目の各セルの内容が，各列の文脈となる情

報を示しており，一列目の二行目以降の各セルの内容が，各行

の文脈となる情報を示していると考えれば，行列として解釈

できる．ただし，この表の一行目の各セルと一列目の各セルは

性質が少し異なる．この表の一行目のセルの内容は「商品」や

「カロリー」など「その列の各セルが示している値の種類」を表

わす「項目名」である．よって，この表を縦に見ていくと，各

列は同じ種類の値を表示している．例えば，カロリーの列のセ

ルは全てカロリーの量を表わす数字を格納しており「卵」の列

のセルは全て卵成分が含まれているかどうかを表わす「○」や

「×」を格納している．一方，この表を横に見た場合は各行の

全てのセルが同じ種類の値を格納しているわけではない．この

ように，一列目の「ハンバーガー」や「チーズバーガー」等の

セルは「項目名」とは少し性質が異なる．

「項目名」という概念を上のように捉えた場合，Web 上の

表データの多くは，列方向，行方向の双方に項目名を持つもの

と，どちらか一方のみに持つものとに分類できる．図 1 の表

は列方向にのみ項目名を持つ表の例である．しかし，そのよう

な表においても，各行の意味，文脈を最も端的に表わすような

列が存在するのが普通である．そのような列は通常，各行を一

意に識別できる値を持ち，また，多くの場合，表の左端に近い

位置に現れる．本研究では，このような列を関係データモデル

の用語にならって行に対するキー属性と呼ぶこととする．例え

ば，この表においては一列目の二行目以降の各セルが，各行を

一意に識別できる値を持っていて，各行の文脈となる情報を表

しており，すなわち，行に対するキー属性になっている．列方

向の項目名を持たない表の場合も同様で，そのような表におい

ては，各列を一意に識別できる値を持っていて各列の意味を端

的に表わしている行が，表の上端に近い位置に現れるのが一般

的であり，このような行を列に対するキー属性と呼ぶこととす

る．キー属性は常に一つの列や行であるとは限らず，複数の列

や行がその全体としてキー属性になっている場合もある．

以上をまとめると，Web上のほとんどの表は，列名，行名と

して，行方向，列方向それぞれの項目名か，あるいは，項目名

がない場合は代わりにキー属性の値を用いることによって，列

名，行名付きの行列として解釈できると考えられる．そこで，

本研究で開発するブラウザでは，項目名または項目名がない場

合はキー属性を使うことで，常に各セルの行方向と列方向の双

方の文脈をユーザに提供できるようにし，これによって，ユー

ザが各セルの意味をより容易に理解できるようにする．

3. 三種類の表示形式

次に，本章では，本研究で提案する三種類の表示形式の詳細

について順に説明していく．

3. 1 ノーマルモード

表を表示する上でもっとも単純な方法は，画面に入る範囲内

の個数のセルを同時に表示し，ユーザにスクロールさせる方法

である．しかし，このような形式で画面に入りきらない大きさ

の表を表示する場合，以下のような問題が頻繁に生じる．

• 今，見ているセルに対応する項目名が画面外に出てしま

い，セルの意味がわからなくなる．

• 二つの行の内容を比較したいが，同時に画面内に入らず，

スクロールによって両者を行ったり来たりしなければならない．

例えば，ファーストフード店で，携帯電話を使って，その

ファーストフードチェーン本社のWebサイトで公開されてい

る図 1のような栄養成分表にアクセスするとする．実際，ある

大手チェーンの店舗では，成分表のWeb ページの URLや QR

コードは店内の紙に印刷されているが，成分表自体は表示され

ておらず，携帯電話等がないと店内では成分表を確認できない．

これは，モバイル機器を持たない消費者にとっては好ましくな

い状況だが，現在，様々な商業情報や行政情報がWebアクセ

スを前提とした形で提供されるようになっていることを考えれ

ば，このような，モバイル機器からのWebアクセスを前提と

した形の情報提供も，今後，ますます増加する可能性がある．

今，ユーザが「ギガバーガーにはどんなアレルギー成分が

入っているか」を確認したいとする．その場合，まず表の左端

の列を表示した状態で下にスクロールし，ギガバーガーを発見

したところで右にスクロールしてアレルギー成分に関する列の

内容を確認する．しかし，その時点では，各列の項目名は画面
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外に出てしまうため，どの列がどの成分だったかをあらかじめ

覚えておかねばならない．しかし，確認したい項目名が多い場

合はそれは容易ではない．また，項目名が少ない場合でも，表

の列数が多い場合は，「左から 13 列目」などと覚えておいて，

ギガバーガーから右にスクロールする際に列を数えながらスク

ロールせねばならず，非常に煩雑で，念のため何度も行ったり

来たりしながら数え直すというようなことになりがちである．

あるいは，卵成分がどのメニューに入っていてどのメニューに

入っていないかを調べたいときなども同様である．

このような場合，ブラウザ上で以下のような操作が可能であ

れば，表の閲覧がはるかに容易になると考えられる．

• 項目名の行とギガバーガーに関する行以外の行を「非表

示」とすることによって，二つの行を同時に表示できるように

する．同様に，商品名の列と卵の列以外を「非表示」とするこ

とによって，この二つの列を隣同士で見比べられるようにする．

• 同様のことは，成分名の行と二行目の「ハンバーガー」

の行との間で表を分割し，上側の項目名の行は固定したまま二

行目以降のみをスクロールしたり，一列目と二列目の間で表を

分割し右側だけスクロールすることでも実現できる．

このような操作は表計算ソフトウェアなどではごく一般的な

操作であり，大きな表を扱う際には必須の操作と考えられるが，

これまでのWebブラウザではこのような機能は考慮されてい

なかった．上の二つの操作の使いやすさを比較した場合，それ

ぞれ長所短所が考えられるが，後者の操作はドラッグによるス

クロールができないと使いにくい．しかし，本研究で最も主要

な対象とする携帯電話のインターフェイスでは，ドラッグの概

念がないのが普通である．そこで，本研究で提案するブラウザ

は，前者の「特定の行や列の非表示」の操作をサポートする．

具体的な操作としては，各行や列の行名，列名に当たるセル

をクリックすると，その行や列の表示と非表示が切り替わるよ

うにする．例えば「カロリー」のセルをクリックすると，この

列が非表示となり，クリックできる最小限程度の細い幅にたた

まれて表示される．このような列を再度クリックすると，再び

通常の幅で表示される．また，図 1の表では，アレルギー成分

の部分が階層的な項目名になっている．このような場合，「卵」

のセルをクリックすると「卵」の列のみについて表示と非表示

が切り替わり，「五大アレルギー成分」のセルをクリックすると，

対応する五つの列全ての表示と非表示が切り替わる．

ノーマルモードには，この他に，ユーザが指定したセルの行

名と列名を一時的に表示する機能がある．この機能は，ユーザ

が大きな表中である値を探す場合に有用である．そのような場

合，ユーザはまずブラウザのページ内検索の機能を使って表中

のその値の出現個所に移動する．しかし，この時，表の行名や

列名が画面外に出ていると，そのセルが何の行，何の列に出て

きたのかがわからない．その場合，ユーザがそのセルを指定す

ると，そのセルが属する列と行の列名と行名が表示される．

3. 2 レコードモード

前節の例のように，ユーザが大きな表を閲覧する場合，表中

の特定の行や特定の列 (例えば「ギガバーガー」の行や「卵」の

列)のみを見るのが目的である場合も多い．そこで，本研究で

² ¯

± °

栄養成分表

商品 ギガバーガー

カロリー 280

塩分 4.3

脂質 13.0

繊維質 0.3

鉄分 0.1

乳 ×

小麦 ○

↓ ↓
⇐ prev exit next ⇒

² ¯

± °

栄養成分表

商品 卵

ハンバーガー ○

チーズバーガー ○

ポテト (S) ×

ポテト (M) ×

チキンバーガー ○

ダブルチーズ ○

ビッグバーガー ○

↓ ↓
⇐ prev exit next ⇒

図 2 小画面上での特定行，特定列のレコード形式での表示の例

は，このような閲覧をより直接支援する表示形式として，特定

の列や行をレコード形式，すなわち，各セルを対応する列名や

行名と対にして並べた形式で表示するレコードモードをサポー

トする．例えば，図 1の表の「ギガバーガー」の行のみを閲覧

したい場合，その行の各セルの内容を対応する列名 (この場合，

一行目の項目名)と対にして，図 2左のような形式で表示する．

同様に，「卵」の列のみをレコード表示すると，図 2 右のよ

うになる．この表には行方向の項目名がないため，列のレコー

ド表示の際は，各行のキー属性となる列の値，すなわち商品名

の列の値を行名として用いる．このように，項目名だけでなく

キー属性を用いることで，行方向と列方向の一方にのみしか項

目名がない表でも，行と列の双方のレコード表示が可能となる．

現在の携帯電話上の実装では，携帯電話上での通常のWeb

ページの閲覧時と同様，カーソルを画面上端や下端に動かすこ

とで上下にスクロールし，また，画面下部の prev や next のボ

タンをクリックして，次の行や前の行 (列のレコード表示の場

合は次の列や前の列)の先頭部分に移動する．将来的には，携

帯電話の 10キーを用いて，次の列の先頭，次の列の現在と同

じ位置，次の列の最後等に移動できるようにする予定である．

3. 3 セルモード

レコードモードの表示形式は，特定の行や特定の列を見たい

場合，あるいは表を一行ずつや一列ずつ順に見ていく場合には

非常に有用である．しかし，大きな表中のあちこちに現われる

セルを上下左右にスクロールしながら見たい場合には問題があ

る．そのような場合，次の行や前の行 (あるいは列)の現在と同

じ位置に移動する場合が多いが，そのようにして移動した先の

セルの意味を理解するには，そのセルの行と列の双方の文脈の

情報が必要となる．しかし，例えば表 1の卵の列を表示して下

にスクロールしてから次の列の同じ位置に移動した場合，列の

先頭部分が画面外なため新たに到達した列の列名がわからない．

そこで，このような閲覧を行なう場合のために，三番目の表

示形式であるセルモードを考える．このモードでは，各セルを：

• そのセルの内容，

• 行名，すなわち，行の文脈を表す項目名またはキー値，

• 列名，すなわち，列の文脈を表す項目名またはキー値

の三つ組によって表現する．例えば，図 1の四行目，三列目の

セルは図 3左のような三つ組みになる．ただし，セルの内容に

もよるが，多くの場合，一般的なモバイル機器の画面サイズで
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行: ポテト (S)

列: 脂質

6.0

² ¯

± °

脂質

ハンバーガー 5.8

チーズバーガー 6.0

ポテト (S) 6.0

ポテト (M) 9.1

チキンバーガー 3.2

ダブルチーズ 8.7

ビッグバーガー 10.3

ビッグチーズ 10.5

↓ ↓
⇐ left exit right ⇒

図 3 セルモードでの表示の例

は縦方向に複数のセルが表示可能なので，実際には図 3のよう

に縦数行分を同時に表示する．

この表示は結果としてはレコードモードと非常に似たものに

なっているが，重要な違いは，一番上に常に列の文脈を表わす

列名が表示されているという点である．このため，上下にスク

ロールしてから prev や next ボタンで次の列や前の列に移動

しても，決して列名が画面外に出ることはなく，常に，現在見

ているセルの行名と列名の双方が画面上に表示される．

また，前述の表データの二種類の解釈という観点から言うと，

レコードモードは表を n項関係として捉えて，各行や各列を情

報の単位として考えており，セルモードは表を行列として捉え

て，各セルを情報の単位として考えているとも解釈できる．

3. 4 三つの表示形式からの選択

本ブラウザは，新たに訪れたWebページ中に表データがあっ

た場合，最初は必ずこれをノーマルモードで表示し，その状態

からユーザが必要に応じてレコードモードやセルモードを選択

できるようにしている．これは，以下の二つの理由からである．

• html データ中で表データを表わす table タグは，表形

式のデータの表現以外にも，ページのレイアウトに使用され

ることが非常に多く，そのようなレイアウトを表わす tableタ

グをレコードモードやセルモードで表示すると，おかしな表

示になってしまう．また，そのようなレイアウトを表わしてい

る table タグと，表形式のデータを表現している table タグを

自動的に判別することは容易ではない．よって，まずは全ての

tableタグをノーマルモードで表示し，ユーザが選択した場合

のみ，レコードモードやセルモードでの表示を行うこととする．

• 仮に，表データを表わしていることが明らかな tableタ

グがあったとしても，いきなり，本研究で提案する新しい表示

形式であるレコードモードやセルモードによる表示を行って，

これらの形式をユーザに強制するのはユーザの使い勝手の観点

から好ましくない．あくまでも，最初はユーザが慣れていて，

ページの作成者が想定していた形式である通常の形式で表示し，

ユーザが望んだ時のみレコードモードやセルモードでの表示を

行う方が，使い勝手が良く，また，これらの機能をユーザが新

たに導入しようと決定する際の敷居も低くなる．

3. 5 複合セルの扱い

図 2, 3のような表示を行なう上で，もう一つ考慮が必要な点

は，Web上の表形式のデータでは頻繁に用いられる，複数行や

複数列にまたがる「複合セル」の扱いである．これらの形式で

の表示を行なうためには，このような複合セルを適切に分解す

る必要がある．例えば，図 1に示した表では「ポテト (S)」と

「ポテト (M)」の行において，一部の列については値を共有す

るために，これら二行にまたがった複合セルが用いられている．

よって，図 2右の表示においては，これらの二行にまたがって

いる「卵」の列のセルについて，これを二つのセルに分割し，

元のセルの内容である「×」をこれらのセルの内容としている．

しかし，複合セルが用いられるのは，上の例のような隣接す

る複数のセルが値を共有する場合ばかりではない．例えば図 1

の表では「商品」. . .「脂質」のセルは 1行目と 2行目にまた

がった複合セルで表現されており「五大アレルギー成分」のセ

ルは 6列目から 10列目にまたがった複合セルで表現されてい

る．しかし，この表の場合，一行目と二行目が階層的な項目名

を表現していることを認識できれば，これらのセルを単純に格

子状に分割するのではなくて，右側 5列の項目名を縦に連結し

「五大アレルギー成分：乳」などの項目名にする方がよい [3]．

また，このような階層的な項目名を表わす複合セルの発見は

ノーマルモードにおいても必要となる．前述のように，「五大ア

レルギー成分」のセルがクリックされた場合には対応する五つ

の列全体の表示と非表示を切り替えるようにするためには，ブ

ラウザが，この部分が階層的な項目名の上位階層を表わしてい

るのだということを理解する必要がある．

複合セルには，その他にも「表の見出しを表す複合セル」や

「表内の区切りを表す複合セル」「データ領域内の入れ子の表を

表わす複合セル」等があり，本研究で開発するブラウザは，こ

れらの様々な複合セルの意味を判定する必要がある．このよう

な，様々な複合セルの意味の自動判定の技術については，我々

はこれまでに複合セルの形に基づく簡単な規則群による判定方

法を提案しており [3]，本研究でもこの手法を用いることにす

る．そして，レコードモードやセルモードでは，その判定結果

に基づき，各タイプの複合セルを以下のように表示する．

• 値を共有する隣接セルの合併を表わす複合セル：

単位セルに分割し，もとの複合セルの内容を生成された全ての

単位セルにコピーする．

• 項目名内の論理構造を表わす複合セル：

列方向の項目名内の構造であれば，複数列にまたがっている部

分は，内容をコピーして全て単位列に分解し，複数行にまた

がっている部分は，内容を順に結合して一行にマージする．行

方向の項目名内の構造の場合も，ほぼ同様である．

• 見出し，区切りを表わすセル：

レコードモードやセルモードでの表示でも，そのまま見出し，

区切りとして表示する．

• 入れ子の表を表わすセル：

その部分を再帰的に表として扱う．

4. 表の論理構造の自動判定

既に述べたように，本ブラウザが提供する三種類の表の表示

形式を実現するためには，ブラウザが，

• 表中の項目名にあたる部分の判定

— 5 —



• 表中のキー属性にあたる部分の判定

• 複合セルの意味の判定

という三種類の非明示的な論理構造の判定を，ごく簡単な計算

によって行う必要がある．本研究では，これらの判定を，(1)

項目名，(2) キー属性，(3)複合セルの意味の順で行なう．以下

では，項目名とキー属性の判定について，列方向の場合を例に

とって説明するが，行方向についても同様である．

まず，一行目に複合セルが現われるかどうかで分けて考える．

複合セルが現われる場合には，それらのセルの構造を利用して

どの部分が列の項目名であるかを判定する．この，複合セルの

構造に基づく項目名の判定の手法については論文 [3]で報告済

みなので，ここでは詳細は省略する．

一方，一行目に複合セルが現れない場合は，キー属性となる

ような行を発見し，それが項目名であると考える．本研究で

は，表の上端付近にあって，各列を一意に識別できるような値

を持っている物を，列に対するキー属性として判定するので，

もし，項目名があるのであれば，ほぼ同様の基準で発見できる

はずであるという考え方である．また，このような方法をとる

ことにより，自然に，項目名がない場合はキー属性で代用する

という手法を取っていることになる．

キー属性にあたる行の判定は以下の規則で行う．

（ 1） 一行目のみでキー属性となるか，すなわち一行目の各

セルの値が全ての列で異なるかを調べ，そうであれば一行目を

キー属性と見なす．

（ 2） キーとならない場合は，一行目の内容と二行目の内容

を合わせれば，複数列による複合キーになるか調べる．以下，

複合キーになるまで，三行目，四行目と一行ずつ加えていく．

（ 3） キーとなったところで下に進むのを停止し，今度は，

見つかった複合キーから一行目を取り除いてもキーになり得る

か調べる．キーになり得る場合は，以下，二行目，三行目と順

にキーであり続ける限り取り除いていく．

（ 4） それ以上取り除くとキーとならなくなるところで終了．

以上の手法で，行と列の項目名やキー属性にあたる部分を発

見した後，以下の規則群に基づいて複合セルの意味を判定する．

• 一つのセルからなる行や列は，見出しや区切り

• 項目名にあたる部文内にあるものは項目名の論理構造

• データ領域中にあり，一つの項目名の単位より細かく分

けられているセルは入れ子の表

• それ以外は，隣接セル間での同じ値の共有を表すセル

5. システムの実装

本研究では提案機能を Firefoxと Opera上に実装し，また，

au 携帯電話上およびスマートフォン SHARP W-ZERO3上で，

提案機能を提供するページをあらかじめ用意する形で，実際の

使い勝手を確認した．以下，これらについて簡単に説明する．

5. 1 Firefox上と Opera上のシステム

Firefox では Greasemonkey と呼ばれるアドオンを使うと，

任意のWeb ページに対して，あらかじめユーザが登録しておい

た JavaScript コードを適用することができる．Operaも User

JavaScriptと呼ばれるほぼ同様の機能を標準で備えている．今

図 4 新大阪～東京間新幹線時刻表

回はこれらの機能を利用し，本研究で提案する機能を実現する

JavaScriptコードを任意のWeb ページ上の表データに対して

埋め込むことによって，提案する表示形式を実現した．なお，

Firefox用とOpera用の JavaScriptコードは，両者の仕様の細

かな違いから，現時点では別のコードとなっている．

5. 2 Opera Mobile用のシステム

au携帯電話とW-ZERO3では Opera Mobileが動作するが，

User JavaScript はサポートしていない．そこで，JavaScript

コードを，ブラウザ側で User JavaScript を使って埋め込む代

わりに，あらかじめ用意したWebページに手動で埋め込んでお

く方法で，これらモバイル機器上での提案機能の効果の確認を

行った．なお，W-ZERO3上では，古いβ版の Opera Mobile

が User JavaScriptをサポートするが，デスクトップ版 Opera

用のコードのままでは動作せず，現時点では未完成である．

5. 3 実際の操作画面デザイン

次に，実際の表示インターフェイスの詳細について説明する．

新しく読み込まれたWebページに表形式のデータがあった場

合，前述の通り，まずはノーマルモードで表示されるが，この

状態では以下の操作が可能である．

• 行名のセルをクリックすると行を開閉

• 列名のセルをクリックすると列を開閉

• 閉じているセルにカーソルを置くと内容をバルーン表示

• 開いている通常セル (行名，列名以外のセル)をクリック

すると，そのセルに対応する列名と行名をバルーン表示

• 閉じている通常セルをクリックするとその行と列を開く

• 行名のセルのダブルクリックでその行をレコード表示

• 列名のセルのダブルクリックでその列をレコード表示

• 通常セルのダブルクリックでその周辺をセルモード表示

例えば，図 4のような新大阪～東京間の新幹線時刻表を掲載

したWeb ページを考える．今，ユーザは新大阪か京都で乗車

し，品川か東京のどちらか時間の都合がよい方で降りたいので，

これら四駅での時刻のみを見たいとする．しかし，表が大きい
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図 5 不要な列を非表示にした状態

図 6 不要な行を非表示にした状態

図 7 指定したセルの行と列の文脈情報の表示

ため，表の左右両端にあるこれら四駅の列は，図 4のようなデ

スクトップ上のウインドウでも同時に表示できない．そのよう

な場合，ユーザは各列の列名にあたる，一行目の駅名が表示さ

れたセルをクリックすることで不要な列を非表示にすることが

できる．このようにして，必要な列が画面内に同時に表示され

るようにした状態を図 5に示す．同様に，「のぞみ」の時刻のみ

を見たいなどの場合は，不要な行を非表示にできる (図 6)．

非表示扱いの列は幅を狭く畳まれた状態で表示されている．

この状態で，畳まれた状態の列名のセルをクリックすると，そ

の列が再び開かれて表示される．また，畳まれた列や行の列名，

行名以外のセルをクリックしても，その列や行 (そのセルの列，

行の双方が畳まれている場合は両方)が開かれる．また，図 5,

6に示されているように，閉じているセルの上にカーソルを合

わせると，そのセルの内容が黄色いバルーンの形で表示される．

また，表をスクロールして行名や列名のセルが画面外に出て

しまった状態で，あるセルが何という列車の何駅に対応するの

か，すなわち，そのセルの行と列の文脈情報を知りたくなった

場合は，表示状態にある，行名や列名以外の通常セルをクリッ

クすると，そのセルの行と列の文脈情報をバルーン表示する．

図 7は，表の中央辺りを表示して，こだま 530号の名古屋駅に

あたるセルをクリックした時のバルーン表示の例である．

また，このようにして乗るべき列車の候補を絞り込んだ後，

候補となるある特定の列車の行だけを詳しく見たいという場

合は，その行の行名にあたる一列目の列車名のセルをダブルク

リックすると，その行をレコードモードで表示する．例えば，

一行目の一列目にある「のぞみ 100号」のセルをダブルクリッ

クすると，この行だけが図 8のようにレコードモードで表示さ

れる．すなわち，この行の各セルについて，そのセルの列の列

図 8 特定の行のレコードモードによる表示

図 9 特定の列のレコードモードによる表示

図 10 セルモードによる表示

名 (すなわち駅名)と，そのセル内の値 (すなわち，のぞみ 100

号のその駅の発車時間)との対を順に表示している．また， こ

の状態で prevや nextのボタンをクリックすると，それぞれ一

つ上の行，一つ下の行の表示へと移動することができる．

同様にして，もし各列車の京都駅の発車時間のみを調べたい

場合は，京都駅に関する列の列名である「KYOTO」というセ

ルをダブルクリックすると，図 9 に示すようにこの列だけがレ

コードモードで表示される．この場合，prevや nextのボタン

をクリックすると，一つ左や一つ右の列へと移動する．

最後に，列名でも行名でもない通常セルをダブルクリックす

ると，そのセルの周辺部分をセルモードで表示する．図 10は，

のぞみ 100 号の京都駅にあたるセルをダブルクリックしてセル

モード表示に移った後，少し下にスクロールした時点での表示

である．このようにスクロールを行っても，列の項目名に当た

る「KYOTO」の表示は固定されていて画面外に出ない．

— 7 —



図 11 au 携帯電話上での表示

なお，前述の説明では，レコードモードやセルモードでの上

下スクロールはカーソル移動で行うと述べたが，デスクトップ

上ではスクロールバーを使った方が容易なため，スクロール

バーを用いている．au携帯電話上の Opera Mobileでは，前述

のようにドラッグという概念がなくスクロールバーは表示され

ないので，カーソル移動を用いる．ただし，カーソルの上端下

端への移動によるスクロールは上下に行ったり来たりする場合

は手間がかかるので，up と downのボタンも提供している．

ここまでに示した画面表示は全てデスクトップ版での表示だ

が，同様の表示を au携帯電話上で行っている例を図 11に示す．

この図は，図 5とほぼ同様の状態の画面表示である．(画面上部

の画像は携帯電話のブラウザが自動的に挿入する広告である．)

6. 関 連 研 究

モバイル機器の小画面からのWebアクセスについては，多

くの研究があるが，その多くは，ページレイアウト構造の解析

に基づくページの分割表示や不要な広告部分の排除，あるいは

テキスト部分の要約作成など，一般のWebページを対象として

いる．それ以外には，画面に入らない画像データの表示を扱っ

た研究 [4]などがあるが，画面に入らない表形式のデータを扱っ

た研究としては，増田らによる研究 [5], [6]がある以外はあまり

研究されていない．[5], [6] では，隣接するセルの内容の類似度

を用いて表中の項目名にあたる部分を判定し，この情報を基に，

本研究で言うところの「レコードモード」の形式で表を表示す

る手法が提案されている．[5], [6] で提案されているシステムと

本研究で提案するシステムとの違いは以下の通りである．

• [5], [6]ではレコードモードのみを提供しているが，本シ

ステムでは，レコードモードに加えてセルモードの表示形式を

提供している．そして，前述のように，行と列の双方の文脈情

報を常に画面内に表示するセルモードの方が，多くの場合にお

いて，レコードモードよりも使い勝手がよいと考えられる．

• [5], [6] のシステムでは項目名だけを使用しているため，

行と列の一方にのみ項目名がある表に対しては，行と列の一方

の文脈情報しか提示できないが，本システムでは項目名がない

場合はキー属性を発見してこの値で代用することによって，よ

り多くの場合に，セルの行と列の双方の文脈の情報を提示でき

る．例えば，列方向にしか項目名がない表でも，列毎のレコー

ド形式表示と行毎のレコード形式表示の双方が可能である．

• 表中の複数の行や列を比較する比較閲覧を支援するには，

レコードモードやセルモードでの表示は不向きである．本シス

テムでは比較閲覧を支援するために，ノーマルモードにおいて，

一部の行や列を非表示にする機能を提供している．

• Webにおいては，複数の行や列にまたがるセルが頻繁に

使われ，それらのセルは前述のように，階層的な項目名など，

様々な意味を持っているが，[5], [6] ではそのようなセルを単純

に分割してしまうため，不適切な表示になる可能性がある．

7. まとめと今後の課題

本研究では，モバイル機器の小画面上でのWeb上の表形式

データの閲覧を支援する表示インターフェイスを提案した．1.

章で挙げた各閲覧操作と支援機能の対応を以下にまとめる．

• 特定行 (列)や一行 (列)ずつの閲覧: レコードモード

• 複数行 (列)の比較閲覧: ノーマルモードでの行や列の表

示非表示切替

• あちこちのセルの閲覧: セルモード

• ある値の出現の探索: ノーマルモードでの指定セルに対

応する行名，列名表示機能

今後の課題としては以下のようなものが挙げられる．

（ 1） 論理構造の自動判定の部分，特に項目名を表わすセル

の自動判別の部分のさらなる改善

（ 2） 入れ子の表に対する操作インターフェイスのデザイン

（ 3） 操作内容（行や列の表示と非表示，レコードモードや

セルモードでの表示など）の情報の保存と再現の機能の実現

（ 4） 一部の行，列の開閉から，残りの行，列に対する操作

を推定するような機能のサポート

（ 5） 本研究で提案するような表示機能をWebページ側で

提供するようなページ作成のためのライブラリ，ツールの開発
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