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あらまし ユーザが自分の興味を持ったコンテンツだけでなく，それに関連するコンテンツの RSSフィードも取得す

るには RSSリーダへの登録に手間がかかる．また RSSリーダが，更新の有無を確認するだけのために RSSフィード

配信サーバに無駄な通信処理をさせる問題も指摘されている．本研究ではこの問題に対し，筆者らが提案している協

調型Webアーキテクチャを用いた RSSフィード配信方式を提案する．本提案方式では，リンクで連結されたWebサ

イト間で更新情報の共有が，効率的な情報交換によって行われ，ユーザは興味のある１サイトのみをRSSリーダに設

定すれば，リンクによって関連付けられたWebサイトのRSSフィードを一切合財取得することができる．また，RSS

リーダにはリンク構造を基に RSSフィードを配置して表示する機能や，ユーザが無関心な RSSフィードの表示省略

を簡単に行える機能などを持たせることで，大量のRSSフィードを整理してユーザに提供することができる．提案方

式を試作システムとして実装し，その効果や問題点について事例を通じて考察する．
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Abstract Making catalog of RSS feeds to RSS reader is a time and effort consuming task for users who want

to obtain RSS feeds of contents they are interested in, as well as the ones relevant to their interests. Additionally

the problem, that RSS readers cause unnecessary extra loads at feed distributing servers while checking updates,

has been pointed out. In order to solve these problems, here we will propose a novel method to deliver RSS feeds

using previously proposed Cooperative Web Architecture. In this new method, linked websites share their renewal

information by means of efficient information exchange among them. Users registered to one website of their interest

can easily obtain all RSS feeds of the associated websites. Furthermore, RSS reader can be arranged to have features

like providing RSS feeds based on link structures or hiding specific feeds to users with no interest over them and

thus, the rearrangment and mass distribution of RSS feeds can be made possible. Here, we will also introduce

an implemented trial system based on the proposed method as well as its effects and problems using some case

examples.
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1. 背 景

Web上の情報は日々著しい勢いで増大しており，ユーザが自

分の嗜好にあった情報を入手することが困難になっている．こ

のため，ユーザが膨大な情報を効率よく閲覧することを支援す

るためのツールとして RSSリーダが普及している．RSSリー

ダはWebサイトが発行する RSS形式で書かれたデータ (RSS

フィード)の取得を行い，ユーザが見やすい表示形態に変換し

て提供する [1]．RSSフィードにはWebサイトの概要や更新情

報などを記載することができる．これによりユーザはコンテン

ツの内容を把握し，興味を持ったものだけを実際に閲覧すると

いうことが可能になった．

現在の RSS リーダはユーザが登録したWeb サイトの RSS

フィードのみを取得する．RSSリーダへの登録はWebサイト

のテーマとユーザの嗜好が一致したときに行われると考えられ

るため，Webサイトが発信する情報はほぼユーザの嗜好に沿っ

ていると言える．しかし登録されたWebサイトからの情報だ

けで，ユーザが満足する情報が得られるとは限らない．例えば，

Google [2]における関連ページは検索にヒットしたコンテンツ

だけでなく，そのコンテンツに関連する情報も同時に提供して

いる．このように単一の情報のみではなくそれと関連性を持つ

情報を同時にユーザに提供することは，ユーザの要求に答える

ために必要な機能であると言える．

Webにおける関連情報として、ハイパーリンクによって連結

されているWebサイト群が考えられる．ハイパーリンクはコン

テンツ間に関連性があることを示すものと言える．よってユー

ザが興味を持ったコンテンツのリンク先もまた，ユーザが興味

を持つ内容である可能性は高い．ハイパーリンクがコンテンツ

間の関連を表しているとして，意味的に類似したコンテンツ群

(Webコミュニティ)をWebリンク構造から抽出する研究は近

年多く行なわれている [3]- [8]．これらが示すように，関連コン

テンツを発見するためにはハイパーリンクが大きな役割を果た

している．ゆえに関連情報の収集にこれらを利用することは有

効なことであると言える．また，リンクによる関連性はユーザ

の嗜好と合致しなくとも，別の側面からの視点としてユーザが

興味を持つ可能性もある．つまり，ユーザが RSS フィードを

要求したコンテンツだけでなく，ハイパーリンクによって関連

付けられている他のコンテンツの RSSフィードもユーザにとっ

て有益なものとなり得る．

これらのことを基に，ユーザが RSS フィードを要求したコ

ンテンツ (中心コンテンツ)からハイパーリンクにより数ホップ

で到達できるコンテンツ (近傍コンテンツ)の RSSフィードを，

中心コンテンツの関連情報として取得するサービスが考えられ

る．しかし従来の RSS フィード配信方式で中心コンテンツと

近傍コンテンツの RSSフィードを取得するには，RSSリーダ

に多くのWebサイトを登録する必要があるが，これには問題

がある．1つはユーザの RSSリーダへの登録手間問題で，ユー

ザは複数の RSS フィードを取得するために，ハイパーリンク

を辿っては RSS リーダにWeb サイトを登録するという作業

を繰り返す必要がある．これはユーザにとって非常に負担とな

る．もう 1つはサーバのアクセス処理問題で，ユーザが要求す

る RSSフィードが増加する分 RSSフィード発信サーバへのア

クセスが増加し，サーバへの負担が大きくなる恐れがある [9]．

もともと一定時間置きにアクセスを行なう機能 (polling)を持

つ RSSリーダが与えるサーバへの負荷は無視できるものでは

なく，実際にサーバがダウンし，RSSフィードの内容を縮小せ

ざるを得なかった例もあるため [10]，現在の RSSフィード配信

方法で先ほど述べたサービスを行なうことは好ましくない．

本稿では筆者らの研究室で提案している協調型Webアーキ

テクチャ[11]を用いて，上記の問題を解決しつつサービスを実

現する RSS フィード配信方式を提案する．またこの方式に対

応した機能を持つ RSSリーダについても提案する．

また本提案方式の実装を行ない，提案方式の有効性，拡張性

について議論する．

2. 提案RSSフィード配信モデル

2. 1 概 要

本章では，背景で述べたサービスを可能とし，かつ問題点を

解決する RSSフィード配信モデルを提案する．

RSSフィードは RSS形式のファイルとして，他のコンテン

ツ同様Web上に独立に存在しているが，本来これはコンテン

ツの情報を示すものであるためコンテンツと一体で管理される

べきである．本稿では RSS フィードをコンテンツのメタデー

タの 1つとして扱い，コンテンツ自身にアクセスすることで得

られるデータとする．

本提案方式では，筆者らの研究室で提案されている協調型Web

アーキテクチャ(Cooperative Web Architecture，以下 CWA)

を用いる．CWAについての詳細は次節で説明する．CWAを

用いることにより，サーバは自身が保持しているコンテンツの

RSSフィードだけでなく，その近傍コンテンツの RSSフィー

ドも保持できるようになる．

RSSリーダがコンテンツに対して pollingによるアクセスを

行うと，対象となったコンテンツを持つサーバは対象コンテン

ツの RSSフィードと共に，その近傍コンテンツの RSSフィー

ドも同時に RSSリーダに提供する．RSSリーダがそれらの情

報をユーザに提供することで，ユーザは中心コンテンツと近傍

コンテンツの RSSフィードを全て閲覧することができる．

2. 2 協調型Webアーキテクチャ

CWAとはユーザの近傍検索や目的コンテンツへのナビゲー

ションのために，ユーザにコンテンツの周辺リンク状況とメ

タデータを提供する仕組みである．CWA においてサーバは，

Webのリンク構造 (Webグラフ)を分散的に管理する．具体的

にはサーバが，自身に保存されているWebコンテンツファイ

ルと共に，当該コンテンツを中心とし，そこからリンクの向き

に関係なくあるホップ数で到達できる範囲 (管理範囲) の部分

Webグラフ (近傍Webグラフ)を管理する．さらにサーバは近

傍Webグラフ中のコンテンツのメタデータも同時に管理する．

このような機能を持つサーバを AWSと呼ぶ．

コンテンツ内容の更新などに伴い，コンテンツに関するメタ

データが更新される．CWAにおいて各 AWSに保持されてい
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る共通のコンテンツに関するメタデータは，同一かつ最新のも

のである必要がある．これに対応するため，AWSには自身が

保持するコンテンツのメタデータの更新を検知したとき，その

メタデータを持つ他の AWSに更新を伝える機能を持つ．

上記のメタデータ配信を行うためには，あるコンテンツを管

理するAWSが，当該コンテンツのメタデータを保持するAWS

を把握している必要がある．ここで CWAでは，中心コンテン

ツからの管理範囲となるホップ数はどのコンテンツにおいても

等しく，コンテンツ aの管理範囲内コンテンツであるコンテン

ツ bにとって，コンテンツ aは必ず管理範囲内コンテンツとな

る．よって AWSは自身の保持するコンテンツのメタデータの

更新を検知したとき，当該コンテンツの管理範囲内コンテンツ

を保持する AWS に更新されたメタデータを送信することで，

更新メタデータを持つ AWSに更新内容を通知できる [12]．

2. 3 配信モデル

提案 RSSフィード配信方式を説明するために RSSフィード

配信をモデル化する．モデルにおいてはコンテンツをノード，

ハイパーリンクをリンクとすることで，Web をグラフとして

扱う．コンテンツは RSSフィードをメタデータとして持つが，

この様子をノードが自身の RSS フィードを保持していると表

現することとする．ノードは自身が表すコンテンツだけでなく，

複数コンテンツの RSSフィードを保持できる．

ユーザが RSSリーダを利用する方法は大きく 2つに分けら

れる．1つは，ブラウザやメーラなど，ユーザのローカル環境

にインストールして利用する方法である．これをクライアント

型 RSSリーダと呼ぶことにする．もう 1つは Bloglines [13]の

ような RSSフィード収集サイトが持つ RSSリーダを利用する

方法である．これをWebサーバ型 RSSリーダと呼ぶことにす

る．どちらも登録されたコンテンツに pollingを行なうことで

RSSフィードを取得するが，Webサーバ型 RSSリーダはさら

に pingの受信も行なうことができる．今回は通信時のモデル

として，RSSリーダはノードに pollingを行うことで，ノード

が保持する RSSフィードを入手できるとする．

RSSリーダはユーザがノードの登録を行うことで，当該ノー

ドに pollingを開始する．また，BloglinesのようなRSSフィー

ド収集サイトはRSSリーダの機能を持つコンテンツと言えるの

で，RSSリーダを持ったノードと見なせる．Webサーバ型RSS

リーダの場合，ユーザは要求するRSSフィードを持つノードを

RSSフィード収集サイトノードを通し，RSSリーダにノードの

登録を行う．ユーザはノードを見ることでコンテンツの情報を，

RSSリーダを見ることで RSSリーダが取得した RSSフィード

を把握することができる．

2. 3. 1 通 信 要 素

ここでモデルで用いる通信要素の特徴をまとめる．表 1は以

下を整理したものである．

• 既存方式の通信要素

– polling

RSSリーダが RSSフィードを取得する際に行う通信．コン

テンツに更新がなくても一定時間置きにノードにアクセスして

しまうため効率が悪い．

node

RSS feed

polling

user

look

WWW

local

link

RSS Reader RSS Reader

図 1 クライアント型
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図 2 Web サーバ型
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図 3 提案 RSS フィード

配信方式

– ping

ノードが RSS フィード収集サイトに自身のコンテンツの更

新を通知する際の通信．更新のときにのみ発生する通信なので

効率が良い．しかし RSSフィード配信サイトが RSSフィード

収集サイトの存在を認知している必要があるため，配信サイト

側の負担が大きくなるという欠点もある．

• 提案方式で新たに用いる通信要素

– ノード間メタデータ通知

提案方式で用いる，CWA による RSS フィードを含むメタ

データ配信時に起こる通信．当通信は各ノードの管理範囲が拡

大した場合や，コンテンツの内容が更新されたのを管理範囲

ノードに通知する際に発生する．このように更新通知が必要な

ときにのみ行われる通信なので効率が良い．

2. 3. 2 既存方式配信モデル

既存方式の場合，各ノードが保持する RSS フィードは，そ

のノードが示すコンテンツに関する RSSフィードのみである．

図 1はクライアント型 RSSリーダを用いて RSSフィードを

収集するモデルである．それぞれのユーザがある範囲の全ノー

ドの RSSフィードを入手するため，ユーザの RSSリーダは全

ノードに pollingを行っている．

図 2はWebサーバ型 RSSリーダを用いて RSSフィードを

収集するモデルである．RSS フィード収集ノードが，ある範

囲のノードを全て取得するために RSSリーダを用いているモ

デルである．中央のノードは RSSフィード収集ノードへ ping

サーバ登録をしており，更新のたびにその内容を送信する．

2. 4 提 案 方 式

提案方式では CWAを用いる．CWAにおいて AWSは自分

の管理するコンテンツに関する RSS フィードだけでなく，近

傍コンテンツに関する RSS フィードも取得，管理する．これ

により，中心コンテンツを持つサーバにアクセスするだけで近

傍コンテンツに関する RSS フィードを手に入れられる．また

それに伴い，RSSリーダに登録すべきコンテンツは中心コンテ

ンツのみでよいことがわかる．

以下ではこれをモデルを用いて説明する．

2. 4. 1 配 信 手 法

図 3は各ユーザがクライアント型 RSSリーダを用いて，あ

る範囲に存在する全ノードの RSS フィードを取得するモデル
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通知元 通知先 通知方法 通知先の認識 図の矢印

polling ノード RSS リーダ Pull 不要

ping/notification ノード RSS フィード収集ノード Push 手動

ノード間メタデータ通知 ノード ノード Push 自動

表 1 メタデータをやり取りする通信の特徴

である．

提案方式では CWAによりノード間メタデータ通信が行われ

る．この通信を用いて各ノードは自分の近傍ノードに，自身の

RSS フィードを配信する．これにより各ノードは自分の近傍

ノードの RSSフィードを得ることができる．すなわち，各ノー

ドは近傍ノードの最新 RSS フィードを常に保持している状態

となる．

RSS リーダがノードに polling を行うとノードが保持する

RSSフィードを全て取得できるので，ノード自身に関するRSS

フィードだけでなく，近傍ノードの RSSフィードも同時に取得

できることになる．図 3の場合，各 RSSリーダには左のノード

のみが登録されており，そのノードだけに polling行う．しか

し提案方式により，RSSリーダは他の 2ノードの RSSフィー

ドも取得できている．ユーザはこれを見ることにより，これら

全ての RSSフィードを閲覧できる．

2. 4. 2 ユーザの手間の削減

従来方式では，上で述べたように各ノードに自身のコンテン

ツの内容を示す RSSフィードしか保持されておらず，polling

を行うことで得られる情報は各 pollingの対象ノードに関する

RSSフィードのみである．よってユーザはリンクをたどり，関

係があると思われるノードを見つけて 1つ 1つ RSSリーダに

登録を行うことになる．これはユーザにとって大きな負担にな

ると言える．

提案方式では各ノードが自身の管理範囲すべてのノードの

RSSフィードを保持している状態であるので，pollingを行うこ

とでこれらのノードの RSSフィードをすべて取得できる．よっ

てユーザはわざわざリンクをたどりノードの登録を行う必要は

なく，ユーザの負担を軽減することができる．

図で説明すると，RSS リーダに登録されているノード数は

RSSリーダへの polling，ping矢印の数と等しいと見なすこと

ができるが，図 1，2において RSSリーダへの矢印は 3本必要

なのに対し，図 3では 1本となっている．

2. 4. 3 通信負荷の削減

• 通信回数の比較

通信負荷問題の改善についてクライアント型 RSS リーダと

提案 RSS フィード配信方式のモデルを用いて検証した．今回

は通信負荷を比較するためにノード間や，ノードと RSS リー

ダ間の通信回数を求める．これにより複数ユーザが興味のある

コンテンツ群の RSS フィードを取得する際に，クライアント

型 RSSリーダよりも提案 RSSフィード配信方式の方が通信回

数が少ない条件を求める．通信に際して発生するトラヒック量

は RSSフィードや近傍Webグラフのデータ量に依存し，比較

が困難なため本稿では議論しないこととする．

RSS リーダがコンテンツにアクセスする頻度を l[回/day]，

各コンテンツの平均更新頻度を r[回/day] とする．l < r の場

合，RSSリーダは更新ごとに RSSフィードをユーザに提供す

ることができず，コンテンツの更新が生じたときにユーザに通

知できるという RSSリーダの目的を十分達成することができ

ない．よってここでは l > r と仮定する．

他のパラメータを定義する．あるノード Cの管理範囲ノード

の数を N，その内ユーザが興味を持つコンテンツの割合を p，

それらのコンテンツの RSS フィードを取得したいとするユー

ザの数を U とする．

まず，クライアント型 RSS リーダの場合の通信回数を考え

る．ノード Cの管理範囲に注目したとき．各ユーザは自分の興

味のあるノードを RSSリーダに登録するため，RSSリーダに

登録されるノード，すなわち pollingを行うノードの数はNpで

ある．よって全RSSリーダにより発生する通信の回数はNplU [

回/day]と表せる．

次に提案方式の場合の通信回数を考える．各ユーザはノード

Cに登録すれば，興味のあるNpのノードの RSSフィード全て

を取得できることになる．これにはノード間メタデータ通知に

より，ノード C以外の管理範囲内ノードからノードCへ，ユー

ザが興味を持たないノードからの通知も含め，合計 (N − 1)r[

回/day]の通信が行われる．また，RSSリーダがノード Cにア

クセスすることによって初めてユーザにRSSフィードを提供で

きるが，それには lU [回/day]の通信回数が必要になる．よって

提案方式での通信回数は (N − 1)r + lU [回/day]と考えられる．

これによって導かれる，提案方式の通信回数がクライアント

型 RSSリーダの通信回数よりも小さい条件を考えると，

p > (1 − 1

N
)

r

lU
+

1

N
(1)

となる．ここで管理範囲内ノードが十分多い環境を考え，1/N

を無視することができると仮定すると，

p >
r

lU
(2)

のように式を置き換えられる．これによって示されることは

r/lU で示される割合よりも，提案方式で RSSフィードを取得

できるノードの内，ユーザが興味を持つものの割合が大きけれ

ばよいということになる．

これは例えば，あるノードを登録しているユーザが 1人いる

場合を考えたとき，そのノードの管理範囲内ノードが全て 1日

平均 1回程度更新される日記風のブログであり，かつRSSリー

ダが 1時間に 1度更新確認のために pollingを行うような環境

であるならば，U = 1，r = 1，l = 24となり，ユーザは取得し

た RSSフィードのうち 1/24以上を気に入るならば，提案方式

の方が優れていると言える．

また，あるノードが表すコンテンツの更新頻度と，RSSリー
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ダのノードへのアクセス頻度がほぼ同じであるとした場合でも，

そのノードを登録しているユーザが 100 人いるならば r = l，

U = 100となり，ユーザが取得したRSSフィードのうち 1/100

以上を気に入れば提案方式の方が優れていると言える．

以上のような環境は現実的にも十分考えられる環境であり，

提案方式による通信負荷の改善が見込まれると考えるが，コン

テンツの更新頻度や，RSSリーダの polling頻度，ユーザが管

理範囲内ノードの内，興味を持つ割合など具体的な数値が示せ

ないので明確に示すことができない．また，サーバ型 RSSリー

ダについては不明確なパラメータがさらに増えるため，まだ検

証を行えていない．これらの検証は今後の課題である．

• 人気コンテンツへのアクセスの分散

Webコンテンツの中で多くのユーザに興味を持たれるコンテ

ンツは人気コンテンツとされる．人気コンテンツがRSSフィー

ドを配信すると，多くのユーザが当該コンテンツをRSSリーダ

に登録するため大量の pollingアクセスが集中してしまう．さ

らに，この大量の pollingアクセスは一定時間おきに生じるの

で，サーバにとって大きな負担となる．

提案方式では人気コンテンツの RSS フィードが，リンク的

に近傍にあるコンテンツを RSSリーダに登録することでも取

得可能である．このため従来方式では人気コンテンツに集中し

ていた RSSリーダによる pollingアクセスを，他のコンテンツ

に分散させることができる．この結果，人気コンテンツを持つ

サーバの処理するアクセスが減少し，大量アクセスの集中によ

るサーバのダウンなどの事態の回避につながると考えられる．

3. 一切合財RSSリーダ

3. 1 概 要

従来の RSSリーダは登録されたコンテンツの RSSフィード

を取得するのみであった．この章で提案する一切合財RSSリー

ダは前章の提案 RSSフィード配信方式に対応した RSSリーダ

であり，登録されたコンテンツの RSSフィードだけでなく，リ

ンク構造的にその近傍に存在するコンテンツの RSS フィード

も同時に取得し，ユーザに提供する．

3. 2 RSSフィードの選別

提案方式により RSSリーダに登録したノードに pollingを行

うだけで，その近傍に存在するコンテンツの RSS フィードを

全て取得できるようなるが，コンテンツ間のハイパーリンクが

常にユーザの意図する関係を表しているとは限らず，不必要な

RSSフィードも多く取得してしまう．よって必要なRSSフィー

ドと不必要な RSS フィードが混在してしまうことで，ユーザ

が本当に入手したい情報を探すのに非常に手間がかかると考え

られる．ゆえに，よりユーザが目的の RSS フィードを見つけ

やすくする機能を付加した RSS リーダが求められる．以下で

はその機能を提案する．

• 木構造表示

リンクで連結されたノードは何かしらの関係があると見なす

ことができ，リンクをたどることで関連コンテンツを発見でき

る．しかし途中でユーザが興味を持たないノードにたどり着い

た場合，それ以降のホップでたどり着けるノードはそのノード

に関係するノードであると考えられ，ユーザが興味を持つ可能

性は低い．

そこで RSS リーダが取得した RSS フィードを，指定した

ノードを根とした木構造状に表示する．ユーザが必要のないと

感じたノードを非表示設定にすると，そのノードを根とする部

分木がすべて非表示となる．これにより不必要であると考えら

れる RSSフィードをまとめて非表示にできる．

この方法はWebリンク構造が複雑化しても，ユーザが自分

で非表示にする範囲を指定して，複数のRSSフィードをまとめ

て非表示にできるという点が利点となるが，ユーザはWebリ

ンク構造をある程度眺めて取捨選択を行なう必要があるため，

やや手間がかかる．

• ホップ数制限

指定ノードからのホップ数が大きいノードほど，指定ノード

との関係が薄れ，ユーザにとって興味のないものとなる可能性

が高い．そこでユーザがホップ数を指定することで，RSSリー

ダが取得した全 RSSフィードの内，指定ノードからのホップ数

がユーザの指定したホップ数以内になるもののみを表示させる．

この方法では木構造表示によるものと違い，大量の RSS

フィードを一度に非表示にすることができるためユーザの手間

は少ないが，Webリンク構造に対して柔軟ではないので，ユー

ザが興味を持つはずの RSS フィードも非表示としてしまう可

能性が高い．

• Webコミュニティの抽出

Web リンク構造等を基にWeb コミュニティの抽出を行う．

そして抽出した Web コミュニティごとに RSS フィードをま

とめてからユーザに提供する．こうすることで取得した RSS

フィードがある程度ジャンル分けされ，見やすい形でユーザに

提供される．現在提案されている方法では，Webコミュニティ

抽出の方法は完全に自動で行なわれるものが多く，ユーザの手

間を必要としない．

今回は実験的に木構造表示による RSS フィード閲覧機能を

採用する．Webコミュニティ抽出も併用することでよりユーザ

の閲覧を支援することができるが，Webリンク構造によって効

果が様々に異なってくることが予想されるため，今回は比較的

効果が判断しやすい木構造表示のみを採用し，検証を行う．

3. 3 関 連 研 究

3.2節で述べたように，本提案方式によってWebグラフ上で

の近傍Webサイトの RSSフィードが得られることと，意味的

なフィルタリング手法との本質的な関連はない．しかし実用上

の観点からは，大量の情報から必要な情報を取捨選択する本質

的な問題であると言える．ここでは，他の大量の RSSフィード

をフィルタリングしてユーザに提供する研究について触れる．

文献 [14] では，ユーザが過去に閲覧した RSS フィードか

らユーザの嗜好をプロファイリングし，新たに取得した RSS

フィードの要素とユーザの嗜好を比較することで，この RSS

フィードをユーザに推薦するかどうかを判定できるツールを提

案している．この方式では，推薦される RSS フィードはユー

ザが RSSリーダに登録したWebサイトから提供されるもので

あるため，ユーザは自分の興味のある情報を高い頻度で配信し
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てくれるWebサイトを発見するか，とりあえず大量のWebサ

イトを登録する必要がある．よってユーザがWebサイトを発

見する手間は残される．しかし本提案 RSS フィード配信方式

では，登録Webサイトと関連するWebサイトの RSSフィー

ドを一切合財収集してくれるため，そのような手間が削減され

ると言える．よってこの方式は大量の RSS フィードを処理す

るのに適しており，筆者らの提案する RSS フィード配信方式

に利用できると考えられる．

4. 試作システム

4. 1 シ ス テ ム

提案方式を実現するため，WebサーバにWebグラフと RSS

フィードの管理機能を追加する形で実装する．また，RSSリー

ダ機能についてもWebサービス型として実装する．

WebサーバはWebグラフ管理機構，RSSフィード管理機構，

RSSフィード提供機能の各モジュールから構成され，それぞれ

Webグラフの管理，必要な RSSフィードの管理，クライアン

トリクエストに対する応答を主に担当する．

RSSリーダはコンテンツ登録機能，RSSフィード表示機能，

RSSフィード取得機能により構成され，各部は RSSフィード

を取得するコンテンツの登録，取得している RSS フィードの

表示，各Webサーバへのリクエスト送信を行なう．

4. 2 vAWSモジュール

本来 AWSの機能はサーバの機能と一体で動作するべきもの

であるが，導入のしやすさから virtualAWSモジュール (以下

vAWS) を用いる．vAWS は自サーバが保持している HTML

コンテンツから周囲 nホップのWebグラフを維持，管理でき

るモジュールである．また，ディレクトリ単位でWebリンク

情報を管理できる機能を持つ．CGI/perlが動作するWebサー

バにおいて，perlによる CGIプログラムを適当なディレクト

リに配置し，これを設定するデータファイルを vAWS を導入

したいディレクトリに配置することで CWAの機能を実現でき

る．1つのサーバに複数の仮想的な AWSを表現することも可

能になっている．vAWSが保持する機能は以下の 4つである．

• HTMLコンテンツのアップロード時に HTMLからリン

ク情報を抽出し，Webグラフに反映させる機能．

• HTML コンテンツの削除時に，それにともなうリンク

構造の変化をWebグラフに反映させる機能．

• 他 vAWSから送られてくるWebリンク情報を，保持し

ているWebグラフに反映させる機能．

• 自サーバのWebグラフ更新時にリンク情報の変更を必

要な他サーバに送信する機能．

vAWSはコア機能であるWebグラフの管理機能のみが動作

する状態であったので，これに CWAにおけるメタデータ管理，

配信機能の実装として RSS フィード管理，提供機能を追加し

た．追加した機能を以下に示す．

• 他 vAWS から Web グラフと共に送られてくる RSS

フィード群を読み込み，データベースへ送る機能．

• 自サーバの RSSフィードの更新機能．

• 自サーバの RSS フィード更新時に，必要な他サーバに

Web-Graph 
management system

RSS feed 
management system

RSS feed providing system

Data
Base

RSS feed collecting system

URL entry 
function

Display feeds 
function

List of 
URL

RSS 
feed

Web-
Graph

URLs

Display

URLs
Web-Graphs
RSS feeds

Web-Graphs

RSS feeds

vAWS

RSS Reader

Read, Write
RSS feeds

RSS data

other
vAWS

User

図 4 システムブロック図

RSSフィードを通知する機能．

これにより，各サーバが保持コンテンツの近傍コンテンツの

RSS フィードを保持することができるようになる．以下では

vAWSの機能を，図 4のシステムブロック図を基に具体的に説

明する．

4. 2. 1 Webグラフ管理機構

Web グラフの維持，管理機能を受け持つ部分である．Web

グラフはデータベースに保持されており，必要なときに追加，

削除，更新が行われる．このデータベースに管理されている各

コンテンツの管理範囲を基に RSS フィードの通知範囲が決め

られる．

4. 2. 2 RSSフィード管理機構

RSSフィードの維持，管理を行う機能を受け持つ．サーバが

保持する RSSフィードは，Webグラフの構造変化によって新

たに管理範囲にノードが追加されたときや，管理範囲内の RSS

フィードが更新されたときに追加される．これらの得られた

RSSフィードはデータベースに保存され，Webグラフの同期

時や，提案 RSSリーダが自サーバの RSSフィードを取得する

際に呼び出される．

4. 2. 3 RSSフィード提供機構

指定したコンテンツの管理範囲内コンテンツのRSSフィード

を提供する機能を受け持つ．RSSリーダが必要な RSSフィー

ドを一切合財入手するときに使われる．自サーバの持つコンテ

ンツの URLを入力とし，データベースにアクセスし，そのコ

ンテンツの近傍Webグラフと近傍コンテンツの RSSフィード

を返す．

4. 3 RSSリーダモジュール

次に RSSリーダモジュールを図 4を基に説明する．このモ

ジュールを適当なディレクトリに配置しブラウザでアクセスす

ることでWebサーバ型 RSSリーダと同様の動作を行える．
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図 5 RSS フィード登録画面

図 6 RSS フィード選択画面

4. 3. 1 コンテンツ URL登録機能

ユーザが RSSリーダに RSSフィードを取得したい URLを

登録する機能を受け持つ．登録された URLのリストは保存さ

れ，これを基に RSSリーダは pollingを行う．

4. 3. 2 RSSフィード取得機能

vAWSから RSSフィードをまとめて取得するための機能を

受け持つ．vAWS が持つ RSS フィード提供機能部に URL を

指定してアクセスすることで，指定コンテンツの近傍Webグ

ラフと，近傍コンテンツの RSSフィードを一切合財取得する．

得られたWebグラフと RSSフィードは保管され，ユーザに提

供する際に呼び出される．

4. 3. 3 RSSフィード表示機能

ユーザに RSSフィードを提供する機能を受け持つ．ユーザは

画面を見て得られたRSSフィードを確認できる．指定したコン

テンツの近傍の RSS フィードを一切合財表示するため，ユー

ザにとって不必要な RSSフィードも表示される可能性が高い．

よって大量の RSSフィードをフィルタリングする必要がある．

今回の実装で用いる方法，効果は次章で述べる．

4. 4 機 能 事 例

実際のWebのリンク構造の一部を vAWS上に再現し，RSS

フィードの取得を行なう様子を示す．今回のシステムの使用例と

して 2007年 1月 5日における「夕刊フジ」(http://www.yukan-

fuji.com/)の最新記事公開サイトを中心ノードとし，記事に関

するトラックバックなどをリンクとしてWebからリンク構造

抽出し，vAWS上に再現した．

RSSリーダはリンク構造を基に RSSフィードを表示するが，

途中 RSSフィードを配信しないサイトが含まれると RSSリー

ダはノードに対応するデータを持たないのでWebリンク構造

を完全に表現できない．これに関しては，ノードと RSSフィー

ドが同時に管理されることを利用し，RSSフィードを配信しな

いサイトに関しては HTMLの titleタグの部分を RSSフィー

ドの内容として扱うなどすることで解決できると考えられる．

また，なんでも RSS [15]のように HTML内の情報を分析して

RSSフィードを作成する方法もある．今回は簡単のためにRSS

フィードを配信できるサイトのみをデータとして扱った．これ

には夕刊フジ最新記事公開サイト，トラックバック先のブログ，

ブログと同カテゴリに属する他のブログ最新記事公開サイトな

どが含まれる．

ユーザは RSS フィードを取得したいコンテンツの URL を

RSSリーダに登録する (図 5)．RSSリーダはその URLを登録

コンテンツリストに書き込む．pollingによる通信を開始すると

き，RSSリーダはそのリストに載っている各 URLのコンテン

ツを保持するサーバにアクセスする．vAWSの RSSフィード

提供機能によってWebグラフと RSSフィードを取得した RSS

リーダは，自分のデータベース部分にそれぞれを保管しておく．

ユーザは閲覧したい RSSフィードを選択すると (図 6)，画面右

側に RSSフィードの更新情報が表示され，画面左に近傍 RSS

フィードが木構造状に表示される (図 7)．この画面において，

未読は太字，既読は標準のフォントで表示される．

図 7における近傍 RSSフィードは主に「夕刊フジ」の記事

に関する意見などを書いたブログである．1ホップ目の全 RSS

フィードは根ノードである「夕刊フジ」のいずれかの記事に関

連している．例のとしては，「takashio君のコラム RSS」と「あ

おのり世相をぼやく」の最新情報に，中心コンテンツの記事の

1つである「ケータイのキー音を消さない人たち」に関するヘッ

ドラインが含まれていた．このようにお互い関連のあるサイト

の RSSフィードをまとめて入手できていることがわかる．

4. 5 非表示設定の効果

前章のようにニュース記事を中心コンテンツとして設定した

場合，様々な内容の RSS フィードを同時に取得してしまって

も，それはユーザの意図したものであるので不利益なものでは

なかった．ここで，例えば「こころ模様。～second season～ 」

を中心コンテンツとし，このブログに関係する記事のみを取得

したいとする．このとき，リンク先である「夕刊フジ」の RSS

フィードはブログと関係の無いものがほとんどであり，「夕刊

フジ」とリンクしている他のブログも含め大量の不要な RSS

フィードが混ざってしまう (図 8)．これによりユーザの RSS

フィード閲覧を妨げてしまう．

ここで RSSリーダの非表示機能を用いる．非表示機能とは，

ある RSSフィードを選択すると，その RSSフィードを配信し
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図 7 RSS フィード閲覧画面

図 8 非表示設定前 図 9 非表示設定後

ているサイト以降のホップの RSS フィードを非表示にするこ

とができる (図 9)．これによりユーザが必要としている部分の

リンク構造がより簡潔に示されるようになった．

5. 結 論

本稿ではまず，特定のコンテンツだけでなくその近傍の RSS

フィードを一切合財入手することの有効性を示した．

次に，それを既存の RSS フィード配信方式で行う際の問題

点を挙げ，それを解決するための RSS フィード配信方式を提

案した．さらに提案方式に対応した RSSリーダについて述べ，

大量の RSSフィードを扱うための方法に対して検討を行った．

最後に試作システムを実装し，実際のWebリンク構造を再

現し，RSS フィード取得を行って効果を確認した．また RSS

リーダの表示を操作し，効率的に RSS フィードを閲覧できる

ことを確認した．

今回の試作システムでは木構造表示のみで RSS フィードを

整理したが，その他にも RSSフィードを整理する機能を RSS

リーダや RSSフィードを提供するサーバに付与することによっ

て，さらにユーザが利用しやすい仕様へと改善できる．

RSSフィードを整理するために利用できるものとしてリンク

が考えられる．すべてのリンクを同等に見るのではなく，その

リンクが持つ情報を用いて RSS フィードを差別化することで

RSSフィードの整理をすることができると考えられる．例えば

双方向にリンクを張っているサイトを発見する手法が考えられ

る．このようなサイトは，一方向のみのリンクで接続されたサ

イト以上に関連性が強いと考えられる．さらにサイト内でのリ

ンクの出現順序も利用することができる．出現順序が近いと，

それらのリンク先サイトは関連性が強いことが考えられる．以

上のようなサイトを明示的に示したり，表示のときに近くに配

置することによってユーザの閲覧を補助することができる．

また，サイトの管理者の嗜好やユーザの嗜好を反映させて

RSSフィードを表示することも，ユーザの閲覧を補助する方法

として考えられる．サイト管理者は，そのサイトの近傍にある

サイトすべての RSSフィードを単純に提供するのではなく，管

理者の嗜好に合うように RSS フィードを選択して提供するこ

とで，より管理サイトの特徴を表現できる．他にも bookmark

サイトやお気に入りサイトなどを明示的に表示させることで，

これらが他よりも管理者の嗜好の反映されたサイトであること

をユーザに示すことができる．また，クライアント側でもユー

ザの閲覧履歴などを記録，分析してユーザが興味を持つと予測

されるものを優先的に表示させるという方法も考えられる．

以上のように，よりユーザが利用しやすいインターフェース

とするための拡張は多く考えられ，それらの機能の追加と効果

の検証は今後の課題である．
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