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はじめに111

当部署では，当社のコア技術である画像技術を活用し
た携帯電話向けソリューションを長年にわたり展開して
いる。近年は主に法人向けのソリューションを開発して
おり，これまでにドキュメントを画像に変換し，配信す
る技術である「GT-Document」を開発し，主に企業内
のドキュメントを社外で閲覧するための技術としてサー
ビス展開を行なっている1）。

一方，ドキュメントと同様に業務上重要な社内リソー
スとして，イントラネット内の業務用Webシステムが
存在する。この内，社外での利用要望の強いWebシス
テムとして，例えば，勤怠登録，グループウェア，営業
管理・支援システム，決裁・承認システムなどがあげら
れる。業務用途に浸透している携帯電話を使えば，社外
での空き時間にこれらのWebシステムにアクセスする
ことにより業務の効率化が期待できる反面，携帯電話の
性能上の制約から，PC用に作られたWebシステムを直
接携帯電話で活用することはむずかしい状況にあった。 
 

また，社外での利用のために，携帯電話専用のWebサ
イトの構築などもしばしば行なわれているが，導入・運
用に伴うコストが課題となっていた。

そこでわれわれはGT-Documentにつづく技術とし
て，PC用Webサイトを直接携帯電話で閲覧・操作する

「GT-Browser」技術を開発し，携帯電話で社内のWeb
サイトを社外で利用するサービス「Keitai Remoteイン
トラアクセス」として商品化を行なった（Fig. 1）。本報
告では，GT-Browserの概要と特長を解説する。

Fig. 1 Keitai Remote INTRA-Access based on the GT-Browser 
technology.
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GT-Browserはサーバ上でWebサイト画面を構築し，
携帯電話でのPC向けWebサイトの閲覧，操作を可能と
するサーバサイドWebブラウザである。

一般的に利用されている携帯電話用Webブラウザは，
Webサイトの情報を携帯電話に直接受信し，画面の構
築・描画を行なう。しかし，PC用のWebサイトを表 
示･操作可能なブラウザを，PCに比べて性能の低い携
帯電話上で実現することは容易ではなく，画面の表示崩
れや操作できない部分が生じるなどの問題が発生してい
た。また，企業内のイントラサイトなどにある機密性の
高い情報を社外で利用する場合，携帯電話に社内の情報
が直接送信されてしまうため，ブラウザの利用履歴など
からの情報漏洩のリスクが存在していた。

これらの問題に対し，われわれは携帯電話とWebサー
バの間に中間サーバを配し，Webサイトの画面構築・
描画を高性能なサーバマシン上で実施するサーバサイド
レンダリングという手法を採用することにより，PC用
のブラウザと同等の表示再現性を実現した。また，GT-
Browserはサーバ上でWebサイトの情報を画像に変換
することにより，携帯電話に直接Webサイトの情報が
送信されない，シンクライアント型のブラウザである点
も重要なポイントである。

システム構成，および動作フロー311

前述のとおり，GT-Browserは主にWebサイト閲覧用
の携帯電話と，Webサイトを携帯電話用に変換するGT-
Browserサ ー バ に よ っ て 構 成 さ れ る。Fig. 2にGT-
Browserのシステム構成例と動作フローを示す。本構成
例では，当社の運用するデータセンターを経由して，顧
客のデータセンター内にあるWebサーバにアクセスす
る場合を想定している。以下に，Fig. 2の動作フローに
ついて詳述する。

Fig. 2   System configuration of GT-Browser.

①Webサイト情報の取得
PC向けWebサイトを閲覧するにあたり，まず携帯電

話からのリクエストに従い，GT-Browserサーバが閲覧
対象となるWebサイトのサイト情報（HTMLファイル，
Javascript，スタイルシートなど）を取得する。

②Webサイトの画像化・インタフェース情報の抽出
GT-BrowserサーバはWebサイトのサイト情報を元に

Webサイト画面を構築する。その後，画面を携帯電話
向け画像に変換すると共に，携帯電話から操作するため
のインタフェース情報の抽出を行なう。

③携帯電話への配信・表示
携帯電話は抽出されたWebサイトの画像とインタ

フェース情報をGT-Browserサーバより取得する。取得
した画像とインタフェース情報は携帯電話にあらかじめ
インストールされたアプリケーション上に描画される。
アプリケーション上の画面イメージをFig. 3に示す。こ
のように，PCで通常利用する画面と同等の画面を携帯
電話上のアプリケーションで表示することができる。

Fig. 3   Snapshot of the GT-Browser screen.

ま た，Webサ イ ト で 多 用 さ れ る さ ま ざ ま なGUI
（Graphical User Interface）を，抽出されたインタフェー
ス情報を元にアプリケーション上で構築することによ
り，Webサイトの操作が可能となる（Fig. 4）。ここで
いうGUIとは，例えばアンカーリンク，テキストボック
ス，ラジオボタン，セレクトボックスなどである。

Fig. 4   Interface of GT-Browser.

④携帯電話からの操作の反映
携帯電話上でのインタフェースの操作はGT-Browser

サーバに送信され，Webサイトの操作として反映され
る。本操作による画面遷移後に，Webサイトの画像情報，
およびインタフェース情報の再取得が行なわれ，携帯電
話のアプリケーションに表示される。
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技術特長411

GT-Browser技術の特長として，下記があげられる。

①PCと同等の操作性
PC用Webサイトをそのまま表示できるため，カーソ

ル操作によりPCと同じ操作性でWebサイトの閲覧がで
きるほか，携帯電話用のWebサイトを作成する必要が
ないため，Webサイトの導入・運用コストが不要な点
がメリットとしてあげられる。また，カーソルで操作す
る方法以外に，携帯電話上での操作に配慮した複数の操
作モードを提供している。

②スムーズな画面操作
携帯電話で表示されるWebサイトは画像で表示され

ているため，スムーズな拡大縮小が可能である（Fig. 5）。
また，画像配信に伴う通信量を削減し，高速な表示を可
能とするため，携帯電話での表示に必要な最低限のサイ
ズで画像が送信される。これにより，一定以上画面を拡
大すると表示がぼやけるため，拡大画面の画像を再取得
することで，高品質の画面表示を行なう。

Fig. 5   Expand/shrink a screen image on GT-Browser.

③高いセキュリティ
GT-Browserはサーバで生成したWebサイト画面を表

示，操作するシンクライアント型の技術である。そのた
め，例えば従業員や取引先の連絡先など，Webサイト
の情報が直接端末に送信されることはない。また，アプ
リケーション終了と同時に受信した画像などはすべて消
去されるため，携帯電話上に履歴などが残ることもなく，
情報漏洩の心配がない。サーバ上でのWebサイト画面
構築や操作に利用するWebサイト情報についても，利
用ユーザごとに管理し，利用後は確実に消去される。こ
のため，重要な情報を含むWebサイトに関しても安全
に利用することができる。

④Webサイト上のドキュメント閲覧可
GT-Browserは同じくサーバ上でドキュメントの画像

化を行なうGT-Documentと連携することができる。こ
れにより，Webサイト上に添付されているドキュメン
トも携帯電話で閲覧することができる。

まとめ511

本報告では，画像技術を応用した，携帯電話による
PC向けWebサイト閲覧・操作技術であるGT-Browser
について解説した。本技術により，企業内にあるPC用
Webサイトの社外活用が促進され，セキュリティの観
点でも安全な形で業務の効率化を行なうことができると
期待される。今後，本技術の機能・性能の向上に尽力す
ると共に，携帯電話以外の端末上での活用やさまざまな
用途での利用も考慮しつつ，同技術を活用した市場開拓
を進めていきたい。

参考文献

 1)  大谷洋, 池谷直樹, 上杉英司, 浅井有人, 瀬川英生, 羽
田典久. 携帯電話における高精細ドキュメント
ビューアの開発. 富士フイルム研究報告. No.55, 
50-54 (2010).

（本報告中にある “JavaScript” はサン・マイクロシステ
ムズ・インコーポレーテッドの登録商標です。“Keitai 
Remote” は富士フイルム（株）の登録商標です。“GT-
Browser”，“GT-Document” は富士フイルム（株）によ
り商標登録出願中です。）


