
NEC技報Vol. 57 No. 6/2004

69

ユビキタスコミュニケーションサービス
―ウェブリメール/ウェブリアルバム―

BIGLOBE Ubiquitous Communication Service WebryMail & WebryAlbum

桑 原 晴 代＊ 箕 浦 　 敦＊＊ 田中栄市郎＊

Haruyo Kuwabara Atsushi Minoura Eiichiro Tanaka 

要　旨

ブロードバンド＆ユビキタス時代の到来で時と場所を選

ばずに快適に利用できるWebコミュニケーションサービス

のニーズが高まりつつあります。BIGLOBEでは，「ウェブ

リ」シリーズとして，Webメールを中心としたコミュニケ

ーションサービスの整備および拡充を行いました。

本稿では，メールソフトと同様な使い勝手とユーザイン

タフェースを提供するWebメール「ウェブリメール」と，

スタイリッシュで操作性に優れたオンラインアルバム「ウ

ェブリアルバム」について，その開発背景，コンセプトお

よび特長を紹介します。

With the emerging era of Broadband/Ubiquitous net-

working, the needs are arising for web-based services

that can provide users means for communications that

are accessible at anytime anywhere.

This paper introduces the development background,

the concept and key features of our webmail service

called“WebryMail”which can operate like ordinary e-

mail client software offering a superb user experiences

and of our online album service called“WebryAlbum”

which offers excellent operativity with style.

1．まえがき

インターネットの普及とブロードバンド化によってWeb

コミュニケーションサービスは時と場所を選ばず快適に利

用できることが重要なポイントとなります。そのなかでも

家や会社だけでなく，出張先や旅行先でも簡単に，そして，

快適にメールを閲覧したいというニーズが高まりつつあり

ます。そのため，Webメールの高機能化に各ISPが取り組

み始めています。

一方，デジタルカメラ/カメラ付き携帯電話の普及によ
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り，これまでのテキスト中心のコミュニケーションに加え，

画像を中心としたコミュニケーションが今後ますます活性

化していくと思われます。

本稿では，BIGLOBEが提唱するコミュニケーションサ

ービス「ウェブリ」シリーズのうち，Webメールサービス

「ウェブリメール」と，Web上で画像を中心にしたフォト

コミュニケーションが可能なオンラインアルバムサービス

「ウェブリアルバム」を紹介します。

2．「ウェブリ」シリーズ

BIGLOBEの提唱する「ウェブリ」とは“Web”を通し

て“いつでも，どこでも，だれでも（Every）”快適に利用

できるコミュニケーションサービスという意味を込めて作

った造語です。

ウェブリの基本コンセプトは，複数のコミュニケーショ

ンサービス間を連携し，操作性の統一，ユーザデータの共

有を図ることです。BIGLOBEでは，Webメールサービス

をウェブリの中核サービスとして位置付け，高機能Webメ

ールの提供を2003年6月に開始，2004年3月にブログやア

ルバム連携機能を強化しました。

まず，ウェブリメールについて説明します。

3．既存Webメールサービスの課題

従来のHTMLベースのWebメールサービスには以下の

問題点がありました。

（1）使い勝手の悪さ

HTMLベースで作成されているため，通常のメールソフ

トとは異なるユーザインタフェースとなり，使い勝手が悪

い。メール作成中に，別のメールを見たりすることなども

できない。

（2）処理の遅さ

ユーザが操作を行うたびにサーバとの通信が発生し，画

面の切り替え処理が終了するまで待たされる。

〈個人向けサービス〉
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（3）複数メール閲覧不可

他社ISPも含めた複数メールが一括して閲覧できない。

4．ウェブリメールの特長

第3章で述べたWebメールの課題を踏まえ，ウェブリメ

ールのサービスデザインの方針を以下のように決めました。

①　Macromedia Flash（Flash）を採用

②　処理の高速化

③　複数アドレス対応

4.1 Webメールの枠を超えた高いユーザビリティ

ウェブリメールは，ユーザインタフェースにFlashを採

用することにより，使い慣れた一般的なメーラーと遜色な

いユーザインタフェースを実現しています。

（1）3ペインで直感的に操作

多くの一般的なメーラーが採用している3ペインのイン

タフェースで構成されており，初めて使う際も直感的に操

作することができます。メール作成時には，Flash内で，メ

ール作成用ウィンドウが別途表示されるため，メール作成

しながら別のメールを参照するといったこともできます。

（2）グラフィカルで視認性の良いナビゲーション

「受信」「送信」「返信」「転送」といったよく利用する基

本機能のボタンをアニメーションアイコンにしました。ボ

タンの機能が容易に推測できるため，操作性の向上にもつ

ながりました。

図1にウェブリメール画面を示します。

4.2 高速化処理

ウェブリメールでは，通常のメールソフトと同様な操作

感を体感してもらうため，すべての処理において徹底的な

高速化に取り組みました。

（1）サーバ全体

ウェブリメールのサーバ側は，Perlでプログラムされて

いますが，HTTPサーバApacheの拡張モジュールmod_perl

を使用することにより，Perlスクリプトをコンパイル済み

状態でメモリに持つことができ，高速に処理できるように

しました。

（2）ログイン処理の時間短縮

大量のメールがメールボックスにあると，すべてのメー

ルのヘッダ取得に時間がかかります。そこで，ログイン直

後のメール一覧表示では，ウィンドウに表示可能なメール

数だけをPOPすることで，高速化を図りました。

（3）Flashクライアント軽量化

Flashクライアントは，テキストの処理が非常に遅いと

いった特性があります。多量のテキストをいくつかに分割

し，メモリに退避する処理とXMLの処理を独自ライブラ

リに処理させることで高速化を図りました。

（4）メール受信

メール受信時は，まずFlashクライアント内のキャッシ

ュを検索し，次にサーバの暗号化されたキャッシュを検索

することによりPOPサーバへのアクセスを最小限に抑えて

高速化を図りました。

（5）画面レスポンス

サーバとの通信は，メール受信など必要な時に必要な量

だけにとどめ，画面切り替えなどでは発生しないため，高

速なレスポンスが可能となりました。

これ以外に，処理待機中はアニメーションを表示するこ

とでユーザの体感速度の向上を図りました。

4.3 複数メール対応

ウェブリメールはBIGLOBEのメールアドレスに加え他

社のメールアドレスを合わせて8アドレスまで登録できま

す。すべてのメールがメールアドレスごとに分かれて表示

されるため，複数のメールをウェブリメールで一元管理す

ることができます。

5．既存オンラインアルバムの課題

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話の普及により，画

像によるコミュニケーションが活発化しつつあります。し

かし，単にメールに画像を添付して送信したり，一部のユ

ーザがホームページに写真を掲載したり，といったことに

とどまっています。このような背景から，オンラインアル

バムサービスが国内でも開始され始めました。しかし，従

来のオンラインアルバムでは，次の問題点がありました。

（1）表現力の乏しさ

HTMLの画面に単に写真やテキストを配置しただけで表

現力に乏しい。

（2）写真の編集操作が煩雑

写真の配置の位置を変えたり，コメントをつけたりとい

った操作をHTMLの画面で行うため，編集操作が非常に煩

雑で，複雑になっている。

（3）閲覧者の反応が分からない

写真を見た人がどのような感想を持ったのかが分かりに

くい。

図1 ウェブリメール画面
Fig.1 WebryMail screen.
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ダイアログベースで，タイトルやコメント入力，画像回転

といった編集作業が一般的なパソコンのアプリケーション

と同様に，直感的なマウス操作によって快適に行うことが

できます。

6.3 ウェブリブログ連携

閲覧中の写真に閲覧者がウェブリアルバムの写真ごとに

トラックバックまたはコメントを投稿することができます

（フォトブログ機能）。コメントやトラックバックは，図2

のように，写真の上にオーバーラップして表示されます。

設定により，これらの機能はOFFにすることもできます。

さらに，ウェブリブログと次の連携を図っています。

（1）ブーメランコメント

閲覧中の写真にブーメランコメント（簡単トラックバッ

ク）のフォームが用意されており，ウェブリブログへのト

ラックバック投稿が簡単にできます。

（2）テーマ連携機能

アルバム単位で，ウェブリブログのテーマを設定できま

す。公開設定していると，ブログのテーマポータルにアル

バムのサムネイルとリンクが表示されます。

（3）登録写真を自分のウェブリブログに直接投稿可能

ウェブリアルバムの公開した写真を使って，ウェブリブ

ログへの写真付き記事作成が編集画面からできます。

（4）個人ホームページやウェブリブログへのリンク

アルバムビューワーにウェブリブログや個人ホームペー

ジのURLボタンを表示することができます。

6.4 ウェブリメールとの連携

アルバム編集の作業シーンを考えた場合，メールとアル

バムの親和性が高いことに着目し，ウェブリメールと機能

を連携することにより利便性を向上しました。

6．ウェブリアルバムの特長

前述の課題を踏まえ，以下の方針の元にサービス設計を

行いました。

①　Flashの豊かな表現力を生かし，アルバムサービス

として高い質感を出す

②　直感的で簡単な編集インタフェースの提供

③　ウェブリブログ連携

④　ウェブリメールとの連携

6.1 豊かな表現力

ウェブリアルバムは，図2のようにウェブリメールと同

様に，Flashを採用することで，写真の美しさを最大限に

引き出し快適に鑑賞できます。閲覧時には次の特長があり

ます。

（1）7つの表示モードを採用

1つの写真をじっくり見る，たくさんの写真を一覧する

など閲覧者は希望の表示モードに切替可能です。「スライド

ショー」「サムネイル」「スクロール」など，7つの表示モ

ードが用意されています。たとえばスライドショーモード

では次々と写真が自動的に表示されるため，映画鑑賞のよ

うな気分でゆったり見ることができます。

（2）4種類のアニメーション効果

写真の切り替え時のアニメーション効果を「フェイドイ

ン/アウト」「ワイプ」など4種類から選択可能です。アル

バム作成時に作成者がアルバムの内容に合わせて選択でき

ます。

6.2 優れた操作性

ウェブリアルバムの編集画面は，ウェブリメールと同様

にFlashクライアントによるユーザインタフェースを採用

しています（図3）。

アルバムの内容を編集する場合，比較的頻繁に様々な操

作が行われます。ウェブリアルバムでは，写真の順番の入

れ替えがドラッグ＆ドロップでできること，写真の編集は，

図2 ウェブリアルバム閲覧画面例
Fig.2 WebryAlbum (viewer) sample.

図3 ウェブリアルバム編集画面
Fig.3 WebryAlbum (Editor) screen.
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（1）画像添付ファイルからの登録

ウェブリメールで受信したメールに添付された画像デー

タをドラッグ＆ドロップでアルバムに保存することができ

ます。

（2）アルバムURL通知

アルバムを選択して［お知らせ］メニューボタンをクリ

ックするとアルバムのURLがあらかじめ記述されたメール

作成ウィンドウが起動し，メールを送信できます。

7．ウェブリメール/アルバムのアーキテクチャ

本章では，ウェブリメールおよびウェブリアルバムを提

供するシステムのアーキテクチャについて説明します。

ユーザが操作するサービス画面は，HTML上に埋め込ま

れたFlashプログラムにより生成されます。サーバ側プロ

グラムはApacheの拡張モジュールmod_perl上で動くPerl

スクリプトです。クライアント・サーバ間の通信はHTTPS

プロトコル上でXMLを使用して行われます。

データはストレージ上に個人領域と共通領域に分けて保

存されます。個人領域は各個人ごとにディレクトリに分け

られ，ユーザ個人に関連するデータが保存されます。共通

領域には，高速化のためのメールキャッシュや，アルバム

新着一覧リストなどが格納されます。

メール送受信のためのSMTP，POPサーバはBIGLOBEの

メールサーバを使用しています。容量管理のためにウェブリ

ディスク管理サーバとHTTPプロトコルで通信し，ブログ

との連携のためにウェブリブログのサーバとはHTTPSプロ

トコル上で主にXMLを使用して通信しています（図4）。

8．利用効果

ウェブリメールではFlashの特性を効果的に利用し，ユ

ーザが使い慣れたユーザインタフェースが実現できたこと

により従来に比べ操作性が飛躍的に向上しました。

さらに，ウェブリメール上で複数のサービスが一元的に

利用可能となったことにより機能連携やデータ共有が進み，

利便性の向上と利用促進に効果をあげています。

特にウェブリアルバムはブログと連携したフォトブログ

機能により，単に写真を編集閲覧するだけでなく，ユーザ

どうしのコミュニケーションを活性化させるという相乗効

果をもたらしています。

9．むすび

ウェブリメールおよびウェブリアルバムでFlashの特性

を効果的に生かしたサービスを完成した結果，「画面が綺

麗」「速く感じる」「操作性が良い」と大変好評をいただき，

順調に利用者数を伸ばしています。

今後もBIGLOBEは革新的で利便性の高いコミュニケー

ションサービスを提供することにより，パーソナルソリュ

ーションサービスの拡大を図り，ユビキタスネットワーク

社会の実現に貢献していきます。

＊Macromedia および Flashは，Macromedia, Inc. の米国およびその他の
国における商標または登録商標です。

＊その他，記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。

図4 アーキテクチャ図
Fig.4 Architecture of WebryMail and WebryAlbum.
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