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Webブラウジングにおける優先度を考慮した
自動入力手法

中崎 太陽1,a) 石川 侑樹2,b) 久住 憲嗣3,c) 福田 晃3,d)

概要：近年，日常の中でWebページを閲覧する機会が増えているため，Webブラウザの時性を測定する
ことはWebページやWebブラウザの開発において重要な役割を果たす．研究の中にはブラウジングの際
に入力を与えることによりWebページの特性を測定するものがあるが，手動での入力では時間と手間がか
かる．そのため先行研究では，自動入力生成手法を提案しているがWebページ内の入力を網羅できないな
どの問題がある．本論文では課題を解決するための優先度を用いた自動入力システムを提案する．ユーザ
のブラウジングの際の視線に基づき，左側から順に優先度を設定し順番に入力を与えることで，Webペー
ジ内に含まれる全ての入力を可能な範囲で実行することができる．

キーワード：自動生成技術，プログラム解析・理解，利用者・コミュニテイ分析

Priority Based Automated Input Method for Web Browsing

Nakazaki Taiyo1,a) Ishikawa Yuki2,b) Hisazumi Kenji3,c) Fukuda Akira3,d)

Abstract: Nowadays measuring characteristics of Web browser plays an important role in developing web
pages and browsers because we massively browse web pages in daily life. Some literature measures the
features of Web browsers for each Web pages by giving input during browsing, but manual input requires
time and effort. Therefore, an automated input method is proposed in the previous research, but there are
problems such as not being able to cover the all possible input on the Web page. The paper proposes a
priority-based automatic input generation system to solve the challenge. The system inputs included in the
target Web page as much as possible in the order of the left to right of the page based on human sight.

Keywords: Automatic generation of software artifacts, Program analysis and comprehension,
User/community analysis

1. はじめに

近年，インターネットの普及にともないWebページの研
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究開発が盛んである [1] [2]．それにともない，ユーザによ

りWebページを対象とするブラウジングも行われている．

ブラウジングとは，WebブラウザによりWebページを表

示してその中に含まれる特性を計測することである．ユー

ザがWebページに入力を与えることで特性の変化を検出

する場合，その際にユーザが手動で入力を与えては時間と

手間がかかるため，手動入力に変わる手段が求められる．

ブラウジングを用いる例として，モバイルブラウジン

グにおける消費電力の要因とその分析手法 [3]では，Web

ページのライブラリと消費電力から相関性を見出す研究を

行っている．Webページのロード時の消費電力量を測定

し利用量を明らかにしているが，Webページ上でクリック
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などのユーザの入力を与える際の消費電力量を測定するに

は測定と入力を同時に与える必要があり，繰り返し与える

必要があるためユーザ入力の与え方が課題として残ってい

る．このことから，自動入力の必要性が求められる．

ブラウジング時のユーザ入力を自動入力により再現する

上で，Webページ上の入力の与え方が課題となる．Web

ページには，イベントリスナというユーザの入力を受け取

るための機能が含まれており，イベントリスナが発火する

ことでイベントリスナに登録された動作が実行される．An

Automated Input Generation Method [4]ではイベントリ

スナを発火させて自動入力を生成する方法が提案されてい

るが，Webページに含まれる全ての入力を対象とするもの

ではなく，ランダムで入力を与えている．そのために，入

力の重複が発生することやページ内の全イベントリスナを

発火できないという問題がある．Webページに入力を与

える上では，重複なく順番に入力を与える必要性が考えら

れる．

本研究では，自動入力を生成する手法としてユーザの使

い方に応じる優先度を用いた自動入力システムを提案す

る．優先度とはWebページに含まれるイベントリスナの

優先して実行されるべき度合いを示す．ユーザの視線分析

によりブラウジング時に画面左側から注目することが示さ

れているため [5]，本自動入力システムはWebページの画

面左側に配置されているイベントリスナほど優先度を高く

設定する．その優先度に従ってイベントリスナを順番に発

火させることで，ユーザの使い方に応じた入力を再現し，

Webページに対して入力を反映させることを目的とする．

本論文の構成は以下の通りである．第 2章では，自動入

力に関連する研究を説明する．第３章では関連研究を踏ま

えての本研究に対する問題提起について述べる．第４章で

は，関連研究における問題を克服したイベント自動システ

ムの手法を提案し，その概要を述べる．第５章では，その

提案手法をもとに設計した環境について説明する．第６章

ではWebページの世界アクセスランキング Top 50のうち

英語と日本語のページ 19を対象に設計したイベント自動

入力システムの評価を行う．第 7章では，本研究による得

られた成果と今後の課題について述べる．

2. 関連研究

An Automated Input Generation Method [4] では，

Chrome Developer Tools 上でブラウジングに特化した

入力の自動生成システムを提案している．システム全体の

構成として observe-select-executeサイクル [6]を使用する

ことで，対象のWebアプリケーションを解析しつつブラウ

ジングに対応する連続的な入力の自動生成を可能にする．

入力に対応したイベントは clickや mousedownといった

マウスイベントのみ，入力の与える順番は BiasedRandom

アルゴリズムという入力の重複を避ける形でシステムを実

装している．評価として手動の入力と入力の自動生成を比

較するため 8つの CMSを対象にコードカバレッジ計測を

行い，手動が 50.21%自動生成が 47.58%と手動入力に近い

結果を得ている．ただ，このシステムにはWebページに

含まれる全てのイベントリスナに対し入力を与える訳では

ないことや，キーイベントに対応していないという問題点

がある．次章でその問題点の掘り下げを行う．

3. 問題提起

後述する要求分析を示すために，HTML，JavaScriptと

は何かを順を追って説明する．

3.1 Webページの構成

Webページの基本的な構成や記述は HTML [7]によって

記述される．HTMLとは，Hyper Text Markup Language

のことを指す．HTMLだけでは色やレイアウトもなく単

純なWebページになるため，スタイルを指定する言語であ

る CSS(Cascading Style Sheets) [9]を利用することで文字

のフォントやデザイン，および要素のサイズを変更する．

JavaScript [8]は動的な振る舞いを記述する．Webページ

はこの三要素によって構成されている．そのうち入力に関

わる部分はHTML，JavaScriptである．入力の受け取り方

とその実行について次節以降で説明する．

3.1.1 HTML

Webページの構造はHTMLによって< >と</>のような

タグを囲む形で記述する．タグの要素としては<form>タグ

で入力フォームを設定する，<a>タグでWebページが遷移

するリンクを設定するといったものがある．HTMLで記

述された文書を操作するための仕組みは DOM(Document

Object Model)と呼ばれる．DOMはツリー状で表現され，

JavaScript で要素を取得および操作するために用いられ

る．画面の変化は DOMを比較することで観察することが

できる．

3.1.2 JavaScript

JavaScriptはWebページにおける動的な振る舞いを実

装するために記述される．HTMLだけではユーザの入力に

応じてページの表示を変更したり，時間が経つことにより

表示する画像を変更したりするといったことはできない．

そのような動作を可能にするものが JavaScriptである．

HTML上で指定した動作をイベントリスナとして受け取

り，それに対応した処理を JavaScriptによって行う．この

Webページに含まれているイベントリスナを実行しユーザ

の入力を再現することが，今回の自動入力の目的となる．

イベントは HTML上で onclickや onblurなどのイベン

トハンドラをタグに結びつけるか，JavaScriptで DOMと

結びつけて記述することなどによりWebページに組み込

まれる．Webページの中には www.youtube.comのように

独自のイベントリスナを含むページがあるため，自動入力
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図 1 イベントリスナの種類ごとの統計

Fig. 1 Statictics of event listeners

で全てのイベントに対応させることは難しい．そのために

対応させるイベントは多くのWebページに含まれるよう

な汎用性のあるものに絞る必要がある．

図 1は， 世界でアクセス数の多い日本語と英語のWeb

ページ 19ページのトップページを対象にイベントリスナ

を取得したその種類の内訳を示す．この図では図 click

や mousedownといったマウスイベントの他に，keyupや

keydownといったキーイベントも多くのWebページに含

まれていることがわかる．これらのイベントリスナに対応

することでユーザの入力の再現により近い動作が得られる

と考えられる．

3.2 ブラウジングにおける要求

ブラウジングは，Webブラウザを実際に動かすことによ

りブラウザの特性を測る，あるいはユーザがWebブラウ

ザに記載された情報を閲覧することを指す．ユーザのブラ

ウジング時における要求は以下の 4つが挙げられる．

• ページ内の挙動の確認
• 外部から得られる情報をもとに操作
• 入力の網羅
• ページの巡回性

3.2.1 ページ内の挙動の確認

Webページ上にクリック動作を与えると，新たに情報が

表示される，選択した文字が変化するといった変化を及ぼ

す．Webページ上に入力を与える際にその入力が正しく反

映されているか確認することが求められる．

3.2.2 外部から得られる情報をもとに操作

ユーザがブラウジングする際には，目視によりWebペー

ジ上に与えられる入力を判断する．例としては，検索フォー

ムがあれば文字を入力する，ボタンがあればクリックする

などである．手動によるブラウジングの際には入力を与え

る座標を把握できるが，自動の場合は別途に座標を取得す

る必要がある．

3.2.3 入力の網羅

Webページに含まれる要素にはイベントリスナという

形で受け取る入力が登録されている．同一要素に対して同

じ入力を与える場合や，ページ内に含まれる一部に対して

しか入力を与えない場合，取得できる情報に制限があると

いった問題が考えられる．全ての情報を取得したり挙動を

確認するために，ページ内に含まれる全ての入力可能なイ

ベントリスナを発火させ，入力を与える必要がある．

3.2.4 ページの巡回性

Webページにはクリックや特定の動作を与えることで

別のページに遷移する要素が含まれている．ブラウジング

時の予期しないページ遷移はブラウジングの効率を悪化さ

せる要因となる．また，そのページでのブラウジングが終

わった際は次のページに移るといった動作も考えられる．

効率的なブラウジングをするためにはページの巡回性を上

げる必要がある．

3.3 問題提起

3.2節で述べた要求を踏まえて，自動入力システムが解

決すべき問題点として以下が挙げられる．

• 画面の表示
• システム上で入力の位置と種類の取得
• 多種類のイベントへの対応
• 重複の回避，固定の順番に従った実行
• ページ遷移

3.3.1 画面の表示

ブラウジングにより実際にユーザが使用したときと同じ

ように表示させつつ動作させてたときにどのような振る舞

いをするかを調査することが目的であるために，GUIに

よる画面の表示が求められる．GUIとは Graphical User

Interfaceの略称であり，画面上にウィンドウやボタン，ア

イコンなどを交えて情報を表示させ，マウスのような入力

装置により操作を受け付ける手法である．GUIに対して

文字列によるコマンドをキーボードのみを用いて入力する

ことにより情報の表示を行う手法を CUI(Character User

Interface)という．GUIでは視覚的な情報があるため，ユー

ザが認識しやすく，直感的な操作が可能となる．ユーザの

入力を再現するという目的を踏まえて環境を再現するため

に，システム上でWebブラウザから自動入力の対象とな

るWebページを開く動作を与え，画面を表示してその画

面上に入力を与える必要がある．

3.3.2 システム上で入力位置と種類の取得

ブラウジングを手動で行う場合ユーザが入力を与える必

要があるが，そのイベントがページ上のどの座標に配置さ

れているかを知らなければイベントを実行できない．イベ
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ントリスナの位置を確認する点でも非常に手間がかかる．

ユーザ側がイベントリスナの位置を把握せずとも，システ

ム上でイベント位置とその種類を把握して入力を与えるこ

とが理想である．

3.3.3 多種類のイベントへの対応

An Automated Input Generation Method [4]では，イベ

ントへの対応は clickや mouseupといった 5種類のマウ

スイベントのみである．イベントの種類としては keyupの

ようにキー入力によって実行されるイベントもあるが，マ

ウスイベントのみではWebページ上で対応できるイベン

ト数が少なくなるという問題がある．マウス入力の他に

キー入力による入力手段を増やすことで，対応できるイベ

ントリスナの種類を増やすことを課題とする．

3.3.4 重複の回避，固定の順番に従った実行

先行研究で用いられた BiasedRandomアルゴリズム [6]

では，イベントリスナの重複は避けられるものの確実に

重複を避けるものではなく，選択がランダムであるため

取得したイベントを全て実行することができない．また，

BiasedRandomアルゴリズムの選択はランダムであるため

次に実行するイベントが予測できないという問題もある．

この 2つの問題を解決するために，どのWebページに対

しても固定の順番でイベントを実行する必要がある．

3.3.5 ページ遷移

自動で入力を与えている最中にページ遷移が発生した場

合，遷移先で入力を続けてしまっては目的のページにおい

てのブラウジングによる結果が得られないため，ページ遷

移を検知し目的のページに戻す必要がある．また，多数の

Webページでのブラウジングによる結果を得たい場合には

１つのページでの全ての入力が終了した後に次のページに

遷移することが理想である．従って適切なページ遷移をシ

ステム上で与える必要がある．

4. 提案手法

ページの遷移や入力の可能な限りでの網羅といったブラ

ウジングにおける要求を満たす自動入力生成手法を提案す

る．入力の生成は DOMから解析されたイベントの実行に

よって行う．入力の網羅は後述する優先度を用いて実行す

るものとする．

本自動入力システムの流れを図 2に示す．多くのWeb

ページを対象にブラウジングする場合を考え，１ページに

対して自動入力処理が終われば次の URLに対して自動入

力を行うという方式をとっている．本システムは大きく分

けて 5つの流れをとる．

• システムの起動
• イベントの取得・座標特定
• 優先度に従ったイベントの並び替え
• イベントの反映
• ブラウジングの巡回

以上の流れについて，次節以降で詳細を述べる．

図 2 自動入力システムの流れ

Fig. 2 Flowchart of Automated input system

4.1 システムの起動

システムを起動すると，Webブラウザを起動してシス

テムに与えられたURLをもとにWebページを開く．Web

ブラウザによって画面を表示することにより，自動入力シ

ステムの入力の反映を調査することができる．また，Web

ページを開くことによって HTMLの要素が画面に反映さ

れるので，Webページの DOMの取得が可能となる．

4.2 イベントの取得・座標特定

Webページを開いた後は，その HTMLから入力を生成

するために必要な DOM を取得する．入力を生成するに

は，そのイベントリスナが格納されている要素自体を取得

し要素に直接与える方法と，そのイベントリスナが格納さ

れている座標を取得しその座標に対しイベントに対応した

入力を与える方法の２種類の方法がある．前者では座標を

指定せず実行できるが，要素ごとにイベントを設定するこ

とは DOMの子要素への解析が必要なため連続で実行する

にはそれぞれの解析に時間がかかる．そのため本研究では

後者を採用する．DOMを引数にイベントリスナの種類と

そのイベントを示す要素の座標のみを取得するので，解析

にかかる時間を最小限にして入力を与えることが可能にな

る．取得するイベントの種類はキー入力とマウス入力によ

る入力可能なイベントとする．

座標の取得について，各要素にはその配置されている x，

y座標およびその要素自身の高さと幅が登録されている．

入力はその要素の中心に与えるものとする．要素の配置さ

れている x座標を x，y座標を y，要素自身の幅を width，

高さを heightとすると要素の中心 (x0, y0)は

x0 = x+ width/2
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y0 = y + height/2

の式で求められる．イベントの入力位置はその要素の中

心に与えるものとする．

4.3 優先度に従った並び替え

3.3.4節で述べた問題点を解決するために，優先度を用い

てイベントを順番に実行することを提案する．一度与えた

入力は与えず，優先度という基準に従って順番にイベント

を実行することで重複の回避と入力の可能な限りの網羅が

可能となる．その優先度を設定する基準について説明する．

4.3.1 優先度

優先度とは，ここではイベント実行において先に実行さ

れるべきものの度合いのことを指す．ユーザがブラウジン

グする場合を考え，Webページのどの部分を注視するか，

という視線情報をもとにイベントリスナを順番に実行して

いくものとする．

ユーザがブラウジング時にどの部分に注目するかを示す

ために，実際にブラウジングの際のユーザの視線を分析し

た文献を参考にする．Buscherら [5]は，Webページ上で

ユーザがどの部分に注視するかを明らかにするために，被

験者 15人に対してWebページを閲覧させその視線情報を

分析している．その結果，ユーザはWebページの画面左

側ほど注視することが判明している．従ってユーザは画面

左側に注目すると捉え，左側に配置されているイベントか

ら優先度を高く設定し，優先度順にイベントを実行してい

くことで，Webページ内のイベントリスナを重複なく発火

させることができる．

4.3.2 優先度に従った並び替え

イベントリスナの並び替えについて，4.2節で述べた要

素の中心 (x0，y0)を用いる．まず，優先度に基づいてイベ

ントリスナそれぞれの x0 の降順に並び替える．ただ，こ

の場合取得する座標はWebページの左上端を原点とする

絶対座標であるが，ブラウザに表示される部分には限界が

ある．そのため，表示される画面外の座標に配置されてい

るイベントリスナに対してはブラウザにスクロール処理を

して調整しなけらばならない．従って，y0をブラウザの表

示サイズごとに分けた後，x0 の降順に並び替える．具体

的には，ブラウザの表示サイズの高さを Ph とすると，y0

が Ph以下のイベント，Phから 2 ∗Ph以下のイベント，と

いった具合に分け，その中で x0 の降順に並び替える．

4.4 イベントの反映

優先度により並び替えられたイベントを順番にWebペー

ジに反映させる．入力については y0が Ph以下のイベント

リスナの中で順番に実行し，y0 が Ph を超えるイベントを

実行する前にページをブラウザの表示サイズ分スクロール

した後，y0 が Ph を超えるイベントリスナを x0 の降順に

実行する．その流れを全てのイベントに対し入力を与える

まで繰り返す．

ただ，Webページには，clickや mousedown実行後に

その要素に設定されているリンク先に遷移するといったも

のが含まれている．ページが遷移した場合，入力が遷移先

のページで行われてしまい正常に入力の実行ができないと

いう問題がある．その対策として，イベント実行後現在の

URLを取得し，もとのWebページの URLと異なる場合

はもとのページに戻すという動作を行う．この一連の動作

を行うことで，目的のWebページ内に置いて全てのイベ

ント実行を反映させることができる．

4.5 ブラウジングの巡回

この自動入力システムはブラウジングに用いられること

を想定しているため，ページ内の全イベントを実行した後

は次のページに遷移するという流れをとる．次に遷移する

URLの記録方法として VeriWeb [10]に用いられた方法を

参考にして

• ページの遷移先を表す href属性に格納された URLを

リストに記録する

• イベント実行により遷移したURLをリストに記録する

という２種類の方法をとる．href属性とはHTMLの<a>タ

グや<link>タグに含まれる，URLが格納されている属性

のことを表す．1ページ内の全イベントを実行後に URL

が記録されたリストを確認し，URLがリスト内に含まれ

ていればその URLに移動し再度記録した後自動入力処理

を行う．URLが記録されていなければ終了とする．

5. 設計

提案手法をもとに入力可能なイベントリスナの自動生成

システムを構築するために，開発環境やイベントリスナの

取得方法，入力の生成方法について具体的に説明する．

5.1 開発環境

環境として Chrome Developer Tools [11]の APIを利用

できるパッケージである chrome-remote-interface [12]を用

いる．Chrome Developer Toolsとは，Googleにより提供

されているWebブラウザGoogle Chromeに搭載されてい

る開発を支援するWeb開発者向けのツールである．Google

Chrome はオープンソースブラウザである Chromium を

元に開発された世界でトップシェアを誇るブラウザであ

る．そのGoogle Chromeに搭載されたChrome Developer

Toolsを用いることで，現在表示しているWebページの

HTMLの閲覧やその DOMの取得，および編集が可能と

なる．また Chrome Developer Toolsには独自の APIが提

供されており，その APIを Chrome Developer Tools上の

console項目内で呼び出すことでWebページ内の特定の要

素の検索，および入力の反映やイベントリスナの取得が可

能となる．また．node.js [13]は Chromeの V8 Javascript
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エンジンで動作する JavaScript 環境であり， node.js の

モジュールである chrome-remote-interfaceはChrome De-

veloper Toolsのプロトコルに接続することでプログラム上

でGoogle Chromeの起動やURLへの移動およびデータの

取得が可能となる．

5.1.1 イベントリスナ取得方法

イベントリスナを取得するには，Chrome Developer

Toolsの APIで提供されている getEventListeners()を

用いる．この APIはセレクタ指定して引数に取ることで

その要素に含まれている全てのイベントリスナの種類を返

す．セレクタとして HTMを示す DOMを引数に取ること

でページ内の全てのイベントを取得することができる．た

だ，この APIではそのイベントが配置されている座標を取

得できないため，イベントリスナの引数の DOMからイベ

ントリスナの配置されている座標を特定する．取得した座

標とイベントリスナの種類とイベントリスナを結びづける

ことにより，そのイベントリスナに対し入力を与える．

5.1.2 入力の生成方法

イベントリスナを実行させるには，その座標に特定のマ

ウス入力およびキー入力が必要となる．マウスによる入力

を生成するには，Chrome Developer Toolsの APIで提供

されている dispatchMouseEvent()を用いる．この API

は x(px)，y(px)を引数に取ることにより 4種類のマウス

入力を返す．mousedown は指定した座標にマウスを一度

押す入力，mouseupは指定した座標にマウスを押した状態

から離す入力，mousemoveは指定した座標からマウスを動

かす入力，mousewheelは指定した座標からスクロールす

る入力である．マウス入力によるイベントリスナの対応は

mousedown，mouseup，mousemoveの３種類を用いるもの

とする．

キーによる入力を返すには，同じく Chrome Developer

Tools の API で提供されている dispatchKeyEvent() を

用いる．この APIはテキストおよび特定のキーに対応す

るキーコードを引数に取ることにより keydown，keyup，

rawkeydown，charの 4種類のキー入力を返す．このうち，

特定のキーを 1回押す入力である keydown特定のキーを

1回押した状態から離す入力である keyupの２種類を用い

る．以上の 5種類をもとに各種イベントに対応させる．

5.1.3 入力対応イベント

5種類の入力をもとに，マウス入力とキー入力により入

力可能な 11種類のイベントに対応させる．表 1は，その

11種類のイベントに対する入力の与え方を示す．clickは

直接入力を与えられるものではないが，mousedownの直後

に mouseupの入力を与えることでイベントを実行させる

ことができる．また mouseoutについては要素上から離れ

るという動作が必要なため，要素の座標とともに要素の

横幅 (width)を取得しその座標から 0.1px分加えた値だけ

mousemoveをすることによって再現する．focusと blur

表 1 イベントと与える入力

Table 1 Events and given input

イベント 与える入力

click mousedown → mouseUp

mousedown mousedown

mouseup mouseup

mousemove x 座標 0.1(px)mousemove

mouseover x 座標 0.1(px)mousemove

mouseout x 座標 0.1+width(px)mousemove

keydown click → keydown

keyup click → keyup

keypress click → keypress

focus click と同様

blur click →要素外で click

はそれぞれ要素に焦点を当てる，および外すというイベン

トリスナであり検索などの入力フォームに文字を入れる場

合などに用いられる．なので focusは clickと同じ動作，

blurは clickした後に要素の座標以外で clickすること

により動作を再現できる．

6. 評価

6.1 概要

自動入力システムの評価について述べる．評価において

システムの汎用性，網羅性，性能を測ることを目的とする．

汎用性を測るためにシステムを実際にブラウジングされる

Webページを対象にシステムを実行する．また網羅性を測

るためにWebページ内に含まれる表 1に示したイベント

に入力を与え，実際に反映されたものを実行率として算出

する．その際，自動入力の性能を測るために実行時間を測

定する．

6.2 評価方法

評価対象として，Alexa(www.alexa.com)による世界ア

クセスランキング Top 50 のうち，日本語と英語のWeb

ページの 19のサイトに対しシステムを実行する．日本語

と英語のみの理由は，中国語などの場合Webページのブラ

ウジングの検証の際の文字による解釈が難しいためである．

サイトをたどる際の性能を測るために 19のトップペー

ジから遷移できるページとして，トップページの DOMか

ら取得した href属性の中で URL内にトップページのドメ

インが含まれているもの，およびトップページよりイベン

ト実行により遷移するページ計 5ページを対象に評価を行

う．これは次に遷移する URLが格納され続けシステムが

終了しないことを防ぐためである．5ページ巡回しても実

行したイベントが 100に満たない場合，100のイベントが

実行されるまでシステムを実行する．

評価式は，イベント情報抽出システム [14]の評価方法を

参考に
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実行率 =
(DOMが変化したイベント数)

(入力を実行したイベント数)
× 100 (1)

で表すものとする．

入力を実行したイベント数とは，Webページに含まれ

るイベントのうち，表 1に示した入力可能なイベントのみ

を抽出し実際に入力を与えたイベントの数のことを指す．

DOMの変化については，入力前と入力後それぞれのDOM

を取得し比較するという形をとる．入力を与えることによ

り DOMに変化が生じていればイベントがWebページ上

に反映されたとする．入力を与えた際にページ遷移が起き

た場合も DOMに変化が生じたととらえる．なお，要素の

中心の x座標，y座標が (0，0)もしくは負の値をとるもの

は入力を与えても DOMに変化はなかったため入力を実行

したイベント数には含めていない．

本評価で入力を与えるに当たってキー入力が必要なイベ

ントリスナ（keydown，keyup，keypress）は’a’の入力を

与えるとしている．

時間の測定は各Webページを開いた状態から実行率の

測定に必要なイベント入力が終わるまでの時間を測定する．

その中にページ遷移の際のロード時間も含まれるが，Web

ページ毎にロード時間が違うためロード時間を別途測定

している．その際の DOMの変化を正しく取得するため，

１つの入力ごとに 0.5秒の待機時間を設けている．click，

mousedown は入力を与えた際ページ遷移の可能性がある

ためその待機時間として 1.0秒としている．なお，それぞ

れのWebサイトによる実行数の均一性を持たせるため各

ページ 100の入力を実行するまでの時間を測定している．

6.3 評価結果

Webページのドメインごとの実行率を各ページの実行

率をもとに考察する．図 3は 19のWebサイトを辿った際

の各Webページの実行率の散らばりをドメインごとに箱

ひげ図により示している．実行率が集中する部分は青色で

示され，集中していないが値が確認されたものは実線によ

り示される．この箱ひげ図を利用することで最大値，最小

値，値が集中する部分がわかる．PornhubやWordpress，

Twitch，Imgurは実行率が高い割合で集中している．ドメ

インごとに含まれるイベントの割合を示す図 4 を踏まえ

ると，clickの割合が多いことがわかる．これらのページ

では入力を与えるとページ遷移が起こるものが多く含ま

れているために実行率が高い．一方，Redditや Twitter，

Facebookの実行率は他のWebページに比べて低い．この

理由として，いずれのページでも入力を与えるとWebペー

ジ上に新たな画面が表示されその画面を閉じるまでは以降

の入力が反映されなかった．従って新たな画面を検知した

場合は入力を与えることを中断し，画面を閉じる対処を施

さなければならない．

次にイベントごとの実行率を参考にする．表 1に示され

図 3 Web ページの各ページの実行率

Fig. 3 Execution rate of each Web page

図 4 Web ページのイベントごとの実行した内訳

Fig. 4 Event rate of Web page

る入力可能イベントをもとに，Webサイト 19サイト毎の

入力可能イベントの実行率を箱ひげ図に示したものを図 5

に示す．keydownや keypress，blurは他のイベントリス

ナと比べて高い実行率を示しているが，一方で keyupの実

行率は低い．keydownや keypressは入力フォームが存在

する場合に用いられ，文字の入力が反映されると DOMが

変化するためこのように割合が高い．blurはフォームに

対し一度照準を当てられたものが外れると発火するイベン

トリスナであり，この割合から正しく照準が外れたことが

多いといえる．一方，mouseupはマウスを押した状態から

離す入力を与えた際に発火するイベントリスナであり，同

じ要素に mousedownと同時に組み込まれている場合が多

いが，mouseupのみで呼ばれる場合もある．実行率が低い

理由として，mouseup単体のみで呼ばれた場合その入力を

与えた瞬間にのみ DOMが変化し DOMを観察する時点で

DOMが入力前と同様になるということが挙げられる．一

方，keyupはキーを離した瞬間に発火するイベントリスナ

であり，通常入力フォームがある部分に検索候補を表示す

る目的などで組み込まれる．keyupが多く含まれるGoogle

にシステムと同様の入力を手動で与えると，DOMは正し

く変化した．システムで実行した場合，他のイベント実行

により新たに現れた要素が重なり正しく keyupが入力でき

なかった．これは連続実行のために生じてしまう問題と考

えられる．その問題を避けるために，同じ要素に含まれる

イベントリスナにも優先度を設定する，あるいは新たな要

素が開いた場合他の部分をクリックするなどで入力前と同

じ状態に戻すという動作を与えなければならない．
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図 5 イベントごとの実行率

Fig. 5 Execution rate of events

図 6 Web ページごとの実行時間

Fig. 6 Execution time of Web page

性能を測るためにWebページを対象に 100のイベント

を実行するまでに時間測定した結果を図 6に示す．実行時

間の項目を青色，その中に含まれるページ遷移の際のロー

ド時間を橙色，評価方法の項目に示した入力待機時間を黄

色で示している．待機時間を除いたところ，実行時間は減

少したものの DOMの変化を正しく取得できず，ページ遷

移が起きないため実行率が下がったという問題があるため

待機時間は設定する必要がある．ロード時間と入力待機時

間を除いた時間は，巡回したページ数が多いほど実行時間

が長くなる．特に Officeでは，イベントリスナが無いペー

ジにも解析を費やしているため，大幅に時間がかかってい

る．解析時間を減らすためには，イベントリスナがある可

能性のある要素を絞ってからイベントリスナの取得すると

いった方法が考えられる．また，複数のWebページの自

動入力による結果を得たい場合はブラウザを複数起動して

自動入力を並列に実行するといった方法もとれる．

7. おわりに

本研究では，ユーザのブラウジング時に基づいた優先度

を用いた自動入力システムを作成した．入力の与え方を

ユーザの視線情報を分析した結果から画面左側から与え

ていくことにより，よりユーザのブラウジング時に近い入

力の与え方を再現した．評価として世界のアクセス数の多

いページから入力を与える対象となるイベントを抽出し

て，その実行数と実際に入力が反映された割合を算出した．

Webページごとに比較した結果，clickによるページ遷移

が起こるWebページでは入力の反映が 80%以上と高い割

合を示した．また，イベントごとに比較した結果 keydown

といったキー入力の反映においても高い割合を示した．

評価結果を受けた本システムの課題として，入力中に新

たな画面が開いた場合や新たに要素が表示された場合，以

降の入力が正常に反映されないことが挙げられる．その対

策として，新たな要素を検知した場合その要素を閉じる動

作を与えるまで入力を実行しないという方式をシステムに

取り入れる必要がある．
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