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概要：本研究は、GPU 加速演算環境において、HTML5 から新しく追加された canvas を用いて、ウェブブラウザのレ

ンダリング効率の向上を目指すことを目的とする。まずブラウザの従来のレンダリング方法を分析し、その欠点を

発見した。従来のレンダリング方法は逐次処理のため、ウェブページの内容が多ければ多いほど、レンダリングの

効率が悪くなることがわかった。次に、GPU の並列処理機能を用いて、レンダリングの効率を向上させるアルゴリズ

ムを開発した。そして比較実験を行い、改良方法と従来方法との性能向上率を算出した。最後に実験結果を分析し

た結果、目標が達成されたことがわかった。そしてアルゴリズムで運用された技術や実験過程から気がついたこと

について考察を行った。	
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1. はじめに	
現在のインターネットは、様々な機能を持つマルチメ

ディアの集合体として、人々に利用されている。ホーム

ページは、人々の関心を引くために、画面の表示が鮮や

かになり、より多くのシステムリソースを利用する機能

が開発されている。その結果、ページの表現が華やかに

なる反面、画面の表示が複雑となり、コンピュータの負

荷が高くなった。よって、ユーザーに不快な体験をもた

らすことだけではなく、消費電力も高くなる。それは個

人的な問題としては小さな問題だが、世界中でインター

ネットを利用している人は約 40 億人である。どんな

微々なる問題でも、40 億をかけると膨大な問題になる。

本研究では、ウェブページで一番よく使われている 2D

レンダリングの効率上昇を目標に、その改良方法を探し

た。	

	

2. CANVASについて	
本研究では、HTML5 で新規にて追加された canvas を

用いて、レンダリング方法の改良を行う。canvas とは、

ウェブページ上、動的な二次元 Bitmap 画像や三次元オ

ブジェクトを描画するための機能である[1]。HTML で

canvas を作成し、JavaScript でコントロールすること

ができる。canvas の機能が豊かなため、今はウェブの動

的ポスター、ウェブページゲーム、オンライン物理シミ

ュレーション、オンライン描画ツールなど、フロントエ

ンド分野で幅広く応用されている。	

	

3. 制作方法	
3.1 従来方法とその問題点	

従来のレンダリング方法を図 1に、その問題点を図 2

に示す。	

	

図 1	従来のレンダリング方法[2]	

	

	

図 2	従来のレンダリング方法の問題点[3]	

	

この方法は CPU 利用効率の面で問題がある。今人々に

使われているブラウザのレンダリングエンジンは逐次

処理なので、同時に多数のプロセスを処理することがで

きない。そのため、Rendering と Painting のプロセス

は一つずつ処理される。しかし、例えば、ウェブのアニ

メーションはフレーム動画であるため、必ず Timer に従

って、サンプルの Rendering プロセスの間隔は 1000/60	

ミリ秒に固定される。その結果は図のように、前の図形

サンプルの Painting がまだ終わっていない途中に、次

の図形サンプルの Rendering プロセスが始まる。こうし

て、Rendering と Painting のプロセスが衝突し、実際

ブラウザの割り込みハンドラが発生する。割り込みハン

ドラは実行されている処理を一時的に中断して、優先さ

れる別の処理を行う。割り込みの処理が終了してから、

中断した処理を再開する。この時実際ブラウザのプロセ

スが遮断られ、時間の無駄が発生するとともに、FPS も

低下して、レンダリングの効率が低下してしまう。	



3.2 提案手法	

割り込みハンドラを消除するためには、Rendering と

Painting のプロセスを分ける必要がある。その解決方

法は複数の Sub	Canvas を作成し、それをフレームバッ

ファとして使う。その原理を図 3に示す。	

	
図 3	問題点の解決方法	

	

まず図形サンプルをそれぞれ Rendering と Painting

のプロセスで生成し、Sub	Canvas	の中に格納する。そ

して生成された図形サンプルを直接 Main	 Canvas に

Painting プロセスとして描画する。これによって Main	

Canvas のスレッドで行う処理は Painting だけになる。

Painting は自身との衝突が不可能であるため、割り込

みハンドラが回避できる。本研究ではこの手法を基とし

て、レンダリング効率向上のアルゴリズムを作成した、

それを改良方法と呼ぶ。	

	

4. 実験と結果	
4.1 目視比較	
従来の方法と改良方法で作ったウェブページをそれ

ぞれ開いて、背景の図形の動きとボタンの反応速度を観

察する。改良方法は従来方法より、背景の図形のアニメ

ーションがよりスムーズに動いていた。そしてボタン反

応速度も改良方法の方が速かった。	

	

4.2 割り込みハンドラの観察	
従来の方法と改良方法で作ったウェブページをそれ

ぞれ開いて、コンソールを見て、ハンドラがあるかどう

かを確認する。結果は、従来方法のコンソールは割り込

みハンドラの警告が出た。逆に改良方法のコンソール上

には割り込みハンドラの警告が出なかった。	

	

4.3 フレーム数測定	
各 OS において、IE、Safari、Chrome のブラウザで従

来方法と改良方法のウェブページの FPS を測って、性能

向上の倍数を算出する。結果を図 4に示す。	

	

図 4	ブラウザ別性能向上の平均値	

この結果から、従来方法と比べて、改良方法の性能が

数十倍も上回った。	

	

4.4 消費電力測定	
従来の方法と改良方法で作ったウェブページをそれ

ぞれ同じフルチャージの iPhone で 30 分間走らせる。そ

の後、iPhone 電池の残量を記録した。結果を図 5 に示

す。	

	

図 5	iPhone の電池残量	

この図から見ると、従来方法に比べて、改良方法では

約半分の電力を節約できたと考えられる。	

	

5. 考察	
FPS 実験の結果から見ると、従来方法より、改良方法

は大幅に性能が向上している。原因は GPU の並列処理だ

と考えられる。複数 Sub	Canvas は GPU 加速のスイッチ

となり、実際図形サンプルのレンダリングはほぼ同時に

GPU のストリームプロセッサに処理され、スクリーンに

出力する。性能向上の倍数が GDDR5 と DDR3 速度の差か

けるスレッド数。本実験では、各デバイスのデータによ

り算出された理論結果は実験結果と大体一致している

ので、GPU 加速が使用されていると推測することができ

る。[4]	

	

6. まとめ	
本研究では GPU 加速の環境において、2D コンテンツ

のレンダリング効率を改善するアルゴリズムを作った。

そしていくつかの実験でアルゴリズムを使う改良方法

は確実にレンダリングの性能を上げることが可能であ

りながら、電力の節約もできる。つまりレンダリングの

効率が向上する。以上のことから目標が達成されたと考

えられる。	
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