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Activation Support System in Group Communication with E-mail on
Mobile Phone
—Implimentation, Operation and Evaluation of WEBNEWS—
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Tomohiro ODAKA**, Hisakazu OGURA**, Haruhiko SHIRAI*
In this paper, we develop the activation support system in group communication, and report the evaluation results during the operation with four months. As the communication support system by means
of internet technology, the Bulletin Board System (BBS), net news system, chatting, mailing list and so
on are well known. However, in these system, we have no resources to know who gets informations and
which informations each user gets. These problems prevent important informations from spreading all
over the members. In this paper, we focus on the e-mail resource on mobile phone. Thus, we develop the
news system by means of WEB technology (WEBNEWS). The system has functions similar to the net
news system. In addition, the system has the e-mail function to the mobile phone, that is, the system
requests that the members, who did not access the important content, should read it through the e-mail.
From the evaluation experiments by comparing with the conventional net news system, finally, we success to show that the system is effective in communication efficiency and user accessibility.
キーワード：情報伝達手段，情報共有，コミュニケーション，携帯電話，WEB 技術

1.

はじめに

ため，これまでに携帯電話を利用したシステムが多数
提案されてきた（2）〜（5）．また，これと同様に，WEB

近年， 携帯電話は急速に普及した． その理由とし

技術を活用した組織内における情報共有システム，コ

て，携帯性があること，電子メールや WEB ブラウジ

ミュニケーションの活性化を促すシステムの開発・研

ングといったサービスが利用可能なことが挙げられ

究も多く行われてきた．しかし，従来のこうしたシス

る（1）．この特徴から，リアルタイムな情報の取得や

テムは，メーリングリストや電子掲示板に代表される

発信が容易になり，即時性に優れた通信媒体となった

ように，情報発信することを目的としたものが中心で
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