
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワーク上でロボットを用いて収集したデータをもとにデータベースを作成し、検索
要求に応じてデータベース検索を行なう検索システムにおいて、

データベース化の対象とすべきデータの更新頻度の範囲がデータベース固有に割り
当てられ、データの更新頻度がこの割り当てられた 更新頻度の範囲内にある
ことまたはデータの属する 平均的な更新頻度がこの割り当てられた
更新頻度の範囲内にあることを少なくとも条件として、該当するデータを収集し所定の構
造のデータベースを作成する手段と、複数の更新頻度にそれぞれ対応する複数のデータ群

をそれぞれ格納する複数のデータベースを検索要求に応じて検索する手段
と、前記データベースにおいて データの更新頻度

が対応データベースの受け持ち範囲より低下すると、更新頻度が低
下したデータ を 対応データベースより低い更新頻度のデータベースに受
け持つよう依頼する手段とを具備することを特徴とする検索システム。
【請求項２】
前記検索する手段は、前記検索要求で更新頻度範囲および更新時刻範囲の少なくとも一方
が指定されている場合には、指定された更新頻度範囲および更新時刻範囲の少なくとも一
方に該当するデータについてのみ検索を行い、前記検索要求で検索範囲の指定がない場合
には、全データを対象として、または更新頻度範囲および更新時刻範囲の少なくとも一方
のデフォルト値で制限された範囲を対象として検索を行うことを特徴とする請求項１に記
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載の検索システム。
【請求項３】
前記検索システムを構成するハードウェアのうち更新頻度の高いデータに対応する部分ほ
ど、高い処理能力を持たせることを特徴とする請求項１または２に記載の検索システム。
【請求項４】
前記高い処理能力は、より高速な計算機を用いることおよびより多数の計算機を用いるこ
との少なくとも一方によって実現することを特徴とする請求項３に記載の検索システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワーク上に分散したデータの検索システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ａｌｔａｖｉｓｔａ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｌｔａｖｉｓｔａ．ｃｏｍ／）、Ｌｙｃ
ｏｓ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｙｃｏｓ．ｃｏｍ／）、Ｙａｈｏｏ！（ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ／）などロボットを用いたネットワーク上の検索システムは
多数存在する。これらはロボットと呼ばれる機械的にネットワーク上で情報を収集するソ
フトウェアを用いている。そして、収集したデータをデータベース化し、利用者が検索で
きるようにしている。
【０００３】
上記ロボットは、ネットワーク上でＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌ
ａｎｇｕａｇｅ）で記述された文章を探し、そこに記載されているリンク先を辿って、ネ
ットワーク上に存在するデータを収集する。データベース化については、フルテキストサ
ーチをするものもあれば、タイトルやＵＲＬといった部分のみを検索対象とするようなも
のもある。
【０００４】
上記データベースは、量が多いので分散化されている場合もある。しかし、あくまでも量
が多いための単なる分割であり、何らかの意味を持って分割してはいない。
【０００５】
上記検索には、キーワード検索が行なわれる。すなわち、探したい文章に含まれているで
あろう語を入力して、検索を行なう。
一方、人気のあるサイトへのアクセス集中を分散させ、トラフィックを軽減するために、
ミラーサイトが設けられることがある。例えば、Ｐｏｉｎｔ　Ｃａｓｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
（ＰＣＮ）社のＩ－Ｓｅｒｖｅｒ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｉｎｔｃａｓｔ．ｃｏｍ
／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／ｉｓｅｒｖｅｒ．ｈｔｍｌ）ではＰＣＮ本社へ定期的に情報をプリ
フェッチして、ミラーサイトを管理している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来、ネットワーク上に分散したデータの検索システムにおいては、以下のような問題点
があった。
（１）増大するデータを扱うのが困難になりつつある。
例えばＷＷＷ上のページデータが１９９６年で世界で４０００万以上あると言われ、今後
も指数関数的に増加すると予想される。現在、ページ数も、１ページあたりのデータ量も
急激に増大する傾向にある。
このように急増するデータを単に量により分割するだけでは、データベース管理が極めて
困難である。
【０００７】
（２）更新頻度が高い情報を扱うのが困難である。
一日に何度も更新されるデータについては、現在の検索システムではロボット探索対象か
ら外している。この理由は、頻繁に更新されるデータをロボットで情報収集してデータベ
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ース化しても、そのデータが検索される前に更新されることが少なくないからである。こ
のような場合には、検索結果に現れたページを見ても、既になくなっていたり、内容が全
く別のものに変更されたために利用者の意図したものとは別ものもが表示されたりする不
都合が生じる。
【０００８】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、ネットワーク上に散在する膨大な検索対
象データを効率良く取得しデータベース化する検索システムを提供することを目的とする
。
また、本発明は、極めて更新頻度の高いデータをも効果的にデータベース化する検索シス
テムを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、ネットワーク上でロボットを用いて収集したデータをもとにデータベースを
作成し、検索要求に応じてデータベース検索を行なう検索システムにおいて、ＵＲＬ単位
またはサイト単位でデータベース化の対象とすべきデータの更新頻度の範囲がデータベー
ス固有に割り当てられ、データの更新頻度がこの割り当てられたＵＲＬ単位の更新頻度の
範囲内にあることまたはデータの属するサイトの平均的な更新頻度がこの割り当てられた
サイト単位の更新頻度の範囲内にあることを少なくとも条件として、該当するデータを収
集し所定の構造のデータベースを作成する手段と、複数の更新頻度にそれぞれ対応する複
数のデータ群またはサイト群をそれぞれ格納する複数のデータベースを検索要求に応じて
検索する手段と、前記データベースにおいて収集対象のデータの更新頻度または該データ
の属するサイトの平均的な更新頻度が対応データベースの受け持ち範囲より低下すると、
更新頻度が低下したデータまたはサイトを前記対応データベースより低い更新頻度のデー
タベースに受け持つよう依頼する手段とを具備することを特徴とする検索システムを提供
する。
【００１０】
データベースは、例えば、データのアドレスとキーワードの組からなる構造を持つ。具体
的には、例えば、ページのＵＲＬにキーワードを付加したものである。
【００１６】
本発明によれば、データの更新頻度の高さ（あるいは最終更新時刻の新しさなど）を人気
の度合いと見做せば、人気の度合い応じて異なったデータベースにてデータを管理するこ
とができる。また、人気の高いすなわちアクセス頻度の高いデータベースを処理する計算
機を強力にし、アクセス頻度の低い膨大な量のデータについては処理能力の低い計算機を
割り当てることにより、ハードウェア資源を効率的に使用したシステムを構築できる。こ
れによって、膨大なデータを対象とした効果的な検索システムを提供することができる。
【００２４】
これによって、取得元のデータの名前が同じでも時刻によって異なるデータに対しても管
理できる。
なお、以上の各装置に係る発明は、方法に係る説明としても成立する。
また、上記の発明は、相当する手順あるいは手段をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムを記録した機械読取り可能な媒体としても成立する。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
まず、語句の定義を行う。
プロキシー（Ｐｒｏｘｙ）とは、クライアント（例えば利用者端末）からサーバー（例え
ばＷＷＷサイト）への資源アクセスの際にアプリケーションレベルにおいて、クライアン
トとサーバーの間に入り、クライアントからの資源アクセス要求をサーバーに対して中継
し、サーバーからの応答をクライアントに対して中継する機能を有するサーバーのことを
言う。
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【００２６】
ページ（ｐａｇｅ）とは、ハイパーテキストのページを意味するものとする。ＷＷＷの世
界では、１つのページはユニークなＵＲＬを持つ。
ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｃｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ）とは、ページデータをア
クセスするのに必要な情報である。ＵＲＬは、プロトコル、ドメイン名、ポート番号、パ
ス名の情報を含む。
【００２７】
ＣＧＩ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）とは、対話的なページや
動的なページを作るためにサーバーからプログラムを起こすためのインターフェースであ
る。
【００２８】
ロボット（Ｒｏｂｏｔ）とは、ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（
ＨＴＭＬ）やＳｔａｎｄａｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａ
ｇｅ（ＳＧＭＬ）のようなハイパーテキストで記述された文書を読み、そこに書かれてい
るリンクを機械的に辿りながら文書をネットワーク上で収集するものであり、ソフトウェ
アにより実現される。ロボットの代わりにスパイダー（ｓｐｉｄｅｒ）あるいはワンダラ
ー（Ｗａｎｄｅｒｅｒ）などと呼ばれることもある。
【００２９】
ロボットの基本的な動作は次のようになる。
（手順１）指定されたＵＲＬの根を探訪リストに登録する。
（手順２）ロボットは、探訪リストに従いページを取得する。
（手順３）取得されたページを解析してＵＲＬを抽出する。
（手順４）抽出されたＵＲＬを探訪リストに追加する（ただし、ＵＲＬの重複登録はしな
い）。
以降、手順２～４を繰り返す。なお、ページの取得頻度は、該ページの更新頻度に応じて
決めるようにしても良い。
【００３０】
次に、本実施形態を概略的に説明する。
本実施形態では、ネットワーク中に分散されたデータの一例としてページを扱うものとす
る。
【００３１】
前述したように、例えば、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ（ＷＷＷ）上のページ数（ペー
ジの種類）は４０００万を越えると言われる。この数は、今後も指数関数的に増え続ける
と予測されている。このような膨大な量のページを単一のデータベースで管理することは
極めて困難である。
【００３２】
データベースを分割する最も単純な方法は、サイト（ドメイン）単位でデータベースを分
割することであるが、こうすると、どのデータベースも等しく高速でなければならない。
データベースを分割することができても、すべてが高速でなければならないとすると、デ
ータベース構築の負担は依然高い。
【００３３】
そこで、第１の実施形態では、データベースの内容を人気の度合いに応じて分割するよう
にしている。そして、人気の高いデータベースは高速なシステム（例えば大容量メモリを
持つマシン）の上に載せ、人気があまりないデータベースは低速なシステムの上に載せる
ようにする。このようにすると、人気の高いデータベースを載せるマシンだけ高速なマシ
ンを使えば良くなり、データベース構築の負担を効果的に軽減することができる。
【００３４】
ここで、ページの人気の高さを知るためには厳密に言うとネットワークの視聴率調査など
をしなければならないが、そのような作業は大きな困難を伴い現実的ではない。そこで、
本実施形態では、次のような良く成り立つ近似を使う。まず「ページが飽きられずに高い
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人気を保ためには、絶えずコンテンツをアップデートしていく必要がある」と考える。そ
して、その逆をとって「データの更新頻度が高いページは、人気の高いページである」と
近似する。つまり、本実施形態では、人気のバロメーターとしてデータの更新頻度を使い
、データベースの内容をデータの更新頻度に応じて分割する。なお、ページの更新頻度は
ロボットを走行させることにより取得できる情報である。
【００３５】
ところで、更新頻度が高いページには１日に何度も更新されるものもある。このようなペ
ージに対して時々しかアクセスしない方法を採る場合、実際のページデータと検索システ
ム内のデータベースとが不一致となる状態が発生する。特に、データベース検索の結果を
もとにページを参照しにいくと、既に該当ページがなくなっていたり、ページ自体はあっ
ても内容が別のものに変更されてたりすることがあり、このような場合に不具合が発生す
る。
【００３６】
一方、データベースの陳腐化による矛盾を軽減するためには、ロボットが非常に高頻度に
ページをアクセスする必要がある。しかし、不定期に頻繁に変更されるページの最新情報
に追い付くために頻繁にアクセスすることは、無用なトラフィックを増大させ、情報を保
持するサイトにも検索システム側にも不利益を被らせる。
【００３７】
そこで、第２の実施形態では、データベース化した元データを保存しておき、それを利用
者に提示するようにしている。このようにすると、実際のページの変化には多少遅れるが
、無駄にトラフィックを増やすこともなく、しかも検索結果に対応した元ページを常に見
ることができる。
【００３８】
なお、第１の実施形態と第２の実施形態を組み合わせることも可能である。この場合には
、両者の効果を得ることができる。
以下、本発明の実施形態について詳しく説明する。
【００３９】
（第１の実施形態）
まず、第１の実施形態について説明する。
本実施形態のシステム構成例を、図１、図４、図６に示す。
【００４０】
本実施形態では、複数のデータベースを容易し、データの更新頻度に応じてデータベース
を使い分ける。すなわち、各データベースに、対象とするページデータの更新頻度の範囲
を割り当てる。そして、ユーザが要求するキーワードについて検索を行なう際には、複数
のデータベースを連携させて検索し、結果をまとめて利用者に提示する。
【００４１】
各データベースへのページ分担方法には、例えば次のようなものが考えられる。
（ａ）統計的更新頻度情報によって分担
（ｂ）最終更新時刻によって分担
（ｃ）統計的更新頻度情報と最終更新時刻との総合的情報によって分担
ここで、（ｂ）の最終更新時刻によって分担する方法について説明する。
【００４２】
あるページは、更新された直後は頻繁にアクセスされ（つまり人気があり）、最後に更新
されてから時間が経過している程、アクセスされる頻度が少ない（つまり人気がない）と
考えられる。そこで、例えば図３のように、最終更新時刻の範囲に応じて、格納すべきデ
ータベースを分担する。
【００４３】
あるページに関する情報を格納するデータベースを決定する方法には、例えば次のような
ものが考えられる。
（１）サイト単位に格納すべきデータベースを決定する。この場合には、サイト内のデー
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タの更新頻度の平均値を評価値に用いる。
（２）サイト内のディレクトリ単位に格納すべきデータベースを決定する。この場合には
、ディレクトリ内のデータの更新頻度の平均値を評価値に用いる。　（３）データ単位に
格納すべきデータベースを決定する。この場合には、そのデータの更新頻度を評価値に用
いる。
【００４４】
ここで、更新頻度は、上記の統計的更新頻度情報や最終更新時刻などである。なお、上記
の（１）～（３）の方法は、併用可能である。例えば、サイトＡについてはサイト単位に
データベースに入れ、サイトＢについては、データ単位にデータベースに入れるようにし
ても良い。また、サイトＣ内で、ディレクトリａについてはディレクトリ単位にデータベ
ースに入れ、ディレクトリｂについてはデータ単位にデータベースに入れるようにするこ
とも可能である。
【００４５】
また、更新頻度が高いデータほど、内部ネットワークにつながれたサーバにおくことも考
えられる。例えば、更新頻度が高い方のデータを組織内のイントラネットにおき、更新頻
度が低い方のデータをインターネットに直接接続された場所で管理する。
【００４６】
なお、本実施形態では、データベースにはページ自体ではなくキーワードとＵＲＬとを格
納するものとする。また、ページを全文検索などして抽出したキーワードをＵＲＬに付加
して格納し、キーワードでＵＲＬを検索するものとする。
【００４７】
また、本実施形態では、語単位もしくはキーワード単位のデータベースについて述べてい
るが、文字単位のデータベースであっても良い。
次に、図１、図４、図６に示す各システム構成例について説明する。
【００４８】
図１の構成例では、ネットワーク１００に、複数のロボットとデータベースとの組（１０
１と１０２，１１１と１１２，１２１と１２２）からなる検索装置１００，１１０，１２
０、複数のＷＷＷサイト（１３１，１３２）、利用者端末（１３３）が接続されている。
【００４９】
各データベースには、前述したようなページ分担方法で、対象とする更新頻度を割り当て
る。
第１のロボット１０２は、高頻度に変化するサイト群もしくはデータ群を集め（例えばＷ
ＷＷサイト１３１，１３２から集め）、それをデータベース化して第１のデータベース１
０１に格納する。
【００５０】
第３のロボット１２２は、低頻度に変化するサイト群もしくはデータ群を集め、それをデ
ータベース化して第３のデータベース１２１に格納する。
第２のロボット１１２は、それ以外の中頻度に変化するサイト群もしくはデータ群を集め
、それをデータベース化して第２のデータベース１１１に格納する。
【００５１】
高頻度、低頻度、それ以外の中頻度に夫々対応する実際の統計的更新頻度情報（あるいは
、最終更新時刻など）の範囲は、適宜設定する。
次に、動的なデータベースの分担変更について述べている。
【００５２】
本実施形態では、統計から得られる更新頻度情報に応じて分割された各データベースに該
当するページのＵＲＬを入れるが、時間とともにページの更新頻度（あるいはページの属
するサイトの平均的な更新頻度等）は変化することがあるので、あるページの更新頻度（
あるいはページの属するサイトの平均的な更新頻度等）がそのページを分担した初期のデ
ータベースの持つ更新頻度の範囲を逸脱する場合が発生する。従って、あるページを分担
中のデータベースから適切な更新頻度範囲を持つデータベースにそのページデータもしく
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はサイトを受け持つように依頼するようにするのが望ましい。この依頼は、データベース
間の交渉により実現されるものとする。
【００５３】
例えば、図１において、第１のロボット１０２は、統計的に高頻度のデータ群を取り寄せ
第１のデータベース１０１に格納する。しかし、当初高頻度で更新されていたデータの更
新頻度が自分が受け持つ範囲よりも低下したならば、そのデータを第２のロボット１１２
とデータベース１１１に引き受けてもらう。また、更新頻度が大きく落ちた場合には、第
３のロボット１２２とデータベース１２１に担当を替えるよう依頼する。
【００５４】
図２に、図１のように更新頻度に応じてロボットが複数台あり、それぞれにデータベース
がある場合の各検索装置の処理手順の一例を示す。
ステップＳ２１で、他の検索装置からページの分担を依頼されているかどうか調べ、あれ
ばステップＳ２７を行い、なければステップＳ２２を行う。
【００５５】
ステップＳ２２で、それぞれのロボットは、指定されたページを１つ選び、そのページを
取得する。このときのページの統計的更新頻度に比例した頻度でページを取得するように
スケジュールする。なお、そのページについて統計的更新頻度の情報がない場合には、そ
のページを含むサイトのページのうち得られている統計的更新頻度の平均的な値あるいは
デフォルト値などで代用すれば良い。
【００５６】
ステップＳ２３で、取得したページが前回と変わっているか否かにより、そのページの統
計的更新情報を更新する。もし、ネットワークや相手サーバのトラブルにより、そのペー
ジの取得に失敗した場合には、そのページの取得に失敗したという記録を残して、ステッ
プＳ２２に戻る。
【００５７】
ステップＳ２４で、新しい更新頻度が自らが担当している範囲内かどうかを調べる。
ステップＳ２５で、もし自らの担当範囲外になったならば、それを範囲内に含む検索装置
に以降の処理を依頼する。このとき、そのページのデータは消去する。
【００５８】
ステップＳ２６で、もし自らの担当範囲内ならば、取得したページをデータベース化し、
格納する。例えば、ページデータを形態素解析し、単語レベルに分解し、単語を含むペー
ジという形にデータベース化する。このとき、そのページの前のデータは消去する。
【００５９】
ステップＳ２７で、他の検索装置から依頼があった場合には、そのページを自ロボットで
扱うことができるように、そのページを登録し、そのページの統計的更新頻度情報を設定
する。
【００６０】
本実施形態において、検索利用者がデータベース検索を行う場合、利用者端末１３３から
複数のデータベース１０１，１１１，１２１のすべてに検索要求を出す方法と、いずれか
１つのデータベース１に検索要求を出す方法が考えられる。後者のいずれか１つのデータ
ベースに検索要求を出す場合には、その検索要求を受け取ったデータベースのみが結果を
返すようなモードと、そのデータベースが他のデータベースにも問い合わせに行き結果を
マージして返すようなモードが考えられる。
【００６１】
次に、図４の構成例について説明する。図４は、基本的には図１と同様であり、データの
更新頻度に応じた複数のデータベース２０１～２０３が用意されているが、ロボット２０
４を一台で兼用する点に関して図１の構成例と相違する。
【００６２】
図５に、図４のように、ロボットが１台でデータベースが複数ある場合の検索装置の処理
手順の一例を示す。
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ステップＳ１１で、指定されたページを１つ選び、ロボット２０４を用いてそのページを
取得する。このときのページの統計的更新頻度に比例した頻度でページを取得するように
スケジュールする。なお、そのページについて統計的更新頻度の情報がない場合には、そ
のページを含むサイトのページのうち得られている統計的更新頻度の平均的な値あるいは
デフォルト値などで代用すれば良い。
【００６３】
ステップＳ１２で、取得したページが前回と変わっているか否かにより、そのページの統
計的更新情報を更新する。もし、ネットワークや相手サーバのトラブルにより、そのペー
ジの取得に失敗した場合には、そのページの取得に失敗したという記録を残して、ステッ
プＳ１１に戻る。
【００６４】
ステップＳ１３で、ステップＳ１１で取得したページの新しい統計的更新確率により、そ
のページをどのデータベースに担当させるかを決定する。
ステップＳ１４で、ページ情報をデータベース化する。例えば、ページデータを形態素解
析し、単語レベルに分解し、単語を含むページという形にデータベース化する。このデー
タをステップＳ１３で決めたデータベースに格納する。このとき、そのページの前のデー
タは消去する。もし、ここで、これまで格納されていたデータベースと異なるデータベー
スに格納されていたならば、それをも消去する。もし、取得したページが前回から変更が
ない場合には、データベース化は行わないが、格納すべきデータベースがそれにより変更
された場合には、データの移動のみを行う。
【００６５】
以上のように、ロボットの数はデータベースの数と一致している必要はない。例えば、図
４の場合、ロボットの数は２台でも４台以上でも良い。各ロボットとデータベースとの対
応関係は適宜設定すれば良い。
【００６６】
なお、検索利用者によるデータベース検索については前述した図１と同様である。
次に、図６の構成例について説明する。図６の検索装置３００は、データベース全体を取
りまとめるデータベース・フロントエンド（ＤＢＦ）３０１が設けられている点が図４の
検索装置２００と相違する。
【００６７】
本構成例では、このＤＢＦ３０１が利用者端末１３３からの検索要求を受付け、適切なデ
ータベースに問い合わせて、結果を利用者に提示する。
次に、データベース検索における検索対象範囲の指定について説明する。
【００６８】
本第１の実施形態では、検索要求にて、キーワードを用いた検索条件の他に、対象とする
更新頻度の範囲および／または更新時刻の範囲を指定できるようにすると好ましい。また
、検索要求において明示的に更新頻度が指定されていない場合に、データベースあるいは
ＤＢＦの方でデフォルト値（例えば最も更新頻度の高いデータベースのみといった更新頻
度範囲）をもって検索を行なうようにしても良い。
【００６９】
ここで、図７に、図６の検索装置における検索手順の一例を示す。
利用者が利用者端末１３３からデータベース・フロントエンド３０１に向けて検索要求を
送り出すと、ステップＳ３１で、データベースフロントエンド３０１は利用者端末３０８
からの検索要求を受け取る。
【００７０】
ステップＳ３２で、その検索要求が更新頻度範囲指定を持つかどうかを判定する。
もし持つならば、ステップＳ３３で、利用者の検索要求の対象範囲に応じて適切な範囲の
データベースでのみ検索を行う。
【００７１】
もし持たないならば、ステップＳ３４で、すべてのデータベースで検索を行う。
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ステップＳ３５で、結果をマージして利用者端末３０８に返す。
【００７２】
次に、システムのハードウェア構成に関して説明する。
本第１の実施形態では、更新頻度の高い方（例えば、統計的更新頻度情報の高い方、ある
いは最終更新時刻の新しい方など）を受け持つデータベース（またはデータベースおよび
ロボット）などを構成する計算機には、更新頻度の低い方（例えば、統計的更新頻度情報
の低い方、あるいは最終更新時刻の古い方など）を受け持つデータベース（またはデータ
ベースおよびロボット）などを構成する計算機よりも、高速性について同等以上のものを
用い、あるいは台数について同数以上を用いるなどして、更新頻度が高いデータを検索す
るデータベースを担当する計算機の方がそうでないデータベースを担当する計算機よりも
処理能力が同じかより高いようにシステムを構成すると好ましい。
【００７３】
すなわち、更新頻度が高い方のデータを担当するデータベースの方が更新頻度が低い方の
データを担当するデータベースよりも頻繁に利用されるので、更新頻度が高い方のデータ
を担当するデータベースの方のみについて処理能力を上げるだけで、全体の処理能力を効
果的に向上させることができる。
【００７４】
従って、本実施形態のように更新頻度に応じてデータベースを分割することにより、更新
頻度の高いデータベースを載せる計算機だけ高速なものを使えば良くなり、データベース
構築の負担を効果的に軽減することができる。
【００７５】
例えば、図８のように、第１の検索装置４１０を構成する計算機群が更新頻度が高いデー
タ群を担当し、第２の検索装置４０１を構成する計算機群が更新頻度が低いデータ群を担
当している場合には、第１の計算機群４１０においてはデータベースをハードウェア的に
二重化して高速化している。高速化の手段としては、ハードウェアを多重化する他にも、
速い素子を使った計算機を使うとか、メモリの容量を大きくするなどの方法がある。
【００７６】
以上では、本実施形態についてネットワークを１つとして説明したが、図９のように複数
のネットワーク５００～５０４が結合された環境であっても良い。さらに、ネットワーク
５００～５０４が組織や国のように物理的にまったく離れた場所を結合しているものであ
っても良い。
【００７７】
（第２の実施形態）
次に、第２の実施形態について説明する。
本実施形態では、検索システムにプロキシー機能も装備し、検索結果として参照されるべ
きページデータを既に持っているならば、そのデータをネットワークを介して新たに取り
に行くことはせずに、既に持っているデータを返す。
【００７８】
これにより、前述した頻繁に変化するページの問題にも対処することができる。すなわち
、頻繁に変化するページでは、検索結果として示されるリンクを辿ったときには、既にそ
のページがなくなっていたり、更新されていて役にたたないことがある。これに対して、
検索用データベースで用いたデータを提示するのであれば、このような問題は生じない。
【００７９】
すなわち、頻繁に変化するページは、図１３に示すようにサンプリング的に取得し、次の
取得まで内容を保持しておく。これにより、例えば図１３中のｔ１でページが消失しある
いは内容が別のものに移行されるなどしても、最後にサンプリングしたｔ０のときの内容
を提示することができる。
【００８０】
図１０に、本実施形態のシステム構成例を示す。
図１０に示すように、本実施形態の検索装置６０１は、ネットワーク６００に接続されて
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おり、ロボット６０２、キャッシュ６０３、データベース化部６０４、データベース６０
５、データベース・フロントエンド（ＤＢＦ）６０７、ＷＷＷフロントエンド６０６を有
する。また、図１０には示していないが、ネットワーク６００を介して各ＷＷＷサイトや
利用者端末が接続されているものとする。また、図１０中では、データベースを１つとし
て表わしているが、複数に分割されていても良い。また、複数のデータベースに第１の実
施形態にて説明した発明を適用し、データの更新頻度に応じてデータベースに情報の格納
を分担させても良い。
【００８１】
本実施形態では、データベースにはページのＵＲＬを格納するものとする。また、ページ
を全文検索などして抽出したキーワードをＵＲＬに付加して格納し、キーワードでＵＲＬ
を検索するのもとする。
【００８２】
最初にデータベース化までを説明し、次に利用方法について説明する。
データベース化まで手順の一例を以下に示す。
まず、ロボット６０２を用いて、探訪リストに従って、ネットワーク６００を介して他の
ＷＷＷサイトからデータを収集する。もし自身も独自コンテンツを持つＷＷＷサイトであ
るならば、自身からもデータを収集する。
その収集したものをキャッシュ６０３に格納する。
キャッシュ６０３に格納されているものの中からデータベース化部６０４により検索用デ
ータベース６０５を作成する。例えば、語単位でのキーワード検索を行なう場合には、デ
ータベース化部６０４では、キャッシュ６０３内のデータを形態素解析し、語単位でデー
タベース化する。これにより、利用者から特定の語を含む情報を要求された場合に、即座
にデータベース検索が可能となる。ここで、本検索装置では、データベース化するときの
データの在処として、そのデータを取得したネットワーク上のアドレス（ＵＲＬ）ではな
く、キャッシュ６０３に格納されているデータのアドレスを用いる。
【００８３】
一方、ユーザからの参照要求によりＷＷＷフロントエンド６０６がアクセスして取得した
ページも、キャッシュ６０３に格納するとともに、上記と同様にデータベース化しておく
。
【００８４】
次に利用する際の手順の一例を以下に示す　。
利用者は、ネットワーク６００を介して、検索装置６０１のＷＷＷフロントエンド６０６
にアクセスし、検索要求を出す。
その要求は、データベース・フロントエンド（ＤＢＦ）６０７に伝えられ、複数のデータ
ベースがある場合には、適切なデータベースが選択され、それに検索要求を出す。
データベース・フロントエンド（ＤＢＦ）６０７では、複数のデータベースに検索要求を
出した場合には、それらの結果を取りまとめて、ＷＷＷフロントエンド６０６を介して利
用者に検索結果を提示する。
利用者は、検索結果の中で、さらにその中身を見てみたいと思うものがあれば、検索装置
６０１のＷＷＷフロントエンド６０６に参照要求を出す。
ＷＷＷフロントエンド６０６では、参照を要求されたページが自キャッシュ６０３に格納
されているものであるならば、該ページをキャッシュ６０３から取り出して参照要求者に
返す。もし自キャッシュ６０３になければ、その旨を参照要求者に返す。
【００８５】
ここで、検索装置では、取得可能なすべてのデータをロボットを用いて収集せずに、予め
指定されたデータに加えて、統計的観点から参照要求があると思われるデータについてロ
ボットによりデータをプリフェッチしておくようにしても良い。これは、ＷＷＷ上のすべ
てのデータを検索対象としない場合や、実際のページの更新頻度ではなく、利用者の要求
に基づいてデータを更新する場合に有効である。
【００８６】
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すなわち、ＷＷＷ上のすべてのデータを検索対象としない場合には、どの範囲をロボット
で収集するかが問題となる。そこで、この検索サーバ兼プロキシーへの要求に現れるペー
ジやサイトを統計処理し、その頻度が高いデータやサイトのデータを優先的にロボットを
用いてあらかじめプリフェッチしておく。このときには、実際のページの更新情報が高い
もの程よくそのページをロボットが訪問するのみならず、そのページに対する参照要求の
発生確率が高いページほど良くそのページをロボットが訪問するようにする。これにより
、システム管理者が特別に指定しなくても、適切なデータに対してミラー化される。
【００８７】
上記のような検索装置に構成例を図１１に示す。
図１１の検索装置７０１は、図１０の検索装置６０１にユーザ要求記録部７０８を追加し
たものである。従って、相当する部分の説明は省略し、相違する部分を中心に説明を行う
。
【００８８】
図１２に、本検索装置７０１による情報収集の処理手順を示す。
ステップＳ４１で、利用者のアクセスログを解析し、そのサイトで良く参照されるページ
やサイトの情報を得る。
【００８９】
ステップＳ４２で、上記とは別にシステム管理者などにより明示的に指示されたページや
サイトの情報をステップＳ４１で得たものとマージする。
ステップＳ４３で、上記で得たデータを、その統計的更新確率にしたがってロボットを用
いて取得する。もし、ページについて統計的更新確率情報が得られていなかったときには
、そのページを含むサイトのページのわかっている統計的更新確率情報の平均値で代用す
る。さらに、そのサイトの統計的更新確率情報もわからない場合には、知っているすべて
のサイトの統計的更新確率情報もしくはデフォルト値で代用する。この統計的更新確率情
報に比例した頻度でデータを繰り返し取得する。また、あるサイトがある時刻に更新され
る可能性が高いことがわかったならば、その時刻よりも少し後に情報を取に行くようにす
る。
【００９０】
さて、本検索装置７０１は、プロキシーも兼ねているので、利用者は検索要求でなく、単
にネットワーク上の情報が欲しいときには、参照要求を検索装置７０１に出す。その参照
要求は、ＷＷＷフロントエンド７０６を介して、ユーザ要求記録部７０８に出され、ここ
で要求データの記録が残される。ここで要求されたデータがキャッシュ７０３にあれば、
それをそのまま返し、なければネットワーク７００を介してデータを取りに行き、そのデ
ータをキャッシュ７０３に一旦格納した後、ＷＷＷフロントエンド７０７を介して利用者
に返す。
【００９１】
このように、図１１の検索装置では、利用者がどのデータに関心が高いかといった情報が
ユーザ要求記録部７０８に格納されている。従って、ロボットでデータを予め収集すると
きに、ロボットで取得できるすべてのデータを取ろうとするのではなく、ユーザ要求記録
部７０８に格納されているデータと明示的に指示された取得すべきデータとを取得する。
【００９２】
なお、取得すべきでないデータ群を指定して、それらはユーザ要求記録部７０８にあるも
のであっても取得しないようにしても良い。
ところで、頻繁に更新されるデータについては、ユーザ要求記録部７０８の記録を見ても
有効でないと考えられる。なぜならば、再び訪れたときにはそのデータが消滅している可
能性が高い。従って、そのようなデータについては、サイトもしくはデータへのパスのみ
を有効な情報とし、同じデータでなくても同じサイトのデータならばロボットによって取
得するようにする。
【００９３】
例えば、以下のような番号を名前とするようなＵＲＬは一時的にのみ存在している可能性
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が高い。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｓｂ．ｃｏ．ｊｐ／ｆｏｏ／１２４６３８９．ｈｔｍｌ
このような場合には、このファイルを再び取得するのではなく、このファイルへのリンク
を張っているファイルを取得し、そのファイルからリンクを辿った先のファイルを取得す
る。
【００９４】
図１１の検索装置では、プリフェッチしたものが将来使われると仮定している。ここでプ
リフェッチする対象は、文字情報、画像、音声、動画などのメディアを任意に選択できる
ものとする。例えば、記憶容量の制約から文字情報のみをプリフェッチするように指定し
たが、そのページに動画が入っていた場合には、その動画は利用者が参照したときにネッ
トワークを介して取りに行くか、表示されないかのいずれかになる。
【００９５】
次に、図１０や図１１の検索装置におけるページの取得頻度に関して説明する。
ロボットは、同じＵＲＬのページを定期的に取得しに行くが、その際、対象ページの更新
頻度に応じた頻度で該ページを取り直すのが好ましい。すなわち、対象ページが統計的に
一日に変更される回数に比例した回数だけ、該ページを取得しに行く。ただし、指定した
データが消滅したならば、二度とそのデータを取りに行かないようにする。また、取得し
たデータがハイパーリンクとなっている場合には、リンク先の情報も取りに行くことも可
能である。
【００９６】
また、指定したサイト群やＵＲＬ群のデータについては、利用者がリロード要求を出して
も、それに応じないようにする。これにより、検索サーバから同じＵＲＬに対する一定回
数以上の要求がでないことが保証される。
【００９７】
次に、図１０や図１１の検索装置における検索対象に関して説明する。
本実施形態では、ロボットで収集したデータもプロキシーのキャッシュの中に入れておき
、利用者が直接要求したデータと同じ場所で管理する。
【００９８】
ここで、参照したコンテンツが暗号化されていない有料データのこともあるし、利用者の
プライバシーの問題もあるので、検索システムが検索対象とするデータに制限が加えられ
るようにしても良い。
【００９９】
制限の与え方としては、以下の条件を１つ以上組み合わせたものとする。
（１）ロボットで収集したものに限る、
（２）プロキシーとしてデータを保持しているものに限る、
（３）同じ名前もしくはアドレスを持つ情報については最新のものだけに限る、
（４）ＣＧＩなどにより動的もしくは対話的に生成された情報は除く、
（５）指定したサイト群やＵＲＬ群に限る。
【０１００】
例えば、図１０において、データをキャッシュ６０４に入れるときに、そのデータの取得
状況も記録しておく。すなわち、そのデータが、ロボットで収集したものか、利用者が直
接要求したものか、ＣＧＩなどにより動的もしくは対話的に生成されたものか（これはＵ
ＲＬのパス名にＣＧＩやＢＩＮという文字を含むかどうかで判定する）、指定されたサイ
ト群かＵＲＬ群かなどの情報も、データと一緒に記録しておく。そして、管理者がどの種
類のデータはキャッシュ内のデータについて検索が可能かどうかを指定できるようにして
おく。検索システムでは、この指定に従って、条件の合うものだけをデータベース化する
。
【０１０１】
次に、図１０や図１１の検索装置における収集データのアドレスの付け替えについて説明
する。
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本実施形態では、収集したデータを検索装置のキャッシュに格納する際に、該収集データ
のアドレスもしくはＵＲＬを付け変えて格納しておいても良い。すなわち、データの位置
がネットワークのある場所から検索装置内のキャッシュに移動したのであるから、ドメイ
ン名を検索装置のドメイン名に変えるようにする。次に、パス名の先頭に元のドメイン名
を付加する。例えば、以下のようにする。
【０１０２】
元のＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂａｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ
ｌ
検索装置のドメイン名　ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ
新たなＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃ
ｏ．ｊｐ／ｂａｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
このようにすることにより、データのミラー化が実現できる。
【０１０３】
次に、図１０や図１１の検索装置における収集データの時刻管理について説明する。
本実施形態では、収集データに更新時刻データも付与して管理するようにしても良い。通
常のプロキシーのように同じアドレス（ＵＲＬ）に対しては、最新のデータのみを保持す
るだけでなく、過去のデータも管理して保持する。ここでの時刻は、そのデータが有効に
なった時刻、あるいはそれに加えて無効になった時刻とを持つ。
【０１０４】
有効になった時刻は、同一ＵＲＬで内容が更新されたような場合には、サーバーから通知
される更新時刻が変化するので、その時刻が無効になった時刻になり、データそのものが
消滅した場合には、アクセスに行ったことにより消滅したことが判った時刻とする。
【０１０５】
アドレス（ＵＲＬ名）は、時刻管理をするために付け替えて管理する。
まず、データの位置がネットワークのある場所から検索装置内のキャッシュに移動したの
であるから、ドメイン名を検索装置のドメイン名に変える。次に、パス名の先頭に元のド
メイン名を付加する。例えば、以下のようにする。
【０１０６】
元のＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂａｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ
ｌ
検索装置のドメイン名　ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ
新たなＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃ
ｏ．ｊｐ／ｂａｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
さらに、これに時刻の情報も付与する。例えば、１９９６年３月２３日１６：３９から１
９９６年４月３０日１０：２３まで有効であったデータならば、以下のようにする。
【０１０７】
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂａ
ｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ／１９９６０３２３１６３９－１９９６０４３０１０２３
また、以下のような変形も考えられる。
【０１０８】
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｅａｒｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／ｗｗｗ．ｆｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｂａ
ｒ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ／１９９６．３．２３．１６．３９－１９９６．４．３０．１
０．２３
なお、以上説明したきた本発明の実施の形態における各構成は、相当する手順あるいは手
段をコンピュータに実行させるためのプログラムを作成し、これをコンピュータに実行さ
せることにより実現可能である。
【０１０９】
また、上記プログラムを機械読取り可能な媒体に記録し、コンピュータがこの媒体からプ
ログラムを読取って実行するように構成することも可能である。
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
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変形して実施することができる。
【０１１０】
【発明の効果】
本発明によれば、データの更新頻度に応じて異なったデータベースにてデータを管理する
ことができる。この結果、例えば、そのデータベースが管理するデータの更新頻度の高さ
に応じて計算機等の持つ処理能力を設定することができ、ネットワーク上に分散された膨
大なデータを効果的に管理することができる。
【０１１１】
また、本発明によれば、検索システムにプロキシー機能をも内蔵させたので、プロキシー
に格納されているデータを検索し提示することができる。この結果、例えば、極めて更新
頻度が高いデータに対しても、検索サービス・参照サービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る検索装置の構成例を示す図
【図２】同検索装置の処理手順の一例を示すフローチャート
【図３】最終更新時刻によってデータベースを分担する方法を説明するための図
【図４】同実施形態に係る検索装置の他の構成例を示す図
【図５】同検索装置の処理手順の一例を示すフローチャート
【図６】同実施形態に係る検索装置のさらに他の構成例を示す図
【図７】同検索装置の処理手順の一例を示すフローチャート
【図８】同実施形態に係る検索装置のさらに他の構成例を示す図
【図９】複数のネットワークが接続された場合のシステム構成の一例を示す図
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る検索装置の構成例を示す図
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る他の検索装置の構成例を示す図
【図１２】同検索装置の処理手順の一例を示すフローチャート
【図１３】頻繁に変化するページのサンプリングを説明するため図
【符号の説明】
１００，５００～５０４，６００…ネットワーク
１００，１１０，１２０，２００，３００，４０１，４１０，６０１…検索装置
１０２，１１２，１２２，２０４，６０２…ロボット
１０１，１０１－１，１０１－２，１１１，１２１，６０５…データベース
１３１，１３２…ＷＷＷサイト
１３３…利用者端末
３０１，３０１－１，３０１－２，６０７…データベース・フロントエンド（ＤＢＦ）　
６０３…キャッシュ
６０４…データベース化部
６０６…ＷＷＷフロントエンド
７０８…ユーザ要求記録部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(16) JP 4025379 B2 2007.12.19



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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