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あらまし 一般に全ての Web ページを収集することは不可能であり，Web クローラの開発者は目的に応じた Web

ページをより早く，より多く集めるためカスタマイズを施している．さらに近年は Twitter や Facebook に代表され

る情報がより注目を集めており，リアルタイム性の極めて高い情報に対するニーズが増加している．そこで本論文

では，以下に示す 2 つの条件を兼ね備えたクローラを提案する．(1) 開発者は任意のモジュールの変更・追加・削

除が可能，(2) クローラの任意のモジュール間データを，リアルタイムストリームとして受信可能．従来の多くの

Web クローラは 1 スレッドが複数のモジュールの役割を担う設計であり，ソフトウェアアーキテクチャの観点から

密結合な設計であった．また，収集した Web データをリアルタイムで提供する例を示した設計は少ない．本論文で

提案する Web クローラは，機能ごとに分離されたモジュールからなり，モジュール間は共有データを持たない．全

てのモジュールはモジュール間を通信するメッセージと FIFO キューによって非同期にパイプライン処理を行える

ことに特徴があり，任意のモジュール間を流れるメッセージをリアルタイムで提供可能である．評価実験では実際

にモジュールの変更・追加を行い，提案する Web クローラがソフトウェアアーキテクチャの観点から粗であること

を確認し，任意のモジュール間データをリアルタイムストリームとして提供可能であることを確認した． 
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1. はじめに  

昨今，Web 上のデータが活用される場面が増加して

いる．画像に関する研究 [1]や言語に関する研究で活用

される [2]こともあれば，Web 上のデータからキャンペ

ーン効果の測定や市場調査を行うサービス [3]も存在

している．また，過去の Web ページの閲覧が可能なサ

ービス [4]も存在しており，Web 上のデータに対する需

要は高まる一方である．このような研究やサービス，

ビジネスを行うにあたり，Web 上に存在するデータを

収集するプログラムである Web クローラは必要不可

欠な存在となっている．それを受けて Apache Project

の一つである Lucene[5]とそのサブプロジェクトであ

る Nutch[6]，Solr[7]，YaCy[8]のようなオープンソース

の Web クローラ・検索エンジンの開発が盛んであり，

Web クローリングそのものを提供するサービス [9]も

存在している．  

また，新たにインターネットを利用したサービスと

して Social Networking Service(以下 SNS)が発達し，よ

り多くのユーザに受け入れられている．SNS の 1 つで

ある Twitter はユーザ層の幅広さだけでなく，その情報



 

 

のリアルタイム性の高さが特に注目を集めている．例

えば 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災時には，日本の

各地域から多くの最新情報が Twitter 上で発信され，多

くの Twitter ユーザが自分の望む情報を入手すること

ができた．  

可能であれば，Web 全体が持つ莫大な情報と，Twitter

に代表されるリアルタイム性を兼ね備えた情報を，柔

軟に収集し，活用できることが望ましい．ここでの柔

軟さとは，収集する Web ページの内容をフィルタリン

グ・フォーカスする [10][11][12]，あるいは収集する

Web ページの優先順位を変更する [13][14]といった

Web クローラのカスタマイズやストラテジーの変更が

容易であることを意味する．一方で Web クローラが収

集した情報を利用するエンドユーザの視点に立った場

合，Twitter から提供される Streaming API[15]のように，

必要な情報だけを，よりリアルタイムに受け取り活用

できると望ましいケースも想定される．ここでのエン

ドユーザとは，単純に検索エンジンを利用する様な一

般的なユーザだけではなく，Web 上の情報を監視・調

査する研究者や Web アプリケーションを作成するエ

ンジニアといった幅広い層を想定している．  

しかし，Nutch や Solr のオープンソースクローラは

モジュール間の依存が強く，ストラテジーの変更や新

たなモジュールを追加することが難しい設計となって

いる．また，80legs によるサービス等は，集めたデー

タはファイルに纏められた後にユーザに提供され，

Streaming API 程のリアルタイム性は期待できない．

2010 年に発表された Jonathan[16]らの設計では，ユー

ザは任意の文字列によるフィルタ (正規表現も可能 )を

クローラに登録することが可能で，フィルタにマッチ

する Web ページのテキストをリアルタイムにエンド

ユーザに提供できる．しかし，エンドユーザが求める

Web 上のデータは，Web ページのテキストデータだけ

とは限らない．  

そこで本論文では，上記に掲げた要求を満たすため，

以下に示す 2 つの条件を兼ね備えたクローラの設計を

提案する．  

(1) 開発者は任意のモジュールの変更・追加・削除可能  

(2) エンドユーザはクローラの任意のモジュール間デ

ータを，リアルタイムにストリームとして受け取

ることが可能  

我々の提案する設計は，クローラに必要なモジュー

ル間の機能的な依存関係を全て無くし，全てのモジュ

ールのタスクはモジュール間を通信するメッセージと

FIFO キューによって非同期に管理する．そのため，1

つのモジュールの機能変更は，他のモジュールへ一切

の機能面での影響を与えない．またエンドユーザは適

切なモジュールにリッスンポートを立てて接続するだ

けで，自分が望む任意のモジュール間のデータを入手

することが可能である．  

本論文は以下の構成をとる．まず，2 節でこれまで

の Web クローラの設計に関する研究について説明し，

3 節で我々が提案する Web クローラの設計と実装につ

いて説明し，4 節でまとめる．  

2. 関連研究  

本節では，既存研究でどのような Web クローラが設

計されてきたかをまとめる．1994 年の最初期の Web

クローラ [17]は幅優先探索法によってスケジューリン

グする方法，Web ページを収集した後のインデックス

作成方法，データベースとの連携といった現在の Web

クローラの基礎となる設計部分が述べられている．  

その後 Web 空間が大きくなるに従って，Web クロ

ーラの収集速度やスケーラビリティを向上させるため

の数多くの研究がなされてきた．並列処理によるアプ

ローチ [18][19]・分散処理によるアプローチ [20][21][2

2]は代表的なトピックである．上記の Web クローラは，

いずれも一部のスレッドが非同期に並列，あるいは分

散実行できるように設計されている．しかし，ソフト

ウェアアーキテクチャの観点からは密な設計となって

おり，いずれの設計も 1 つのスレッドが複数のモジュ

ールの役割を担う箇所が存在する．例えば Mercator[2

0]を例に挙げると，Worker と呼ばれる 1 つのスレッ

ドが，ダウンロード，リンク抽出，URL のフィルタリ

ング，URL の重複チェックといった複数のモジュール

の役割を担う構成となっている．  

一方 Shkapenyuk[21]らによって考案された Web ク

ローラは我々が提案する Web クローラと類似する部

分が見受けられる．名前解決，Web ページのダウンロ

ードの 2 つのタスクを非同期に実行できる設計であり，

そのコンポーネント間のタスク伝達はメッセージによ

って行われる .また，ダウンロードした Web ページの

データをエンドユーザアプリケーションへストリーム

形式で提供できる設計にもなっている．図 1 に Shkap

enyuk の Web クローラの設計図を示す．  

 

図 1 Shkapenyuk の Web クローラの設計図  

([21]. Figure.2:small crawler configuration を参考 ) 
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我々の提案手法が Shkapenyuk らの手法と異なる点

は，図 1 の Crawl Manager に該当する部分である．

提案手法では Crawl Manager に該当する機能も完全

にモジュールが分離されており，メッセージによるタ

スク伝搬を徹底している．それに伴い，提案手法は任

意のモジュール間を流れるデータをエンドユーザにス

トリーム形式で容易に提供できる．  

Crawl Manager に備わっている機能としては，どの

Web ページをどのタイミングでアクセスするかを決

定するスケジューリング機能のモジュール，あるいは

URL の重複チェックモジュールといった Web クロー

ラに欠かせない機能等が列挙される .本提案手法は，1

つのスレッドは明確に 1 つだけのモジュールのタスク

を担うように設計されており，モジュール間に依存関

係が一切存在しない．また，モジュールのタスクの伝

搬を全てメッセージによって行う箇所が従来の Web

クローラと大きく異なっている．  

本来 Web クローラの作成者は , プログラムによって

収集された Web データをどのようにエンドユーザへ

提供するかも含め，プログラムの設計を考えなければ

ならない．これまでの多くの研究では，収集されたデ

ータはデータベースに蓄積され，ユーザはクエリを用

いてデータベースを検索することで望むデータにアク

セスできた [22]．一方で 2010 年に Jonathan[16]らは，

エンドユーザが望む情報をフィルタリングし，クロー

ラによって収集されたテキストデータをリアルタイム

でストリームデータとしてエンドユーザに提供できる

システムの設計の一例を示し，実現している．  

検索エンジンは，Web ページを予めインデックス化

し，クエリに応じたインデックスを検索する．そして

該当する Web ページをレスポンスとして返す．一方

Jonathan らの手法では，ユーザが望む全てのクエリ

群を予めインデックス化しておき，Web ページをダウ

ンロードした際にその Web ページの HTML 本文をク

エリ群のインデックスと参照する．そして一致したク

エリを発行したエンドユーザに対し，該当する Web

ページをストリームとして流し，提供する．しかし，

Jonathan らが対象としているのは Web ページ上のデ

ータのみである．実際には後述する robots.txt の情報

や最新の DNS の対応表を作成したいといったユース

ケースも想定され，その場合は対応できない．  

これに対し，提案手法では任意のモジュール間のデ

ータをリアルタイムストリーム形式でユーザに提供で

き，より柔軟性に優れている．また，Jonathan は画

像や動画といったデータ (richer media types)を将来

提供できることを課題としている．提案する Web クロ

ーラであれば，それらの要求に対応したモジュールを

追加することで容易に対応できる．  

クローラの設計について論じていても，エンドユー

ザが Web クローラによって収集されたデータをどの

ように利用するかまで意識した設計は少ない．また，

多くの設計は１つのスレッドが複数のモジュールのタ

スクを担う設計となっており，モジュールの仕様変更，

あるいは新しいモジュールの追加，削除をする際に他

のモジュールへ与える影響が懸念される．  

我々が提案する Web クローラは，全てのモジュール

は他のモジュールと依存関係をもたない．そのため，  

1 開発者は任意のモジュールの変更・追加・削除が容

易に可能  

となっている．また，パイプライン式に流れるモジュ

ール間メッセージをエンドユーザに提供することが極

めて簡単な設計となっており，  

2 エンドユーザはクローラの任意のモジュール間デ

ータを，リアルタイムにストリームとして受け取る

ことが可能  

となっている．  

3. 提案手法  

本節では上記に挙げた項目を満たす Web クローラ

を作成するため，パイプライン型の処理をする Web ク

ローラを提案する．全てのモジュールは完全独立な設

計であり，それぞれのタスクを非同期に実行すること

ができる．また，タスクの伝搬は全てメッセージによ

って行われる．3.1 節では我々が検証用に開発した Web

クローラの設計について説明し，3.2 節では我々が実

験用に作成した Web クローラの各モジュールの実装

を説明する．  

3.1. Web クローラの設計  

我々が提案する Web クローラは，マルチスレッドプ

ログラミングのデザインパターンのひとつである Pro

ducer/Consumer パターンを基にして構成される．構成

する各モジュールを FIFO キューで接続し，非同期に

データやメッセージの受け渡しを行うことでクローリ

ング動作を実現している．実際に我々が作成した Web

クローラのモジュール間の接続関係を図 2 に示す .

我々のクローラはスレッド 1 つがモジュール 1 つの役

割を果たす．そのため，各モジュールに割り当てるス

レッド数を柔軟に変更できるという利点も挙げられる．

たとえば，Web ページのダウンロードを行うモジュー

ルと，Web ページからリンク先 URL の抽出を行うモジ

ュールのスレッド数を独立して調整することができる．

そのため，CPU 負荷に合わせてスレッド数をモジュー

ル単位の粒度で最適化できる．また，FIFO キューを用

いることで新たなモジュールの追加や削除，接続順の



 

 

変更も容易に可能となる．本実験で各モジュールを流

れるメッセージの中身は図 4 のメンバーを持つデータ

である . 本実験のモジュールで必要なデータは URL, I

P アドレス , Web データ (HTML or IMAGE)なので，図

4 に示す StreamWebData というデータ構造とした．こ

の StreamWebData のデータ構造はあくまでも一例であ

り，目的に応じて変更可能である．各モジュールに割

り当てられたスレッドは図 3，図 5 で示すように，自

分のタスクとして渡された StreamWebData から必要な

情報を参照して処理をする．そして，処理した結果を

新たな StreamWebData’として次の接続先モジュール

に伝搬させる方式を取る構成となっている．例えば，

Parser であれば StreamWebData の中から HTML データ

を抽出し，パーシングを行う．そして，パーシングさ

れた URL を新たな StreamWebData’として接続先のモ

ジュールに流す．また，重複除去モジュールであれば

StreamWebData 中から URL を参照し，既に巡回済みの

URL であれば StreamWebData を破棄し，そうでなけれ

ば次のモジュールに StreamWebData ’としてそのまま

流すという具合になる．なお，モジュールの処理をマ

ルチスレッドで行う際には，Queue に関わる処理は全

て同期するように構成する．  

 

図 3 モジュールのタスク処理フローチャート  

図 4 ストリームで流れるデータ  

図 5 各モジュールの処理  

3.2. 検証用 Web クローラの実装  

本節では，我々が実験に用いた Web クローラの各モ

ジュールの実装について説明する．我々の Web クロー

ラプログラムは全て Java によって記述されている．本

クローラを構成するモジュールは， (1) URL フィルタ

モジュール， (2) 名前解決モジュール， (3) robots.txt

処理モジュール，(4) URL 重複削除モジュール，(5) ス

ケジューラモジュール，(6) ダウンローダモジュール，

(7) HTML パーサモジュール，(8) ファイル出力モジュ

ールの 8 種類である．各モジュールは FIFO キューで

環状に接続され，パイプライン効果で並列に処理を行

うことができる．具体的な接続関係は図 2 に示してい

る．モジュールの Queue の下側にある表示はそのモジ

ュールが自分のタスクを行うのに必要なデータの種類

である．各モジュールは自分に必要なデータを取得し

たら，自分のタスクを実行し，次のモジュールの Queue

へ自分のタスクの結果に応じたメッセージを流す

push 方式をとる．以下，各モジュールの機能について

順に概要を述べる．  

OutputStream
(次のモジュールへ)

inputStream
(前のモジュールから)

StreamWebData

自分のタスクを反映した
WebStreamData’を生成

自分のタスクに必要な
データを参照

自分のタスクを実行

StreamWebData’

Data 構造  : StreamWebData  

structStreamWebData { 

   URL url;       // URL 

   byte[] ipaddress; // 対象 url の IP アドレス  

   String extension; //何のファイルかを示す拡張子  

   byte[] data;     // 対象 URL 先のデータ  

} 

 

Algorithm : 各モジュールの処理  

Queue<StreamWebData>inputQueue; // 処理するデータ  

Queue<StreamWebData>outputQueue;// 処理したデータ  

While (true) { 

StreamWebData data = inputQueue.take();  

StreamWebDatanext = executeOwnJob(data);  

followToNextNode(nextStreamWeb); //次モジュールへ  

} 

 

 

図 2. パイプライン処理により構成される Web クローラ  
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(モジュール 1) URL フィルタモジュール  

本モジュールでは RFC1738[23]に従わない不正な

URL の除去と，存在しないトップレベルドメインの

URL を除去する．また，ユーザが明示的にクローリン

グの対象外に指定した URL を検出し除去する．すなわ

ち，モジュール 7 のパーサから流れてきた URL をチェ

ックして，対象外の URL はモジュール 2 へ流さずにシ

ャトダウンし，クローリングする対象を制御する役割

を果たす．  

(モジュール 2) 名前解決モジュール  

本モジュールは，URL の名前解決，すなわち URL

から IP アドレスへの変換を担う．DNS サーバへの過

剰な負荷を避けるために，一度名前解決した IP アドレ

スはキャッシュする．この DNS キャッシュには，トラ

イ型データ構造である HAT-trie[24]を用いている．

HAT-trie は本来文字列検索用のデータ構造であるが，

我々は URL から IP アドレスを検索できるよう拡張す

ると共に，スレッドセーフなデータの追加・取得操作

を実現した．図 6 に DNS モジュール内でのデータの流

れを実線の矢印で示し，DNS キャッシュに対する問い

合わせを破線の矢印で示した．  

 

図 6.名前解決の流れ  

 (モジュール 3) robots.txt 処理モジュール  

本モジュールは robots.txt[25]の記述を処理してクロ

ーリングの制御を行う．Web ページの管理者は，クロ

ーラによるアクセスを制限あるいは許可するために，

ホストのルートディレクトリに robots.txt を配置する

ことができる．robots.txt には，ホスト内のディレクト

リごとにクローリングの許可・禁止を正規表現で指定

することができる．図 7 に，robots.txt の処理の流れを

矢印で示し，分岐条件を併記した．対象 URL のクロー

リングが robots.txt で制限されているなら，その URL

を破棄し，許可されているなら次のモジュールへ送信

することで管理者の意図に沿ったクローリングができ

る． robots.txt にサイトマップを記述することにより

Web クローラに URL の追加情報を与えることが可能

であるが，本 Web クローラの実装ではサイトマップは

考慮に入れていない．  

 

図 7. robots.txt の処理の流れ  

(モジュール 4) URL 重複削除モジュール  

ダウンロード済みの URL を再びダウンロードしな

いように URL の重複削除を行う．図 8 に，URL 重複

削除の流れを矢印で示し，重複削除の条件を併記した．

本クローラでは高速化のため，我々が過去に開発した

手法 [26]をもとに，LRU キャッシュと Bloom Filter を

組み合わせて近似的に重複削除を行う．Bloom Filter

とは偽陽性を許容する代わりに O(1)で重複判定を行

うことができるアルゴリズムである．ここでの偽陽性

とはクロールしていない URL に対して，クロール済み

であると判定してしまうことである．詳しくは論文

[26]を参照されたい．  

 

図 8 .URL 重複削除の流れ  

(モジュール 5) スケジューラモジュール  

本モジュールは，我々が過去に提案した手法 [27]を

用いて構成される．我々のスケジューラは巡回する

URL 数が増加しても，URL1 つに対するスケジュール

に必要な計算量は変わらない O(1)スケジューラを実

装している．URL にはドメイン名が異なっても IP が

同じ場合が存在する．我々のモジュールは IP ごとに物

理的にサーバが異なるものと判断し，IP によるスケジ

ューリングを行い，任意のアクセス間隔を保証できる．
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詳しくは論文 [27]を参照されたい．  

(モジュール 6) ダウンローダモジュール  

本モジュールはダウンロード処理を担う．ダウンロ

ーダは HTML 文書と画像や動画などのバイナリデータ

を，拡張子を利用して区別してダウンロードする．バ

イナリデータは直接ファイル出力モジュールに出力し，

HTML 文書は次に説明するパーサに送る．  

(モジュール 7) HTML パーサモジュール  

ダウンロードした HTML 文書からリンク先の URL

を抽出する．このとき，同時に head タグ内の meta タ

グに記述可能な，クローラに対するアクセス許可指定

も抽出する．また，HTML 文書とともに画像ファイル

の URL も抽出する．  

(モジュール 8) ファイル出力モジュール  

本モジュールはダウンロードした HTML や画像など

のデータをファイルに出力する．ここで，合計 4GB ま

での HTML および画像をそれぞれ 1 つのファイルにま

とめて保存する．これは，データ解析時にハードディ

スクからシーケンシャルな読み出しを実現するためで

ある．  

4. 評価実験  

本節では，我々が作成したパイプライン型の Web ク

ローラに対して行った評価実験について説明する．4.1

節では本実験で作成した Web クローラの速度面での

性能評価を行い，4.2 節ではカスタマイズ性に関する

評価を行い 4.3 節ではクローラプログラムのモジュー

ル間をパイプライン式に流れるデータを，リアルタイ

ムにストリームデータとして提供が可能であることを

確認するために行った実験について説明する．  

4.1. 性能評価  

現実の Web 空間は，新たな Web ページの出現・リ

ンク構造の変化・Web ページのアップデートといった

変化が日々取り巻いている．しかし，いくつかの基本

的な Web クローリングのテストを行い結果の比較を

する際には，同じ Web 空間に対して Web クローリン

グのテストを試行することが望ましい．そのため，本

実験では WebGraph[28]プロジェクトで提供されてい

るデータを基に仮想 Web 空間を 1 つの Web サーバ上

に構築し，その Web 空間に対して 5 回の性能評価を行

った．表 1 に今回の実験で用いたデータセットを記し

表 2 に Web サーバとして用いたマシンのスペックを記

載する．表 1 中の uk-2007-05 のデータセットは 2007

年 5 月時点のイギリスの Web 空間が記録されており，

URL と Web のグラフ構造のみを取得することができ

る．URL 数は 1 億強，リンク数は 37 億強規模のデー

タである．  

表 1 実験データ  

 

表 2 実験環境  

 

 仮想 Web サーバを構築する際には，GNU libmicroht

tpd[29]のライブラリを用いており，実験環境 1 のマシ

ン上で動作している．GNU libmicrohttpd は C++で記述

されており，簡易的な HTTP サーバを構築できる．な

お，本実験ではルータによるボトルネックを回避する

ため，仮想 Web サーバに localhost としてアクセスする

ことで Web クローリングテストを行っている．仮想 W

eb サーバはアクセスされた URL に対し，その URL が

持つリンク先一覧 URL を uk-2007-05 のグラフ構造に

従ってレスポンスするように構成されている．  

 1 台のノードから仮想 Web 空間に対してアクセスし

た際のダウンロード速度は平均して 2700-2800[url/s]

であり，この値は IRLBot[18]の 1789[url/s]というダウ

ンロード速度を上回っており，実用的な速度であると

期待できる．しかし，本実験で実際にクローリングし

た Web 空間の規模は高々1 億強であり，60 億以上，あ

るいはそれ以上の Web ページ収集を対象とした IRLBo

t よりも性能面で優れていると論じるものではない．

本実験での HTML テキストのダウンロード速度は 13

～14[MB/s]であった．今回収集した HTML のテキスト

データはリンク情報のみという比較的小さなデータで

あるため，ネットワーク通信の多くの割合のパケット

をプロトコル通信に必要なデータが占めている．その

ため，URL の平均ダウンロード数に対するテキストデ

ータのダウンロード速度の値が小さくなる結果となっ

た．各モジュールに蓄えられているキューの大きさを

表した実験結果を図 9 に示す．横軸が時間であり，縦

軸が各モジュールに蓄えられている StreamWebData の

キューの大きさを示している，今回の実験により名前

解決とダウンローダがボトルネックとなる可能性が高

いことが読み取れる．図の 5500s～5800s 付近で確認で

きる空白の期間は，Java のガーベッジコレクションに

よってプログラムが一時的に停止している状態である． 

4.2. カスタマイズ性に関する実験  

本節では，モジュールの変更・追加が容易であり，

提案する Web クローラがソフトウェアアーキテクチ

ャの観点から粗な結合であることを確認するために行

った実験について説明する．  



 

 

I. モジュールの変更  

本実験では 3.2 節で説明した重複削除モジュールの

手法に対して変更を行った．図 10 のモジュール 4'の

Remove Duplicate で示されたモジュール部分が，重複

削除のモジュールを変更した部分である．3.2 節で説

明した重複削除モジュールは，最初に LRU キャッシュ

を用いたアルゴリズムで，対象の URL を最近訪れたこ

と が な い か を 高 速 に 検 出 す る ． そ し て そ の 後 に

BloomFilter を用いて URL の重複を高速かつメモリを

節約しながら発見する手法を取っていた．  

しかし，この手法では一部の重複していない URL

が BloomFilter によって重複していると判断されてし

まう可能性がある [26]．そこで確実な URL の重複を検

出するため，java.util パッケージで提供される HashSet

を用いて重複除去をするモジュールに変更した．重複

削除の手法変更に伴い，ソースコードの変更は一切他

モジュールに加えられておらず，正しくそれぞれのモ

ジュールの役割を果たしていることを確認した．  

II. 新たなモジュールの追加  

提案する Web クローラに対する新たなモジュール

の追加は，キューの接続関係を変更することにより実

現される．本実験では，指定したワードを含む Web サ

イトと，その近辺の Web サイトを優先して収集できる

ように，指定したワードを含んだ Web ページのみをフ

ィルタする WordFilter モジュールを新たに追加した．  

Word Filter は HTML テキストに指定されたワードが

含まれていた場合のみ Parser にその HTML を通過させ

るフィルタリング機能を持つ．Word Filter の追加に伴

って，Downloader モジュールの出力先であるキューに

変更を行っている .新たに WordFilter(モジュール 9)を

追加した際の Web クローラの構成を，図 10 に示す . 

本実験により，キューの接続関係を変更することで，

提案する Web クローラは新たなモジュールの追加に

対応できる設計となっていることを確認している．  

 

図 10 モジュールの変更と追加の様子  

4.3. 任意モジュール間データのストリーム送信  

提案する Web クローラが任意のモジュール間を流

れるストリームをリアルタイムに提供できることを確

認するため，2 つのエンドユーザアプリケーションを

準備した．1 つはドメイン名と IP アドレスの対応表を

作成する DNS 対応表のアプリケーション，1 つは Web

上の単語の出現頻度をカウントする，単語出現頻度カ

ウントのモジュールである．DNS 対応表を作成するア

プリケーションは名前解決モジュールの後から流れる

ストリームデータを受け取る．単語出現頻度カウント

モジュールは，ダウンロードモジュールから，実際に

ダウンロードされた HTML データを受け取ることによ

り実現される（図 11）．本実験では，それぞれのモジ

ュール間データをエンドユーザアプリケーションのリ

ッスンポートに向けて送信することにより，適切なモ

ジュール間データをリアルタイムストリームとして取

得することが可能であることを確認している．  

 

図 11 モジュール間を流れるストリームデータ提供  
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図 9. 各モジュールにストアされている Queue のサイズ  



 

 

5. まとめ  

従来の Web クローラはモジュールの変更・追加・削

除といった必要性が生じた際に，他のモジュールに変

更の影響が及ぶ可能性があった．また，実際に Web ク

ローラで収集したデータをエンドユーザに提供する手

段はデータベースの検索による従来の検索エンジン型

の構成である種類が多かった．我々が提案するパイプ

ライン型の Web クローラは，全てのモジュールが完全

独立な設計である．そのため，あるモジュールの変更，

あるいは追加・削除が，他のモジュールへ機能的に一

切の影響を与えないことを明確に保証する．また，任

意のモジュール間を流れるストリームデータをエンド

ユーザに提供することが可能である．そのため，より

リアルタイムで適切なストリームデータを容易にエン

ドユーザに提供できる構成となっている．本研究では

モジュールの変更・追加に対する実験を行うことによ

り，提案する Web クローラがソフトウェアアーキテク

チャの観点から租な設計となっていることを確認した． 

また，任意のモジュール間データをリアルタイムスト

リームとして提供できることを確認した．  
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