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　キーワード検索で簡単にインターネット上の情報を探すことのできるWeb検索サービ
スは，今やインターネット利用に必要不可欠のサービスとして定着している。一方，
Webにより発信される情報は急増を続けており，Web検索サービスで扱わなければなら
ない情報量は膨大なものとなっている。しかも，これらの情報は日々作成または更新さ
れているため，Web検索サービスは，常に最新の情報をナビゲーションできることが要
求される。
　本稿では，これらの課題を解決し，日本のWebコンテンツをほぼカバーする大規模な
日本語Web検索サービスを実現したInfoNavigatorを紹介するとともに，これを支える技
術について述べる。
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Abstract

Web検索サービス：InfoNavigator

Web search services, which allow easy searches for information on the Internet using
keywords, are now essential Internet tools.  However, because of the rapid growth of the Web,
Web search services are now required to handle a huge volume of information.  Moreover,
because a large amount of Web information is updated every day and new material is constantly
being created, Web search services are required to find the latest information.
This paper introduces InfoNavigator, which is a large-scale Japanese Web search service

which covers most of the Web contents in Japan.  This paper also describes the supporting
technology of InfoNavigator.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ま　え　が　き

　インターネットは，大量のWebコンテンツが複雑にリ

ンクされることによって構成された巨大な情報空間であ

る。世界中で発信されているWebコンテンツは，少なく

とも3億2千万件を突破しており，なお毎日のように増加
(1)を続けている。このような膨大な情報の中から，何の手

がかりもなしに必要な情報を探し当てることは不可能に

近い。

　そこで登場したのが，インターネット上に分散する情

報を簡単に探し出すことができるWeb検索サービスであ

る。Yahoo(2)などの著名なサービスは，すでに1994年には

サービスを開始しており，Webを中心としたインター

ネットの普及とともに発展してきた。Web検索サービス

は，今やインターネット利用において必要不可欠のサー

ビスとなっている。

　Web検索サービスは，基本的に以下のニーズを満たす

必要がある。

（1）　どんな情報でも検索できること。

（2）　常に新しい情報から検索できること。

（3）　簡単に必要な情報を探し出せること。

　これらはごく単純なニーズであるが，インターネット

上の膨大な量の情報を対象としたサービスを提供するた

めには解決すべき課題は多く，様々な技術革新が必要で

ある。

　本稿では，富士通のWeb検索サービスInfoNavigatorを

紹介するとともに，これを支える技術について述べる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○InfoNavigatorの概要

　InfoNavigator（http://infonavi.infoweb.ne.jp）は，富士通

のインターネットサービスInfoWebの利用者サービスの一

環として，1995年9月から開始したサービスであるが，

InfoWeb会員に限らず，広く一般のユーザが使えるサービ
(3)スとして運営している。

　InfoNavigatorの基本サービスは，Webコンテンツの

キーワード検索サービスである。キーワードを入力して検

索を実行すると，日本中のWebコンテンツから該当する情

報を探し出すことができる（図-1）。検索対象とする情報は

Webコンテンツの自動集積ロボットにより収集している，

いわゆるロボット型のWeb検索サービスである(3)（図-2）。

　そのほかにもピックアップサービスなどの様々な付加価

値サービスを提供しており(3)，インターネット利用を強力

にサポートするサービスとして多くの利用者を得ている。

　1998年1月には，日本におけるWebの増加に対応するた

図-1　InfoNavigatorホームページと検索結果
Fig.1-InfoNavigator homepage and search results.

（a）InfoNavigatorホームページ （b）検索結果
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め，全文検索エンジンと自動集積ロボットに関して大幅

な改善を行い，国内最大規模の情報量を持つWeb検索

サービスを実現した。

　以下に，今回の開発を行うにあたっての課題と，それ

をどのように解決したかについて述べる。

●　全文検索エンジンの課題

【大規模化・高速化】

　Web検索サービスで扱わなければならないWebコンテ

ンツの量は，日本国内だけ考えても数千万件にのぼると

推定される。これは，テキスト部分だけでも数十 Gバイ

トから数百 Gバイトの情報量となる。これをすべて検索

可能とするためには，数 Gバイト程度のテキストの検索

を前提とした従来のシステムに比べて，二桁以上大きい

データを扱える必要がある。また，一般に検索速度は

データ量にほぼ比例して遅くなるため，検索速度としても

二桁以上速い性能を持つ全文検索エンジンが必要である。

【スケーラブルなシステム拡張性】

　Webコンテンツは今後も増加し続けることを考える

と，Tバイトオーダのテキスト量に対しても性能劣化のな

い，スケーラブルなシステム拡張性が必要である。

【24時間無停止運転】

　Web検索サービスは，今やインターネット上での基幹

サービスとして成長しており，24時間無停止で稼働する

ことが求められる。

●　並列全文検索エンジンの開発・適用

　全文検索エンジンに求められる三つの課題を解決する

ため，InfoNavigatorでは富士通の並列サーバAP3000(4)をプ

ラットフォームとした並列全文検索エンジンを開発した。

【大規模高速検索とスケーラビリティの実現】

　並列全文検索エンジンは図-3のようにマスタスレーブ

型のシステム構成を採用している。スレーブサーバには

富士通と富士通研究所が共同開発した超高速日本語全文

検索システムTerass(5)を適用した。

　スレーブサーバ単体で1 Gバイトの日本語テキストを

0.02～0.2秒で検索可能であり，さらに複数のスレーブ

サーバにデータベースを分割配置することによって，ス

レーブサーバ数に比例した検索性能の向上が可能である。

　したがって，大量のWebコンテンツに対してもデータ

量に応じたスレーブサーバを用意することによって高速

検索を実現できると同時に，今後も増え続けるWebコン

テンツに対してもスレーブサーバを追加するだけで，快

適な検索レスポンスを維持することができる。

【24時間無停止運転の実現】

　AP3000は，複数台のUltraSPARCワークステーション

（ノード）から構成される。マスタサーバおよび各スレー

ブサーバには，それぞれ1台のノードが割当られている。

各ノードのシステム的独立性は高く，あるノードの機能

を別のノードで代替することが可能である。これを利用

してInfoNavigatorでは，以下のような監視・リカバリシ

ステムを構築した。

　AP3000の制御ワークステーション上には監視プログラ

ムが配置されており，システムの状態を常時監視してい

る。異常を検出した場合にはシステム再起動を試みる

が，ハード障害などによりあるノードが起動不可能と

なった場合には，予備ノードへの切替えを自動的に行

う。これにより，24時間無停止運転を実現している。
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図-2　InfoNavigatorのシステム構成
Fig.2-InfoNavigator system configuration.
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図-3　並列全文検索エンジン構成
Fig.3-Parallel full text search engine configuration.
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●　自動集積ロボットの課題

　頻繁に更新される情報を常に反映した検索サービスを

提供するためには，短い期間にすべてのWebコンテンツ

の再収集を行うことが必要である。従来のInfoNavigator

のロボットは，1,000万件以上のWebコンテンツを収集す

るのに数か月を要した。現状および今後のWebコンテン

ツの量に対応するには，1,000万URL/日以上の収集能力

を目標とする大幅な性能向上が必要であり，また，全文

検索システムと同様，スケーラブルな性能強化が可能で

なければならない。

●　新ロボットシステムの開発・適用

　ロボットによるWebコンテンツの収集の原理は，人間

がWebブラウザを使ってコンテンツを参照するのと同じ

である。収集に要する時間の大半は，通信待ち時間であ

る。したがって，単一プロセスとしてのプログラム高速

化やCPU能力は，さほど必要としない。むしろ，多重プ

ロセス化を徹底して行い，システム全体の処理効率を上

げることが重要である。

　そこで，InfoNavigatorの新ロボットシステムは図-4の

ように，1台で64プロセスのロボットが稼働するパソコン

（ロボットマシン）を複数台配置する構成を採用した。現

状5台のロボットマシン全体で1,000万URL/日以上の収集

能力を実現しており，通信回線の制約がなければロボッ

トマシン台数にほぼ比例する収集能力が得られることを

確認している。

　各ロボットの動作は，収集管理サーバによって制御さ

れている。収集管理サーバでは，収集したWebコンテン

ツの情報をRDB（本システムではOracle7 Server(注1)を使

用）によって管理しており，これに基づいて，相手側の

Webサーバやネットワークへの負荷の軽減および収集の
(3)効率化を行っている。

　ロボットマシンと同様，収集管理サーバも，収集する

Webコンテンツの件数に応じて増設することにより，収

集能力の維持が可能である。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○サービスの現状と今後の課題

　今回の開発により，以下のような大幅なサービス向上

を図ることができた。

（1）　日本国内を中心に収集した約1,600万件（1998年5月

末現在）ものWebコンテンツを対象とした検索サービ

スを提供することが可能となった。日本のWebコンテ

ンツであれば，ほぼ漏れなくInfoNavigatorで探すこと

ができる。

（2）　1,600万件のWebコンテンツに対しても約1週間で情

報の再収集，更新が可能である。これにより，日本中

のWebの最新情報を検索することが可能となった。

（3）　1,600万件を超える大量のWebコンテンツを常に快

適なレスポンスで検索できるサービスを提供できた。

検索要求件数は，1998年5月末現在で約30万件/日あ

り，これに対して平均1秒以下の検索処理時間を実現

している。

　しかし，Web検索サービスとしてインターネット利用

者に満足してもらうサービスにするためには，早急に解

決しなければならない課題は大きく二つある。

　一つは，日々更新・増加し続けているWebに対し，常

にその最新の情報を検索できるようにすることである。

これを実現するためには，自動集積ロボットにより収集

してきた情報をその日のうちにデータベースに反映する

必要があり，インデキシング（データベースのインデック

スの作成処理）の並列処理による高速化や，情報収集から

インデキシングまでの運用の効率化を行う必要がある。

　二つ目の課題は，本当に必要な情報を誰でも簡単に探

し出せるようにすることである。

　今回のサービス強化により日本中のWebコンテンツが

検索できるようになった反面，単純なキーワードで検索

すると，すぐに数十万件もの大量な情報がヒットしてし

まい，なかなか必要な情報を絞り込めないという問題が

出てきている。また，自分の探したいものを適切なキー

ワードで表現できないために，思いどおりの検索結果が

得られないというユーザも多い。

　このような問題を解決するためには，個々の利用者が

必要な情報を効率的に絞り込めるように誘導する情報

フィルタリング技術などの適用が必要である。
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図-4　新ロボットシステム構成
Fig.4-New robot system configuration.

（注1）Oracleは，Oracle Corporationの登録商標。
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○む　　す　　び

　インターネットの普及に伴い，最近では商品の購入や

航空券の予約などもインターネットを通じてできるよう

になり，今までの遊びを中心とした利用だけではなく，

より生活に密着した利用が始まっている。

　今後は，先に上げた課題を解決していくとともに，遊び

や仕事，家庭での生活など，その目的に応じてより実用的

にインターネットの情報を活用できるよう，InfoNavigator

のサービス拡充を図っていきたい。
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