
＃HTNLのページからタグのない状態でテキストを抽出する

defgettextonly(5elf,soup>：
retumNone

＃空白以外の文字で単語を分割する

defseparatewords(self,text)：
returnNone

＃URLが既にインデックスされていたらｔｒｕｅを返す

defi5indexed(Self,url)：
retumFalSe

＃２つのページの間にリンクを付け加える

defaddlinkref(self,urlFrom,urlTo,1inkText)：

ｐａｓｓ

4.2シンプルなクローラ１６１

＃ページのリストを受け取り、与えられた深さで幅優先の検索を行い

＃ページをインデクシングする

defcrawl(self,page5,depth=2)：
ｐａｓｓ

＃データベースのテーブルを作る

defEreateindextables(self)：

Ｐａ５５

4.2シンプルなクローラ

今のところあなたのハードドライブ中には、索ﾘＩ化されるのを待っている膨大なＨＴＭＬ文詳のコレ

クションは存在しないということを前提として、まずはシンプルなクローラの作り方について説明する。

クローラはインデックスするためのページたちの小さな典合を秘として、そこに含まれている他のペー

ジへのリンクをたどり、さらにその先のページもたどっていく。このプロセスはクローリングやスバイ

ダリングと呼ばれている。

これを行うためには、あなたのコードはページをダウンロードし、それをインデクサ（次のセクショ

ンで作る）に渡し、それからそのページに含まれている、次にクロールするページたちへのリンクを探

すためにパースする必腿がある。幸迎なことに、この1洲を下助けしてくれるライブラリがいくつか存

在する。

本章での例題のためにWikipediaから数T･のファイルのコピーを耶備した。http:"kiwitobes､comノ

wikiにそれらは締的なページとして侭いてある。

やりたければ好きなページに対してクローラを走らせてもいいが、あなたの実行する結果と本章での

結果を比校したければこのサイトを利用するとよい、
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4.2.1urllib2を使う

urllib2はページを簡単にダウンロードするためのライブラリで、Pythonにバンドルされている。あ

なたはＵＲＬを提供しさえすればよい。ここではあなたはインデックスするページをダウンロードする

ためにこれを利用する｡動作を見てみるために、Pythonのインタプリタを起動し、以下を試してみよ

う。

>＞imPozturllib2

>＞ｃ=urllibZ・urloPen(‘http:〃kiwitobes､Eom/wiki/ProgrammingLlanguage･html‘）
>＞Eontent5=c・read(）

>＞printcontentsIo:５０］
.〈100〔TYPEhtmlPUBLI〔“-ﾉﾉＨ３〔〃DTDXHTML1･oTran5‘

ページのＨＴＭＬコードを文字列として保存するためにはコネクションを作り、その内容を読みとる

だけでよい。

4.2.2クローラのコード

ここで紹介するクローラでは３束で紹介したBeautiMSoupのAPIを利用する．BenutifUlSoupは

柵逓化されたWebページの表現を作り上げるためのすばらしいライブラリであり、壊れたＨＴＭＬの

ページにも強いｃクローリングの抽中はどのようなページに出会うかわからないため、このことはク

ローラを作るためには非常に役立つ。BeautiMSoupのダウンロードとインストールについてのさらな

るh1ifMは付鰍Ａを参照すゐとよい。

urllib2とBeautifUlSoupを使うことで、URLのリストをﾘl数として受け取りインデックスを行い、

さらにそのＵＲＬを基にインデックスすべき他のページを探しⅢすようなクローラを作ることができる。

まずは次のimPort文をsearchengine・pyの頭の部分に付け加えよう。

imPorturllib2
fromBeautiful5oupimport＊

fromurlparseimporturljoin

＃無視すべき単語のリストを作る

ignorewords=set(【'the’,，of',，to,,,and，,，a，,'in‘,‘is',,it,]）

次にこのクローラ関数をコードで埋めていく。この段階ではまだクロールしたものを保存することが

できないが､動作している場合ＵＲＬを表示するので､動作確泌をすることができる。次のコードをファ

イルの岐後に付け加えよう（つまりこれはCraW1erクラスの一部である)。

defcrawl(Self,pageS,depth=2)：
ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(depth)：



newpages雪5et(）
forpageinpage5：

try：

ｃ=urllib2,urlopen(Page）

except：

Print”CouldnotoPeｎ％s“％page
Eontinue

Soup｡BeautifulSoup(c・read()）
Self・addtoindex(Page,soup）

links=Soup(,a，）
forlinkinlink5：

ｉｆ（，href，ｉｎｄｉｃｔ(link,attr5))：

url=urljoin(Page,linkrhref‘1）
ｉｆｕｒｌ・find(",‘，)!=-1：continue

urlsurl・SPlit(，#')ＩＣ］＃アンカーを取り除く
ｉｆｕｒｌ[０８４１＝,http’ａｎｄｎｏｔ５ｅｌｆ･i5indexed(url)：

newpageS・add(url）
linkText=self､gettextonly(link）
Self・addlinkref(Page,url,linkText）

self､dbconmlit(）

Pages雲newpage5

４２シンプルなクローラ’６３

この側致はページたちのリスト(pages)をループし、それぞれに対しaddtoindex(今のところこれは

URLを炎氷するだけだが、次のセクションでちゃんとしたものを作る）を呼びⅢす．そしてそのページ

のリンクをBeatiMSoupですべて取り出し、そのＵＲＬをnewPagesというset型の変数に付け川Iえる。

ループが終了するときにnewpagesがpagesになり、同様の手順が繰り返される

このIMI数はそれぞれのリンクがこのIIU数をIりぴ呼び出せるように再州的に定義することもできるが、

幅優先の検索を行うようにしておくと、後でコードを変虹して、迎統してクローリングを行ったり、イ

ンデックスできなかったページを後でクローリングする時のために保存できるように改造することが容

易となる。また、スタックオーバーフローのリスクを避けることにもなる、

この関数はPythonのインタプリタで試すことができる。最後まで走らせる必要はないいので飽きた

らCtrl-Cを押して終了するとよい。

>＞importsearchengine

>＞pagelist=〔,http:〃kiwitobes､仁om/wikiﾉPer１.html･］
>＞crawler=SearEhengine・亡rawler(‘.）

>＞crawler･crawl(Pagelist）

IndexinghttP:〃kiwitobes･com/wiki/Per１.html
〔ouldnotopenhttp8〃kiwitobes､com/Niki/Nodule-%Z8progmmmin8%29.html
lndexinghttp:〃kiwitobes・comﾉwiki/Open-DireCtory-ProjeEt・html

lndexinghttp:〃kiwitobes･CoInﾉwiki/ComlonGateway-Inte】rfaEe･html
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いくつかのページは繰り返し現れていることに気づくかもしれない。newPageにページを付け加える

前に、そのページが以IiiIにインデックスされているか砿組するisindexという,,U散がコード中に現時点

ではプレースホルダーとして存在する。将来的にはこれを利用して、不必要な勤作をするのではない

かという心配なしにqrawlに好きなＵＲＬのリストを与えて走らせることができる。

4.3インデックスの作成

次のステップとして、フルテキストのインデックスのデータベースをセットアップする。先ほど述べ

たように、インデックスはすべての異なるIiiI{冊のリストであり、それぞれのllii冊が現れる文脊と、文番

'|』で現れる位俄を・紺に記録していく。この例では、ページの火際のテキストについて見ていき、テキ

ストではない嬰描については無脱していく。また、それぞれのIiiO淵からすべてのｲﾘ挽点は取り除いた

形でインデックスする。ここで紹介する文字を分削する方法は完壁ではないが、坐本的な検索エンジ

ンを作るうえでは１．分である?ｃ

さまざまなデータベースソフトウェアや、データベースサーバの投定については本神の範辱の外なの

で、本痢ではSQLiteにインデックスを保存する方法についてのみ脱Iﾘlする。SQLiteは設定が非常に

簡単な組み込み卿のデータベースであI)、データベースを丸ごと一つのファイルに保存する。sQLite

はクエリとしてSQLを利用する。そのため、サンプルのコードをさまざまなデータベースに適用する

のも難しくないはずだ。PythonにはpysqIiteという実装があり、http:"ＯＳＳ・itsystcmcntwicklung.｡e／

tmc/pysqlite/からダウンロードできる。

このサイトにはWindowsのためにはインストーラがあり、その他のＯＳのためにはインストールのイ

ンストラクションがある。付録Ａにpysqlを収得してインストールすることについてのさらなる情慨が

戦っている。

SQLiteをインストールした後、次の行をsearchengine・pyの冒頭に付け加えよう。

frompysqlite2importdbaPiZas5qlite

データベースを開いたり、閉じたりするために、ｉｎｉｔ、ｄｅｌ，そしてdbcoInIT1itメソッドも
一一ーーーー一一

変更する必喫がある。

def--init-(self,dbname)：

self,仁on=sqlite・connect(dbname）

def--del--(self)：
Self・ＣＯn.close(）

defdbcommit(5elf)：

Self・にon･Commit(）

十択注：１１本紺ではこれでは不足である。分かち許さを行う必要がある，排し<は付録Ｃを参照。
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4.3インデックスの作成１６５

rlli5t

defEreateindextable5(5elf)：

self・ＣＯn.execute('createtableurllist(url).）

self・にon・execute(,createtablewordlist(Word)'）

self・ＣＯn.execute(‘Createtablewordlocation(urlid,wordid,location)‘）

self.con・execute(,createtablelink(fromidinteger,toidinteger)，）
self・にon､execute(‘createtablelinkwords(wordid,1inkid)，）

ｓｅｌｆ・ＣＯn.execute(‘CreateindexwordidxonwordliSt(word)‘）

Self.con､execute(,createindexurlidxonurllist(url),）
self.con,exeEute(‘createindexwordurlidxonwordlocation(wordid)‘）

self・ＣＯn.exeEute(‘createindexurltoidxonlink(toid)‘）

Self・ＣＯn.execute(‘Createindexurlfromidxonlink(fromid)，）

Self・dbconwnit(）

4.3.1スキーマの設定

データベースの蝋伽がもう少し必奨なため、まだコードを走らせてはならない“堆本的なインデック

スのスキーマは５つのテーブルでできている。曜初のテーブル(urlliSt）はインデックスされたＵＲＬ

のリストである。２番目のテーブル(wordlist)は蝋語のリストであり､３ｍ:l-lのテーブル(wordlocation）

はドキュメント111の１１.iIWの位柵のリスI､である《,残る:つのテーブルはドキュメンl､IilIのリンクを定義

している。linkテーブルは:つのURLＩＤを保持し、ページから別のページへのリンクを指し示す。そ

してlinklAIordsはINordidとlinkidを利用して、どの単語がどのリンク中で使われているかの情報を保

存する。このスキーマは便I4-1のようになる。

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１

~~~~~~－‐

図4.1検索エンジンのスキーマ

mwid

wOm

woIdld

Iinkid

wo『dIiSt
-

mwid

linkwo『d5
-

woIdld

この関数はこれから使っていくすべてのテーブルのスキーマを作り、検索速度を上げるためのイン

デックスも作り上げる。データセットは非常に巨大なものになるはずなので、これらのインデックスは

敢要である。SearChindex､dbという名前のデータベースを作るためにPythonのセッションで次のコマ

ンドを入力しよう。

SQLiteのテーブルはすべてrowidという名iiIのフィールドをデフォルトで持っているため、あえ

て明示的にＩＤを定義する必要はない。すべてのテーブルを作るためのＩＮＩ数として、次のコードを

Searchengine・pyの最後にclawlerクラスの一部となるように付け加えよう。

ｕ

immid

t0id
rowid

urI
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>＞reload(Searchengine）

>＞crawler富searchengine・Erawler(，searEhindex・db'）
>＞crawler・Createindextables(）

後ほどインバウンドリンクの数を基にした評価堆準のテーブルをこのスキーマに付け加える予定であ

る。

4.3.2ページ内の単語を探し出す

WebからダウンロードするファイルはＨＴＭＬで記述されているため、たくさんのタグ、属性など、

インデックスには不要な情報が含まれている。雌初のステップとして、ページのテキスト部分を抽川

する作難を行う。これはsoupのテキストノードを検索し、その内群を染めればよい。次のコードを

gettextonlyIMl散に付け加えよう。

defgettextonly(self,soup)：
vs5oup･string
ifv＝None：

ｃ=soup･Contents
re5ulttext＝｡，

ｆｏｒｔｉｎｃ：

subtext雲Self8ettextonly(t）
re5ulttext+=Subtext＋'１，，

returnresulttext

else2

retumv.strip(）

この関数はくージ中のすべてのテキストを含んでいる民い文字列を返す。これはＨＴＭＬ文許のオブ

ジェクトモデルを、テキストのノードを求めて11脇,}的に掘り下げることで動作している。別のセクショ

ンにあるテキストは別のパラグラフとして分削されている。後でiけ肺するいくつかの測定堆漁では、こ

のセクションの順榊を利用するため、この順併を保ｲjiしておくことは亜典である｡

次に、文字列をインデックスに保存できるように、分割された単措たちのリストに分けるための

SeParatewordSIMI数を用意する。この分削を完砿に行うのはあなたが想像する以上に雌しい･そのた

め、この技術を改良しようと試みる研究も散多く存在する。しかし、この例では文字や数字でないもの

をセパレータとして巷えれば十分であるｳ．これは１１;規災現を使えば達成できる。Separatewordsの定

錠を次のように１１膳換えよう。

defseParatewordS(Self,text)：
Splitter色re・Eompile('1Ⅷ車'）
return［５.lower(）forSinSplitter・sPlit(text）ｉｆｓ１=‘'］

十訳旅：１１本‘|冊ではこの手法は適用できず、別に分かち評きを行う必要がある命付録Ｃを謬照響
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このlKl数はアルファベットでない文字をセパレータとして拶えるため、災綿の111締を抽出する分には

問題なく動作する。しかし、Ｃ++のような単誰ではうまく助作しない(！'pythoI,‘‘のような単1冊であれば

問題はない)。このようなIiiiWiにも対応できるように、このiEMl炎現をいろいろいじって拭してみても

よいだろう。

息
別の方法としては、ステミングアルゴリズムを用いて接尾招を取り除くという方法があ

る。このアルゴリズムは単語を語幹に変換しようと試みる。たとえば･indexing･であれ

ば･index･に変換して、indexingが現れるようなページをindexでも検索できるようにす

る。これを行うためには、クローリングして得られるドキュメント中の単語をステミン

グし、検索の際の単語もステミングする。ステミングについての詳細は木負の唖踊の外

であるが、ステミングのアルゴリズムの一つとしてよく知られているPorte｢Stemmerの

Pythonの実装をhIip:"www､Iarlarus.o｢gﾉーmarIin/PC『te『S1emme『/index,htmlからダ

ウンロードすることができる。

4.3.3インデックスへの追カロ

これでaddtoindexメソッドにコードを付け加える地術が終った。このメソッドはページ'１１の11柵た

ちのリストを取得するために、先ほど説明した二つの関数を呼び出す。そして、ページとすべてのiIi

語をインデックスに付け加え、ドキュメント中での単語たちの位俄についてのリンクを作り上げる。こ

の例では位世は蝋踊のリストの添え字である。

以下がaddtoindexのコードである。

defaddtoindex(self,url,soup)：
ｉｆSelf・i5indexed(url)：retum

print,Indexing’十url

＃個々の単躯を取得する

text=Self･gettextonly(Soup）
Hords=self・separatewords(text）

＃ＵＲＬｉｄを取得する

urlid雲Self・getentryid('urlli5t',，url',url）

＃それぞれの単脂と、このurlのリンク

foriinrange(len(words))：
word=Nord5[i］

ifwordinignorewords：continue
wordid雲5elf･getentryid(‘wordlist','word‘,word）

self.con・exeEute("insertintowordlocation(urlid,wordid,location）、

value５（%｡,%d,%d)‘'％（urlid,wordid,i)）
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addlinkrefにページIIUのリンクlIU係を保存するための次のコードを追加しよう。

defaddlinkref(self,urlFrOm,urlTo,linkText)：

Hords=Self・Separateword5(linkText）
fromid=self・getentryid('urlliSt','url，,urlFrom）

toid雲self・getentryid('urlliSt‘,，url',urlTo）
iffromid二=toid：return

cur=self・にon・execute("insertintolink(fmmid,toid）values（%｡,%｡)Ⅲ％（fmmid,toid)）
linkid=cur､1astro1AJid

forwordinword5：

ifwordinignoreword5：continue

wordidごself､getentryid(‘wordliSt‘,‘word‘,word）

self・ＣＯn.exeCute(，，in5ertintolinkwordS(linkid,wordid）values（%｡,%d)”％
(linkid,Wordid)）

補助関数getentryidのために次のコードも追加する必妥がある。これはエントリのＩＤを返す。もし

エントリが存在しなければエントリを辿加しそのＩＤを返す．

def8etentryid(Self,table,field,value,createnew二True)：
Ｃｕr=Self.con・execute（

“selectrowidfrom％Ｓｗｈｅｒｅ％5=‘%S'“％（table,field,value)）

res=cur・fetchoneO
ifre5==None：

cur=Self.Con､execute（

”inSertinto％Ｓ（%S）value５（，%S')”％（table,field,value)）
retumCur・la5trolAJid

else：

retumxes[O］

雌後にiSindexedのために次のコードを追加しよう。これはページがデータベース111に既に存在する

かどうかを鋼べ、もし存在すればそのページに側巡付けられたIIi締が存在するかどうかチェックする。

defi5indexed(Self,url)：
ｕ=Self･ＣＯn.execute，

（"selectmHidfromurlli5tHhereurl雪'%5'“％url).fetchone(）
ｉｆｕ１二None：

＃URLが実際にクロールされているかどうかチェックする

ｖ二Self・ＣＯn.exeCute（

,select＊fmmwordloEationNhereurlid=%d，％ｕ[O]).fetChone(）
ｉｆｖ１=None：returnTrue

returnFalse

これで、実際にページをインデックスすることができる。対譜的セッションで次のように火行すると

よい倫



ここで返されるリストはwordidが１のwordlocatonテーブルのrowidのリストである。これは令文

検索が問迦なく動作していることを意味するすばらしいスタートである！しかし、今のところは-世

に-.つの単語でしか検索できないし、ドキュメントは雛み出きれた順に帰ってくるだけである。次のセ

クションではこの機能を、複数の単語で質問できるように拡機する．

4.4問い合わせ

4.4問い合わせ１６９

>＞reload(searEhengine）

>＞に】rawler=Searchengine･crawler(,searchindex.db‘）

>＞Page5＝、

.．【，http:ﾉﾉkiwitobe5・com/mki/Categorical-1ist-Of-programingLlanguage5､html'］
>＞crawler･crawl(Pages）

このクローラの蝿j;にはたぶんかなりの時Ⅲがかかるだろう。この爽行が終ｒするまで待つよりも、

邪IiiIに用意した5earchindex･dbをhttp:"kiwitobes,com/〔１１〕/senR･chindox･dhからダウンロードし、あな

たのPythonコードのディレクトリに保存して利川することをお勧めする。

クロールが正常に動作しているか試すために、データベースに問い合わせて、単語のエントリを確

かめてみることができる。

>＞［rowforrowinCrawler･ＣＯn.exeEute（

.．，select】roHidfromwordlocationwhe】ｒｅｗｏ】rdid=1')］

[(１，)，（46,)，（ﾖﾖ０，)，（232,)，（406,)，（271,)，（192,),…

def--del--(self)：
self.[on・にlose(）

テーブルwordlocationは単語とテーブルたちのiIllをリンクしているため、どのページが特定の一つ

の叩舗を合んでいるかを非常に簡単に知ることができる，しかし、検索エンジンは複数の単語で検索

できる必喫がある。そのためには、クエリ文'龍列を受け取り、それを別々のiii,綿に分制し、すべての

１１冊を含むＵＲＬたちだけを探し川すためのSQLを作るクエリIMj数が必要だ。次の関数をsearcherク

ラスの定義に追加しよう。

ここまでであなたはクローラと大量のインデックスされたドキュメントを準備できている。こ

れで検ポエンジンの検索の部分に取りかかる川愈ができた。まずは検索のための新しいクラスを

searchengine､pyの中に作ろう。

cla5ssearcher：

def--init--(self,dbname)：
Self・にon雲sqlite・connect(dbname）

ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
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defgetmatchroHs(Self,q)：
＃クエリを作るための文字列

fieldli5t=OblO･urlid・

tableli5t=ID

E1augelist=，O

Hordid5=[】

＃空白で単距を分ける

wordSﾖq､SPlit(,，）
tablenumber=０

forwordinword5：

＃単踊のＩＤを取得

wordrow雲Self･COn.execute（

‘‘seleEtxowidfmmwordlistwhereword雪'%s,‘'％word).fetchone(）
ifwordrow1gNone：

wordid=wordmw[o］

wordids､append(Wordid）
iftablenumber>ｏ：

tableli5t+=､，,
ClaU5eliSt+回Oando

clauselist+霊‘w%d､urlid画w%d・urlidand‘％（tablenuInber-ﾕ,tablenumber）
fieldliSt+=，,w%d･loEation０％tablenumber
tableli5t+=Owordlocationw%d０％tablenumber

clauselist+回‘w%d・wordid=%d’％（tablenumber,wordid）
ｔｮblenumber+=１

＃分割されたパーツからクエリを柵築

fullquery=‘select％ｓｆｍｍ％swllere％s‘％（fieldlist,tablelist,clauselist）
仁ur=seﾕf・ＥＣn.execute(fullquery）
row5=[ｒｏｗｆｏｒｍｗｉｎｃｕｒ］

retummws』wordid5

このlMl散は少し似雑に見えるが、やっていることは、リストの中のそれぞれの単詔のwordlocation

テーブルへの参照を作り、ＵＲＬＩＤで結合しているだけである(図4-2)。

word１０画tionwO wordlomionwl word１０画ticnwZ

woIdid＝ｗｏ『dOid wO『did＝woIdlid woIdid＝wOIdZid

ｕ ぐ 合●■■■■白白●●■■■ uI1id 吾 ● 合 と ■ ■ ■ ､ 白 白 ● ● ■ ■ ｍｉｄ

図4.2getma1chmwsのためのテーブル結合

つまりＩＤが１０と１７の２つの叩M6については次のようになる。



selectwO･urlid,No.location,ｗ１.loEation

fromwordlocationwODwordloEationwl

wherewO,urlid=H1・urlid

andwo､wordid=1ｏ

ａｎｄｗ１.wordid=１７

4.5内容ベースの順位付け１７１

このlIU数を呼び出して、初めての拠敬のIMiによる検索を拭してみよう。

>＞reload(searchengine）

>＞ｅ=Searchengine・searcher(･Searchindex・db,）

>＞ｅ・getInatchrows<,functionalprogranning‘）
(【(ﾕ，３２７，２３)，（１，３２７，１６２)，（１，ヨ27Ｊ243)，（１，３２７，２６ﾕ)，

(1,327,269)，（１，327,436)，（ﾕ，３２７，９５ﾖ),.．

それぞれのＵＲＬＩＤは、単語の位例の細み合わせを変えて何度も返されていることに気が付くだろ

う。これからのいくつかのセクションでは検索結果を順位付けする方法について述べていく。内容ベー

スの順位付けではクエリとページのIMI巡性を決定する際に、ページの内容に加え、利川Ⅱ『能ないくつ

かの測定紫準を利用する。インバウンドリンクによる順位付けではサイトのリンク桝造を利M1して側が

亜要であるかを判断する。また、検索した人々が実際にどのリンクをクリックしたかというｗｉ報を利用

して、検索結果を改善していくやり〃についても検討していく。

4.5内容ベースの順位付け

ここまででクエリにマッチするページを取り出すことに成功したが、取り出される順序はｉｉｉ純にク

ロールされた順であった。これではページの散が多くなると、クエリ中の単語を含んではいるが爽際に

はあなたの検索したい内容とは側巡しないようなページたちの海をさまようことになってしまうだろう。

この問題に対処するためには'j･えられたクエリに対するページのスコアを範川する必喫がある。そし

て、スコアの高い結果が冒頭に来るように返す機能も必姿だ。

このセクションではクエリとページの内祥だけを篭にスコアを算川する方法についていくつか見てい

く。ここで扱うスコアリングの測定培地には次のものを含む．

単語の出現頻度

クエリ中の単諦が、あるドキュメント中で練り返し現れている回数はドキュメントの適合性を決め

る手助けとなる。

ドキュメント中での位圃

ドキュメントの主題はドキュメントの雌初の部分に出現する可能性が商い。

単隔間の距離

クエリ中に複数の単諦が含まれている場合、それらは近くにくっついた状態でドキュメント中に現
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れるはずである。

初期の検索エンジンはこれらの測定基準だけを基に動作しており、それでも使える結果を提供する

ことができていた。このセクションの後半では、インバウンドリンクの数やその質のような、ページの

外の愉報を使って検索結果を改良する方法についてカバーする。

まずはクエリに合う行たちを探し川して、それらをディクショナリに追加したあと、フォーマット済

みのリストとして災,j§する新しいメソッドが必妥だ。これらのＩＭＩ数をあなたのsearcherクラスに追加

しよう。

defgetscoredli5t(self,mws,wordids)：
totalscores=dict([(row{O],O）ｆｏｒｒｏｗｉｎｍｗＳ]）

＃ここには後ほどスコアリング関数を入れる

weights=[］

for（weight,scores）inweight5：
forurlintotalSEOre5：

totalsCore5[urll+二Ｗeight*SEoreSIurl〕
retumtotal5にore5

defgeturlname(self,id)：
return5elf.con・execute（

“selecturlfmnlurlli5twhererowid童%d”％ｉｄ).fetchone()【O］

defquery(Self,q)：
row5,wordid5=Self､getmatEhrows(q）

SEores=self･get5coredlist(rows,wordids）
rankedsEores=soZted([(score,url）ｆｏｒ（url,Score）inscores､item5()],rever5e雲ﾕ）
ｆｏｒ（score,urlid）inranked5cores[o:ﾕ０１：
print，%紙t%5‘％（score,self･geturlname(urlid)）

今のところ、このクエリメソッドは結果に対してスコアリング関数を適用していないが、スコアにな

る予定の数値と一紺にＵＲＬを表示するようになっている。

>＞reload(5earEhengine）

>＞ｅ雲searchengine・Searにher(，searchindex.｡b‘）
>＞ｅ･query(‘fun亡tionalprograming.）
０.OOOOOOhttp:ノノkiwitobeS・にom/wiki/XSLT･html

0.OOOOOOhttp:〃kiwitobes,ＣＯ､/wiki/XQuery・html
0.000000http:〃kiwitobes､Eom/wiki/UnifiedModeling-Language･html
●●●

ここで火事な関数はgetscoredlistである。このセクションを通じてこの関数をコードで埋めてい
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く。weightsリスト（太'rgの行)にIMj散を付け加えることで、スコアリング関数たちを辿加することがで

き、実際のスコアを得ることができるようになる。

4.5.1正規化関数

これから紹介するすべてのスコアリングの手法はURLII〕とスコア（散仙)のディクショナリを返す。

ややこしいことに、時には大きなスコアの方をよりよいスコアとみなす場合もあるし、またある時は小

さなスコアの〃がよいとみなす場合もある。異なる下法からの結果を比較するためにはこの述いを11;蝋

化する必要がある。つまI)、それらのスコアを一定の範州と〃向に収める必要がある。

この正規化関数はＩＤたちとスコアたちのディクショナリを受け取り、新しいディクショナリにこの

ＩＤたちと、Ｏからｌの範囲に正規化したスコアたちを入れて返す。それぞれのスコアはもっとも良い納

果にどれくらい近いかを鵬にスケールされるため、常に雌沸のスコアは１になる．あなたはスコアたち

のリストをこの関数に渡し、低い方がよいのかそれとも商い方がよいのかを教えてやるだけでよい｡

defnomalize5core5(Self,scoreS,SmallIsBetter雪O)：
v5mall雪０.oooo1＃ｏで除範することによるエラーを回避する
ifsmalllsBetter：

minscore室､in(score5・values()）

returndiEt([(u,float(minScore)/max(v5mall’１)）ｆｏｒ（u,l）、
inscore5・iteIT15()]）

else：

maxscore雲max(SCores・values()）
ifmaxScore宮=O：maxscore=vsmall

retumdiCt(【(u,float(c)/maxScore）ｆｏｒ（u,c）ｉｎ５ＥｏｒｅＳ､itemS()]）

それぞれのスコアリング関数は、結果の正規化を行うためにこの関数を呼び出し０から１の側の仙を

返す。

4.5.2単語の頻度

単語の頻度による挫雌では、クエリ中の単語があるページに何同出現するかによってそのページの

スコアを付ける。もし私が''python'，で検索する場合には、私はPython(もしくはpythons)について数

多く討及しているページが欲しいのであって、Python（ニシキヘビ）をベットにしているミュージシャ

ンが、偶然pythonについて訂及しているベージなどは欲しくないのである。

単語賊度による側敦は次のような感じである。これをあなたのsearcherクラスに付け加えるとよい。

deffrequencysEore(Self,rows)：

counts雪dict(I(row[０１，０）ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗ５]）
ｆｏｒｍｗｉｎｒｏｗｓ：count5IrowIO1】+=１

retumSelf・nomalize5core5(counts）
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この関数は行中のすべてのユニークなＩＤをエントリとして持つディクショナリを生成し、それぞれ

のアイテムの出現回数を数える。それからスコアを11：規化し(この珊合は数仙が大きい方がよいスコア）

結果を返す。

頻度によるスコアリングを実際に行うには、getSCoredlistのweight5の行を変虹するとよい。

weights=[(1.０，self･frequency5core(rows))１

これで検索を行ってみて、頻度によるスコアリングがスコアリングの堆叩としてどの程度うまくいく

かを確認することができる。

>＞reload(searEhengine）

>＞ｅ=searchengine・searにher(‘Searchindex･db‘）
>＞ｅ､query(.functionalprogranming.）

1.OOOOOOhttp:ﾉﾉkiwitobes・に０m/wiki/Functional-progranmlin9.ht1111

0.262476http://kiwitobes､ＣＯ､/wiki/〔ategoriEal-1ist-of-prograImling-language5･html
０．０６２３１０ｈttp://kiwitObes･Com/wiki/Pro8ramming-language･html
０.O43976http8〃kiwitobes・com/wiki/Lisp-programming-langua8e･html
o.Oﾖ６３９４http:／/kiwitobes・com/wiki/Programming-paradi8m・html
●｡■

これは'，Functionalprogramming，‘のページを最初に返し、いくつかの側巡する他のページが続けて

返されている．”Functiomlprogrnmming''はそのすぐ下の結果ページの４傭のスコアであることに注

厳してほしい。多くの検索エンジンはエンドユーザにスコアを教えるということはしない。しかし、こ

れらのスコアはアプリケーションによっては非常に有用であるｃたとえば、トップの結果があるしきい

値を超えた場合にはユーザを直接そのページに飛ばすことや、検索結果の適合性の向さによって、フォ

ントのサイズを調糖するということもできる。

4.5.3ドキュメント中での位置

この他にクエリとページの適合性を決めるシンプルな基準として、ページ巾での検索冊の位置を利

用するものがある。辿常、検索i冊と関巡の高いページであれば、そのlIi締はページの妓初の部分に出

現する。または検索鮒がタイトルなどに仙われることもある。このことを洲ljして、この検索エンジン

ではクエリのili紙が文併のｌｉ１い段階でlⅡ現するとその文iIfのスコアを上げるということもできる。幸迎

なことに先ほどページをインデックスした際に単磯の位置は記録しているし、ページのタイトルもリス

トの蛾初に記録している。

次のメソッドをsearcherに追加しよう。

deflocationsEore(5elf,row5)：

１o[ations=dict([(row[O],ﾕOOOOOO）ｆｏｒ】rowｉｎ】row5]）
ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗｓ：



loc=sum(row[1:]）

ｉｆｌｏｃ<1ocations〔row(O】]：location5[rowIOl1sloc

returnSelf,normalizescores(locations,smalllsBetterニユ）

4.5内容ベースの順位付け１７５

それぞれのrowの鹸初の要素はＵＲＬＩＤであり、それに続く要素はすべての異なる検索研の位俄だっ

たことを思い出してほしい。それぞれのⅡ〕はすべての位侭の組み合わせで、繰り返し川現する(〕この

メソッドはそれぞれの行について、すべての''1柵の位佃を足し合わせ、そのＵｌｌＬのためにもっともよ

い結果を決定する。そして雌終的な結果をnomalize関数に渡す。smalli5Betterが術定されている

場合には位置の合計が喰小の場合にスコアが1.0になるということを意味することに気を付けよう。

位置のスコアだけを利用した納果がどのようになるのかを確認するために、リストweightsを吹のよ
うに変史しよう。

weights=[<１．0,Self､loEationsCore(rows))｝

そしてインタプリタで再び次のクエリを拭してみよう。

>＞reload(searchengine）

>＞ｅ=searEhengine･searcher(,searchindex･db‘）

>＞ｅ,query(‘functionalprogramming‘）

“Functionalprogramming‘'が未だに雌1%位に位慨していることに虹づくだろう。しかし、今lIulは他

の上位の結果たちとしてfunctionalprograITmin81anguageの実例たちが来ている。Ｉｉｍ検索した

時は単語が繰り返し言及されているような結果が返されていたが、それらはプログラム言総について

の一般的な議諸である傾向があった。しかし、今Imlの検索では冒頭の文章に検索鮒が存在する（例：

"Haskellisastandardizedpu“fimctiomlpmgmmminglanguage‘'）ようなページのスコアの方が

はるかに高くなっている。

これまで紹介した測定基準のどれかつが、すべての場合において他のどれよりも優れているとい

うことはないということを意磯しておくことは砿要だ。この二つは検索者の意図次第で、どちらも有附

である。また、特定のドキュメントの典合やアプリケーションでは、すぐれた結果を柵るためには砿み

を組み合わせてみることも必嬰になる。リストweightsを次のように変史することで、この:つの測定

坐準のⅢみを変えて実験することができる《，

weights雪[(ﾕ.o,self､frequencyscore(mws))，
（1.5,Self､1oEationScore(rowS))］

１１tみを変更したり、先ほどと典なるクエリを使ってみて、結果にどのように影郷があるか拭してみる

とよい。

単語頻度を基準にするよりも、位侭を堆祁にする方がごまかされることが少ない。たとえば、ページ
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の縦者がベージの瞳初に一つ111.州を１１ドいた後、その単維を何度繰り返したとしても結果には何の影郡

もない。

4.5.4単語間の距離

クエリが複数の単諦を含んでいる助合、ページ中でクエリ中のりi語lBjI士が近くに位|冊しているよう

な検索結果を探すことは役に,kつ。人々 は襖数のi11.1冊で検索するjﾙ合、これらのjlMilmlI:が概念的に

関係しているページを探したい吻合がほとんどである。これは多くの検索エンジンがサポートしている

引用符を利用したフレーズ検索よ')は多少ゆるいものである。フレーズ検索の場合はIiiMfは正しい順

序で文中になければならないし、追加のIi1.,冊が入っていはいけない。しかし、この測定蝶準は検索語

とは諦の順序が変わっていたり、検索iiHの川に他の単諦が含まれているような』ﾙ合にも耐えることが

できる。

このdistancescore関数はlocationscoreに非常によく似ている。

defdistanEescore(Self,rows)：
＃単鱈が一つしかない坦合、全員が勝者１

ｉｆｌｅｎ(row5【0])<雲2：retumdict([(rowIol,ﾕ.o）ｆｏｒｍｗｉｎｍｗｓ)）

＃大きな値でディクショナリを初期化する

mindistance=dict([(row[O],1000000）ｆｏｒｍｗｉｎｒｏｗｓ]）

ｆｏｒｒｏｗｉｎｍｗＳ：

dist=suIn([ab5(rowIi】-row【i-ﾕ】）ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(Z,len(row))]）
ｉｆｄｉｓｔ<mindi5tanceIrowIo昨mindistance[ｍｗＩｏ１】雪dist

retumself・normalize5coreS(mindistance,smallIsBetter=1）

ここでの大きな述いは、間数が位佃（太字の行）をループする際に、それぞれの位iRとその一つIMIの

Ii聯の位椴の差を取ることである。このクエリによりすべての即離の組み合わせが返されるため、距

離の合ii↑がもっとも小さいものが探されることが係批されている。

この単詰問の距離による測定鵬耶をＩＩｔ独で試してみても結櫛だが、これは他の測定坐縦と組み合わ

された時に真価を発揮する。リストweightSにdiStanCescoreを付け加え、数字を変災してみて他の

クエリの結果にどのように影櫛するか拭してみてほしい。

4.6インバウンドリンクの利用

これまで見てきた推祁はすべてページの内容に坐づいたものだった．多くの検索エンジンはいまだこ

のように動作しているが、ページの粁什以外がページに対して提供する愉報を秒岨することによって、

多くの珊合、結果を改岬することができる。特に、推がそのページにリンクをしていて、そのページに

対してどうコメントしているかの怖報は布川だ。これは価値が怪しいようなページやスパマーによって

作られたようなページをインデクシングする際に特に役に立つ。なぜならそのようなページは、本物の
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内容を持ったページと比べてリンクされることが少ないからである。

本章の目頭であなたが作ったクローラはすでにリンクについて必喫な愉鞭はすべて集めるようになっ

ているため、特に変更する必要はない。テーブル1inksは、出会ったページのすべてのリンク元とリン

ク先についてのＵＲＬＩＤを保存している。そして、テーブルlinkwordsは単離とそれらのリンクを結合

する．

4.6.1単純に数えあげる

インバウンドリンクを利川するもっとも簡単な方法はそれぞれのページのインバウンドリンクを数え

上げてリンクの合計をそのページの測定飛地として利用することである。アカデミックな論文などがこ

の方法で評価きれることがある。つまり、その諭文を参照している他の描文の散でその錯文の価値を

評価する。次のスコアリング1M1敗はrowsI11のすべてのユニークなＵＲＬＩＤについてlinkテーブルに問

い合わせることで、そのＵＲＬＩＤに吸られているリンクの数のディクショナリを作り、正規化したスコ

アを返す。

definboundlinksEore(self,row5)：

uniqueurls雪set([row[o］ｆｏｒｒｏｗｉｎｒｏｗｓ]）
inboundcount=dict([(u’5elf･COn.executeい

,selectcount(*）ｆｍｍｌｉｎｋｗｈｅｒｅｔｏｉｄ=%｡，％ｕ).fetchone()[O]）l
foruinuniqueurl5]）

return5elf・normalizescores(inboundCount）

当然、この測定堆碓だけを利剛した嶋合は、検索譜が含まれたすべてのページが、級られてい

るリンクの数のみでランク付けされて返される。このデータセットでは‘‘Python''という単語よりも

，Pmgramminglanguagec‘の方が多くリンクを張られている．しかし、Pythonについて調べているの

であれば、むしろ''Python''を含んだ柵が雌初に来てほしいだろう。適合している順にランキングを表

示するには、インバウンドリンクの堆準は先ほど紹介した堆準たちのどれかと組み合わせて利川する

必要がある。

このアルゴリズムはすべてのインバウンドリンクを同等なものとして扱う。これは平等ではあるが、

スコアを上げたいページへのリンクを扱ったページをいくつか作れば、そのサイトのスコアがあがって

しまうのでランキングの意図的な操作に刺い。人々は人気のあるサイトが洲-Ｉしているようなサイトに

対して、より興味を待つという可能性は商い。次のセクションでは人虻のあるページからのリンクは煎

要だとみなしてランキングを叶伸する方法について見ていく。

4.6.2PageRankアルゴリズム

PmgeRankアルゴリズムはGooRleの刺投将たちによって発明された。そして現在、大きな検索エン

ジンのすべてで、そのアイデアの亜柵は利用されている。このアルゴリズムはすべてのページにその

ページがどの程度亜要なのかというスコアを割り当てる。この箪要度はそのページにリンクしている他
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のページたちのj､卿虻の合iii･と、それらの他のページたちそれぞれが持っているリンクの数から算川

される。

幻句

風
理論的には、PageRank(発明者の一人のLarryPageの名を取って命名されている）は

適当なリンクをクリックした利用者が、ある特定のページに行き着く可能性を計算してい

る。他の人気サイトから張られているリンクが多いページであればあるほど、人々が偶然

そのサイトに眼終的にたどり届く可能性は高くなる。もちろん、利用者が永週にクリック

し続ければ、すべてのページにたどり遍くことになるが、ほとんどの利用者はしばらくし

たらクリックを止める。PageRankはこれをシミュレートするため、ユーザがそれぞれ

のページで、ページのリンクをクリックし焼ける可能性は85パーセントということを示

す、０８５という減衰係数を利用する。

図4-3はページとリンクの巣合の例を示している．

PR(A）＝０.巧十０．８５＊（ＰＲ(8)/link5(B）＋ＰＲ(〔)/links(〔）＋ＰＲ(､)/1inks(､））
＝０．１５＋０．８５＊（0.5/４＋0.7/５＋０．２/１）
＝０．１５＋０．８５＊（0.125＋０．ﾕ４＋0.2）
＝０．１５＋０．８５本0.465

言0.54525

B，ＣよりもＤの方が、それ自体のPageRankは低いにもⅢわらず、ＡのPageRankに影韓を７.えて

丹
’
１
回
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Ａ

ｌ７

図4.3ＡのPageRankを箆出

Ｂ、Ｃ，Ｄの三つのページはＡにリンクを張っている。そしてそれら三つのページはすべて

PageRankはすでに算出されている。Ｂは他に三つのベージヘリンクを張っていて、Ｃは他に四つの

ページヘリンクを張っている。ＤはＡだけにしかリンクを張っていない。ＡのPageRankを得るために

は、Ａにリンクを機っているそれぞれのページのPageRank(PR)を、そのページ中に含まれているリ

ンクの総数で削ったものを算川して足し合わせ、それに減溌係数の0.85を掛け合わせる。そして殿小

仙0.15を足す。ＰＲ(A)のiil･帥:は次のようになる。

ｔ
７

８
５
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いるということに気づくだろう。これはＤはＡのみにリンクを雌っているため、すべてのスコアをＡに

与えることができたためである。

非常に簡単だと思うだろう？しかし、ここには小さな腿がある。この例ではＡにリンクしているす

べてのページはすでにRageRankを持っていた。しかし、あるページのスコアを献出するには、そこ

にリンクしているすべてのページのスコアを知らないと算川できないし、そのページにリンクしている

それぞれのページのスコアを疎川するためには、またそのそれぞれのページにリンクしているすべての

ページについてのスコアを知らないと計算できない。PngeRnnkを4$前に持っていないページの典合に

ついてPageRankを算出するにはどうすればよいのだろうか？

解決策としては初期値として任意の値(コードでは1.0を１Mいているが実際には何でもよい)をすべて

のＰ雌eRImkとして用いることである。そして、ｌ>ngeRnnkのm･算を何庇か繰り返せばよい。織り返

すごとにそれぞれのページのPageRImkはそのページの本１１のPngeRankの仙に近づいていく。必嬰

な繰り返しの数はページの数にもよるが、今あなたが取り組んでいるページの典合裡庇であれば20同

も繰り返せば十分である。

PagcRankの算出は時I川のかかるものであり、クエリによって変わるようなものでもないため、テー

ブルに保存されているすべてのＵＲＬについてのP雌eRImkをllIIiiIにiil･肺しておく1111敗を作るとよい。

この間数が実行されるたびにPngeRankが再iil･算される。次の関数をcrawlerクラスに辿加しよう。

defcalCulatePagerank(Self,iterations=20)：
＃現在のPageRankのテーブルを削除

self・ＥＣn.execute(，droptableifexiStSpagerank‘）
Self・ＣＯn.execute('createtablepagerank(urlidprimarykey,score)'）

＃すべてのURLのPageRankを１で初期化する
self・ＣＯn.execute(，in5ertintopagerankseleEtmwid，１．ofromurllist，）
self,dbcomlit(）

ｆｏｒｉｉｎｍｎｇｅ(iterationS)：
Print‘･Iteratioｎ％d‘，％（i）
ｆｏｒ（urlid,）ｉｎSelf・ＣＯn.execute(‘SelectrowidfmmurlliSt‘)：

Ｐｒ=ｏ･1５

＃このページにリンクしているすべてのページをループする

for（linker,）ｉｎself､COn.execute（

‘SelectdistinEtfmmidfromlinkwheretoid雲%d‘％urlid)：

＃linkerのPageRankを取得する

linkingpr=Self.con・execute（
,Selectscorefrompagerankwhereurlid=%｡‘％linker).fetchone()[０１

＃linkerからリンクの合計を取得する

linkingcount雲self･ＣＯn.execute（

,Selectcount(*）fromlinkwherefromid=%d，％linker).fetchone(){O］

ｐｒ+=0.85*(linkingPrﾉlinkingcount）
self・ＣＯn.execute（
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，uPdatePagerank5et5core=%fwhereurlid=%d‘％（Pr,urlid)）
self･dbcommit(）

この関数はすべてのページのPngeRankを1.0で初期化する。そしてすべてのＵＲＬをループして、

そのPaIgeRankを取得するとともにすべてのインバウンドリンクたちのそれぞれのリンク合計を取得す

る。太字の部分はそれぞれのインバウンドリンクに適用される致式である。

この側政の助作には数分を要するが、英際に走らせるのはインデックスを災新した時だけでよい。

>＞reload(searEhengine）

>＞CraWler=5earEhengine・Erawler(，searchindex・db,）
>＞crawler・calculatepagerank(）
IterationO

Iterationl

●●●

サンプルのデータセット中でもっとも商いPngeRankを持っているものがどれなのか知りたいなら、

データベースにlfK接問い合わせてみるとよい。

>＞cur=crawler・にon･execute(，seleEt＊frompagemnkorderbyscorede5c‘）

>＞ｆｏｒｉｉｎｒａｎｇｅ(3)：printEur,next(）
(438,2.5285160000000002）

(2,1.161464000000000ﾕ）

(543,1.064252）

>＞ｅ・geturlname(4ﾖ8）

uohttp:〃kiwitobes・com/wiki/Main-Page,html,

wMainPnge‘'がもっとも高いPngcRlmkであるといえるが、これはすべてのページがそこへリンクし

ているので当然であり、驚くようなことではない。これでPageRImkのスコアのテーブルができた。こ

れを使うにはデータベースからこのスコアを|き出し、スコアを正規化する関数を作り_kげればよい。

次のメソッドをsearcherクラスに追加しよう。

defpagerank5core(Self,rowS)：

pagerank5雪dict(【(row[O],self・ＣＯn.execute(‘selectscorefrompagerankwhere
urlid=%d’％row【O}).fetchone()[０１）ｆｏｒｒｏｗｉｎｍｗ５]）

maxrank=max(pa8eranks,values()）
nomalized5Eores=dict([(ujfloat(1)/maxrank）ｆｏｒ（u’1）inpageranks･items()]）
returnnormalizedscoreS

ここで再びリストweightsをPageRankを含むように変更してみよう。

weight5=【(1.0,self・location5core(roN5))，


