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WWWからの画像データ収集の効率化の一検討
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あらまし WWWから容量の大きいデータを収集するには多くの時間がかかってしまうため，この処理の効率化は

重要な問題である．本稿では，画像データの収集システムを考え，画像データの収集を効率良くするための手法につ

いて考察する．具体的には，WWWから画像データを収集する際に，その前処理で得られた情報を利用し，WWW

からの画像データの転送コストを見積もり，それを使って負荷を分散し処理の効率化をはかる．また，そのプロトタ

イプシステムを使った簡単な実験を行い，基本性能を確認する．
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Abstract Since it takes long time to collect data of large size from WWW, it is desired to make this process

efficient. In this paper, efficient ways of collecting image data from WWW. In the ways we intend to improve

the process by making use of information obtained from pre-processing to the collecting. We try to estimate

transfer rate of image data from WWW, and to reduce the total cost of processing with multi-threads. We

also report some results of simple experiments and show basic performance of the ways.
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1. は じ め に

WWWから容量の大きなデータを大量に収集するためには

多くの時間がかかる．このようなデータの収集を考える際，ボ

トルネックとなるのはWWWからのデータ転送時間である．

また，WWWからのデータ転送時間は，データが存在するサ

イトによって異る．よって，WWWからのデータ転送を行う

処理の効率化を考えることは重要な問題である．処理の効率化

を考える際，WWWからのデータ転送コストを見積もり，負

荷を分散させることによる処理の効率化が考えられる．本稿で

は，WWWから容量の大きなデータを収集する前に，比較的

容量の小さなデータを収集し，そのときに得られた情報を利用

し，容量の大きなデータの転送コストを見積もる手法を考える．

それを用いて，負荷分散を行い処理の効率化を図るのが本稿の

目的である．

本稿では，対象とするデータとして画像データを用い，

WWWから画像データの収集を行うシステムを実装する．本

システムは，画像データを収集するために 2つの処理が含ま

れている．画像データの含まれている HTML文書を取得し，

そのHTMLタグから画像データのURLを取得する処理と，

取得したURLをもとに，WWW上から画像データを取得す

る処理である．この 2つの処理のうち，画像データを収集する

際にボトルネックとなるのは，後者の処理である．なぜなら

HTML文書と画像データを比較すると，一般的に画像データ

の容量が大きく，データ転送に時間がかかるためである．後の

処理の効率化のため，前の処理でかかるHTML文書のデータ

転送時間や，取得する HTML文書のサイズなどを利用し後の

処理の効率化を考える．

画像データの転送コストの見積もりを用いて，負荷分散を行

う．本システムでは，複数個の画像データの収集を並行に処理

するために，マルチスレッドを用いた実装を行う．各スレッド

は，画像データのURLを受け取り，画像データを取得する．

見積もった画像データの転送コストを用いて，各スレッドに均

等に負荷を分散させることにより，処理時間の効率化が期待で



きる．

本稿の構成は以下の通りである． 2章で画像収集システムに

ついて述べ， 3章で我々の提案する画像データの転送コストを

見積もる手法について説明する． 4章で提案した手法を用いた

場合とそうでない場合の比較実験を行い，その実験結果を報告

し，最後に 5章でまとめと今後の課題を述べる．

2. 画像収集システムの概要

2. 1 関 連 研 究

WWWから画像データを検索する画像検索エンジンについ

ての研究が行われている [1] [2] [3]．これらの研究で実装されて

いる画像検索エンジンは，ユーザが求めている画像に関係す

るキーワードを入力とし，画像データのリストを出力する形と

なる．これらの画像検索エンジンは，画像データを収集するた

めにWWW上を巡回するロボットを用いて，WWWの情報

を収集し，取得した情報を解析することにより，インデックス

を作成する．インデックスに用いるキーワードに対応する画像

データとして，画像データの縮小画像であるサムネイル画像を

保持している．ユーザからの問い合わせに対して，作成したイ

ンデックスを用いて検索し，そのキーワードが示す画像データ

のサムネイル画像のリストを検索結果として返している．

文献 [1], [2]では，HTML文書を解析し画像データを検索す

る手法に加え，画像データ自身の内容に基づく画像検索を行っ

ている．文献 [1]は，始めにキーワードで画像を検索し，その

検索されたリストから，ユーザが画像を指定することにより，

指定画像に類似している画像を検索する．文献 [2]は，キーワー

ドの他に画像の大きさや，写真か図の判別，また人の顔の有無

などを，ユーザが検索時に指定することにより，その指定に適

した画像データを出力している．

文献 [3]では，上記の研究とは異った手法で画像データを収

集している．それは，画像データが含まれているHTML文書

を取得するため，WWWロボットを用いる代りに，既存のテ

キスト検索エンジンを利用している点である．テキスト検索エ

ンジンから得られた，キーワードの検索結果を表す HTML文

書からHTMLタグを解析することにより，画像データのURL

を取得し，そのURLの表す画像データを収集している．収集

してきた画像データを，画像内容によってクラスタリングする

ことにより，正解画像を求めている．ゆえにWWWロボット

を利用することや，インデックスを作成し全てのキーワードに

対するサムネイル画像を保持することなく，求めるキーワード

の画像データを検索することができる．

2. 2 システム設計

本研究では，画像データの収集システムを実装し，WWW

からの画像データの収集の効率化について検討する．上記のよ

うに，WWW上の画像データを収集する手法として， 1)ロ

ボットなどを利用してWWWの情報を収集し，インデックス

を作成する手法と， 2)既存のテキスト検索エンジンを利用す

る手法が挙げられる．両者の違いは， 1)ではロボットを利用

し，WWW上を巡回することにより，WWW上の画像デー

タを収集し，その情報をローカルに保存するのに対し， 2)で

はテキスト検索エンジンの検索結果を用いることにより，ある

キーワードに対する少数の画像データのみを取得する点である．

本システムは，文献 [3]で提案されている画像収集システム

Image Collectorを参考に実装を行う．よって既存のテキス

ト検索エンジンを利用し，WWWから画像データを収集す

る手法を用いてシステムの実装を行う．本システムと Image

Collectorとの異る点は，画像データのURLを取得する部分

でHTML文書の取得にかかる情報を利用することにより，画

像データの転送コストを求め，その転送コストを用いて，画像

データの収集の効率化を考えた点である．以下に本システムの

処理手順，及びシステムの概要について説明する．

（ 1） テキスト検索エンジンにキーワードを与え，検索結果

のHTML文書を取得する．

（ 2） 得られたHTML文書から，HTMLタグを解析し

(<a href=URL>からURLを取り出す)検索結果のURLリ

ストを作成する．

（ 3） URLリストの各URLにアクセスし，画像のURLを

含むHTML文書を取得する．

（ 4） 取得したHTML文書からHTMLタグを解析し

(<img src=URL>からURLを取り出す)画像データのURL

リストを作成する．

（ 5） 画像データの URLリストの各URLにアクセスし画

像データを取得する．

以上の処理手順を逐一行っていたのでは処理時間がかかる．

例えば 3,4の処理では，複数個のURLのHTML文書を取得

し，HTMLタグを解析することにより画像データのURLを

抽出している． 5の処理では，複数個の画像データのURLを

受け取り，画像データを取得している．

よって上の処理手順を，逐次に処理を行う部分と，並行に処

理が可能な部分とに分けて考えるために， 3つの処理部分に

分割した． 1つ目はテキスト検索エンジンとのアクセス部分

で 1,2の処理を行う． 2つ目は画像データのURL取得部分で

3,4の処理を行う．最後に画像データ取得部分で 5の処理を行

う．テキスト検索エンジンとのアクセス部分は，逐次に処理を

行い，画像データのURL取得部分と画像データ取得部分は，

並行に処理を行う．

本システムでは，この 2つの部分で並行処理を行うためにマ

ルチスレッドを用いて実装を行った．図 1に本システムのシス

テム構成図を表す．

図 1は，データの流れと処理を行うオブジェクトを表してい

る．図中のMainServerというオブジェクトは，テキスト検索

エンジンとのアクセス部分の処理を行う．キーワードを検索エ

ンジンに与え，キーワードに対するテキスト検索エンジンの検

索結果の一覧を表示するHTML文書を取得する．このHTML

文書には，キーワードに対する検索結果を示す URLが含まれ

ていることから，HTMLタグを解析することにより検索結

果のURLを抽出しURLリストを作成する．このURLリス

トを ParallelServオブジェクトにわたす． ParallelServオブ

ジェクトは，MainServerオブジェクトからURLリストを受

け取り，URLリストをQueueAオブジェクトに挿入する処



    MainServer     Search 
    engine

        QueueB

 Image  Image  Image

   ParallelServ

       QueueA

 URL
 URL

URL-list

        disk

keyword

  HTML

:object

:data

 ThA[1]  ThA[2] ......  ThA[m] 

 ThB[1]  ThB[2] ......  ThB[n] 

(A)

(B)

ImgURL ImgURLImgURL

ImgURL ImgURLImgURL

 URL  URL URL

図 1 システム構成図

理を行う．

図中に表されている点線で囲まれた (A)の部分は，画像デー

タのURL取得部分を表し， (B)の部分は，画像データ取得部

分の処理を行う． (A),(B)の部分で並行処理を行うために，マ

ルチスレッドを用いて実装を行った．図中の (A),(B)のように，

マルチスレッドを実現するためにスレッドオブジェクトを配列

に格納している．

各スレッドは，処理対象のURLを取得し，処理を行い，処

理が終了した後にURLを取得し，処理を開始する． (A)の処

理部分で画像データのURLが得られたなら，その後に (B)の

部分で処理を行う．このデータの受け渡しを，キューを介在

させて行う．図 1の (B)の部分では， ThreadAオブジェクト

が取得した，画像データの URLをQueueBオブジェクトに

格納し， ThreadBオブジェクトがそれをQueueBオブジェ

クトから取得している．このとき ThreadBオブジェクトは，

ThreadAオブジェクトから画像データのURLが挿入される

のを待ち，挿入された後にQueueBから画像データのURLを

取得して処理を開始する．

各スレッドは，処理対象のURLを受け取り，URLが示す

データを取得する．スレッドの処理時間は，URLが示すサイ

トによってデータ転送時間が異る．よってスレッドが処理す

るのにかかる処理時間は，スレッド毎に異る．画像データの

URL取得部分と画像データ取得部分の処理時間は，最も処理

時間のかかるスレッドに依存することが考えられる．よって本

稿では，画像データのURLを取得する処理部分でWWWか

らの画像データの転送コストを見積もることにより，全てのス

レッドに均等に負荷を分散させることを考える．

3. 画像データの転送コストの見積もり

WWW上の画像データを収集するにあたりボトルネックと

なるのは，画像データの転送コストである．これは，画像デー

タが存在するサイトによって異る．本システムの画像データを

収集する処理部分は，マルチスレッドを用いて実装を行ってい

る．よって全体の処理時間は，最も処理時間のかかるスレッド

に依存することが考えられる．このため，画像データの転送コ

ストを見積もり，スレッドに均等にURLを与えることによる

処理時間の効率化を考える．

具体的には，画像データの転送コストを見積もるために，画

像データの含まれるHTML文書を取得する際にかかる，デー

タ転送時間や HTML文書のサイズなどの情報を取得する．そ

れを利用し転送コストの見積もりを求め，画像データのURL

に転送コストを付与する．求められた全てのURLの転送コス

トの総和を求め，それをスレッド数で割ることにより閾値を求

める．この情報を各スレッドに与えることにより，スレッドは

この値を参考に画像データのURLを取得し処理を行う．

本章では，始めに転送コストの見積もりを行わないときに用

いる，ばらまき法について述べる．次に，転送コストを見積も

るために画像データのURL取得部分で取得する情報について

述べ，その情報を用いた，転送コストを見積もる手法について

説明する．その後，見積もった転送コストを利用した各スレッ

ドへの画像データの振り分けについて説明し，最後に，URL

を格納するキューの変更点について説明する．

3. 1 ばらまき法

2章で述べたシステムは，スレッドは処理対象のURLを取得

し，そのURLに対して処理を行う．各URLに対応するデー

タの転送時間は，そのデータが存在するサイトによって異る．

このとき無作為に一定数のURLを各スレッドが取得し，その

URLに対して処理を行うのでは全体の処理時間が，最も処理

時間のかかるスレッドの処理に依存することが考えられる．

スレッド間の処理時間の差を少なくするため，各スレッドは

URLを 1つずつ受け取り，そのURLに対して処理を行う．

スレッド間の処理時間の差は，受け取ったURLのデータ転送

時間の差となる．よって最も処理時間のかかるスレッドの処理

に依存する時間は小さくなる．このように，URLを 1つずつ

スレッドが取得する手法を，本論文では，ばらまき法という名

前を用いて表現する．

3. 2 取得パラメータ

画像データの URLを取得する処理部分で，以下の情報を取

得する．

• HTML文書サイズ : 検索結果のHTML文書のサイ

ズ．

• HTML文書取得時間 : HTML文書を取得するのにか



かる時間．

• 画像データURL個数 : 取得した画像データのURLの

全個数．

• 画像データサイズ : 収集する画像データのサイズ．

画像データサイズとして，HTTPレスポンスメッセージに含

まれる， Content-Lengthエンティティヘッダーフィールドを

用いる [4]． Content-Lengthエンティティヘッダーフィール

ドを JavaのURLConnectionクラスのメソッドである， get-

ContentLength [5]を用いて取得する．しかしながら，全ての

Content-Lengthフィールドを取得していたのでは，パラメー

タの取得に時間がかかる．よって，画像データのURLを取得

するHTML文書のなかから 1つの画像データのURLを取り

出し，そのURLの画像データサイズをそのHTML文書から

取得される全ての画像データの画像データサイズとする．

3. 3 転送コスト見積もり手法

本稿では， 2種類の転送コストを見積もる手法を考える．

[手法A] HTML文書サイズとHTML文書取得時間から 1ミ

リ秒あたりの取得バイト数を計算し，その逆数を転送コストに

する．

cost =
1

HTML文書サイズ
HTML文書取得時間

[手法 B] 手法Aの転送コストに取得する画像データサイズを

掛け，転送コストとする．

cost =
1

HTML文書サイズ
HTML文書取得時間

×画像データサイズ

前章で述べた，画像データのURL取得部分で得られた情報

を利用し転送コストを見積もる．そして取得した画像データの

URLに，求めた転送コストを付与する．

各スレッドの処理時間を均等にするために，スレッドが受け

取るURLが示す画像データの転送コストを均等にすることで，

時間のかかるスレッドの処理時間に依存することを避ける．ば

らまき法と比較した場合，転送コスト見積もり手法はデータの

受け渡しの回数が少なく，処理時間がかからないと考えられる．

3. 4 スレッドへのURLの振り分け

この転送コストを用いて画像データ取得部分の処理の効率化

を考える．全てのURLに付与された転送コストの総和を求め，

総和を用いるスレッド数で割った値を閾値とし，この情報を各

スレッドに渡す．各スレッドは，画像データの URLを取得し，

そのURLに付与されている転送コストを調べ，URLを取得

する度に取得した URLの転送コストの和をとる．その和が，

閾値の値を越えるまで，画像データのURLを取得し続ける．

スレッドは，閾値の値を利用することにより処理を行うわけ

であるが，用いる全てのスレッドが処理を行わず，処理する

URLが少数のスレッドに偏ることが考えられる．この状況を

避けるため，画像データの URLの全個数をスレッド数で割り，

その数を越えない数の URLを，スレッドに処理させる．ゆえ

に各スレッドは，閾値の範囲内かもしくは制限された個数以下

のURLを受け取り，受け取ったURLに対して処理を行う．

以上の処理を画像収集システムに適用し，手法A・手法 Bを

用いてURLを振り分けた場合と，ばらまき法を用いてURL

を振り分けた場合の比較実験を 4章で行う．

3. 5 キューの変更

2章で述べたように，各スレッドはキューから画像データの

URLを取得し，そのURLに対して処理を行う．本システム

では画像データ取得部分の効率化を考えるため，全ての画像

データの URLを取得した後に，キューに対して処理を行って

いる．

画像データの URL取得部分では，画像データの転送コスト

を各URLに付与し，キュー (図 1での QueueBオブジェクト)

に画像データのURLを格納する．全ての画像データのURL

が格納されたなら，格納された画像データのURLを転送コス

トにより，昇順にソートを行う．このことにより，各スレッド

は転送コストが大きい (つまり画像データを取得するのに時間

がかかる)URLから順に，URLを取得することとなる．同一

サイトに含まれている画像データの転送コストは，一意の値と

なる．画像データの転送コストを昇順にソートを行うことによ

り，同一サイトから取得した画像データのURLは，連続して

キューの中に格納されることとなる．

ばらまき法を用いた場合も，全ての画像データの URLを取

得した後に，キューに格納された画像データの URLに対して

処理を行う．この場合は，キューに格納された画像データの

URLを，画像データに対応する URL名でソートを行う．同

一サイトから取得した画像データの URLは，連続してキュー

の中に格納されることとなる．

4. 実 験

3章で述べた 2種類の画像データ転送コストの見積もり手法

を用いたときと，ばらまき法を用いたときとの処理時間を比較

することにより，画像データの転送コストの見積もりの有効性

を検討する．

4. 1 実 験 環 境

本システムは Javaで実装し，実験には表 1の計算機を用い

た．

2章で述べたように，本システムはテキスト検索エンジンを

利用して画像データを収集する．実験では，検索エンジンとし

てGoogleを用い，数種類のキーワードを与え，各キーワード

毎に一定数の検索結果を取得した．本稿では，マルチスレッド

を用いて処理を行っている．処理を行うスレッド数を決定する

ために以下の予備実験を行った．比較的ネットワークの安定し

ている，学内の画像データのURLを 1000個事前に用意し，

スレッド数を変化させ，そのときの処理時間によって適切なス

レッド数を決定する．

図 2では横軸にスレッド数，縦軸にそのときの処理時間を表

している．このとき，スレッド数が最小で，処理時間が極小値

に近い値をスレッド数として選択する．図 2では，スレッド数

が 46で処理時間が極小となり，それ以降処理時間は安定する．

スレッド数が最小の値を選択するため，スレッド数を 40と決

定し以降の実験を行う．



表 1 実験に用いた計算機の構成

Site Sun Ultra30

Type Ultra SparcII

Clock 248MHz

Memory 128MB

OS Solaris8

Java処理系 J2SDK1.4.0
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図 2 スレッド数を変化させたときの処理時間

3章で述べた， 2種類のコストの見積もり手法を用いて，ス

レッドに URLを振り分けた場合と，ばらまき法を用いた場合

の 3方法の比較実験を行った．本稿では画像データの収集の処

理時間の効率化を目的としているので， 3方法の画像データ取

得部分でかかる処理時間を比較することによって，処理の効率

化を考察する．

検索エンジンから返される検索結果の数を一定にすることよ

り，収集する画像データの枚数はキーワードにより異る．それ

ぞれのキーワードで収集される画像データの性質 (画像枚数，

画像サイズの分布など)について示す．

4. 2 実 験 結 果

検索結果のURL数を 50,100,200と変化させたとき， star-

wars,lion,soccer,display,car,cat,porsche,music,travel,dog

の 10種類のキーワードを用いて比較実験を行った． 3つの

手法を用いるプロトタイプシステムをそれぞれ実装し，それ

ぞれの処理時間を測定することにより， 3方法の比較を行う．

このときのグラフを図 3から図 6に示す．これらの図では，ば

らまき法を用いてURLを振り分けるときの処理時間の変化を

non-improve， 3章で述べた，転送コストの見積もり手法A

を用いたときの処理時間の変化を improveA，手法 Bを用いた

ときの処理時間の変化を improveBで示した．縦軸は処理時間

を表し，横軸は選択したキーワードを表している．検索結果の

URL数を一定としたとき，同じキーワードに対して， 3方法

を用いたプロトタイプシステムの処理時間を，それぞれ計測す

る．この処理を 5回繰り返し，その処理時間の平均を取ること

により，処理時間の比較を行った．

検索結果のURL数を 50としたときの 3方法の処理時間の

比較を図 3に示す． 3方法を比較したとき，多くの場合 im-

proveA,improveBの方が non-improveより速くなる．しか

しながらキーワードによっては処理時間にあまり差がないもの

が存在する．例えば， starwars,lion,soccer,porscheを選択し

たときの 3方法の処理時間は，ほぼ同じ処理時間となる．

次に検索結果の URL数を 100としたときを図 4で表す．検

索結果のURL数を 50としたときと同様に，多くの場合 non-

improveと比較して improveA,improveBの方が速くなる．

また，キーワードが soccer,travelでは処理時間がほぼ同じ結

果を示している．

検索結果のURL数を 200としたときを図 5,図 6で表す．

図 5は図 3,図 4と同様に全てのキーワードの処理時間の変化

を表しており，その中からキーワード lionを除いたときの

各キーワードの処理時間の変化を図 6で表している．これら

の図をみるとキーワード lionのときに， non-improveが im-

proveA,improveBより速くなったことがわかる．

全体的に non-improveと比較して， improveA,improveB

の方が速い．しかしながら，選択するキーワードによっては

improveA,improveBと non-improveがあまり変わらない場

合が存在する．また，検索結果のURL数が 200で，キーワー

ドとして lionを選択したときの処理時間は， non-improveの

方が improveA,improveBと比較して速くなることが分かる．

検索結果のURL数が 200で，検索するキーワードが lionを

選択するとき，ばらまき法を用いた場合の方が転送コストの見

積もりを用いた場合より速くなる．このときの，スレッドの動

作と取得する画像データのデータ転送時間を調べる．具体的に

は，各スレッドが取得したURLを処理する順番，そのURL

の処理にかかる時間を調べることにより，転送コストの見積も

りを用いた場合の方が，ばらまき法より遅くなる理由について

考察する．

画像データの転送コストの見積もりを用いた場合，各スレッ

ドは見積もりを利用して，一般的には，複数個の画像データ

のURLを取得することになる．スレッドが取得した画像デー

タのなかには，その URLが示す画像データを取得する際に，

プロトコルエラーが発生する場合が存在する (Javaではこの

とき Protocol例外が発生する)．このようなURLにアクセス

した場合，スレッドの処理に多くの時間がかかる．このような

URLが複数個存在し，それを 1つのスレッドが処理する場合，

このスレッドは他のスレッドと比較して処理時間がかかること

になる．よって，全体の処理時間が遅くなってしまうと考えら

れる．これと比較して，ばらまき法を用いた場合，各スレッド

は画像データのURLを 1つずつ取得している． Protocol例

外が発生するURLが複数個存在する場合，複数のスレッドが

1つずつ取得することとなり，上の場合より速くなることが考

えられる．キーワードに lionを選択した場合，取得する画像

データの URLのなかには，同一ホストから取得される，プロ

トコルエラーが発生するURLが複数個存在した．転送コスト

の見積もりを行った場合， 1つのスレッドがこのようなURL

を複数個取得するため，ばらまき法より処理時間がかかること

が分かった．

今回の実験では， improveAと improveBの処理時間を比

較した場合，その処理時間はあまり変わらなかった．しかしな

がら，手法 Bでの計算で扱う画像データサイズは，画像データ

を取得するサイトの中から， 1つの画像データのサイズを取得

し，そのサイトの全ての画像データのサイズとして擬似的に見
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図 3 キーワードを変化させたときの処理時間 検索結果のURL数 50
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図 4 キーワードを変化させたときの処理時間 検索結果のURL数 100
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図 5 キーワードを変化させたときの処理時間 検索結果のURL数 200
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図 6 キーワードを変化させたときの処理時間 検索結果のURL数 200

積もっている．このサイズに対してもう少し詳しい値を取得す

ることが可能であるなら，手法Aと手法 Bの結果が変わるこ

とが考えられる．

キーワードと検索結果のURL数との，全ての組み合わせに

対する，取得した画像データの総数と，その総量 (全画像デー

タの容量の和)を表 2から表 4に示す．これらの表と図 3から

図 6より，画像データ取得の処理時間と画像データの総数，総

量の関係について考察する．図 3から図 6を見ると検索結果の

URL数が 200でキーワードが lionのとき以外，キーワードに

表 2 取得した画像データの情報 検索結果のURL数 50枚

starwars lion soccer display car

総数 182 287 259 288 419

総量 (kbyte) 2714 2009 902 1609 4333

cat porsche music travel dog

総数 173 305 314 543 545

総量 (kbyte) 1004 2703 1357 1603 2475

表 3 取得した画像データの情報 検索結果のURL数 100枚

starwars lion soccer display car

総数 346 407 496 423 785

総量 (kbyte) 3943 2810 1923 1972 6350

cat porsche music travel dog

総数 427 748 926 913 846

総量 (kbyte) 2541 4358 3030 3205 3536

表 4 取得した画像データの情報 検索結果のURL数 200枚

starwars lion soccer display car

総数 875 775 842 716 1338

総量 (kbyte) 7928 5188 4200 4627 10520

cat porsche music travel dog

総数 864 989 1480 1541 1274

総量 (kbyte) 5078 8990 5343 6316 5263

carを選択したときが最も処理時間がかかることが分かる．表

2から表 4を見ると，キーワードが carのとき検索結果のURL

数に関わらず，画像データの総量が大きいことが分かる．また，

キーワードがmusic， porscheを選択したときの，画像データ

取得の処理時間と画像データの総量，総数の比較を行う．この

とき，検索結果の URL数に関わらず，musicを選択したとき

が画像データの総数が多く， porscheを選択したときの方が画

像データの総量が多いことが分かる．このときの処理時間は，

キーワードにmusicを選択するほうが時間がかかる．このよう

に，画像データを取得する処理時間は，画像データの総量と総

数に関係していることが分かる．しかしながら，現在のところ

では画像データを取得する処理時間が，総量，総数のどちらに

依存するかを決定することはできない．また総量，総数以外に

も処理時間に関係する要因が存在することも考えられる．よっ

て，総量，総数以外の処理時間に関係する要因について調べる

と共に，画像データの情報と処理時間の関係を考察することが

今後の課題である．

5. まとめと今後の課題

WWW上から大量に画像データを収集する際の処理時間の

効率化のため，画像データの転送コストの見積もり手法を考案

した．これは，画像データの含まれるHTML文書を取得する

際にかかる情報を取得し，これを用いて 2種類の手法で転送コ

ストの見積もりを計算する．この転送コストを用いて，スレッ

ドが取得するURL数を決定し，画像データを収集する部分の

処理時間の効率化を図った．この転送コストの見積もり手法の

有効性を検討するために比較実験を行った．

見積もり手法の有効性を検討するための比較実験により，本



稿で考案した，転送コストの見積もりを利用する手法の方が，

転送コストの見積もりを利用しない手法よりも処理時間が速く

なることが分かった．しかしながら，本稿で考案した 2種類の

転送コスト見積もり手法の処理時間を比較したところ，その処

理時間は変わらず，どちらの転送コストの見積もりが適してい

るかを定めることは出来なかった．また取得する画像データの

なかに，取得する際にプロトコルエラーが発生する場合が存在

した．このような画像データのURLを 1つのスレッドが複数

個取得した場合，全体の処理時間がそのスレッドの処理時間に

依存し，転送コストの見積もりを利用した方が，処理時間がか

かる場合が存在した．

今後の課題として，スレッド間のデータの受け渡しについ

て検討する必要がある．各スレッドが，幾つか画像データの

URLを取得し，その画像データの取得する時間が他のスレッ

ドよりかかる場合，取得した画像データのURLを他のスレッ

ドに分け与えることにより，全体の処理時間の効率化を考える

ことができる．これは上で述べた，見積もりを行った方が処理

時間が遅くなる問題に対しても，適用することができる．全体

の処理時間の効率化を考えた場合に，複数台の計算機を利用す

ることが考えられる．このとき，スレッド間のデータの受け渡

しの仕組みをもとに，計算機間でのデータの受け渡しに応用す

ることも可能である．
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