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これは何？(目的）

Rの機能は今や膨大

− Rのパッケージ数は 1,258 個 (http://cran.r-
project.org/src/contribとR-2.6.0に同梱のもの。) 

− 関数の数は33,972 個（aliasは除く）

これらの全体を対象にして...

− それぞれの関数がどんな機能を持つのかが一目でわかる
ようにしたい。

− 逆に、（将来的には）機能から、関数を検索、閲覧でき
るようにしたい。

マニュアルのExampleを全て実行し、実行結果をDB化
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RGMのこれまでの経緯

2005年頃 データ解析作業の記録を付けるために「
実行可能ドキュメント」プログラムを作成

2006.4月頃 （株）情報数理研究所内で開発

2006.6.14 (株）情報数理研究所より初版公開

2007.10.8 遺伝研究所内サーバから改訂版公開

以後毎月更新される（..かな？）
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トップページ

Rの各関数のマニュアルのExampleの実行により生成された
図の一覧画面が開きます。
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マニュアルの文書本体の表示 (1) 

元の*.Rdファイルの表示
（変換がうまくいっているかが疑わしいとき
これでご確認ください。）

この関数のソースコードを表示

(1) 全*.Rファイルに対して
正規表現のパターンを適用し、
関数定義の在処の対応表を作成
。それをMySQLで管理
(2) ここをクリックするとCGIが
ソースを取りにいく。

バイナリファイルの場合は、バ
イナリだよと言って、内容は表
示されない。
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マニュアルの文書本体の表示 (2) 

Examplesの下に
480x480 の図
が表示される。

図のクリックで拡大
（960 x 960）

Examplesの実行結果が
表示される。
（自分で確認のためにパッケージを
インストールして
一行ずつ実行する手間が省けると思われます。）
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CRAN Task Viewsによるフィルタ

絞りこむ

元に戻す

元に戻す

しかし...約75%が分類無し(Other)です。
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Packageの一覧表示画面
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Packageの詳細表示画面
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Functionの一覧表示
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検索機能(1) 検索範囲
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検索機能(2) 検索範囲（つづき）

pkg_author 
pkg_license 
pkg_version
pkg_maintainer
pkg_date
pkg_depends
pkg_URL
pkg_suggests

func_details
func_references
func_source
func_arguments
func_value

pkg_otherとは func_otherとは
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検索機能(3) 検索の構文

（Namazu,Apache Luceneも試しましたが、）
結局MySQLのfull-text searchに落ち着きました
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検索機能(3) 検索の構文（つづき）

Boolean Full Text Searchで出来ること

neighbor joining neighbor または joining

+neighbor +joining neighbor かつ joining

“neighbor joining” フレーズ検索

+neighbor -joining neighborを含みjoiningを含まず

neighbor* neighborで始まる

（*borやn*borは効きません）

大文字小文字は区別無し。stop wordフィルタ使用。2文字以下は無視。
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Web API (REST) 

r-helpにこのサイトの改訂を投稿したところ、
アプリケーションプログラムから使いたい旨のメールが
あったので、その仕様に合わせてweb APIを作ってみました。
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WebAPIの仕様

パッケージ名や関数名をあたえると、該当する図のURLを返す。
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WebAPIが返すXMLの書式
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アクセス数(1) ページビュー
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アクセス数(2) 国別集計

全全 ( 10, 11, 12 月 )  のペペペペ ペ ペ

Uni t ed St at es
Ger many
I r an
不不 ( l 0)
Japan
Gr eat  Br i t ai n
Aust r al i a
Fr ance
不不 ( i p)
I t al y
 そ の 他

11  月のペペペペ ペ ペ

Ger many
Uni t ed St at es
不不 ( l 0)
Japan
Gr eat  Br i t ai n
Aust r al i a
Fr ance
不不

I t al y
Eur opean count r y
 そ の他
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アクセス数(3) 時間帯別集計

11月の時間帯別アクセス数
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アクセス数(4) ページごと集計
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アクセス数(5) アクセス元
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アクセス数(6) ロボット
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RGMの作り方

更新パッケージのダウンロード、
インストール

パッケージのソースを展開

パッケージの情報をDESCRIPTION
ファイルから取得しデータテーブ
ル作成

CTVの情報を取得しデータテーブ
ル作成

RdファイルをRdconvにてtextファ
イルに直す。これをパースしてデ
ータテーブル作成

Rdファイルを改造Rdconvにてパー
スし、（実行可能な）wiki形式に
する

wiki形式ファイル中のExampleを実
行=>HTMLファイルの生成

サムネイルの作成

画像ファイルに関するデータテー
ブル作成

データテーブルをMySQLに投入、
全文検索等のインデックスを作成
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DBスキーマ（表示用）

1 *

1
*

検索の利便のため、フィールドに
分解してRDBで管理しています
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開発・動作環境 (1) ハードウェア

エプソンダイレクト Endeavor Pro2500
− Pentium 4エクストリームエディション 3.40GHz
− メモリ2GB
− HDD 500GB

DB 134MB, 画像・ドキュメント等 3.8GB
マニュアルを全部実行すると、大体、１週間ぐらい。



29

開発・動作環境(2) ソフトウェア

Kubuntu Linux 7.04 (Feisty Fawn) 
MySQL 5.0.38
Apache2 + PHP5

Rパッケージが依存するソフトウェアを多数インストールする必要有
=> Debian系のLinuxが楽

Ubuntu Linuxの日本語版に、debパッケージの問題有
（Rをソースからコンパイルするときに問題発生）
=> 日本語ローカライズ版はこれには使わない。

高速な全文検索エンジンを探したが、結局MySQLの全文検索エンジン
を利用することで落ち着いた。
- インデックスするフィールドが指定できる。
- 高速
- 消費するメモリが少ない
- 開発が楽
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間違い探し（未完...）

Exampleの実行に必要なソフトウェアの不足
による実行の失敗

− 現在load(package名)でErrorとなるpakcageの数が
80。

− Windowsでないと動かないものへの対応...

wikiへのパースの失敗によるもの

PHP,HTML等web回りのプログラムにおける
バグ

バッチ処理実行時に丹念にログをとり、ひとつひとつ対応
するしかない。
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将来像

パッケージ、関数検索用WebAPI
機能から関数が探せるように

− パッケージ等の機能分類

− 画像の自動分類・手動分類

「ソフトウェア開発効率の向上」
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