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本日の内容 

• 基本編に続く検索の応用編 
• 検索技術の多様性とトレンドを理解する 
• デスクトップ検索を使いこなす 
• 検索とは何か、その未来を考える



世界の先端検索サービスを見る 

•  YAHOO!やGoogle以外にどんな検索エンジ 

ンがあるのか 
• 検索技術の多様性と可能性を眺めてみる



検索エンジンの事例 1/2 
•  メタ検索と文書クラスタリング 
•  Vivisimo 
•  http://www.vivisimo.com/ 

•  メタ検索結果をビジュアルな地図で表示 
•  Kartoo 
•  http://www.kartoo.com/ 

•  過去のWebを検索する 
•  Internet Wayback Machine 
•  http://www.archive.org/ 

•  徹底的にパーソナライズする検索エンジン 
•  SurfWax 
•  http://www.surfwax.com/ 

•  A is Bに着目した検索エンジン 
•  Googlism 
•  http://www.googlism.com/ 

•  関連やアクセス数グラフがわかる 
•  Alexa 
•  http://www.alexa.com/ 

•  雑誌の記事を検索 
•  FindArticles.com 
•  http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml 

•  ブログを検索 
•  Feedstar 
•  http://www.feedster.com/ 

•  質問の答えとなるWebを検索 
•  AskJeeves 
•  http://www.ask.com/ 

•  オープンソースの検索サーバ 
•  htdig 
•  http://www.htdig.org/ 

•  1分前に更新されたページも検索 
•  GigaBlast 
•  http://www.gigablast.com/ 

•  ・使いやすさを追求するメタ検索 
•  Fazzle 
•  http://www.fazzle.com/
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検索エンジンの事例 2/2 
•  世界最大のショッピング比較検索 
•  MySimon 
•  http://www.mysimon.com/ 

•  ラジオ番組のテキスト検索 
•  Speechbot 
•  http://speechbot.research.compaq.com/ 

•  数字データの分布の検索と可視化 
•  The Secret lives of Numbers 
•  http://www.turbulence.org/Works/nums/ 

•  P2Pでインデックスを作成 
•  HyperBee 
•  http://www.hyperbee.com/ 

•  ストリーム放送を検索 
•  SingingFish 
•  http://www.singingfish.com/ 

•  PageRankアルゴリズムを拡張 
•  Teoma 
•  http://www.teoma.com/ 

•  Googleによる商品検索 
•  Froogle 
•  http://froogle.google.com/ 

•  リンクの関係をネットワーク図表示 
•  Anacubis 
•  http://www.anacubis.com/ 

•  検索結果にサムネイルを付加 
•  Girafa 
•  http://www.girafa.com/vsearch/index.acr 

•  お絵かきで形状を検索する 
•  3d models search engine 
•  http://shape.cs.princeton.edu/search.html
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ユニークな検索技術５ 

キーワード検索ではない検索



１ 地震情報の検索 
•  EQLIST 

– http://www5b.biglobe.n 
e.jp/~t 
kamada/CBuilder/eqlis 
t.htm 

•  1885年以降のマグニ 
チュード4以上の地震3 
万件を検索できるフ 
リーソフト 

•  地域と期間でリスト表 
示と地図表示

http://www5b.biglobe.ne.jp/~t-kamada/CBuilder/eqlist.htm


考察１ 天変地異情報も個人で分析 
•  13年間の気象庁データか 

ら天気を検索できる「ビジュ 
アルお天気メモリ」があれ 
ば夏休みの絵日記も後書 
きOK 
–  http://www.vector.co.jp/ma 
gazine/softnews/030322/n0 
303224.html 

•  TRMM台風データベースで 
衛星データから過去の台風 
の規模と経路を一覧できる 
–  http://www.eorc.jaxa.jp/TR 
MM/typhoon/index_j.htm
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２ デスクトップ検索の未来系 
AdunautoFocusPersonal 

– http://aduna.biz/produc 
ts/autofocus/personal/i 
ndex.html 

•  デスクトップファイル、 
メール、Web履歴に含 

まれる単語でファイル 
を群れとして表示する。

http://aduna.biz/products/autofocus/personal/index.html


考察2  仮想机上検索は机上の空論 

ではなくなった 
•  YAHOO!は整理不要 

のメール検索ソフト 
Bloomba（Statalab）を 
買収したと10月21日発 
表、衝撃。聞いてみよう。 

•  GDS、Lookout（M＄が 
買収）、Copernic 
（CNET  Editorレ 
ビューで高評価）など、 
デスクトップの検索が 
技術トレンドに。



３ 音楽の波形で検索 
•  11月下旬に発売。アナログ 

音源の波形データを元に 
CDDBから楽曲情報を取得 
する“MusicID”を搭載した 
CarryOn Music。3500円く 

らい。 
•  グレースノート（CDDB）の 

音楽認識技術MusicIDを採 

用した最初の国内プロダク 
ト。 
–  http://www.gracenote.com/ 
gn_products/music_id.html

http://www.gracenote.com/gn_products/music_id.html


考察３ ノリで検索、ノリ検 
•  Shazam社の楽曲認識技 

術を使って、ボーダフォンで 
「携帯楽曲認識」がスタート。 
携帯にBGMを聞かせると 
楽曲情報＆購入 
–  http://www.shazam.com/uk/ 
do/home 

•  音楽の雰囲気で手持ちの 
MP3を自動カテゴリ分類。 
“ロマンチックな曲”、“アッ 
プテンポな曲”で検索が可 
能になるデスクトップ音楽 
検索ソフトMoodLogic 
–  http://www.moodlogic.com/

http://www.shazam.com/uk/do/home
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４ 顔で検索 
•  顔で検索する技術例： 
Verilookは1秒間に27000 
人の顔を認識することがで 
きる。開発者向けのソフト 
がダウンロード可能。 
http://www.neurotechnolo 
gija.com/vl_sdk.html 

•  Wired News  スーパーボ 
ウルで観客全員の顔がス 
キャンされていた 
http://hotwired.goo.ne.jp/n 
ews/news/culture/story/20 
011228201.html 

プライバシーの危険もあるが写真アルバム 
の整理、テレビ自動録画に画期的な技術に 
なりそうな予感がするので、３へえあげます。

http://www.neurotechnologija.com/vl_sdk.html
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/culture/story/20011228201.html


考察４ 顔面検索の危険と可能性 
•  写真の顔から人物を特定 

する検索技術大会 
FaceRecognitionVendorT 
est（顔面認識業者試験！） 
がある（５へえ） 
–  http://www.frvt.org/ 

•  デジタルドアマンArgusはド 
ア上部に取り付けられたカ 
メラで入室者を自動検出し 
てしまう監視技術。 
–  http://www.computer.org/int 
elligent/ex2001/pdf/x2014.p 
df 

–製品情報 
–http://www.identix.com/products/pro_security_bnp_argus.html 

http://vismod.media.mit.edu/vismod/demos/facerec/system.html
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クリックで検索 
•  iPodとmp3とmusicは同じ 

ページで同時に使われる言 
葉（共起性） 

•  検索語と一緒によく使われ 
る言葉のリストが100個表 
示されるAeiwi 
–  http://www.aeiwi.com/ 

•  クリックで選ぶとその言葉と 
一緒によく使われるリスト 
がまた100個芋づる式で入 
力要らず 

•  何がキーワードか強調する 
アプリ。PopupPrism

http://www.aeiwi.com/


考察５ 検索というより探索 
•  超便利な本棚.org。本の表 

紙でビジュアル検索する。 
自分の本棚をWebで簡単 

公開。 
–  http://pitecan.com/Bookshe 
lf/ 

•  閲覧中のページの重要語 
を強調表示する 
PopoutPrism 
–  http://www2.parc.com/csl/p 
rojects/popoutprism/default 
.html

http://pitecan.com/Bookshelf/
http://www2.parc.com/csl/projects/popoutprism/default.html


デスクトップ検索を活用する



Google Desktop Search 
•  Googleが2004年11月にリ 

リース 
•  ローカルWebサーバ上で 

動作し、ブラウザで操作す 
る 

•  Google  Web検索と連動し 

てリモートとローカルを横断 
検索 

•  オフィス文書、オフィス文書、 
メール（一部のメールソフ 
ト）、ブラウザーWeb履歴



サーチクロス（ビレッジセンター） 
•  ヴィレッジセンターが2000 

年から販売。専門化には高 
評価。3000円。 

•  現時点で最も高機能で使 
いやすいと評価。 

•  検索対象ファイルの種類、 
キーワードの切り出しの細 
かさなど秀逸。 

•  多数のメールソフトや２ちゃ 
んねるログなどにも対応し 
ている。 

•  デスクトップ検索の機能ベ 
ンチマーク



ConceptSearch（ジャストシステム） 

•  高度な自然言語処理に 
よるデスクトップ検索 

•  2005年3月リリース予 
定。1ライセンス5000円。 

•  技術的には国内最高レ 
ベルのインデクス、アル 
ゴリズムを保有。 

•  概念で検索する



検索の未来のキーワード 

• インデックスとアルゴリズムの時代から 

• インタフェースとコミュニケーションへ 

• 情報を「引き出す」技術が次世代検索の鍵



検索＝情報を引き出す技術 
•  情報をどこから引き出すか？ 
１ 過去から 

記録 紙、画像、音声、映像、Web、石版 
インデックスとアルゴリズム 

これに加えてこれからは、 

２ 現在から 
想起 記憶、推論、連想、発想 

３ 未来から 
創発 対話、対立、予測 

インタフェースとコミュニケーション



インタフェースとコミュニケーション 

•  インタフェースとは 
– 自分の中から引き出す技術 

•  コミュニケーションとは 
– 他者の中から引き出す技術 

•  ページランクを超えて 
•  検索力＝ 

– アルゴリズム×インタフェース×コミュニケーション



まとめ 

•  世界にはさまざまな検索技術と応用サービスがあること 
•  技術のトレンドを事例から把握した 
•  特にデスクトップ検索は実用レベル、使いこなそう 

•  検索とは「引き出す」技術である 
–  過去：記録から引き出す 
–  現在：記憶から引き出す（思い出す） 
–  未来：創造する（対話や創発） 

•  コミュニケーションは一種の検索になる 
•  インタフェースも検索の効率を左右する要素 

•  新しい検索サービスを積極的に使いこなす


