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私たちの多くが毎日のように利用している「キーワード検索」。しかし、な
かなか求める情報が見つからなくて不満に思ったりしたことはないだろう
か。そんな「キーワード検索」とは異なるコンセプトで作られたもう1つの
検索技術が「連想検索」だ。Webはいかにして思考の道具となりうるか。
開発者の高野明彦氏に、「検索」をめぐる思いを伺った。
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今のWebの問題点は
「情報の質」と「探し方」

－なぜ「検索」という技術に関心をお持
ちになったのでしょうか。
　今、Webには膨大な量の情報が蓄積
されていて、私たちの仕事も日常生活も
Webなしには成り立たないといってもいい
ほどです。Web上のリソースの中からほし
い情報を探すときによく使うのが、キーワー
ド検索です。
　その名のとおり、「キーワード」を1つか2
つ入力すると、それを含むWebページがリ
ストアップされる。必要なら、さらにキーワー
ドを足して絞り込む－という操作を繰り
返します。しかし、少し専門的な情報、信
頼できる情報がほしいときには、意外と見
つからなかったりしますよね。
　ブログなどでだれもが気軽にWebに情
報発信できるようになった分、逆にいうと、
情報が玉石混交になってしまった。既存
のメディアである新聞や本で発信される
のは、ある程度信頼できる情報です。そ
れに比べると、現在のWebでは質の保
たれた情報が見つけにくくなっています。
　このように、Webで発信される情報の
質そのものの問題が1つ、もう1つは膨大
な情報の中から本当にほしい情報を探し
出す方法。私はこの2つの問題を何とか
したいと思っているんです。
　インターネットの初期、情報を検索する
方法の主流は「ディレクトリ検索」でした。
ネット全体を電話帳のような分類でカバー
しようという考え方です。ところがWeb上
の情報が膨れ上がるとともに、ディレクトリ
検索では対応しきれなくなり、90年代の
後半以降にキーワード検索が成長してき
ました。その後、キャッシュとかページランク
といった仕組みが採り入れられて、今で
はキーワード検索がすっかり主流になっ
ています。
　私は1990年代半ばまでプログラミング

言語の研究をしていました。「人間がコン
ピュータをいかにうまくコントロールするか」
に関心があったのですが、インターネットの
普及とともにコンピュータのユーザのほと
んどがノン・プログラマーになってしまった。
プログラミングは裏方になり、むしろWeb
でやり取りされるデータやコンテンツをうま
く扱うための技術が重要になってきました。
そんな背景もあって、1996年から私は検
索技術の研究に取り組むことになったの
です。

人間の「連想」を刺激してくれる
検索サービスを作りたい

－ちょうどWebのキーワード検索が広ま
り始めたころですね。
　キーワード検索というのは古くからある
技術で、後追いしても仕方がない。私に
はあまり面白い研究対象とは思えません
でした。そこで考えたのは、情報同士の“近
さ”を高速に判定するような仕組みがで
きれば、人間の「連想」に似たようなこと
をコンピュータで実現できるのではないか、
ということ。またその仕組みを使って、人
間の「連想」を刺激するようなサービスが
作れるのではないか、と。それが「連想検
索」の始まりでした。
　「連想検索」では、人間が1つの言葉
から関連する言葉を連想するように、興
味ある文書と近い文書を探したり、検索
結果に含まれる関連性の高い単語を抽
出したりします。文書同士の“近さ（関連
性）”は、大ざっぱにいえば、含まれる単
語の重なりの度合いによって測られます。
共通する単語を多く含む文書は関連性
が高いと判断されるわけです（図表1）。
　実際の例でご説明しましょう。全国の
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図表1　文書同士の“近さ”を測る
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大学図書館などが所蔵する本や雑誌を
検索できる「Webcat」というシステムに、
連想検索機能を加えた「Webcat Plus」
というサイトがあります（図表2-①）。検索
対象のデータベースには、350万冊ほど
の書籍についてタイトルや著者、目次など
の情報が入っています。
　例えば「温暖化で桜の開花日が早まっ
ている」というニュースをネットで見て、参
考になる本を探すとします。まずニュース
の全文をコピー＆ペーストしてそのまま検
索ボタンを押す。すると、ニュースに含ま
れる単語と書籍の情報を比較して、内容
的に近いと思われる本がリストアップされ
ます（図表2-②）。桜の本のほかに、異
常気象や自然観察などの本も見つかりま
した。「こういう内容のニュースであれば、
こんな本が関連するのでは？」と思いつく
ままに挙げてくれている感じですね。
　その結果を見ながら、今度は、自分の
興味に近いタイトルや「関連ワード」に適
宜チェックを入れて、再び検索（図表2-
③）。これで求めるテーマの本がかなり出
そろいました（図表2-④）。
　このとき、チェックを入れた本の目次な
どの単語がすべて使われて、データベー

ス全体を再検索します。最初の検索結
果からの絞り込みではないんです。だから、
例えば「関連ワード」の中に、最初の検索
時にはなかった「シダレザクラ」「名所」と
いったものが入ってきている。そこで連想
を広げて「シダレザクラについて調べてみ
ようか」などということもできるわけです。
　キーワード検索にも、関連するキーワー
ド候補を表示するサジェスト機能というの
がありますが、あれは他のユーザがどうい
う言葉で検索をしたか、いわば多くの人
が歩いた道を教えてくれる機能です。そ
れに対して連想検索は、コンテンツそのも
のの中からあなたの関心に近いキーワー
ドを提案してくれる。だれも歩いたことのな
い道でも道しるべを出してくれるんです。
そこが大きな違いだと私は思っています。

1つのテーマを多面的に考える
ヒントをくれる「新書マップ」

－最初におっしゃった2つの問題のうち、
「情報の質」のほうについてはいかがでしょ
うか。
　「Webcat Plus」のようにすでにある
データベースに検索をつけるのではなく、

連想検索と親和性の高いコンテンツを一
から作ってみようと立ち上げたのが「新
書マップ」です（次頁写真1）。
　これは、1万2,000冊以上の新書を約
1,000のテーマに分類したデータベースサ
イトで、新書の点数もテーマの数もどんど
ん増えています。「Webcat Plus」の350
万冊と比べればわずかですが、どの新書
がどんなテーマに含まれるかはすべてプ
ロの文筆家に検討してもらっているので、
クオリティの高いブックガイドといえるでしょう。
　なぜ新書なのかというと、ビジネスから
社会問題、遊び、健康などあらゆるジャン
ルの本が、さまざまな出版社から出ている。
時代のニーズをくみ取って、一般向けに
書かれたものですから、何かについて知
りたいときの入口として最適なんです。で
も、書店へ行くと新書は出版社別に並ん
でいて、テーマからは探しにくいですよね。
それも新書によるコンテンツを作ろうと思っ
た理由の1つでした。
　先の「Webcat Plus」と同じく、「新書
マップ」でも、単語やフレーズ、長い文章
などを元に検索が行えます。例えば「働く
ことの意味」を考えたいと思ったら、そのま
ま検索ボックスに打ち込めばいい。すると

①「Webcat Plus」トップ画面
　http://webcatplus.nii.ac.jp/ ④再検索の結果

②ニュース全文で検索した結果

③興味のあるものに
　チェックを入れて再検索

結果④ 検索 結

図表2　連想検索の仕組み
ニュース全文で検索
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関連するテーマ分類がいくつも現れます。
「どうやって働くか」「キャリアプラン」「日
本の雇用」「田舎暮らし、海外暮らし」…。
そこで興味のあるテーマをクリックすれば、
「テーマ書棚」が表示される（写真2）、と
いう流れです。
　同じ本が別のテーマでも拾われている
場合は、そちらへのリンクも張られている
ので、「どうやって働くか」の書棚から「豊
かさ」→「消費」→「規制緩和」のように
別のテーマ書棚へと連想をつなげていく
ことも可能です。私はこれを「テーマサー
フィン」と呼んでいるんですが、1つの問
題についていくつもの側面から眺められ
るというメリットがあります。
　世の中の知識がある程度体系的に分
類されていて、しかもテーマ同士の関連
を自分の興味でたどっていける。これは“脳
にいい”というか、自分の考えを深めてい
く道具として役立つはずです。
　ほかにも、「Webcat Plus」や「新書マッ
プ」を含め多くのデータベースを横断的に
連想検索できる「想－IMAGINE」（写真
3）など、質のいい情報を効率よく見つけ
るためのさまざまな試みを行っています。

キーワード検索で陥りやすい
意思決定の“ワナ”とは？

－連想検索は、キーワード検索を超える
ものなのでしょうか。
　キーワード検索では、自分の頭で思い
ついたキーワードを使いますよね。だから、
もっと適切なキーワードがあっても見落とし
ていることが多い。検索結果を見ている
限り、そのキーワードを含むものだけが、何
万ページも見つかるので、「見落としがある」
こと自体に気づきません。そこからいくら絞
り込んでも、方向が見当違いなら答えに
はたどり着けません。
　人間が意思決定の際に陥りやすい心
理学的なワナとして、「最初に見つけた
情報から過度に影響を受ける」「自分の
既成概念を支持するデータを優先的に
探してしまう」「複数の情報源から繰り返
し同じ情報を受け取ると信用してしまう」
といったことがいわれています。あるキーワー
ドで検索して、同じような内容のブログが
いくつもヒットしたら、「ああ、みんなこう言っ
ているから正しいんだ」と思い込んでしま
いかねません。「何が流行しているか」を
知りたいならそれでいいんですが。
　キーワード検索は強力なサーチライトの
ようなもので、光の当たる範囲がとても狭
い。光の当たっていないところは意識され
ないまま、見えた範囲が「必要な全情報」
だと思ってしまいがちです。広い範囲を
俯瞰（ふかん）するような、“引いた”像を

得ることがとても難しいんですね。連想検
索は、そこに“揺さぶりをかける”ものだと
考えています。
　「想－IMAGINE」では、検索結果に示
された文書で使われている「関連ワード」
から、直接Web検索もできるようになって
います。自分より物知りの人から、「これ
で検索してみては？」とキーワードを教えて
もらうようなものです。少し手間はかかりま
すが、そうすることで、よりバランスの取れ
た見方や判断ができるのではないでしょ
うか。連想検索は、決してキーワード検索
に取って代わるものではなく、相互に補
い合ってこそ威力を発揮するものだと思
います。
　私たちはネットで検索しながら、実は外
の世界を探しているのではなくて、自分
の頭の中を探している。検索結果を見て、
「自分の求めているのはこれか、あれか」
と問いかけているんです。でも、人間ひと
りの頭では限界があります。だから、ふだ
ん私たちは仲間と対話や会議をすること
で、想像力や連想を活性化させているわ
けです。それと同様に、将来はWebが相
談相手になって連想を活性化させてくれ
る、いわば「一人ブレスト」システムみたい
なものができたら面白いですね。

写真1　新書マップ
http://shinshomap.info/search.php

写真2　「どうやって働くか」のテーマ書棚

写真3　「想－IMAGINE」
http://imagine.bookmap.info/

研究室の書棚には「新書マップ」の素材と
なった数千冊の新書が並ぶ。
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