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メディアがもたらした情報を通じての社会の安定性の維持と，検索エンジンが提供する情報のジャン

グルでのナビゲーション機能は，どのような関係にあり，どのような未来を描くのか。第１章におい

て，検索エンジンをゲート･キーパーという機能からとらえ，その規律を考える試みについて検討す

る。第２章においては，おもに米国および欧州の裁判例からメディア的な役割をめぐる検索エンジン

における法的 藤をとり上げ，司法がどのような判断を下してきたのかを概観する。あわせて，米国

と異なる判断を下した欧州の判断についても検討する。そして第３章においては，これらの検討を踏
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はじめに

2004年，インターネット上で公開されたフ

ラッシュムービー「EPIC2014」1）はインター

ネットが情報革命をもたらし，そのなかでも

検索エンジンが数多くの情報産業を吸収して，

ついには未来社会の情報を一手ににぎる

「EPIC」と呼ばれる「進化型パーソナライズ

情報構築網」に進化を遂げるというメディア

の近未来を描いて話題を呼んだ。

私たちの身の回りを見わたすと，検索エン

ジンの存在感が数年のうちに急速に大きくな

っていることに気がつく。テレビや新聞で耳

なれない言葉を聞くと，すぐに検索エンジン

で調べてみるという生活スタイルが定着し始

めている。検索エンジンは「EPIC」のSF的

予言を上回るスピードで私たちの情報生活を

根源から変え始めている。

私たちはこれまでマスメディアに覆われて

いた情報社会に検索エンジンという新たなメ

ディアが誕生していると考える。そこで，本

稿は検索エンジンをメディアとしてとらえ，

既存のマスメディアなどとの比較，検討を行

う。

監視するメディア？

2006年１月に開かれた北ドイツ放送50周

年記念祭でドイツ連邦憲法裁判所のウォルフ

ガング・ホフマン＝リーム教授は「検索エン

ジンは利用者のプロフィールを割り出し，マ

ーケティング戦略を練ることができる。グロ

ーバル企業が公共的な監督を受けずに，個人

についての情報を蓄積し，オーウェルが恐怖

のイメージとして描いた監視国家以上の存在

になるかもしれないという事態が，かくもす

んなりと受け入れられていることには驚くほ

かない」と述べた 2）。

ホフマン＝リーム教授の言葉の中に検索エ

ンジンがこれまでのメディアと違う点が示さ

れている。それは個人を監視する機能がある

ということだ。検索エンジンは私たちひとり

ひとりの疑問に答えてくれるという革命的な

機能を持っている。同時に，質問の履歴を収

集するという監視機能も持っている。

これは，これまでのマスメディアには無い

インタラクティブ性である。私たちは，この

インタラクティブ性が何をもたらすのかにつ

いて，まだほとんど知らないといって良いだ

ろう。

これまでのマスメディアの特徴は，このイ

ンタラクティブ性を持たないことにある。

ニクラス・ルーマンは『マスメディアのリ

アリティ』を次のような言葉で書き出してい

る。「私たちは，私たちが生きる社会，ある

いは世界について知っていることをマスメデ

ィアをとおして知っている」そうして，この

マスメディアは「送り手と受け手の関係で同

時に存在している者たちどうしのインターラ

クションというものが発生しない」ことによ

って成立しているとする3）。

ここには重要な指摘がある。それはマスメ

ディアはインターラクション（相互作用）が

存在しないことによって成り立っているとい

う事実である。

従来，テレビを象徴とするマスメディアに

対しては，それが一方向的であり，双方向性

を持たないことが欠陥だという主張がくりか

えしなされてきた。ところが，実際にはテレ

ビがマスメディアである最大の根拠は，こう

したインターラクションが無いという性格や
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時間的，空間的限定性にあって，むしろ，そ

れこそがマスメディアの本質であると考えら

れる。

もちろん，こうした特徴を持つマスメディ

アに対して不満があることは当然であって，

だからこそデジタル化によってインターラク

ションの存在するメディアが急激に増加して

いる。インターネットによって登場した検索

エンジンや電子掲示板は，こうしたマスメデ

ィアが持っていないインターラクションを備

えた新しいメディアである。

私たちは，このような問題意識にたってイ

ンターラクションを備えたメディアとしての

検索エンジンは，どのような世界を生成する

のか。そうしてマスメディアと検索エンジン

は，どのような関係を持つにいたるのだろう

かという問いをたどっていく。

検討の展開

第１章では検索エンジンの概略と，検索エ

ンジンをゲート・キーパーという機能からと

らえようとする試みについて検討する。第２

章においては革命的性格を持つ検索エンジン

が，既存の秩序とどのような 藤を繰り広げ

ているかについて，米国および欧州の裁判例

を中心に検討する。第３章においては，これ

らの検討をふまえインターラクションを有す

るメディアが浸透する社会の情報秩序につい

て考察する。

検索エンジンは，一般にはネット上の情報

を検索収集するシステムとされているが，く

わしくみれば，情報を収集するクローラー，

スパイダーや収集されたデータをデータベー

ス化するインデキシング，クエリプロセシン

グ，ランキングなど様々なモジュールから構

成されている。

そのうち，もっとも重要な部分はインデッ

クスと呼ばれる，WEBページのデータベース

部分である。膨大なサーバー群から構成され

る，この巨大なデータベースこそ，検索エン

ジンの心臓であり，検索エンジンがわずか数

社の大企業に集中している理由である。

検索サービスを行う企業は多く存在するが，

そのほとんどは大手検索エンジン企業のデー

タベースを利用して事業を行っているにすぎ

ない。なぜなら，こうしたデータベースを新

たに投資してつくるには膨大な費用が必要だ

からだ。ちなみに80億ページ以上を収集す

るGoogle（以下　グーグル）のサーバー群は

20万台といわれている。同社の場合，10数

万円程度の低価格のサーバーを使用している

という。それでも，この規模のサーバー設置

には最低で200億円以上の投資が必要になる。

さらに，これらのサーバーをネットワーク

でつなぎ，ネット上のWEBサイトを訪れて

データをダウンロードし，インデックスをつ

けてデータベース化し，ユーザーの質問に瞬

時に答えるといった作業を，「見かけ上」破

綻なく運営するには，非常に高度な技術力が

必要なことはいうまでもない。

検索エンジンにとって重要なのは，これだ

けではない。検索エンジンの命は結果表示で

ある。この結果に満足できなければユーザー

は去っていく。グーグルが急速に支持を得た

背景には同社のページランクと呼ばれる検索

メディアとしての検索エンジン
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結果のランキングアルゴリズムの存在がある。

どの検索エンジンでも，検索結果を表示す

るにあたって，各WEBサイトの情報を評価

するには，そのサイトの各ページが他のサイ

トにどれくらいリンクされているか，つまり

参照されているかが重要視されている。さら

にグーグルのシステムでは，リンクを張って

いるサイトが重要なサイトかどうかを勘案し

てランクをつけている。重要性の高いWEB

ページからリンクを張られていれば，重要な

サイトの情報であるとして高いランキングに

位置づけられる。これは学術雑誌の編集にあ

たっての論文評価の技法の適用である（詳細

は２章で触れる）。しかし具体的にどのよう

なアルゴリズムでランキングが決定されてい

るかについては企業秘密である。

当初，検索エンジンはポータルサイトの一

部としてサービスを提供する立場にすぎなか

ったが，次第に，その存在感が巨大になった

ため，Yahoo!（以下　ヤフー）は2004年にい

たってグーグルを切り離し，かねて業務提携

していたOvertureを買収してYST（Yahoo !

Search  Technology）を設立するにいたった。

一方でOSの独占的企業であるマイクロソフ

トは2003年ごろから独自の検索エンジン開発に

取り組み2005年にはMSNサーチを発表し，

2006年秋には統合型検索サイトWindows

Live Searchを正式公開した。こうして検索

エンジン業界は３強を主軸にした戦国時代に

入っている。

こうした状況の背景には検索エンジンが，

広告手法を一変させ，流通に革命をもたらし，

巨大なビジネスになったという現実がある。

私たちが検索を行うと，結果表示画面には

質問した語句と関連する広告が表示される。

これがアドワーズである。この検索画面で表

示されるアドワーズ広告が強力な宣伝効果を

発揮したために，検索エンジンは巨大な広告

産業に変わった。

この象徴的な出来事がグーグルの上場であ

る。2004年の上場時に85ドル（総額2.7兆円）

で始まった同社の株価は，現在では時価総額

18兆円を超えている。独占的な巨大データベ

ースと優れたランキング手法，そして広告媒

体としての能力がグーグルを瞬く間に未来を

担う企業に押し上げた。

情報媒体としての責任

わが国において，検索エンジン企業は，そ

の事業として通信，広告，情報提供など多様

な側面を持っている。このために事業の個別

の内容については諸法律の規制を受けるが，

法的には，いわゆる「プロバイダ責任制限法」

に該当し「特定電気通信役務提供者」として

扱われる。つまりインターネット上で通信や

情報を提供するサービス・プロバイダ（役務

提供者）として扱われる。

インターネットのサービス・プロバイダは，

従来のメディア企業と比較するとはるかに寛

大に扱われ，様々な法的リスクをまぬがれて

いる。特に米国の場合に，それは著しい。

インターネットの世界では，プロバイダな

どは，第三者の提供する膨大なコンテンツを

扱うために，著作権や名誉毀損などの不法行

為にかかわる可能性がある。そこで，次のよ

うな法整備がすすめられた。

著作権については，オンライン・サービス

もしくはネットワーク・アクセスの提供者又

はそのための施設の運営者を「サービス・プ

ロバイダ」と定義した上で，1998年に成立し
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たデジタルミレニアム著作権法（以下 DMCA）

512条で免責を規定している。

また名誉毀損などのリスクについては1996

年に成立した通信品位法で免責が規定されて

いる。通信品位法230条（c）（1）は「インター

ネットを含む双方向コンピューター・サービ

スの提供者又は利用者」は「別の情報コンテ

ンツ提供者が提供する情報の発行者又は代弁

者として扱ってはならない」とし，わいせつ

な情報を除いて，自分自身が情報の発信者も

しくは共謀者で無い限り，情報の配布にかか

わったことを理由に責任を問われることはな

い。

この結果，インターネット上では，既存の

メディアでは考えられていなかったような免

責が与えられることになった。この最初のケ

ースとなったのが1997年のゼラン事件判決

である 4）。さらに，この判決を踏まえ，プロ

バイダに大きな免責を与えたのが1998年の

ブルメンタル事件判決 5）だった。これはサー

ビス・プロバイダであるAOLがフリー記者の

ドラジと専属契約を結んでゴシップ記事「ド

ラジ・レポート」を契約者に送信するサービ

スで生じた事件である。「ドラジ・レポート」

により名誉毀損されたブルメンタルがAOL

を共同被告としたのに対して裁判所は通信品

位法を根拠にAOLを免責とした。常識的に

考えればAOLは編集責任を持つ出版社であ

るが，プロバイダは通信品位法230条により

責任をまぬがれることになった。

著作権法は通信品位法に比べると厳格であ

るが，やはり免責規定を設けている。DMCA

第512条「オンライン素材に関する責任の制

限」には（i）項で不法行為を行う者の管理を

行うことを定めた規定があり，この条件を満

たせば，かなりの範囲にわたって著作権上の

免責を受けることができる。例えば（b）項に

システムキャッシング免責の規定がありプロ

バイダのキャッシュが該当する。また（c）項

の「使用者の指示によってシステム又はネッ

トワークに常駐する情報」は「侵害行為に直

接起因する経済的利益を受けないこと」など

を条件に免責を受けることが示されている。

検索エンジンがキャッシュと称して，ダウ

ンロードした他人のページを，自らのWEBサ

イト上で提供する行為について，プロクシキ

ャッシュであるとして，（b）項を適用した判

決があり6），さらに（i）項に定められている利

用者管理を行っていない事業者にも免責を認

める判決が出されているなど，免責範囲の拡

大解釈が行われている。

メディアなのか導管なのか

とりあえず問題は以下のようにまとめるこ

とができるだろう。

検索エンジンは，ネット上の情報を知り得

る最強の手段であることから，マスメディア

としてとらえることもできる。しかしながら，

その規律がいかにあるべきかについては，ほ

とんど議論が行われていない。

もし，これらを，既存の情報媒体である新

聞やテレビと同様の「メディア」としてとら

えた場合にはコンテンツの規律が求められ

る。そうすると情報の収集を作為なく幅広く

行い，提示しようとすれば情報の発信者とな

り，コンテンツに関する責任を負うことにな

る。

一方，ただのナビゲーション機能を持った

「導管」として扱った場合には，実際上，メ

ディアとして機能しているにもかかわらず，

メディアとしての検索エンジン
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コンテンツに関しては大きな免責範囲を有す

ることになる。したがって既存のメディアと

比べると著しくバランスを欠くことになる。

デジタル・ゲートキーパー

このような問題に関して，最近では，検索

エンジンについてその影響力の大きさから，

放送のような情報媒体つまりメディアとして

とらえる必要があるという主張が提出され，

活発な議論が始まっている。

この問題の嚆矢となったのは，2005年10月

にドイツで発表された「パブリック・コミュ

ニケーションのゲート・キーパーとしての検

索エンジン（以下「ゲート・キーパー論文」）」

である 7）。

ゲート・キーパーとはマス・コミュニケー

ションの編集過程において出来事やニュース

の重要度を判断する人，一般に編集責任者を

示す。ゲート・キーパーは無数に集まってく

る情報の中から「ニュース・バリュー」のあ

るニュースを選び出し，紙面に反映する役割

を担っている。

ニュース・バリューについて判断を下すこ

とはメディアの役割の核心である。ニュース

は，このゲート・キーパーのフィルターを通

じて読者や視聴者に届くことになる。つまり

ゲート・キーパーはメディアの機能の象徴で

ある。

「ゲート・キーパー論文」は既存のマスメ

ディアを「伝統的なゲート・キーパー」とと

らえ，それに対して，膨大な情報発信者がイ

ンターネット上に登場しているネット上で

は，検索エンジンが「新たなゲート・キーパ

ー」の役割を果たしていると主張する。つま

りネット上の膨大な情報は検索エンジンとい

う，デジタル時代の新たなゲート・キーパー

によって取捨選択され，ユーザーに提示され

ているというのである。

「ゲート・キーパー論文」は検索エンジン

が，おなじキーワードによる質問（クエリー）

に対して，おなじ結果表示を示すことに注目

した（図１）。つまり多くの人がある特定のキ

ーワードを調べてみた場合，全くおなじ結果

表示が行われている。このとき検索エンジン

は，全員に対し，ある特定の情報を最重要と

して示している。したがって，特定の検索エ

ンジンが独占的なシェアを占めていれば，そ

うした検索エンジンは人々の意見形成につい
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て大きな力を持っており，世論形成能力のあ

るメディアに該当するのではないのか，とい

う疑問を提出した。

その上で「ゲート・キーパー論文」は「放

送とは，電子的ネットワークを通じて一般大

衆に届けられるコミュニケーションの，あら

ゆる形態」ととらえ検索エンジンについて，

ドイツ基本法５条（1）２文における「放送の

自由」における「客観的な保証」を要求され

る主体に該当するのではないかと主張した。

さらに「ゲート・キーパー論文」では３つ

の問題を取り上げている。まず①検索エンジ

ンの結果の偏りがあるかどうかについてユー

ザーは知り得ない。②検索結果が入力に対す

る最終的結果としてユーザーに受け入れられ

てしまうこと。最後に③検索エンジンが非常

に寡占的な企業体制で提供されていることで

ある。

「ゲート・キーパー論文」の検討

最初のふたつの問題に関して「影響力」の

観点から検討する。まず，論文で提起された，

検索エンジンがマスメディアと比肩し得るゲ

ート・キーパーであるという説について検討

してみよう。

『平成17年版　情報通信白書』はインター

ネット利用者が，カテゴリー別にどのメディ

アを情報源として利用しているかについての

データを紹介している。これによればニュー

スについてはテレビがトップであるが，それ

以外の仕事，勉強，趣味，ショッピング，生

活，健康にかかわる情報は，すべてインター

ネットが首位を占めている 8）。したがって，

こうした情報の入手において検索エンジンの

存在が大きいことは疑いない。

検索エンジンはおなじキーワードを，同時

に複数の人間が質問に入力した場合，おなじ

検索結果を返す。この構図からみる限り，非

常に多数の人々に対して，検索エンジンの上

位にランキングされたWEBサイトの情報は

重要な情報であるととらえられることになる。

例えばグーグルに対して「靖国神社」とい

うキーワードを入力してみると371万件の検

索結果が得られたと表示される。ヤフーでは

190万件と表示された。実際に表示されるの

はグーグルの場合，85ページ850件の検索結

果である。またすべてを表示するという操作

を行っても996件の結果までしか表示されな

い。従って，利用者はこれ以下のランキング

のページには到達し得ないこととなる9）。

次に重要な問題は，通常，利用者がどの程

度にランキングされたWEBページまでアク

セスするかという問題であるが，「ゲート・

キーパー論文」では検索を実施したケースの

うち80.6％のユーザーは１ページ目までしか

アクセスしない。２ページ目までアクセスし

たユーザーは 13.2％であるので３ページ以

降，つまり30番目以下のWEBページまでみ

るのは全体のわずか６％にすぎないと報告し

ている10）。

こうした検索結果の客観性については，裁

判でも争われている。このことについて米国

の裁判では，「グーグルの検索結果は事実の

表示ではなく意見の表明である」という主張

が認められている 11）。つまり検索エンジン

の結果表示は各社の「意見の表明」であり，

客観的事実という保証はないということにな

る。

グーグルとヤフーの両方で検索を実施した

調査がある。この調査では，同一のキーワー

メディアとしての検索エンジン
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ドを用いて検索を行い，その結果上位50位以

内にリストされたURLを比較し，同一URL

は全体の約18％にすぎないという結果が出て

いる。これはアルゴリズムの違いにより結果

に相当なばらつきがあるということである12）。

このばらつきは「言論の多様性」と考えて

もよいのであるが，そうすると検索エンジン

のシェアが寡占的，さらに独占的になった場

合には多様性が損なわれることになる。しか

し，別の見方をすれば，ばらつきがあるとい

うことは，利用者が，ランキングの妥当性を

判断する根拠が明確でないことを意味する。

この矛盾を解消するために，アルゴリズムの

公開を求め検証することもできるが，そうす

ると，その公開された情報を利用して，

WEBサイトの側でランキング操作を行うこ

とが可能になってしまい，かえって結果を混

乱させてしまうというパラドックスを生むこ

とになる。

このように，既存のマスメディアの編集規

準による情報の配列と，検索エンジンによる

情報の順位づけは全く異なっており，メディ

アとしての検索エンジンは未知の課題をかか

えている。

寡占問題

「ゲート・キーパー論文」で，３つ目に提起

されたのが寡占問題である。現在の検索エン

ジンはヤフー，グーグルの２社によってほぼ

独占されている。日本の場合，私たちがホー

ムページやブログを作った経験者を対象に

2005年５月に行った調査ではヤフー 51％，

グーグル41％と，上位２社がほとんどのシェ

アを占めている（図２）13）。全世界を対象にし

た別の調査でもグーグルが57％，ヤフーが

21％となっており，この２社だけで，やはり

８割ちかくを占めている14）。このことから検

索エンジンは完全な寡占状態にある。

このほかに存在する検索サービスも，グー

グルのデータベースの提供を受けているもの

がほとんどであるところから，市場の実態は

さらに寡占的な状態にあると考えられる。そ

の理由は，前述のごとく，検索エンジンを運

営する設備についても技術についても，莫大

な資金かつ高度な技術を必要とすることにあ

る。

ここまで取り上げたように，現在の検索エ

ンジンは様々な問題点をかかえているが，第

２章で取り上げるように，この問題には米国

の政策が大きな影を落としている。検索エン

ジンの発展によって，既存の各国法秩序と食

い違いを来す場合も少なくないが，データベ

ースが存在するのは米国内であり，発生した

個別の事案に対し，各国法を適用し得るとし

ても，解決は容易ではない。結局，検索エン

ジンを左右するのは米国の政策であり，ネッ

トに次世代産業の勃興を託している米国の動

向が様々な既成事実を作りだしている。こう

したことは長期的な情報政策を考える上で重
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要な問題である。

「ゲート・キーパー論文」への批判

ゲート・キーパー論文で取り上げられた寡

占問題については，とりあえずふたつの反論

が可能であろう。ひとつは多様性を保証する

パーソナライズ検索の存在であり，もうひと

つは探索行動理論からする批判である。

パーソナライズ検索は，検索履歴から，個

人の関心領域を特定して，個々人に適応した

検索結果を表示する仕組みである。検索エン

ジンの問題として，余りに膨大な結果が示さ

れてしまい，その洪水の中から目的のWEB

サイトを見いだすことが困難な場合もある。

そこで，個別ユーザーごとに検索傾向（関心

領域）を考慮して結果表示を行い，不必要な

検索結果を排除して効率化しようというのが

パーソナライズ検索である。例えば「アップ

ル」という検索が行われた場合，それが果物

に関する検索なのか，コンピューターに関す

る検索なのかを，ユーザーの検索履歴から判

断し，不必要な分野の結果を取り除くことで

ある。しかし便利な反面，検索履歴は個人の

関心そのものを示しているために，商業目的

で利用されることはもちろん，司法当局が捜

査に利用する可能性もある。これは個人情報

の保護と密接にからんだ問題である。

第２に，探索行動理論からする批判がある。

「ゲート・キーパー論文」では検索結果が

「情報の最終的な結論」を示すとしているが，

検索エンジンは既存のマスメディアと異なり，

インタラクティブな性格を持っている。その

ため，この検索結果の表示は，直ちに最終結

論と受け取られることはない。利用者は，そ

こから能動的な情報探索行動を開始する。つ

まり，ユーザーは１回の検索をそのまま受け

入れるのではなく，その検索結果から得られ

た情報を元に検索戦術を変更して，欲しい情

報を絞り込んでいく一連のアクティブな探索

行動を行うことが考えられる。したがって，

マスメディアと同列に論じるべきではないと

いう意見である。この探索行動理論について

は第３章で詳述する。

このようにゲート・キーパー論文の問題提

起は，興味ある反論や仮説を引き出すことに

成功し，メディアとしての検索エンジンには，

大きな問題が潜んでいることを浮き彫りにし

た。だが，そのほかにも重要な問題がある。

検索エンジンの視界

検索エンジンは世界の情報を網羅的に収集

しているわけではない。従って，検索エンジ

ンに現れた結果が，発信されている情報のす

べてではない。この検索エンジンの限界につ

いても注意を払わねばならない。

世界的にみた場合，検索エンジンが世界中

のネットに存在する情報を，網羅的に収集し

ているわけではない。まず，あげられるのは

言語の壁である。例えば英語であれば語句は

必ず空白で区切られているから，単語を取り

出すことは難しくない。それに対して日本語

の場合は単語を正確に取り出すこと自体が難

しい。このために文字成分表を使用したり，

形態素分析などを行う必要がある。形態素分

析は「鳥が鳴く」を「鳥」「が」「鳴く」とい

うように最小の単位まで分解する。これによ

り「東」と「東京」の違いなどの判別が可能

になる。このほかに「Nグラム」「パトリシ

ア・ツリー」など様々な手法が使用されてい

る15）。

メディアとしての検索エンジン
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世界の言語の構造は様々である。比較的，

単語を抽出しやすい言語もあれば，単語の意

味が文脈や前後の単語に依存して大きく変わ

る言語も存在する。一般的にいえば，検索エ

ンジンが得意とするのは言語学的にみて，取

り扱いやすい言語に傾くことが考えられる。

さらにその言語を使用している人口や，経

済規模などビジネス的な観点から，力を入れ

る言語が限定される。地球規模で考えた場合

には均等にデータが収集されているというよ

りも，このような条件でバイアスがかかって

いると考えた方がよい。こうした実情は企業

秘密の壁に隠れているわけだが，検索エンジ

ンが，どのような限界や性格を持っているか

についての実証的な検討が必要である。

検索エンジンと個人情報保護

検索エンジンがかかえるもうひとつの大き

な問題は個人情報の問題である。ネット上で

行われている様々なサービスは無料化してい

るが，これはネットに投じられる莫大な広告

費によってサービスが運営されているからで

ある。その理由は，ネットにおいて個人の情

報行動を追跡し，そのニーズを把握しやすい

という特性による。このためにネット上では

個人のニーズを割り出し，その欲望にあわせ

た広告を提示する技術がすすんでいる。しか

し，このことは，反面で，個人情報の収集が

きわめて容易であることを示している。

検索エンジンではクッキー（cookie）を使

用して，検索を行う個別のPCを特定している

が，その限りでは個人の実名などの情報と結

びつけられてはいない。しかし，さらにユー

ザーが他の情報サービスを受けようとすると

E-mailアドレスをはじめ様々な個人情報の登

録を求められる。いったん，こうした個人情

報がクッキーに関連づけられれば，個人の検

索履歴が収集されることになる。

日本の個人情報保護法ではクッキーを収集

するに際して利用者の意向を尋ねる仕組みに

はなっていない。あくまでも利用者がブラウ

ザ上で設定した場合にブラウザが可否を尋ね

るのであって，収集する事業者が可否を尋ね

ているのではない。

一方でEUにおいては個人情報保護に関す

る指令が1995年に出され，その後，各国で法

制化された。この内容はかなり厳しいもので

ある。例えば英国は1998年のデータ保護法お

よび2003年のEC指令「プライバシーと電気

通信に関する規則」16）に基づきクッキーを使

用する場合は，その旨をユーザーに伝えて，

クッキーを拒否できるようにし，データ収集

プロセスでのセキュリティを確保することが

求められる。英国以外の WEB サイトも，英

国のユーザーのPCにクッキーを設定してい

る場合は，このデータ保護法が適用される。

インターネットは国境を越えるがゆえに，

個人情報保護という問題において，このよう

な問題をはらんでいる。しかし，いったん国

外に持ち出されたデータは，そのデータを収

集しているデータベースを保有する国の法律

で管理されてしまう危険性がある。

それでは日本で集められた個人データはど

のように扱われるのだろうか？

日本の個人情報保護法は23条において個

人情報の第三者への提供を規定している。

ここでは「あらかじめ本人の同意を得ない

で，個人データを第三者に提供してはならな

い」と定められている。しかし同法23条（4）

項において「共同利用」が認められ，共同利
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用の条件が満たされれば海外の法人等に対し

ても提供が可能である。

Amazonなどが日本法人で個人情報を入手

し米国法人に情報を引き渡す場合は，この

（4）項に示された共同利用に該当する 17）。グ

ーグルでは米国などにおいたサーバーで個人

情報を処理するが，これについてもグーグル

のプライバシーポリシーに示されている 18）。

要するに日本で収集された個人情報は共同利

用あるいは直接，米国に送信され，米国法の

下で取り扱われる。一方，「個人の情報コン

トロール権」に重きをおくEUは米国と個人

情報の取り扱いが大きく異なる。そのために

EUでは米国企業がEU内で集めた個人情報に

関してはEUのルールに従って扱うことを定

めた「セーフ・ハーバー・プライバシー原則」

を米国との間で取り交わしている 19）。しか

し，日本と米国の間には，そのような取り決

めは存在せず，日本から米国に渡された個人

情報は米国法の下で自由に民間企業が扱え

る。クッキーは端末を特定するものであるが，

その端末を利用した個人の購買履歴など，他

の情報と組み合わせることにより相当な程度

の個人情報をデータベース化することが可能

である。

つまり，「現在の国民国家的枠組みによっ

て空間的に閉じられ，支えられている権力の

正統性は，テクノロジーの発達によりその権

力作用の揺らぎに直面している」20）。ここで

も，改めてわれわれは，マスメディアの一方

向的な情報になれすぎていて，いまだ「イン

タラクティブ」な情報の入手における危険性

について熟知していないことに気づかされる。

機能的概念からのアプローチ

このように，検索エンジンをめぐる問題は

重大，かつ切実なものがある。ところが，検

索エンジンが言論法制上どのように位置づけ

られるかについてはほとんど議論の蓄積がな

い。その理由は，デジタル化によるメディア

環境の変化と検索エンジンのメディア化が同

時に進行したために，両者の関係が正確に把

握されておらず，その規律についても，ほと

んど検討が行われていないことにある。

ドイツでは1997年に，「連邦マルチメディ

ア法」と「メディアサービス州間協定」が制

定され，放送と通信の中間的領域にあるサー

ビスとして，個人的な利用のためのテレサー

ビスと公衆に向けられたメディアサービスの

ふたつのカテゴリーが導入された。2006年６

月に「テレメディア法」及び「放送法制改正

のための第９次州間協定」が制定された。こ

れにより従来の区分は消滅し，「テレメディ

アサービス」という概念に統一された21）。

「州間協定」における，テレメディアの定

義は，「放送」に該当しない限りの電子的情

報・コミュニケーションサービスとされ，一

般のWEBサイトが，これにあたる。一方，

「放送」の定義は「あらゆる種類の表現」を

公衆に向けて行うこととされている。そして，

この表現とは「意見形成関連性を一定以上有

している」ことが条件となる。つまり，意見

形成機能を一定以上有する場合，現状ではテ

レメディア・サービスに区分されているサー

ビスは「放送」とされる可能性があると考え

られる。
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検索エンジンの自主規制

現状では，検索エンジンが「放送」と考え

られる可能性は非常に少ないといえるが，そ

れでも「公然性を有する通信」の規律を考え

る上で，「放送」に対応した規律を考えるこ

とは非常に重要である。ドイツではテレメデ

ィア・サービスに該当する事業者によって

1997年に「マルチメディア自主規制協会」

（以下FSM）が設立され自主的な規律を定めて

いる 22）。2004年５月に制定されたFSMの行

動準則は児童ポルノ，ナチズム賛美，暴力描

写，広告規制などについて規定している。ま

た検索エンジンについて行動準則に準じた補

助規定が2004年12月に制定された。2006年

２月には検索エンジン事業者はFSMの下部

組織として自主規制組織を設立した。この組

織にはライコス・ヨーロッパ，MSNドイツ，

AOLドイツ，ヤフー，T-Onlineおよびt-info

が参加している。この組織は青少年保護法に

基づく「青少年有害メディア連邦校閲局」

（BPjM）により有害と見なされたURLをフ

ィルタリングし排除する。BPjMは青少年福

祉，娯楽，女性，宗教など８つの分野を代表

する12人の委員から構成され，その３分の

２が有害と見なした場合，有害URLリスト

に登録する。これらのURLリストは検索エ

ンジンが収集するURLリストと照合され特

定のサーバーにおかれ，一定の条件により認

められた場合のみアクセスすることができる

ようにされる。検索エンジン事業者の自主ガ

イドラインにより，これらのURLリンクは

公開，再送信されない。FSMによれば，こ

れらの自主規制は，青少年保護の他にも消費

者保護，検索エンジンのリンクに関する透明

性，データの節約，広告との分離を目標とし

ているとしている。ドイツ連邦議会のニュー

メディア小委員会においても「検索エンジン

の権力」や検索結果表示の透明性が議論され

ている。また違反があれば，消費者はFSM

に対して苦情申し立てを行うことができる。

あくまで，有害としてブラックリストにのっ

たURLはドイツにおいてのみ排除される。

将来，欧州全域で，こうした有害サイトへ

の排除が試みられる可能性がある。インター

ネット団体EuroIPSAの事務局長リチャー

ド・ナッシュは「欧州におけるネット事業者

や検索エンジン事業者の自主規制が進まなけ

れば，EU委員会による法制化が行われる可

能性がある。こうした法制化は望まないので

自主規制を進めることが望ましい」と語って

いる23）。

このように検索エンジンの力の増大ととも

に，メディア的機能という側面から規律が求

められている。この規律が自主規制のまま，

続くのか，何らかの規制につながるかは予断

を許さない。

検閲・フィルタリング

検索エンジンの結果表示において，特定の

URLが排除される現象がある。これは，その

キーワードの検索結果が操作されていること

を示している。この問題は検索エンジンにお

ける検閲ないしフィルタリングとして重要な

検討課題である。

オープンネットイニシアティブ（ONI）

は，ハーバード大学（米国），トロント大学

（カナダ），ケンブリッジ大学（イギリス）

の３校が行っている共同プロジェクトであ

る。このプロジェクトは様々な地域のインタ
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ーネットにおけるフィルタリングを監視して

いる 24）。その結果はONIのWEBサイトから

みることができるが，特にフィルタリングを

５段階で評価した世界地図によって各国の状

況が一覧できる（図３）。特に中国やベトナ

ム，イラン，ミャンマーなどが厳しいフィル

タリング規制を行っているとされている。

米国では2006年に入り「グローバル・オ

ンライン自由法案」が提案された。同法案で

はインターネットを規制していると指名され

た国に，検索サービスに関連する設備を設置

することが禁止され，またこれらの国で検索

サービスを改変することも許されず，さらに，

米国の検索エンジン業者に規制国のフィルタ

リング該当キーワードの一覧を提出すること

を義務づけている。

2006年２月15日に開かれた下院聴聞会で

は米検索大手企業が中国における検索で検閲

に手を貸していると非難された。実際に中国

の検索エンジン「雅虎中国」（ヤフーチャイ

ナ）で特定のキーワードを入力し検索を行っ

た例では，「民主」「法輪功」などのキーワー

ドを入力すると「forbidden」（禁止されてい

る）と表示される25）。

しかし，こうした操作は特定の国のみで行

われているにとどまらない。ベンジャミン・

エイデルマンらが調査しているように，米国

の検索エンジンはDMCAなど米国法に基づ

いてフィルタリングを行っている。このフィ

ルタリングは世界中のどの言語による検索で

も適用されるために，グローバル・フィルタ

リングと呼ばれる。また，前に取り上げたよ

うに，ドイツやフランスでは，ナチズムなど

について自主的なフィルタリングが行われて

いる。このようなローカル・フィルタリング

は，世界中から米国に集められた様々なサイ

トのページを分析し，結果を表示する最終段

階で言語（国）別に行われていると考えられ

る26）。

次に検索エンジンの規制について検討して

みたい。

検索エンジンに対する規制について考える

メディアとしての検索エンジン
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第2章 検索エンジンの規制

フィルタリング 
強力 

実質的規制 

名目的規制 

間接的規制（サイト攻撃など） 

要注意 
OpenNet Initiative “Internet Filtering Map”
〈http://opennetinitiative.org/map〉より作成 

図 3　 



には米国および欧州における裁判例を検討す

ることが重要である。検索エンジンの大手企

業は，すべて米国にある。また裁判例も米国

の判例が圧倒的に多い。ここでは重要と思わ

れる米国の判例を中心に検討する。しかし，

数は少ないが，欧州などでは米国とは正反対

の判断が下されている例が多いことに注意す

る必要がある。

裁判事例の分類

検索エンジンに関する法的な争いは，大略，

以下のように分類できる。

１）知的財産権（商標権）

２）知的財産権（著作権）

３）検索エンジンのランキングに関する争い

４）個人情報に関わる問題

５）欧州における判例

１）知的財産権（商標権）

商標権に関する問題。

検索エンジンの初期から論争を引き起こし

たのは商標に関する事件である。このことは

検索エンジンが，当初から有力な広告媒体で

あると考えられていたという事実を示してい

る。

①バナーに関する問題

2000年以前から，この問題は重要な争点だ

った。トラブルとして多いのは，名の知れた

会社名やブランド名をライバル社がキーワー

ドとして買い入れ，利用者がそのキーワード

で検索すると，検索結果のページの広告部分

にライバル社の広告が表示されるというもの

である。自社名やブランド名を使われた会社

が，ライバル社とともにキーワードを販売し

た検索エンジンを相手取って訴訟を起こした。

●プレイボーイ対ネットスケープ

1999年４月，プレイボーイ社はブラウザソ

フトウェアの開発メーカー，ネットスケープ

と検索エンジンのエキサイトを商標権侵害で

訴えた。ネットスケープの検索エンジンであ

るエキサイトが，「プレイボーイ」「プレイメ

イト」というキーワードを使った検索に対し

てアダルト関連サイトの広告が表示されるよ

う，アダルトサイトにキーワードを販売して

いたため，プレイボーイ社の商標を侵害し商

標の価値を低下させたというのである。また，

プレイボーイ社は，利用者が表示されたバナ

ー広告を同社に関係がある広告と誤認する可

能性があるとも主張した。

2004年１月サンフランシスコ連邦控訴裁か

ら，エキサイトとネットスケープがプレイボ

ーイ社の商標を侵害したかどで両社の責任を

追及できる，との判決が下った 27）。このた

めネットスケープの親会社であるアメリカ・

オンラインとプレイボーイ社は和解した。和

解の条件は明らかにされていない。

②アドワーズに関する問題

アドワーズとは検索に使われるキーワード

を入札により落札して，自分のWEBサイト

へのリンクを検索結果画面に表示してもらう

広告方式である。掲載されるのは検索結果と

は別枠で画面右上や上欄に「スポンサー」と

表示されたエリアである。検索結果をみたユ

ーザーが，このWEBサイトへのリンクをク

リックするごとに広告主は料金を支払う。グ

ーグルの場合は売り上げの98％をアドワー

ズ広告が占めている。このアドワーズ広告の

持つ強力な誘導性に注目して，ライバル事業

者の名称をキーワードとして落札することに
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よって，利用者を自分のWEBサイトに誘導

しようという広告主が現れた。

2004年初め，アメリカの内装専門企業アメ

リカン・ブラインズがグーグルを訴えた。同

社の商標をアドワーズ広告として他社に販売

したことに関して，販売中止を求めたのであ

る。これに対し，グーグルはアドワーズ広告

が商標権侵害にあたらないという認定を求め

る訴えを起こしたが，認められなかった 28）。

しかし，グーグルは2004年４月，米国とカ

ナダにおいては商標登録済みの単語について

も特別扱いせず，あらゆる単語をキーワード

の入札対象とすることを決定した。ただしグ

ーグルは広告本文中に商標を使用することを

禁止した29）。

●ガイコ事件

保険会社のガイコは，グーグルで「ガイコ」

をキーワードとして検索を行うと，競合する

自動車保険会社の広告が表示されるため，商

標権侵害でグーグルを訴えた。

この裁判では2004年12月と2005年８月に，

ふたつの判断が下されている。最初の判決で

は原告であるガイコ社はグーグルが商標をキ

ーワードとして販売することの違法性を立証

できず，また，商標を競合する会社が購入し

たとしても，本文や見出しに，その商標を使

用しなければ問題は起こらないとして，この

部分までについて裁判所は12月の判決でグ

ーグルの勝訴を認めた30）。しかし，本文中に

商標を使用した場合についての審理を継続す

ることとし，2005年８月に，そのような場合

にはグーグルが法的責任を負う可能性がある

とし，両者に和解を求める見解を下した31）。

この判断をうけて両者は９月に和解した。

アドワーズ広告をめぐる訴訟は，キーワー

ドを販売することの是非から，さらに商標を

入札した企業の広告にまで争点が広がってい

る。こうした事例が相次いだためにYahoo！

Search Marketingは，「2006年３月１日より

商標登録されたキーワードへの入札を禁止し

た」32）。

しかし商標をめぐる裁判は，さらに続いて

いる。2006年９月にコンピューター修理会社

のレスキューコムが登録商標に関して起こし

た裁判ではニューヨーク北部連邦地裁がグー

グル勝訴の判決を出した。登録商標をめぐる

裁判は矛盾をはらみ複雑な様相を呈してい

る 33）。またアドワーズ広告は検索エンジン

の生命線であるために，その対応は複雑かつ

戦術的なものとなっている。

２）知的財産権（著作権）

次に，著作権侵害の問題がある。この件に

ついては画像に関するケリー事件，Perfect10

事件，キャッシュに関してはフィールド事件

が重要である。

●ケリー対アリバソフト事件

著作権問題で争われた事件としては1999年

４月の「ケリー対アリバソフト事件」が名高

い。

写真家のレスリー・ケリーは，自分のサイ

トに載せていたデジタル写真を，画像検索エ

ンジンのアリバソフトが検索結果として表示

したのは著作権侵害であるとして提訴した。

第９巡回区連邦控訴裁判所は 2003年７月，

検索エンジンにおけるサムネイルの使用はフ

ェアユースに該当するとの判決を下した 34）。

しかし，通常サイズの画像をアリバソフトの

メディアとしての検索エンジン
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サイトで表示することについては，著作権侵

害の可能性があるとの判断を示した。

●Perfect 10対グーグル事件

2006年２月17日には同様の事件でグーグ

ルが敗訴した35）。この事件でグーグルが敗訴

した理由について２点が指摘されている。そ

のひとつは，グーグルが著作権侵害にあたる

画像を掲載したこれらの写真サイトにAd

Sense広告36）を提供し，利益を得ていること。

もうひとつはグーグルが携帯電話用にも画像

検索機能を提供している点だ。これらのサム

ネイル画像は，Perfect 10がサービスで提供

しているものと変わらないため，Perfect 10

の市場を毀損する可能性があると，同裁判所

は判断した。

●フィールド対グーグル事件

2006年１月，検索エンジンを使った複製行

為は著作権侵害にあたらないという判決がネ

バダ連邦地裁で下された 37）。原告はブレー

ク・フィールドという弁護士である。彼は自

分の運営するWEBサイトに自作の詩を掲載

したが，グーグルはこれを「キャッシュ」デ

ータとして送信し，ユーザーによって複製さ

れた。ネバダ地裁は，この件に関して著作権

に関してフェアユースを認め，かつDMCA

512条による免責を認めるなど多くの点で検

索エンジンに対し有利な判決を下した。

判決ではグーグルのキャッシュはDMCA

512条（b）項により免責され，責任を問えな

いとするものである。ただし，この条項は本

来はシステム・キャッシュ（プロクシ・キャ

ッシュ）すなわちユーザーがWEBサイトに

アクセスした場合にサービス・プロバイダの

システムにキャッシュが生成されることにつ

いて免責したものだと考えられる。従って，

自らのサイトのサービスとして提供されてい

る場合に，このキャッシュが該当するか否か

については疑問が残る。なぜなら「キャッシ

ュ」の場合は，利用者は検索されたWEBサ

イトの情報ではなく，それを複製したグーグ

ルの情報を利用する意志を，あえて示してい

るからである。

判決はDMCA512条で免責されることを認

めた上で，さらにフェアユースの判断にあた

って，キャッシュにおいては入力したキーワ

ード部分がハイライトで示されている点など

「利便性」が高いとしている。そうなると「変

容的（トランスフォーマティブ）」ととらえて

いることになり，内容が改変されていること

になってDMCA512条（b）（2）と矛盾を来す。

さらにプロバイダと利用者に関してDMCA

512条では（i）項で契約を想定しており，検索

エンジンには契約者はいないから，同法が適

用できるか否かについても，疑問が残る。

著作権の侵害について，「Perfect10判決」

は，フェアユースについては市場の毀損が認

められること，またDMCA 512条（c）項に関

して，検索エンジンが利益を得ている場合に

あたると判断するなど，厳密に判断している。

しかしフィールド事件の場合は，DMCA 512

条により，大幅な免責の認定を行っており，

こうした事例について，さらに上級裁判所の

判断について注目する必要がある。

３）ランキングをめぐって

検索エンジンは意見なのか事実の結果なの

だろうか？　検索エンジンのランキングをめ
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ぐる事件は，将来的に重要な論点に発展する

可能性がある。なぜなら，検索エンジンの１

ページ目に存在しない情報は，存在しない情

報とみられてしまう可能性があるからだ。

グーグルのランキングシステムはページラ

ンクといい，他のサイトからリンクを張られ

ている数と，そのリンクを張っているサイト

の重要度によって，ランクを決める方式であ

る。つまり，ランクの高いサイトからリンク

を張られるほど，張られたサイトのランクが

上がることになる。ランクは０～10の数字で

表され，最高位の10には「米国政府」や「ホ

ワイト・ハウス」「グーグル（米）」などがあ

る。日本のサイトでは「東京大学」が９，

「首相官邸」「NHK」が７となっている（表１）。

●サーチキング事件

オクラホマ州でオンライン広告ネットワー

ク，サーチキングを経営するロバート・マサ

は，ページランクをビジネスに利用すること

を思いついた。ページランクに応じて値段を

決め，その高いランクに位置している自社の

サイトに広告を表示するというものだった。

しかし，突然サーチキングに関連するサイト

のページランクが「０」になるという出来事

が起こった。サーチキングは，グーグルが検

索結果を不当に操作したとして，2002年10

月，オクラホマ西部地区連邦地裁に提訴した。

訴えの中で同社は，ページランクは特許を受

けたテクノロジーを利用しており，従って客

観的な方法で検証される必要がある，と主張

した。これに対しグーグルは，ページランク

は見解であり，これは言論の自由を定めた米

国憲法修正第１条で保証されている，と主張

した。

同地裁は2003年５月にグーグルの主張を認

めた。さらに，オクラホマ州法では今回のペ

ージランクの落下が契約関係に基づく不当な

妨害であるという主張は，言論の自由の原則

によって認められない。それが嫌悪や悪感情

によるものであるとしても，それは不法であ

るとはいえないとした38）。

2006年10月にキンダー・スタート社は2005

年３月に突然，グーグルの検索システムで

「０」ランキングに格下げされ，事業に深刻

なダメージを受けたと主張し，カリフォルニ

ア州北部地区連邦地裁に2006年７月提訴した

が，内容が不明であるとして却下され，訴訟

内容の修正を行い，あらためて「名誉毀損」

で訴訟を起こした39）。

このようにランキングについては「意見の

表明」であり「言論の自由」であるとする一

方で，その透明性についても問題があるとす

る見方があることから，訴訟は今後も発生す

る可能性がある。

メディアとしての検索エンジン
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表 1　主な Web サイトのページランク 

Google（米） 
米国政府 
ホワイト・ハウス 
NASA 
Apple（米） 
Yahoo!（米） 
MSN（米） 
ハーバード大学 
慶應大学 
東京大学 
BBC（英） 
早稲田大学 
ABC（米） 
CBS（米） 
京都大学 
NBC（米） 
NHK 
首相官邸 
朝日新聞 
読売新聞 

10

9

8

7

ランク Webサイト 

（2006年12月29日）



４）個人情報

個人情報に関する問題はプライバシー（知

られたくない個人の秘密）と収入や健康，性

向といった「情報の自己コントロール権」に

分類して考えることができる。

次に取り上げる，パーカー事件は伝統的な

プライバシーの侵害事件と考えられる。これ

に対して児童オンライン法をめぐる問題は検

索エンジンによって個人情報データが集中的

に集められるデータベースにかかわる，新し

いタイプの「情報の自己コントロール権」が

問題対象であると考えられる。

●パーカー事件

個人情報が検索エンジンで一覧できること

について，裁判の争点になったのは2006年の

パーカー事件である。原告パーカーはペンシ

ルバニア連邦地裁に対して８つの訴因を持つ

訴訟をグーグルに対して起こした。このうち

訴因４，５，６が名誉毀損，プライバシーの

侵害及び過失を問うものであった。具体的に

は原告パーカーの名誉を毀損する記事がネッ

トで投稿された。このことにより，グーグル

で彼の名前をキーワードにして検索すると，

彼の名誉を毀損する記事のリストが作成され

るというものである。これに対してペンシル

バニア連邦地裁は原告敗訴としている 40）。

その理由として裁判所は通信品位法230条を

根拠としている。通信品位法によれば「双方

向コンピューターサービスのプロバイダ又は

ユーザーは，他の情報コンテンツの発行者又

は発言者として扱われるべきではない」とし

ている。まさに第１章の「情報媒体としての

責任」で検討を加えた通りの判断が検索エン

ジンに適用されたのである。

●1998年児童オンライン保護法をめぐる個人

情報保護問題

社会的治安の観点から個人を監視したり，

個人の所得や購入性向などをデータベース化

することの問題である。

1998年10月に児童オンライン保護法（CO

PA）が成立した。この法律は，未成年にとっ

て有害なサイトに子どもがアクセスできない

ように，ポルノサイトの運営者に利用者の年

齢確認をしたり，無料映像にシールドをかけ

ることを義務づけている。アメリカ自由人権

協会は直ちに同法は違憲だとして提訴し，2004

年６月に最高裁は５対４の僅差ながら，憲法

侵害の恐れがあるとして，同法の執行を凍結

し審理の差し戻しを命じた 41）。この再審理

が行われるにあたって，米司法省は検索エン

ジンの利用記録の提出を検索エンジン企業に

求めた。AOL，マイクロソフト，ヤフーは司

法省の要請に自主的に応じたが，米グーグル

社はこの要求に抵抗した。そこで2006年３

月，カリフォルニア州サンノゼの連邦裁判所

は，「米司法省がグーグルから５万件のURL

を受け取ること，しかしキーワードの閲覧は

認めない」という判断を示した 42）。「グーグ

ルでキーワードを入力すると政府の調査の対

象になる」と利用者が考えるかもしれない，

というのがその理由である。このようにキー

ワードの入力履歴は，非常に微妙な個人の性

向を示すものなのである。

５）欧州における裁判例

米国では検索エンジンをはじめとするイン

ターネット産業に有利な法律が制定され免責
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特権を与えている。それでは米国以外ではど

うなのだろうか？

●フランスの商標権裁判

2004年10月，欧州系のホテルグループ，メ

リディアンは競争相手のホテルが商標を侵害

したとして，グーグルフランスを提訴した。

これは競争相手がメリディアンというキーワ

ードを購入しアドワーズ広告に使用したため

に，メリディアンを検索しようとした利用者

が競争相手の広告に誘導されてしまうという

訴えである。これに対して2004年12月16日

にフランスのナンテール裁判所はメリディア

ンの主張を認め該当するアドワーズ広告を24

日までに中止するように言い渡した 43）。同

様にルイ・ヴィトンもアドワーズ広告による

商標権侵害を訴えていたが，2005年２月４日，

パリ地方裁判所はグーグル敗訴の決定を下し

た。ルイ・ヴィトン側は「偽造品を販売する

WEBサイトがルイ・ヴィトンの商標をキー

ワードとして使用することは，検索結果が偽

造を助長する危険性がある」と述べている。

さらに，2006年６月28日，パリ控訴裁判所

はパリ地裁の判決を支持し，グーグルに対し

30万ユーロの賠償金を支払うよう命じた44）。

2006年５月にもベルギーのServers Check

は，グーグル ツールバーで海賊版製品が提示

されるのは問題だとして，グーグルのベネル

クス法人を裁判所において提訴した。Servers

Checkによれば，グーグル ツールバーでユ

ーザーが「serverscheck」のキーワード検索

を実行すると，グーグル Suggest機能により，

検索結果が表示される前に同社ソフトの海賊

版が“提案”される。これは有名ブランドの

販売店を尋ねた相手に偽ブランドの購入を勧

める行為に等しいと主張している45）。

●ベルギーの著作権侵害判決

検索エンジンに対する著作権侵害裁判とし

て重要な裁判がベルギーで行われた。訴えた

のはベルギーの新聞社団体組織であるコピプ

レスである。コピプレスはグーグル ベルギー

がGoogle Newsとしてベルギー各新聞社の記

事を掲載したことに対し，2006年３月に無許

可の記事使用であると訴えた。５月９日ブリ

ュッセルの第一審裁判所はコピプレスの訴え

を認め，新聞記事の使用を中止するか，記事

使用料を支払うように命じ，この命令に従わ

ない場合は1日あたり200万ユーロの制裁金

を科すと命じた 46）。さらに９月５日ベルギ

ーの上訴裁判所は，ベルギーにおける情報に

関する司法専門家であるリュック・ゴルヴェ

ール（ブリュッセル自由大学講師，ベルギー

情報セキュリティ協会会長）の報告に基づき

グーグル ベルギー，Google news，Google.com

を一体のものと見なして，Google Newsが検

索エンジンではなく情報ポータルであるこ

と，またグーグルが自社のWEBサイトから，

これら記事を「キャッシュ」と称して提供し

ている情報は，グーグルがベルギーの新聞社

のサイトからダウンロードし複製し提供を行

っているがゆえに，新聞社が有料，広告など

の条件で提供している情報を不法に 回提供

しているとして，新聞記事を削除するよう命

じた。この削除命令に従わない場合は１日

100万ユーロの制裁金が科せられることとし

た47）。

この問題は，次のように考えられる。すな

わちWEBサイトはHTTPプロトコルにより

閲覧者のGET要求に応えてHTML文書なら

メディアとしての検索エンジン
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びに必要な情報ファイルを転送する。通常，

閲覧者はWEBブラウザのキャッシングにお

いて，送られた情報を複製して閲覧するので

あり，厳密には複製行為であるが，通常は閲

覧行為に過ぎないと解されている。また検索

エンジンのロボットがWEBサイトを巡回し

て，各ページのファイルをダウンロードし，

データベースに複製する行為は，インデキシ

ングを行う上で不可欠の行為であり，ユーザ

ーからの質問に答えて情報の存在するURL

を表示すること，および，その理由を示すた

めに抜粋を添付することも複製行為を伴って

いるが，この過程でユーザーが直接，著作物

を見ることができないという意味において

「キャッシュ」の本来の意味である「秘匿貯

蔵所」にあたる。ところがグーグルがサービ

スを始めた「キャッシュ」は，もともとの著

作物を，自らのWEBサイトのコンテンツと

して提示し，ユーザーに送信複製を行わせて

いる。このために違法性があると考えられる

のである。

米国のフィールド事件は，ほぼ同じ内容を

審理しているが，原告がrobots.txtやメタタ

グを使用していないことから「黙示の許諾」

があったと見なしている。

なお，この判決後，マイクロソフト社はベ

ルギーの新聞社が掲載している記事へのリン

クを中止する意向を明らかにした 48）。また

同社は掲載そのものを止める意向はなく，コ

ピプレスと掲載について交渉を始めるものと

見られている。

なおフランスの通信社AFPは2005年３月

17日，同社の配信契約事業をGoogle Newsが

阻害しているとして，ワシントンのコロンビ

ア特別区連邦地方裁判所においてグーグルを

訴えた。AFPは「グーグルはAFPの許可無く，

AFPの写真，記事タイトル，記事本文の冒頭

部をニュースサイトに掲載して」おり，AFP

の権利を侵害しているとして1,750万ドルの

賠償請求と，記事の公開差し止めを求めた49）。

この事件については2006年７月に，同地裁

は証拠調べが不十分として審理を継続すると

している。一方，米国の通信社APとグーグ

ルは2006年８月，記事使用料を支払うこと

で合意したと伝えられた50）。

検索エンジンと規制

ハーバード大学バークマンセンターのガッ

サーによれば，米国では検索エンジンについ

ては，おもに３つの領域で立法の意志が働い

てきたという51）。

まず第１に「コンテンツ規制」。これは，

主要には児童に対するポルノ情報サイトへの

アクセスである。この問題は米国では非常に

重視されている。その一方で，米国は政治的

自由にかかわる検閲・フィルタリングについ

ては強く反対している。

２番目が「法的責任」である。検索エンジ

ンは，前述のごとく，著作権や名誉毀損など，

様々な法的責任を問われやすい。そのため免

責を与える立法が追求される。

第３に「消費者の保護」である。これはふ

たつに分かれる。まず広告と検索結果の明確

な分離である。次に個人情報の保護が求めら

れている。

ガッサーの言うように，検索エンジンの抱

える問題は，コンテンツ規制，法的責任，消

費者保護にまとめられる。しかし，実世界と

異なるインターネット空間において，情報の
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適切な規制とは何かという問いに答えること

は非常に難しい。

ここでは，典型的な問題として，ベルギー

の判決や米国のフィールド事件であつかわれ

た著作権について考えてみる。これは検索エ

ンジンが存在するWWWという情報空間につ

きまとっている問題だからである。この著作

権問題を，うまく解決できるか否かは，検索

エンジンにとっては重大な問題である。

検索エンジンが活躍する舞台はいうまでも

なく，インターネット上のWWWである。い

までは想像できないが1990年代初頭におい

ては，インターネットは，近い将来，より高

速で完全なセキュリティを持ったギガビッ

ト・ネットワークが建設されるまでの，暫定

的なネットワーク（省庁横断暫定NREN）と

考えられていた 52）。しかし，1991年に欧州

合同原子核研究機関（CERN）の科学者だっ

たバーナード・リーが，分散したコンピュー

タ内に保存された文書を相互参照するWWW

を開発したことによって，暫定的な存在であ

ったはずのインターネットは，1995年，本格

的商用利用が始まるとともに，壮大な知的爆

発をもたらした。

しかし，このWWWには著作権問題がつき

まとっている。WWWにおいて保存された文

書を閲覧するにはWEBブラウザを用いる。

WEBブラウザは，HTTPプロトコルを使用

して，リンク先の文書を複製し閲覧を可能に

する。これを著作権上，どのように，取り扱

うかということは難しい問題である。閲覧を

前提に複製した場合，多くの国では閲覧行為

の一部と考えられているが，米国では複製行

為とみなされる。米国著作権法101条では複

製とは「直接にまたは機械もしくは装置を使

用して著作物を覚知し」うることであり，そ

のための固定とは「一瞬以上の期間，著作物

を覚知し，複製し，または伝達することが可

能な程度」であるので，WWWによる閲覧は

複製以外のなにものでもない。複製権を前提

にした米国では，複製権のコントロールなし

にインターネットを利用すること自体が，本

来的に不可能である。

米国は，こうした一時的蓄積が複製である

ことから，デジタル時代においては，技術的

保護手段によって知的財産権を守るべきだと

する考えが強く主張された。クリントン政権

時代の1995年に発表された報告書「知的財

産権と全米情報基盤」（「ホワイトペーパー」）

が代表例である。この報告書をまとめたブル

ース・レーマンは1996年に「WIPO著作権条

約」交渉の米国代表となったが，条約制定過

程でも，この主張を強力に唱えつづけた。し

かし，レーマンの主張は著作権の本質を変え

るものとして受け入れられなかった53）。

ローレンス・レッシグが『CODE』の中で，

この報告を厳しく批判しているのは，複製権

のコントロールを権利者の主張に従って，完

全な「著作権管理方式」として認めていけば，

私法が公法に取って代わるという危機感の表

れである 54）。彼によれば，この報告の中心

にあるのは「サイバー空間の本質が無秩序と

アナーキー」とする考え方であり，これを公

的に徹底管理する思想である。レッシグはコ

ードである各種の「技術的保護手段」が著作

権を管理することは「公法を私法で置き換え

ること」だと言うのである。「知的財産権と

全米情報基盤」報告をめぐる権利者と批判者

のせめぎあいは1998年のDMCA制定で一応

の決着を見たかに見えるが，実際にはDMCA

メディアとしての検索エンジン
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では，まだ十分に想定していなかった検索エ

ンジンサービスの登場と，その存在の急速な

拡大によって揺れ動いている。元来はインタ

ーネットにつながるLANの管理提供者であ

るISPに対して認められた免責規定を，検索

エンジンに適用したフィールド事件判決のよ

うな拡大解釈が生まれている。複製権至上主

義によって，動かしようがない米国だからこ

そ複製の許容を，あえてフェアユースやDMCA

の解釈により認めるという皮肉な現象が起き

ている。

インターネットを象徴する検索エンジンに

ついては著作権のみを取り出しても，検討す

べき事柄は非常に多い。さらに消費者保護の

問題などは，多くの矛盾を引き出しかねない

状況にある。

前章まで検討してきたように検索エンジン

は検索するキーワードの情報へのリンクを表

示するものであり，コンテンツ規制を受けな

い。しかし，機能的にみれば情報を順位づけ

て表示しておりメディアつまり情報媒体の機

能を持つ。それでは，どこが違うのか，これ

までのマスメディアと比較して検討する必要

がある。

疑似環境としてのマスメディア

まず，マスメディアについて整理してみた

い。マスメディアについての，もっとも基本

的な見解を与えてくれるのはウォルター・リ

ップマンの『世論』である。この『世論』は

印象的なプラトン『国家論』の「洞窟の比喩」

の引用に始まる。すなわち洞窟に鎖でつなが

れ壁を向いた囚人は，灯されるかがり火によ

って壁に映される影をあたかも実態として認

識する。現代社会において，この影こそマス

メディアである。リップマンは「ニュースと

真実は同一物ではない」55）として，人は自分

が知り得ない世界をメディアを通じて，いわ

ば影を世界として認識すると考えた。

リップマンの説をテレビ時代のメディア論

に発展させたのが藤竹暁の「疑似環境」説で

ある56）。マスメディアがもたらす「擬似環境」

を通じて「現実世界」を認識しているという

藤竹の主張は，インターラクションの不在が，

逆に大きな意味を持つことをすでに見いだし

ており，発表から40年を経ているが，テレビ

メディア理解の手掛かりとしてはもっとも大

きな成果である。

この「疑似環境」は，次に述べる「幻想の

共同体」として，テレビという強力な想像様

式を作り出した。

「幻想の共同体」としての国民国家

『想像の共同体』は米国の政治学者ベネデ

ィクト・アンダーソンの著書57）である。彼は

様々な概念を駆使して「ナショナリズム」の

起源を探ったが，なかでも印刷技術の発達，

つまり出版が「幻想の共同体」としての民族

を生み出したと考えた。

出版が盛んになる前，中世において，人々

は小さな村落共同体で暮らしていた。そこで

は世界は現実に見える範囲であり，目に見え

ない遠方や経験できない過去の時間は神に属

する世界だった。しかし，出版とともに小説

が普及し，小説を読むとともに人々の世界に

対する考え方は一変した。
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小説によって，人々はおなじ時間に異なる

場所で異なる人々が生活しているが，そこに

は共通の内面生活があることを理解すること

ができるようになった。たとえばパリにいる

少年とノルマンジーにいる少女はおなじ時間

に互いを知らずに生活しているが，その精神

活動の本質に違いはない。つまり同質の心理

を持つ。やがてパリという土地で二人の人生

が交錯する可能性がある。こうして人々は，

まだ見ぬ遠くの人物が自分とおなじ世界にい

るという想像力を持つようになった。

小説世界の発見によって，人々は巨大な共

同体内における同質の心理を持つ個人を発見

し，客観的な存在として認識し得るにいたっ

た。さらに新聞という「一日だけのベストセ

ラー」によって，その世界は拡大し，おなじ

言語を共有する共同体が存在するという確信

は揺るぎないものになった。こうして近代の

民族国家が生まれた。印刷による想像の様式

は，やがてラジオやテレビによって急速に拡

大する。

現在の放送は，われわれが世界の存在を認

識するもっとも強力な手段である。放送は一

定の空間に情報を電磁波のエネルギーとして

遍在させるしくみによって成り立っている。

情報は受信機がありさえすれば空間から簡単

に取り出すことができる。こうして山奥の孤

独な生活者も巨大な共同体に疑似現実を共有

することによって参加することになった。孤

独な個人は疑似現実の共有を介して想像の共

同体に参加しているのである。

しばしば，テレビに対して時間的制約，空

間的制約やインタラクティブ性の欠如が議論

されるが，それは欠点ではなくて強みである。

このことについて，もう少し考えてみたい。

マスメディアの役割とは事象の重要な変

化，新奇な事象の発生を感知し，必要であれ

ばその事象の意味を解明し，それが共同体に

とって重要であれば合意形成を行うことにあ

る。

具体的にいえば，情報には優先性があり，

その順位は国民の生命財産に関する緊急情

報，次に国民が直面するだろう社会的問題を，

先取りし解明し，平易に提出して合意を形成

することである。これに共同体としての記憶，

つまり文化伝統を加えたものがマスメディア

の情報の価値評価の尺度である。マスメディ

アにおいては，明示的ではないが，この一連

の価値尺度によって情報が順位づけられ提供

されている。

同時に，マスメディアの多くは広告メディ

アである無料放送であり，そこで重視される

のは媒体価値の最大化である。言い換えれば

視聴者との接触面の最大化，つまり高い視聴

率を確保することである。視聴率の向上は，

どの番組においても一般的に求められている

のである。ただし，それは情報の優先順位と

は別の次元の問題である。接触面を最大化す

るために行われているのは，世論の動向を予

測し，きわめて短時間に最大の効果を持つと

思われるテーマについての効果的演出を行う

ことである。

マスメディアにおいては，情報の優先順位

は守られているが，視聴率を高める演出の試

みに対する視聴者の反応は，放送後直ちに補

足され，さらに演出を改良して，次の放送に

向かうというサイクルになっている。短時間

での世論の動向把握と，視聴者の反応にあわ

せた演出の改良が欠かせない。このサイクル

には視聴者との直接的なインタラクティブ性

メディアとしての検索エンジン
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はない。インタラクティブ性がないが故に疑

似環境としての自立性や連続性が保証されて

いるのである。

インタラクティブな情報探索

マスメディアについて，以上のように把握

した上で，次にインタラクティブ性を有する

検索エンジンというメディアについて考えて

みよう。テレビなどに代表されるマスメディ

アとは異なり，ネット上の情報源である検索

エンジンは完全なインタラクティブ性を有し

ている。

このインタラクティブ性は単純に情報発信

者とメールのやりとりができるとか，掲示板

に書き込めるということにとどまらない。そ

うではなくて，以下にのべるように，ネット

の本質に根ざした重要な意味を持っている。

検索エンジンをマスメディアの影響力と直

接的に比較することに対しては，探索行動理

論に基づいた批判がある58）。その批判によれ

ば，検索結果は絶対的な事実の表示ではない。

なぜなら結果表示は質問入力に対する単一の

回答ではなく，いくつも選択ができる。さら

にフルテキストで提供される情報を検討する

ことによって，得られた情報から，さらに質

問を変化させることにより，より妥当な情報

に行き着くことができる。このようなダイナ

ミックな情報探索行動が検索エンジンでは保

証されている。この批判の論拠となっている

のが次にのべる，探索行動理論である。

近年WEBサイトの設計者の間で注目を浴

びている「いちご摘み理論」と呼ばれる探索

モデルがある。これはカリフォルニア大学の

マルシア・ベイツによって1989年に発表され

た探索行動理論である59）。

彼女は従来の情報検索モデル（図４）を批

判する。これではユーザーはシステムが理解

可能な質問を行わなければならない。つまり

質問する方法が分かっていないと役に立たな

い。

ベイツはユーザーが比較的広範囲のトピッ

クのひとつの特徴からスタートし様々な情報

に出会い，新たな質問を考え出す。つまり質

問自体が変化するモデルを考えた（図５）。質

問は検索結果ひとつで満足して終わってしま

うのではない。得られた結果から，情報の固

まりを少しずつ選択することによって，検索

キーワードを付加したり，変えたりしながら

検索を繰り返して，最後に満足のいく情報を

得るのである。

このように少しずつ変化する検索を「いち

ご摘み検索」と呼ぶ。この考え方は，具体的

に図書館での行動を思い浮かべれば直ちに理

解できる。閉架式書庫の図書館ではユーザー

は図書分類に従って図書目録から所蔵図書の

メタデータを検索し，該当していると思われ

る図書の分類番号を書き出して司書に渡す。

その結果が満足なものになるかどうかは本を
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開いてみるまで分からない。思ったような本

ではない場合，図書目録からもう一度やり直

すことになる。このやり方は検索する者の知

識やスキルによって，効果が大きく異なるの

である。一方で，開架式書庫の図書館であれ

ば，書架の本を実際に手にとってみることが

できる。そうして情報のありそうな本を選び

出しては知識を修正して，満足のいく結果を

求めることができる。

検索エンジンにおける探索行動が，上記の

モデルで行われているとすれば，検索結果は，

探索者の吟味を経て，次第に最適な情報に絞

りこまれていくことになる。逆にいえば，そ

のような吟味に耐える検索エンジンが広く受

け入れられているとも考えられる。

こうしたインタラクティブ性，非インタラ

クティブ性は検索エンジン問題を考える上で

きわめて重要な要素である。

この対照的な二つの性格を持つメディア

が，どのような関係にあるのかを考えること

が重要である。

リーンバックとリーンフォワード

われわれはマスメディアと検索エンジン

を，具体的にどのように使い分けているのか。

そのヒントがベイツの掲げる図（図６）に示

されている。この図の背景には知識と関心が

示されている。

探索者は知識という世界の中で関心に区切

られた領域で行動する。この場合，知識，関

心はあくまでも環境から与えられた世界であ

る。つまり疑似環境であるマスメディアの情

報が入力されて，初めて探索行動が始まると

考えてもよい。この行動はメディア接触態度

により二つに分けられる。それはリーンバッ

ク型メディアとリーンフォワード型メディア

である。通常，私たちは外界に注意を向けて

暮らしているわけではない。外界は与えられ

た世界として眺めている。これを端的に示す

のがリーンバックという体勢だ。これはテレ

ビをソファに座って眺めている光景である。

特に注目しているわけではなく，情報が流れ

ていく様を見ている。そうしてテレビは，こ

メディアとしての検索エンジン
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のあまり緊張感のない関係の中から重要な情

報を意識下に送り込む。ベイツの図に示す知

識という世界が，それに該当する。やがて，

関心を持つような情報を手に入れると，興味

が芽生えて，自分で情報を調べ始める。そう

するとリーンフォワードという体勢に入る。

リーンフォワードはものを調べる体勢であ

る。前かがみになり，書物やコンピュータを

相手に情報を集める。検索エンジンは，この

リーンフォワードという体勢に該当するメデ

ィアである。このように考えると検索エンジ

ンと既存のマスメディアは一連の情報行動の

図式の中に収まってしまう。

この点について，マス広告だけでなく，口

コミ，ブログなど様々な媒体の中に広告の効

果を見いだそうとする広告業界の中から新た

な全体構図が提出されている。それが「ホリ

スティック・コミュニケーション」である。

ホリスティック・コミュニケーション

次にホリスティック・コミュニケーション

とは，どのような主張なのかをみてみよう。

従来，広告業界においてはAIDMAの法則

が提唱されていたが，最近では検索エンジン

やブログ，SNSなどに注目してAISASのモデ

ルが提案されている。これがホリスティッ

ク・コミュニケーションと呼ばれる考え方で

ある60）。

AIDMAとはAttention（注意を喚起し）→イ

ンタレストInterest（興味が生まれ）→デザイ

アDesire（その商品を欲しいと思い）→メモ

リーMemory（その商品を記憶し）→アクシ

ョンAction（お店に買いに行く）という一連の

行動である。しかし，メディアがユビキタス

化することによってメモリーの部分のウェイ

トが軽くなり，消費者の購買行動は変わった。

新しい行動パターンはアテンション→インタ

レスト→サーチSearch（検索）→アクション

→シェアShare（意見共有）であるという。

その結果，アテンション，インタレストに

対してサーチ，シェアの比重が大きくなって

いる。サーチは検索エンジン，シェアはSNS

やブログと考えられる。このモデルは，次に

のべる「情報の二段階の流れ」とよく似てい

る。

コミュニケーションの二段階の流れ

アメリカの社会学者ラザーズフェルドが発

見したコミュニケーションの二段階説では，

マスメディアの情報は，まず接触度の高いオ

ピニオンリーダーにわたり，そこから一般の

受け手に流れるという構造を見いだしてい

る。1940年の大統領選挙でラザーズフェルド

は調査対象の21％が他人を説得したり，他人

から相談を受けていることを発見し，こうし

たオピニオンリーダーが有権者の投票行動を

左右する「オピニオンリーダー」と考えた。

さらに，このオピニオンリーダーはあらゆる

職業集団にみられるものであって，地域社会

の名士やリーダーではないことも確認した61）。

つまりマスメディアの情報は，いったんオピ

ニオンリーダーという媒介を経て浸透するの

である。この構造はインターネットでは，さ

らに顕著に現れる。

アルバート＝ラズロ・バラバシは『新ネッ

トワーク思考』の中でネットワークの内部で

多数のリンクを持つハブとなるサイトとごく

少数のリンクしか持たない，知られないサイ

トに二極化していることを発見したと述べて

いる 62）。彼によれば，サイトが持つリンク
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数別にサイトの分布を調べると釣り鐘型の正

規分布にはならずに，リンク数の極端に大き

いサイトと，ごく少数しか持たないサイトが

「べき乗」63）のルールで存在しているという

（図７）。

リンクの数と質から情報のランキングを設

定する検索エンジンは，バラバシが指摘する，

このごく少数のハブサイトを最上位にランク

していると考えられる。

そこで，ラザーズフェルドの「コミュニケ

ーションの二段階の流れ」について再度，考

えるならば，現在の情報の構図は疑似環境と

してのマスメディアと，情報感度のきわめて

高いサイト，ブログが存在し，後者は検索エ

ンジンによって見いだされるネット内のオピ

ニオンリーダーとして存在するという構図に

なっている。さらに，このとき検索エンジン

はオピニオンリーダーの最上位にある。

従ってマスメディアで日々もたらされる情

報が市民の興味を引きつけるならば，それは

次に，もっとも強力なハブに位置するオピニ

オンリーダーである検索エンジンへの質問と

なり，そこからマルシア・ベイツの主張する

いちご摘み型探索行動が開始される。

サイバー・カスケード

前節では，現状の変化として調和のとれた

ホリスティック・コミュニケーションが生み

出される世界を想定した。しかし，こうした

楽観的なモデルだけではない。全く反対に不

調和な世界を引き出す可能性もある。

シカゴ大学のキャス・サンスティーンは『イ

ンターネットは民主主義の敵か』64）の中で集

団分極化，サイバー・カスケードという重要

な現象を指摘している。集団分極化とはグル

ープで議論をすると，メンバーはもともとの

方向の延長線上にある極端な立場にシフトす

る可能性が大きくなる。インターネットなど

の新しい情報通信テクノロジーを使うと，同

じような人間が集まって議論をする結果，前

から考えていたことをもっと過激なかたちで

考えるようになるという現象である。似たよ

うな集団が，互いに影響し合ってコンテンツ

を編集し始めると，さらに加速して情報のバ

メディアとしての検索エンジン
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ルカン化が起こる。ここに集団のアイデンテ

ィティがからむと，さらに加速する。

インターネットが普及した世界では，情報

のスイッチが入れられると，分極化，バルカ

ン化が急速に進行して，ついには「サイバー・

カスケード」と呼ばれる「なだれ現象」を引

き起こすことになる。

インターネットは嘘をつくこともできるし，

嘘を暴くこともできるが，信用できそうな情

報を流すことによって集団の行動に火をつけ

ることもできるのである。

すでに検索エンジンによってサイバー・カ

スケードが発生したのではないかと指摘して

いるのはコロンビア大学のベンジャミン・ピ

ーターズである。

彼は2006年６月26日ベルリンで行われた

検索エンジンに関するワークショップで「検

索エンジン民主主義の危険」65）と題する講演

を行った。この講演は，2005年９月にデンマ

ークの新聞「ユランズ・ポステン」紙がイス

ラム教の予言者ムハンマドを揶揄する漫画を

掲載したことから始まった暴動事件を取り上

げている。この暴動事件は，記事に対する直

接的な反応ではなく，むしろやや時をおいた

2006年になって急激に悪化したことに特徴が

ある。事件の発生から暴動の広がりを理解す

るにはインターネットに情報があふれたこ

と，それを検索エンジンが後押ししたことが

重要な鍵になっている可能性が強いとピータ

ーズは考える。

この事件ではイランの首都テヘランをはじ

めアフガニスタンやパキスタン，リビア，ナ

イジェリアなど各地で暴動が起こり，多数の

死傷者を出した。ピーターズは，ユランズ・

ポステン紙や，デンマークのイスラム教徒に

よるパンフレットといういくつかのきっかけ

はあったにせよ，その影響は限定的であり，

最終的にこの情報を世界中に爆発的に拡大し

たのは検索エンジンだと主張している。

いまでもグーグルやヤフーの検索エンジン

で「ムハンマド」というキーワードを入力す

ると，事件の記事や暴動の原因となった戯画

が最上位にランキングされている。

彼は，この情報のなだれ現象が起きた理由

について，新聞や雑誌は，こうした事実を伝

えるについて抑制的であるのに対して，アル

ゴリズムが自動的にランキングを決定する検

索エンジンは「結果」に無頓着であることを

指摘する。

既存のマスメディアは，編集者が危険性を

知っているし，自分自身が標的になる可能性

を知っているから，このような問題を慎重に

取り扱う。実際に世界の有力新聞は，こうし

た戯画を掲載しなかった。

反対にインターネットの世界では，こうし

た既存のメディアで抑制されている情報が，

かえって多くの人々の興味をかき立て，評判

を呼ぶことになる。さらに，そうした情報の

伝播は検索エンジンによって加速される。そ

うしてクリック数が増加し，検索エンジンの

結果上位にムハンマド漫画や批判煽動文書が

登場する。

こうなると，メディアでいう「地位付与の

機能」66）が働き，検索エンジン上位であるか

ら，ムハンマドのカリカチュアは重要なニュ

ースであると人々は考えるにいたる。さらに

膨大な数のクリックによって，こうしたWEB

サイトは検索結果の最上位に位置することに

なる。まさに大衆民主主義の皮肉な逆説によ

って，選ぶべきでないものを選んでしまう危
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険性が検索エンジンにはあるという。

彼は検索エンジンのアルゴリズム研究者は

編集学と倫理学と民主主義を学ぶべきだとい

う。この巨大な暴動，悲惨な結果を招いた多

くの原因が検索エンジンによる仲介機能にあ

るにもかかわらず検索エンジンの関係者は，

誰一人責任も痛みも感じていないだろうから

である。その一方で編集者は職を失い，多数

の死者が出ている。なのに肝心の検索エンジ

ンは「事件とは関係がない」のである。

彼は「オンラインで大量の検索データをふ

るいにかけるフィルターが，これまでのグロ

ーバル・コミュニケーションという舞台の重

要な振付け師であったはずのマスメディアの

倫理観に取って代わってしまった。クリック

回数という民主主義が（ゆがんでいるにもか

かわらず）報道業界や一般社会におけるゲー

ト・キーパーの階層制度を覆してしまった」

という。

ムハンマドの事件で明らかなように，パー

ソナルコンピューターとインターネットの発

達は国家という境界を突破している。また国

家という共同体内を多極的に分極化してい

る。例えば，一定のドメイン内にネットワー

クを構築しても，そのうちの１台のパーソナ

ルコンピューターに，別のレイヤーのネット

ワークが構築されるという事態が容易に起こ

り得る。たとえファイヤウォールの内側にあ

っても，内部のパソコンが接続要求を出して

いれば，当然，扉は開かれてしまう。これが

逆張りである。内側から開かせれば，どのよ

うな頑丈な城壁も無防備に扉を開いた状態に

なる。インターネットの本質は端末と端末が

相互に通信を行う仕組みであるから，端末が

見かけ上，どの領域に属しているかというこ

ととは別に仮想の領域がいくらでも作り出さ

れるのである。

インターネットで情報をみることはテレビ

をみることと本質的に異なる。WEBサイト

をみようとすれば「GET」要求を出して，相

手側から当該情報を入手し複製した上で閲覧

するという行為が行われている 67）。「情報の

自己コントロール権」が叫ばれるのは，この

ように自己の行為として相手側に情報を渡す

ことによって初めて，情報を入手し得るとい

う世界が存在するからである。多分に感覚的，

直感的であったこれまでの慣習的な情報の世

界とコンピューターがネット上でつくりだす

世界の情報には根本的な違いが存在する。

さて，そのように自在に自己の存在する領

域を変化させると自らマスメディアの世界が

描いていた想像の共同体は変容を来す。例え

ばマスメディアの代表であるテレビに対して，

人々は何を要求しているかといえば「時間と

空間の制約からの解放」が主張されている。

しかしながら，すでに検討したように時間的

同時性と空間的制約こそ，当の想像の共同体

を成立させてきた理由である。

したがって，時間と空間が様々に変化する

情報空間を主張することは，同時に，新しく

誕生する共同性の想像様式について思いをは

せる必要が出てくるということである。

まとめ

検索エンジンはインターネットが生んだ最

強のゲート・キーパーであり，メディアとし

ての機能を有する。しかしながら，依然とし

て，われわれはその仕組みを十分に知ってい

るとはいい難いし，その取り扱いに幅広い合

意を形成しているとはいい難い状況にある。
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また，その規制の在り方についても，複雑多

岐にわたり合意を得られる状況ではないとい

える。

インターネットは既存のマスメディアが生

み出した「想像の共同体」としての国民国家

の枠組みを超えてしまった。そうした中でス

ケールフリー・ネットワークの世界における

「べき乗の法則」が働き，検索エンジンは，

いまや世界中の情報のハブになりつつある。

この世界的規模の情報システムをどのよう

に取り扱うのか？　そのパワーが生み出す新

たな共同性がどのように存在するのかについ

て，一国的なレベルを超えた議論が必要な時

代に入っている。それがもたらす情報のジャ

ングルを人々がどのように安全に通り抜ける

ことができるのか，広範に収集される個人情

報をどのように取り扱うのか，こうした議論

が活発に提起されなければならないだろう。

検索エンジンの切り開いた世界で誰と誰が

「歴史的必然」によって出会うのか。いまだ

解明されていないことは余りに多いのである。

（みうら もとい・こばやし けんいち）
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