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「情報ポンプ」検索エンジン
2004年，インターネット上で公開されたフ

ラッシュムービー作品が話題を呼んだ。タイ
トルは「EPIC2014」1）。この作品は WWW の
誕生が知識情報革命を生み出し，やがて，そ
の勝者は検索エンジンになり，数多の情報
産業を吸収し，新聞との最終戦争を経た後
に，EPIC というサイバー空間に統一される
という予言的 SF 作品だった。この作品に描
かれる未来世界は進化型パーソナライズ情
報構築網（EPIC）が，すべての人間の情報行
動を一元化管理するという点で，オーウェル
の「1984」を想起させている。しかし，すでに
SF 的予言を超えて，検索エンジンは私たち
の情報生活を根本から変え始めている。図1

は検索エンジンが，その巨大なコンピューター
網を駆使して，Web 上の検索から，次第に裾
野を広げて書籍やビデオなど多様なメディア
を一元化していく現状を描いている。

この図からわかるように，検索エンジンは
インターネット上のあらゆる情報を吸い込
み，ユーザーに供給する「情報ポンプ」である。

そして，注意しなければならないのは，その
「情報ポンプ」はわずか数社の民間企業が所
有しているという事実である。

ドイツでは，すでに検索エンジンのこうし
た現状について危惧を示す主張が出始めてい
る。1月に開かれた北ドイツ放送創立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

検索エンジンは，いまや私たちの情報入手にとって欠かせない手段となっている。今後も，
その影響はさらに巨大なものになるだろう。21世紀に，最初に体験した情報革命が検索エン
ジンだったと言っても過言ではない。検索エンジンが，マスメディアのような影響力を持ちう
るとすれば，検索エンジンをメディアとしてとらえることが必要となる。本稿では検索エンジ
ンをメディアとしてとらえる基本的枠組みを検討し，今後の吟味に備える足がかりとしたい。
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図1　検索エンジンは情報産業を一変する
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と受け入れられていることに驚くほか無い」と
のべた 2）。

本稿では，この近未来 SF を実現しつつあ
る「メディア化しつつある検索エンジン」を
取り上げ，1）「検索エンジンとは何か」，2）「メ
ディアとしての検索エンジン」という 2 つの
テーマについて検討する。この他の知的財産
権問題など重要な論点については稿を改め順
次，検討を進めていく予定である。

短い歴史「検索エンジンとは」
インターネットで情報を検索する時，コン

ピューター画面に表示されるページのことを
Web ページという。通常，情報を発信するた
めには複数枚の Web ページが必要であり，こ
の Web ページの塊を Web サイトと呼ぶ。検
索エンジンは，インターネット上にあるWeb
ページをデータベース化して検索により必要
な情報を表示するシステムで，それ自体「検索
を目的とするWeb サイト」としてインターネッ
ト上に提供されている。検索エンジンを運営
する企業は，表示するページの一部に広告を
掲載するなどして広告収入を得ているため，
利用者は無料で検索エンジンを利用できる。

検索エンジンはデータベースの構築方法に
より，公開されている情報の全文をシステム
が取り込んで整理しキーワードにより検索を
行うロボット型と，Web サイトの内容によ
りカテゴリー別に分類してデータベースへ登
録するディレクトリー型の 2種類に大別でき
る。日本でよく使われている検索エンジンで
は，ロボット型として Google，goo，MSN サー
チなどが，ディレクトリー型では Yahoo! が
ある。しかし最近は利用者の利便性を考え，
ロボット型がディレクトリーを備えたり，逆

にディレクトリー型がロボット型のキーワー
ド検索の機能を取り入れて運用している。

検索エンジンの開発
コンピューターがまだ一般家庭に入って来

る前，ユーザーの中心は学者や技術者で，彼
らは研究論文や資料を見つけ出すのに多くの
時間をとられていた。この負担を軽減する目
的で，1990年にカナダ・マギル大学の学生ア
ラン・アンタージュが Archieという検索ツー
ルを開発した。Archie はインターネット上で
各ユーザーがディスクに保存しているファイ
ルを検索し，ファイルのタイトル（現在のよう
に内容まではとても手が回らなかった）のイ
ンデックス情報を作成してデータベース化し
ていた。検索する人がキーワードを入力する
と，Archie はキーワードとインデックスを照
合して関係ありそうな場所を検索者に知らせ，
それをもとに検索者はファイルのあるコン
ピューターに接続してファイルを手に入れる，
といった仕組みである。今にして思えば手間
暇もかかり，使い勝手も悪いしろものだが，
ほかに手段が無いため専門家の間では重宝が
られた。同じころ，ネバダ大学では Veronica，
ミネソタ大学では Gopher と呼ばれる同様
な検索システムが開発された。Gopher はメ
ニュー形式による検索システムをとっていた。

1991年，欧州核物理学研究所で考案され
所内で使われていた WWW（ワールドワイ
ドウェブ）というドキュメントシステムが一
般に公開され急速に広がると，これを検索
したいという需要が高まった。このニーズ
に応えるべく，1993年マサチューセッツ工
科大学のマシュー・グレイは Web ページを
検索する WWW Wanderer という検索エン
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ジンを開発した。WWW Wanderer はイン
ターネット上を自律的に検索して Web サイ
トのインデックスを自動的に作る，最初のロ
ボットエンジンである。これにより急増する
Web ページの検索が可能になった。

し か し こ の Wanderer も，1994年 ワ シ
ントン大学のブライアン・ピンカートンが
Web ページ全文をインデックス化できる
Web Crawler というエンジンを開発すると，
あっという間に取って代わられることにな
る。この Web Crawler が，Google など今日
の Web ロボットの原型とされている。同じ
1994年カーネギーメロン大学のマイケル・
モールディンが Lycos を発表する。このエ
ンジンは Web ページの内容だけでなく別の
ページへ張られたリンクも分析してインデッ
クス化することと，検索結果に Web ページ
のサマリーを表示などの新機能を備えてい
た。日本では 1998年にライコスジャパン社
を設立して日本語によるサービスを開始した
が，2002年に楽天に買収され，2003年に楽
天傘下にあるインフォシークと統合された。 

スタンフォード大学の 2人の学生，ジェ
リー・ヤングとデビッド・フィロが Web サ
イトのリンク集を作り，「ジェリーとデビッド
の WWW ガイド」として公開したのも 1994
年である。始めは遊びのつもりだったが，あっ
という間に増えたアクセス数にビジネスチャ
ンスの感触を得て，翌年ディレクトリー型の
検索サイト会社・Yahoo! を設立する。今日
のディレクトリー型をメインとする形態は，
Web サイトのリンク集に端を発するゆえんで
ある。日本では 1996年ソフトバンクとともに
会社を設立し，Yahoo! Japan として日本語に
よるサービスを開始し，現在日本で最も利用

されている検索エンジンとなっている 3）。
1995年になるとコンピューターメーカー

のディジタルエクイップメント（DEC）社が
AltaVista を発表する。このエンジンは同社
が開発した高速コンピューターの性能を宣伝
するために開発されたとも言われているが，
1990年代後半には世界最大規模の検索サー
ビスとして人気を博した。しかし，DEC が
経営上の問題から 1998年コンパック社に買
収されたため AltaVista もパソコン会社の
一事業となり，その後変遷を重ねて 2003年
オーバーチュア・サービス社に買収された
が，オーバーチュア・サービス社そのものが
Yahoo! 社に買収されたため，Yahoo! の中で
AltaVista の技術が生かされる形となった。

カリフォルニア大バークレー校のエリック・
ブリューワーとポール・ゴーティエは 1996年
Inktomiという会社を設立し，他社のポータル
サイトに検索エンジンを提供する仕事を開始
した。黒子に徹していたこのエンジンが世の中
に知られるようになったのは，1998年 Yahoo!
の検索エンジンに採用されたことによる。

その Yahoo! の検索エンジンの座を Inktomi
から奪ったのが，Google である。1998年，ス
タンフォード大学のラリー・ペイジとサーゲイ・
ブリンが発表したGoogleは，検索の速さと新
理論による結果の表示順位付けから，「的確な
情報が素早く得られる」と利用者の評判を呼び，
一躍世界中から注目される検索エンジンとなっ
た。2000年，Yahoo! の検索エンジンとして採
用されたGoogleは魅力的な技術を数多く提供
したが，その存在感の増大が Yahoo! の危機感
を招き，Yahoo!は 2004年にGoogleを切り離す。

1997年にビル・グロスが設立した GoTo は
広告連動型の検索エンジンサイトで，2001年に
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はOvertureと名称を変更し，Yahoo!やMSN（マ
イクロソフト）とも契約を結び，広告型検索エ
ンジンの先駆者として一世をふうびする。しか
し，Google の急成長に不安を感じたYahoo! や
MSN が業務方針の見直しを図るなかで，MSN
は検索エンジンを独自に開発する道をえらび，
Yahoo! は 2003年業務提携していた Overture
を買収して Inktomiと組合せ，YST（Yahoo! 
Search Technology）を世に送り出す。

MSN は Overture や Inktomi と提携しな
がら検索サイトを運営してきたが，2003年
ごろから独自のエンジン開発に取り組み出
し，2005年に MSN サーチ正式版を発表し今
日に至っている。主な検索エンジンの変遷を
図示すると次のようになる（図2）。

ロボット型検索エンジンの技術
ロボット型エンジンの仕事は，世界中の

Web ページを自分の作業場に取り込み，独自

の方式で整理し索引（インデックス）を付けて
データベースに収納し，要求に応じて素早く必
要なページへのリンクを表示することである。

検索エンジンは次の3つのパートにより構成
されている。① Web ページを検索し情報を収
集する（クローリング），②情報をデータ化し索
引（インデックス）を付ける（インデクシング），
③ユーザーの問い合わせと索引を結びつけて処
理し，結果を表示する（クエリープロセシング）。

クローリング
クローリングとはクローラーまたはスパイ

ダーと呼ばれるプログラムにより，インター
ネット上の Web ページの情報を収集するこ
とである。クローラーは，インターネット
上の Web ページからリンクを伝わって他の
ページへ跳び，そのたびにそのページをダウ
ンロードする。このクローラーが自動的・自
律的にインターネット上を巡回することか

図 2　3大エンジンの変遷
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ら，ロボット型エンジンと呼ばれる（図3）。
しかしクローラーというプログラムの実際

の動きは単純で，膨大な数の「ページを複製
させて欲しい」という要求をインターネットを
通じて各 Web ページに送りつけ，送り返され
てきたデータをインデクシングに手渡しする
だけである。この時クローラーは各ページに
あるリンクをすべて書き出し，これから送り
出されるクローラーへ情報を伝える。この情
報をもとにクローラーは出す要求の優先順位
を決めるわけである。この順位付けがないと，
相互にリンクを張っている Web ページに対し
ては何度も何度も際限なく要求が繰り返され
てエンジン側のシステムがダウンするだけで
なく，要求を送りつけられる Web ページ側も
大きな負荷に悩まされることになる。

クローラーが巡回するWebページが多けれ
ば多いほど抜けの無い，またクロールする回数
が多ければ多いほど新鮮な情報のデータベース
が出来上がる。Webページの更新頻度に応じて，
巡回の頻度にも高低がつけられる。初期のクロー
ラーはWebページのタイトルだけしか取り込め
なかったが，今日のクローラーはWebページ全

体を取り込むため，文書ファイル，音声，動画
といった情報についてのデータも処理している。
処理済みのWebページは一定期間後に消去さ
れることになっている。

インデクシング
インデクシングとは，情報をデータ化し索引

を付けてデータベースへ登録する作業で，クロー
ラーが集めてきたWebページ情報を処理手順
に従い扱いやすいデータに変換し，索引を付け
てデータベースへ格納する作業である。この時
データをどのように作成するかにより，データ
ベースの性能や機能が大きく左右される。

「NHK 放送文化研究所は港区にある」と
いった文章があったとき，①あらかじめ決め
た文字数で機械的に一字ずつずらしながら区
切る方法と，②システムが持っている単語
辞書をもとに単語に分ける方法の 2通りがあ
る。①で文字数を 5 とすると，「NHK 放送」

「HK 放送文」「K 放送文化」「放送文化研」「送
文化研究」…となるのに対し，②では「NHK」

「放送」「文化」「研究所」「は」…になる。①
はルールが簡単なため処理が速くできる反

図 3　クローリング
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面，データ量が多くなり検索に時間がかかっ
たり，文章の内容と関係ない単語ができてし
まって検索意図にそぐわないページが結果に
混ざったりする欠点がある。②では対象外と
する言葉（英語では and,of,the など）を決めた
り，日本語のように区切りのない記述では「分
かち書き」にしたりなどの煩雑な事前処理が
ともなうが，文章の中で個々の単語がもつ意
味を正確に反映できるため，的確な検索結果
が得られる。そのため多くの検索エンジンは
この方法を使ってインデキシングしている。

クエリープロセシング
キーワードによるユーザーからの問い合わせ

に対し，索引をもとにWebページのデータベー
スから適合しているものを見つけ出し，検索結
果画面へ表示する作業を受け持つ。キーワード
と索引の照合では厳密にその単語だけでなく，
関係がありそうなものまで含めて検索結果に表
示できるよう，様々な工夫をしている。例えば

「NHK 放送文化研究所」を探したいが，正確な
名称が不明なときは「放送研究所」というキー
ワードで検索してみると，「NHK 放送技術研究
所」「情報通信研究機構」「メディア総合研究所」
などといっしょに「NHK 放送文化研究所」が表
示される。完全に正確な言葉でなくても，シス
テムが補完作業をして欲しいページを見つけ出
してくれるわけである。これらのページは，自
分自身またはそのページに向けてリンクが張ら
れているページのどこかに「放送研究所」「放
送」「研究所」の言葉があるため表示されたも
ので，「NHK 放送文化研究所」以外はこの検索
ではノイズとなるが，ユーザーが他のページを
探している場合は欲しいものを含むため，いち
がいにノイズとして排除することはできない。

また，検索結果を表示する時，たくさんの該
当ページを持つWebサイトの場合，検索結果と
してすべてのページを表示するとリストが大量
になってしまい，目的のページが見つけにくい。
その場合，いくつかのページを一くくりにして表
示し，リストを見やすくする工夫がなされる。

検索結果をどのように順番付けて表示するか
は各エンジンが独自の考えに基づいて行ってい
るが，Googleでは独特のページランクという考
え方を取り入れて順位付けを行っている。

分散処理
Google は世界で最も多くのユーザーに使

われている検索サイトで，システム面でもビ
ジネスモデルでも独自のやり方をとってい
る。ハード的には，その卓抜した分散コン
ピューティング技術が基盤となっている。

世界中の Web ページを処理するために
Google は，大型の高速コンピューターを使わ
ずに多数の安価なサーバーを使ってシステムを
構築している。サーバーの性能は一般の人が
自宅で使う程度か，それより少し低い場合もあ
るという。安価なことから増設や交換が容易に
でき，多数のサーバーに分散処理させることに
より暇なサーバーに仕事を振り分けて，トータ
ルとして素早い処理が可能になるという理屈で
ある。詳しい数字は公表されていないが，数百
台のサーバーから数万のクローラーが送り出さ
れて世界中の Web ページを 24時間収集して
おり，システム全体で使われているサーバーの
数は175,000台にのぼると言われている 4）。

ページランク
2006年3月1日の朝日新聞に次のような記事

がある。“学術情報サービス会社「トムソンサ
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イエンティフィック社」（本社・米国）は引用
回数が多く，影響力の大きい科学論文の世界
ランキングを発表した。研究者別で，11本の
論文が入った大阪大の審

あ き ら

良静男教授（免疫学）
が世界1位に，新潟大の田村詔

の り お

生教授（物理学）
が 8本（米国研究者と同数）で 2位に入った。”

ページランクはこの学術論文の引用回数を
業績評価に用いる考え方から生まれた。学術
論文では通常，自分が研究を開始した動機や
目的を説明したり，自分の理論・推論の正当
性を証明するために，先行研究や他の研究者
の論文を引用という形で利用する。引用する
側，される側が共に学術論文のレベルに達し
ている場合，引用される回数の多さはその論
文や書いた学者の影響力，信頼度，業績を評
価する重要な判断材料の一つとなる。

同様に，ほとんどの Web ページは単独でイ
ンターネット上に置かれているわけではなく，
他の Web ページとなんらかの関連を持ってい
る。それが一つのWebページからもう一つ（複

数の場合もある）の Web ページへリンクを張
るという形で現れるため，リンクの状態を調べ
ることにより，どのページが他のページからよ
り多くリンクを張られているかが分かる。この
仕組みを利用して表示順位の判定を行うのが，
Google のページランクというシステムである。

リンクの数とともに，どの Web ページから
リンクされているかも大きな意味を持つ。学
術論文では高名な学者が書いた論文や権威あ
る賞の受賞論文が，学部生の卒業論文と同等
に扱われることはありえない。同様にWebペー
ジでも，重要なページからリンクされている
ページは価値があり，そうでないページから
リンクされているページは価値が低いと見な
す。政府や大学，研究機関などの Web ページ
と個人が趣味のために開いているWeb ページ
では，重み付けを変えようという考え方であ
る。リンク数とリンクしているページの重みに
より各 Web ページのページランクの初期値が
決まり，以降，おたがいにリンクを張りながら，
ページランクが変化していくわけである。

考え方は示されたが具体的なデータがすべ
て公開されているわけではないこと，Web ペー
ジの内容についてはまったく判断の材料とし
ていないことなどから，ページランクの運用を
始めた初期には，ページの内容とは無関係に
ランキングを行うことについて苦情が相次い
だ。この問題は本質的な矛盾を抱えていると
言えるが，現在のところまでは最適のランキ
ング方法と考えられている。しかし，あくまで
も特定企業の編集方針であるが，世界的な検
索市場が 3大エンジンの寡占状態にあり，欧
州などでは独占的な位置にある企業が行うラ
ンキングだけに影響は大きい。2006年4月現
在の主なページランクは表1のとおりである。

ランク Web サイト
10 Google（米）

米国政府
ホワイト・ハウス
Apple（米）

9 Yahoo!（米）
MSN（米）
NASA
ハーバード大学
慶応大学
東京大学
BBC（英）

8 日本政府
首相官邸
早稲田大学
ABC（米）
CBS（米）
NBC（米）

7 京都大学
NHK
朝日新聞
読売新聞

表1　主なWebサイトのページランク（2006 年 4月）
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ビジネスモデル
Google は，Web ページに広告の画像を表

示するバナー広告ではなく，検索キーワー
ドをオークション方式で売り，そのキーワー
ドによる検索があった時に，購入者の Web
サイトを検索結果のページに表示するキー
ワード広告を主な収入源としている。この広
告方式を最初に始めたのは Overture だが，
Overture は検索結果の上位に広告主のサイ
トを表示するのに対し，Google は検索結果と
広告サイトを別立てで表示したため，純粋な
検索結果が得られると人気を集めた。検索エ
ンジンは，このキーワード販売によって，は
じめてビジネスモデルを確立した。2004年
Google が株式を公開するや 40億ドルの資金
を瞬時に市場から調達するに至った。この潤
沢な資金を元に，検索エンジンをマルチメディ
ア化し，さらに世界中の情報を収集，公開す
ることによってメディアとして確立させ，情
報産業を一変させようとしているのである。

メディアとしての検索エンジン
ロボット型検索エンジンは全世界で数社

が寡占している状態にある。わが国にも検
索サイトは数多あるが，実際には Google か
Yahoo! からデータの提供を受けているのが
現状である。世界の検索エンジンが米国の数
社によって運営されているという事実は，こ
れらを寡占的なメディアとして検討する必要
のあることを示唆する。

検索エンジンをメディアと言うことに違和
感を覚えるかもしれない。検索エンジンをメ
ディアとして捉える必要があるということに
ついて，一番わかりやすい例は，誰でも同じ

質問を検索エンジンに入力すれば，検索エン
ジンは同じ表示結果を返して来るという事実
である。例えば，複数の人間が同時に「憲法
第9条」や「靖国神社」といった検索を行えば，
同じ結果が返ってくる。これは，メディアの
持つ性格である。同時に多数の人が入力した，
同一の検索語に対して同一の結果を表示する
検索エンジンはマスメディアのひとつと考え
られる。

Google に「靖国神社」と入力すると 371万
件の検索結果が得られたという表示が行われ
る。ちなみに Yahoo! で検索すると 190万件
の結果が得られたという表示が行われる。こ
こでまず表示されるのは 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指示が Google
の画面上に現れるが，この検索を行った場合
も，実際に検索結果が表示されるのは 996件
までであった。すべての検索結果を表示する
ことは出来ない。すべての検索結果を表示す
ることは負荷がかかりすぎるからであろう。
しかし，検索結果は，検索エンジンが収集した，
すべてのページを表示するものではないこと
は重要である。100 ページ以降にランクされた
情報はネット世界においては水平線の下にあ
る「見えない情報」となっている。

さらに，表示される 100 ページの情報をす
べて見るという人はきわめて少数だろう。多
くの人は第1 ページを見て検索を終える。ド
イツにおいて検索エンジンの世論操作力につ
いての検討を行った調査では 5），検索を実施
したケースの 80.6% において，実際にアクセ
スされたのはランキングの 1 ページ目に載っ
ているウェブサイトであり，ユーザーが2ペー
ジまで見たケースは全体の 13.2% に過ぎない
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と指摘されている。つまり「検索結果として 1
ページ目に表示されない（ランキングの低い）
ウェブページは世の中に存在しないも同然」
となっている。新聞の第一面のトップニュー
スはほとんどの人が見るが，小さな記事は見
落とされる。したがって，検索エンジンの持
つランキング技術は非常に重要である。

こうした順位付けは前節で紹介したように
ページランキングその他の検索エンジン各社
のプログラムが持つ独自の編集アルゴリズム
に基づいている。自動的にコンピューターが
処理するとはいえ，何を先に表示するかは検
索エンジンの死命を決める課題であり，それ
は入念に計算された編集方針に基づいて行わ
れている。

したがって，検索結果は「事実の表示」で
はなく「意見の表明」である。これは検索エ
ンジンが主張していることであり，2003年
のオクラホマ地裁の判決で「ウェブサイトの
重要性に対する検索エンジンの表示は見解で
ある。検索エンジンの方法によって，その表
示は変わる。したがって Google 社が採用し
ているページランクシステムは憲法修正1条
に保証された表現の自由によって保護され
る」とされたことからも明らかである。

検索エンジンの種類によって検索結果が違
うことについては，同一検索フレーズを用い
て Google，Yahoo! の両方で検索を行い，上
位50位以内で，どちらの検索結果にも上位
にリストされた URL の数を調査した例があ
る。それによると上位50位以内に表示され
た同一 URL は全体の約18% に過ぎない。こ
のことは検索エンジンにより結果に相当なバ
ラつきがあることを示している 6）。

ニュース等の情報について同一検索語を入

れた場合に，同一の結果を多数の人々に同時
に表示すること，そして表示は意見の表明
であることから，検索エンジンはメディアそ
のものであるといえる。そのことから，特定
の検索エンジンが独占的シェアを占めた場合
に，メディアに求められる言論の多様性が保
証されずに，損なわれるのではないかという
疑問が導き出される。

メディアとして検討を行う必要性
まず，検索エンジンをメディアとして捉え

た場合に，どのような課題があるのかを検討
してみたい。これは言論法が検索エンジンに
適用されるのかどうかという問題である。日
本では，言論法は現在のところ放送法として
定められているだけである。一般に放送にお
いて「周波数資源の希少性」が特段に多様性
を保証するための法の存在根拠と説明される
が，情報手段が特定の支配的主張に独占され
ることを防ぐという主張そのものは放送に限
られたものでは無い。言論法的視点から考え
れば，実質的に特定のメディアが情報の独占，
寡占を行っているかどうかが問題となる。

インターネットも放送と同じように取り扱
うことが出来るのだろうか ? インターネット
と放送のかかわりについては，これまでも検
討が行われており，それらの検討が参考にな
る。たとえばホフマン = リーム教授は憲法上
の放送概念を，1）情報が公衆に向けられてい
るか，2）通信技術によって送信されているか，
3）その情報に意見形成効果があるか，の三
点から考えている。ここからインターネット
による情報提供も放送に匹敵する意見形成効
果を持つ場合には放送にあたると見なすこと
が必要だとのべている 7）。またフランスでは
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1986年法「コミュニケーションの自由に関す
る法律」第2条で視聴覚コミュニケーション
について「公衆または公衆の範疇に入るもの
に対して，電気通信の手段により，記号，信号，
文字，画像，音声および指針の性格を持たな
いあらゆる性質のメッセージを提供すること
を意味する」と定義されており，「公衆に向け
て発するメッセージであれば視聴覚コミュニ
ケーション」とされ放送法制にふくまれるこ
とを指摘している 8）。ここからインターネッ
トであっても世論への支配力を持った場合に
はメディアとして言論法の枠組みからの検討
を行う必要があることが導かれる。

現在，私たちが主要な情報を，どの手段
を通じて入手しているのかについて「平成17
年版情報通信白書」は興味深いデータを紹介
している 9）。インターネット利用者がどのメ
ディアを情報源としているか調べたものだ
が，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，健康に関わる情
報は，すべてインターネットが首位を占めて
いる。こうしたことからもインターネットに
おいて検索エンジンがメディアとして大きな
位置を占めていることが推測できる。

それでは検索エンジンのシェアはどのよ
うになっているのだろうか。2005年の調
査では，全世界で検索エンジンのシェアは
Google が 57％，Yahoo! が 21％，となってお
り非常に寡占的な構造になっている（図4）。
冒頭で紹介したホフマン = リーム教授は「マ
ルチメディアの領域で情報操作の危険性を
持った情報選択機能，つまりアクセスと利用
者行動のコントロールを支配的に行える状況
が生じている」と警鐘をならす。

特定の企業がメディアにおいて，どの程度
のシェアを握っていれば問題となるのか。こ
れについて放送では，以下のように規制され
る。まず日本においては「マスメディア集中
排除原則」が存在する。これは放送法2条に
基づく「放送普及基本計画」において「1 のも
のが支配可能な放送の数を制限しており，そ
の数は原則として 1 に制限」されている。ま
た新聞，テレビ，ラジオの三事業の兼営は禁
止されている。

諸外国の例を見ても，米国においては 4大
ネットワーク間の合併は禁止されており，ま
た全国視聴可能世帯の 35% を超える商業テ
レビ局の複数所有が禁止されている。英国で
は合計全国視聴時間率15% を超える複数所
有，支配，又は有資格権益の保有が禁止され，
フランスも全国テレビ局について複数許可の
取得が禁止されている。ドイツにおいては「放
送に関する州間協定」によって放送事業に出
資している企業が，年平均で 30% を超える
視聴率の合計をテレビ市場で獲得した場合，
当該企業に支配的世論操作力があると見なさ
れる。

世界でもっとも言論法が整備されているのはド
イツである。昨年10月にドイツの「German Law 

図 4　検索エンジンのシェア（世界）
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Journal」は，こうした観点からの検討を行った論
文「Search Engines as Gatekeepers of Public 
Communication: Analysis of the German 
Framework Applicable to Internet Search 
Engines Including Media Law and Anti-trust 
Law」10）を掲載した。次に，この論文をもとに検
討を進めてみたい。

コミュニケーションにおける自由
同論文によれば，ドイツ憲法であるドイツ

基本法5条（1）は「出版，放送，映画による
報道の自由は保障される」と規定している。
これに関してドイツ連邦憲法裁判所は「放送
の自由は，従来のリベラルな自由にとどまら
ず，社会全体のコミュニケーションを客観的
に保証することである」として自由でオープ
ンな公共コミュニケーションが，常に可能な
状態におくことを国家に求めている。この規
定は公共的コミュニケーションの保証と民主
的世論の形成を意図しているところから，ド
イツ基本法5条（1）にいうところの「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
態である」と理解されるべきであると考えら
れる。このように考えた場合，検索エンジン
は，この憲法条項の適用範囲に存在すること
になる。現在の法的枠組みの中では，直ちに
多様な検索エンジンの多様性を法的に保証す
ることは求められてはいないが，ドイツ基本
法第5条からみるならば立法府は世論形成に，
特定のコミュニケーション手段が世論に対し
て支配的影響力が及ぼすのを防止しなければ
ならないと考えられる。この問題はメディア
の集中排除問題そのものである。

放送とインターネットサービスを同じもの

として扱うことが出来るのかどうか，まだ多
くの検討を行う必要がある。しかし，ドイツ
の戦後言論法の到達点を考えるならば，ドイ
ツ基本法にもとづいた，検索エンジン問題へ
の取り組みが，検討課題としてあがってくる
ことが考えられる。

次に，同論文では独占禁止の観点からの
検討の可能性を探っている。ドイツの「競争
制限禁止法」20項（1）では「圧倒的な市場支
配力を持つ企業は，通常，他の企業に対して
オープンであるべきビジネス取引において不
当に他の企業を妨害したり，差別したりして
はならない」と定めている。この場合は「製
品の代用は可能か」ということが問題となる。
検索エンジンに登録してもらうには，クロー
ラーに発見してもらうか，キーワードを購入
して登録する方法がある。前者の場合は「利
益の交換」が発生しないために，市場が存在
しない。したがって，独占禁止法の対象とな
らない。一方，後者の場合は言語の特定性に
よって市場の地理的範囲が特定されるから，
検討が可能である。しかし，この場合でも「利
益の交換」が存在しない無料の検索エンジン
については規制が困難である。

結論として，同論文は次のように述べる。
放送におけるような規制は直ちには可能では
ない。しかしながらマスメディアに適用されて
きたようなルールを，情報技術やエンジニアリ
ングに直ちに適用することを視野に入れる必
要が急激に生じている。

ここには，もうひとつの問題がある。なぜ
なら，現在生じている情報技術の革命におい
て主役となっているのは IT 技術者であるから
だ。こうした工学の世界では，数世紀にわたっ
てジャーナリズムの世界ではぐくまれてきたよ



35MAY 2006

うなプロフェッショナルコードが，いまだに存
在していない。こうしたことを踏まえてまず，
1）情報の非対称性を透明性によって克服する
こと，2）受託を受けた第三者による表示を付
けること，などの方法が考えられる。これらの
方法により検索エンジンが自発的に透明性を
高めるための努力を行うだけでなく，世論形
成過程において重要な役割を負うことになる。
エンジニアたちのプログラムに埋め込まれた
コードが，長い伝統を持つジャーナリズムと，
どのように整合性を持つのかが焦眉の課題と
して問われている。

ドイツの先駆的な論文を元に検討を続けて
きたが，検索エンジンについてはさまざまな
問題が存在する。例えば，商業サービスであ
るという点への認識も必要である。商業サー
ビスである以上，経済的合理性に基づいてク
ローリングが行われることも想定しなければ
ならない。検索エンジンがクローリングの対
象とする Web ページは，果たして全世界の
ページなのだろうか ? ビジネスモデルとして
広告モデルを採用する以上，検索エンジンに
とって，もっとも効果的なやり方は，検索結
果の表示と広告の掲載がマッチするような結
果をもたらすことではないのか。だとすれば
地域的にクローリング対象が偏っていること
は無いのだろうか ? 表示結果に広告を出しや
すい構造を持ってはいないのかという疑問も
出されるだろう。

このように，検索エンジンには第三者には
容易に近づきがたい部分が，多く存在する。
その一方で検索エンジンの影響力が 20世紀
のマスメディアと同等のパワーを持った存在
になる可能性が強いことと考え合わせて，こ
れがどのような実態を持っているのか，また

どのような社会的存在となるかについて，さ
らに検討を推し進めなければならない。

情報源と検索エンジン
2006年1月に世界新聞協会は検索エンジン

が新聞記事を使用する対価を納めていないと
して，対策を練るという声明を発表した。検
索エンジンは情報源があって初めて成立する
サービスであり，その情報源の多くを新聞や放
送，通信社などマスメディアに負っているのは
紛れもない事実である。情報の吟味や，ラン
ダムな情報を加工し，社会的な文脈の中に位
置づけるのは長い歴史を持つメディアが行っ
てきた作業であり，短時日に代替手段が完成
するとは考えられない。こうした情報源との関
係はどうなっていくのだろうか ? 次回は，知的
財産権との関係で検索エンジンの考察を行い
たい。　    （みうら もとい / こばやし けんいち）
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