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「検索エンジンの新潮流」

渡辺弘美＠JETRO/IPA NY

グーグルを追う米検索エンジン技術ベンチャー
米国、特に IT 業界の中枢でもあるシリコン・バレーにて注目される業態の一つ
が「検索エンジン」である。特に「検索結果（あるいは検索キーワードなど）と
広告をリンク」するといった Google（グーグル社）のビジネスモデルは、インタ
ーネット事業の中でも「最も儲かる」ビジネスモデルとして高く賞賛されている。
Google は現在、米国における検索エンジン利用の約 5 割を占めており、更に
Yahoo（ヤフー！社）、MSN（マイクロソフト社）及び Ask.com を加えると、こ
れら 4 大検索エンジンのみで米国における利用の 99.9％を占めるとされている。
グーグル社の基幹事業である「検索エンジン」技術の特徴は基本的に変化して
いないが、「検索エンジン」技術に対する市場からの期待は依然として高く、新
興企業への投資は衰えることなく継続されている。例えば、ベンチャーキャピタ
ルによる検索エンジン新興企業（約 79 社）への投資額は、2004 年から現在までの
累計で 3 億 5,000 万ドル規模に上る。
このような新たな市場開拓余地と潤沢な資金繰り環境を背景に、シリコン・バ
レーでは第二のグーグル社を夢見る新たな検索エンジン新興企業（ベンチャー企
業）が相次いで起業しており、革新的な技術開発やビジネスモデルの構築に余念
がない。例えば、日常で使用する会話文章でも検索ができる「自然言語検索」の
技術開発に注力するパワーセット社（Powerset.com）やハキア社（Hakia.com）、
より効果的な広告効果を目指すスナップ社（Snap）、本物の人間がユーザの質問
に IM（インスタント・メッセージング）にて利用者と会話しながら一緒に検索を
行ってくれるサービス（バーチャル図書員）を提供するチャチャ社
（ChaCha.com）などがある。また、これら新興企業では、より自由な研究の場を
求める技術者を大手 IT 企業から引き抜く動きも多く、例えばパワーセット社では
ヤフー！社や IAC サーチ・アンド・メディア社（IAC Search & Media、Ask.com を
運営）から技術者を迎え入れている。
前述のように、グーグル社を筆頭に米国の検索エンジン市場は大手 4 社がその
殆どを占めているため、これら新興企業が 1％以上の市場シェアを獲得した例はな
い。また、上記新興企業が運営する検索エンジンの多くは、現在もベータ版であ
り本格始動には至っていない。しかし、資金・人材面での参入障壁を乗り越える
1.
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潜在力を持つ検索エンジン新興企業に対する市場の期待は高く、米国新興企業に
おける一つの大きな潮流となっている。
2.
(1)

次なる検索エンジン開発を目指す動き
検索エンジンの体系

米国で利用されている検索エンジンには、前出の Google、Yahoo、MSN といっ
た、インターネットを経由する一般的な検索エンジン（General search engine）の
他にも、例えば複数の検索エンジンを横断的にサーチ（検索）するメタサーチ
（Metaserach engine）や、オープンソース・ソフトウェアの検索エンジン（Open
source search engine）、インターネット接続環境が悪い地域・家庭をターゲットに
した電子メール経由での検索エンジン（Email-based search engine）などがある。
以下に、現在米国に存在すると言われる主な検索エンジンの体系を、Wikipedia
に整理された情報をベースとして「インターネットを利用した一般的な検索エン
ジン」「メタサーチ（複数の検索エンジンを利用した検索エンジン）」「オープ
ンソース・ソフトウェアの検索エンジン」「電子メールを利用した検索エンジ
ン」「特定トピックを検索する検索エンジン」「利用者を限定した検索エンジ
ン」の 6 種類に分類し、簡単な概要と検索エンジン例を挙げてまとめた。
主な検索エンジンの種類と検索エンジンの例
検索エンジン
①インターネッ
トを利用した一
般的な検索エン
ジン（General
search engines）

概要
キーワードを入力し、ヒットし
たすべてを表示する『全文検索
システム』（Google など）や、
人手で構築したディレクトリを
検索しそのディレクトリごとに
表示する『ディレクトリ型』
（Yahoo!など）がある。
②メタサーチ 利用者の検索要求を他の複数の
（複数の検索エ 検索エンジンに送信し、それら
ンジンを利用し の検索結果を返す。一度に複数
た検索エンジ の検索エンジンを利用できる。
ン：Metasearch
engines）
③電子メールを 電子メール・ソフトウェア経由
利用した検索エ で検索する検索エンジン。イン
ンジン（Email- ターネット環境が悪い場所（接
based search
続が悪い、速度が遅い、料金が

主な検索エンジンの例
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検索エンジン
）
④オープンソー
ス・ソフトウェ
アの検索エンジ
ン（Open source
search engines）
⑤特定トピック
に特化した検索
エンジン
engines

概要
高い、など）での利用を想定。
インターネット以外にも、例え
ばイントラネットや LAN 内を検
索できるように設計された、オ
ープンソースの検索エンジンソ
フトウェア。
人物検索エンジン
就職検索エンジン
ブログ検索エンジン
ニュース検索エンジン
検索エンジン
（ ファイルを検索）
不動産検索エンジン
オンラインショッピング比較の
検索エンジン
P2P
P2P

地図検索エンジン
チャリティ（慈善活動）検索エ
ンジン（売上げの 50％を慈善団
体へ寄付している）
⑥利用者を限定 技術者向けオープンソースのコ
した検索エンジ ード検索エンジン
ン
会計士向け検索エンジン
医療関係者向け検索エンジン
プラスティック業界向け検索エ
ンジン
子供向け検索エンジン
ソーシャル検索エンジン（利用
者のフィードバックやサイトの
「お気に入り」追加状況などに
あわせた広告を提供する）
(2)

主な検索エンジンの例
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新たな技術への挑戦

検索エンジン市場への参入を狙う企業の多くは、既存の検索エンジン体系の枠
を超えた、革新的な技術開発にも挑戦している。以下に、グーグル社を追うと期
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待される新たな検索技術の一例として、「音声検索技術」、「動画検索技術」、
「写真による検索技術」、「自然言語による検索技術」、「クラスタリング検索
技術」の 5 つを紹介するとともに、各技術の開発・商品化にて市場を牽引する企
業例を挙げる。
① 音声検索技術
アップル・コンピュータ社（Apple Computer）の iPod 人気や、ブロードバンド
の普及といったソフト面・インフラ面からの後押しを受け、インターネット上で
の音声検索技術への注目が高い。ここでいう音声検索技術とは、ウェブ上の音声
ファイル（mp3、wma、ra など）を検索する他、視聴覚障害者用にテキスト等で掲
載された音声ファイルなども検索する機能を指す。また、ネット上のコミュニテ
ィ内にある音楽ファイルの検索なども可能である。
音声検索技術の分野で 20 年以上の経験を誇る企業が、TV アイズ社（TVEyes）
である。ソフトウェア開発者のディビッド・J・アイブス氏（David J. Ives）によっ
て 1999 年に米コネチカット州フェアフィールド郡（Fairfield, CT）に設立された
TV アイズ社は、ラジオ及び TV 番組内の音声（主にニュース）をキーワードやト
ピックで検索し、検索結果をテキスト形式で表示するサービスを有料で提供して
いる。同社は設立当初、企業向けに TV 番組をモニターするサービスを有料で提供
していたが、現在は TV 番組のほかインターネット上のラジオや TV 番組へもその
サービス範囲を拡大している。カバーする TV 番組も、自社オフィスを構える米
国・英国を中心に、世界各地の企業と「パートナー企業」となることでカバー範
囲を拡大しており、現在はカナダ、オーストラリア、及びイラク動静を伝えるア
ル・ジャイーラ放送（Al Jazeera network）のコンテンツ検索が可能となっている
（今後、フランス、メキシコ、グアテマラ、南アフリカへとカバー範囲を拡予
定）。
TV アイズ社では、以下のような検索を可能とする技術の一部（ソフトウェア）
を独自に開発している。その他の技術（インデックス、分析、アーカイブ、リア
ルタイム配信など）及び専用ハードウェアについては他社技術を採用しており、
これら技術によって生放送中の音声であってもリアルタイムで検索し、過去の放
送番組と同じ形式で検索結果を得ることも可能である。2006 年には、ポッドキャ
スト（Podcast）内を検索する新ウェブサイト「Podscope」も立ち上げている。
TV アイズ社では現在、リアルタイムでの TV・ラジオ番組モニターサービスを
政府や警察機関及び民間企業向けに提供しており、またこれら顧客向けに検索結
果のカスタマイズなどの付加サービス商品も開発している。現在、同社の顧客に
は、製造業（Ford Motor Company、Xerox、Home Depot、Intel、PeopleSoft）、マス
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コミ（Time Warner、Financial Times、Bloomberg）、通信・サービス（Yahoo!、
XM Radio（衛星ラジオ）、Bell South（通信））、保険（Aflac、Eli Lilly）、広告
（Burson-Marsteller）、スポーツ（NASCAR）など、幅広い業界の大手企業が名を
連ねている。
同社は、2007 年 2 月にロンドンにて開催された検索エンジン関連カンファレン
ス「Search Engine Strategies 2007, London」の音声検索に関するセッション・スピ
ーカーとして招待されている。
TV アイズ社による検索結果一例（キーワード「Microsoft」で検索）

② 動画検索技術
年に爆発的に普及した動画共有サイト YouTube をはじめ、インターネット
上での動画閲覧機会の増加は、同時に動画検索エンジンの需要も高めている。動
2006
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画検索エンジンの利用は、特定の動画を探す個人利用者のほか、マーケティング
関係者、研究者、教育者などによる利用が増えてきているという。
ここでいう動画検索エンジンとは、例えば Google のように検索結果をインデッ
クス化して表示するものや、あるいは Yahoo のようにディレクトリとして（例え
ば『エンターテイメント』『スポーツ』など）表示するディレクトリ型などがあ
る。また、動画共有サイトのように、個人が動画をアップロードすることができ
るようなサイトや、検索結果として表示された動画に対して個人が採点（レビュ
ー）やコメントを載せることができるサイトも存在し、また検索した動画にタグ
をつけることも可能なものもある。
まず、動画検索技術を利用した検索エンジンとして紹介するのは、
Searchforvideo.com である。Searchforvideo.com は、米ワシントン州シアトルの新興
企業、FUSA キャピタル社（FUSA Capital Corporation）が子会社（SearchforMedia
Network）経由で運営する無料の動画検索サイトである。同サイトでは、CNN、ロ
イターといったニュースサイトや E!Online（エンターテイメント）、iFilm（オン
ライン映画配信）といった娯楽サイト、その他スポーツサイトなど併せて 1 万以
上の動画掲載サイトから動画を検索することができる。トップページはこれら動
画掲載サイトごとに新着動画が一覧形式となっており、これらの動画をキーワー
ド検索やディレクトリ検索（ジャンルごとに検索）ができる。また、ポッドキャ
ストの検索も、ポッドキャスト掲載サイトごとに可能となっている。
同社はシカゴで開催された Search Engine Strategies 2006 のメディア検索関連セッ
ションのスピーカーとして参加している。
Searchforvideo.com のトップページ一例
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キーワードやディレクトリで検索できる Searchforvideo.com と異なるアプローチ
をみせるのが、新興企業のブリンクス社（blinkx、カリフォルニア州サンフランシ
スコ）が運営する同名の動画検索サイト blinkx.com である。blinkx も
Searchforvideo.com 同様に約 100 の動画配信サイトから動画を検索できるが、ディ
レクトリ型ではなく、キーワード検索を主としている。また、検索結果は画面右
列に一列に並び、画面左の再生画面にて検索結果順に自動的に動画が再生される。
再生したい動画を選ぶ際はマウスのポインタをみたい動画に運べばよい。2006 年
10 月より開始したこの新たなインターフェース機能「ビデオ・ウォール（Video
Wall）」は、「TV を観る感覚」で動画配信を楽しめるよう開発されたもので、検
索結果の順番は人気コンテンツ順に自動的に配列される。
同社もまた、シカゴで開催された Search Engine Strategies 2006 のメディア検索関
連セッションのスピーカーとして参加している。
blinkx.com を利用した検索結果一例（キーワード『Superbowl』で検索）

blinkx.com では、また、利用者が好きな動画をグループ化してお気に入りリスト
を作り、かつこのリストを電子メールで友人などに送信もできる『My Playlist』機
能を無料で提供している。2007 年 2 月には、ブログに動画を簡単に載せられる無
料機能『blinkx it』も発表している。
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③ 写真による検索技術
先に挙げた検索技術は、全て利用者がキーワードを入力し、それにヒットする
音声や画像のコンテンツ内容を検索する仕組みになっている。これに対抗する技
術として、写真そのものを利用して検索できる技術が開発されている。写真を利
用した検索分野を牽引するのが、Like.com（アルファ版）を運営するリヤ社
（Riya）である。2004 年 8 月に設立された新興企業のリヤ社は、写真に写ったア
イテムの特徴をデジタル署名化し、それに似た製品をウェブ上から検索する技術
『Likeness Technology』を開発している。この技術により、例えば欲しい服や商品
のブランド名や型番を調べて検索するのではなく、その写真から似たような商品
を検索することが可能になる。Like.com は、Web2.0 系の先進的ブログである
Read/WriteWeb において「検索エンジン・トップ 100」の記事の中でも紹介されて
いる。
例えば、Like.com で「紳士用腕時計」を検索する場合、Like.com の「紳士用腕
時計」タブをクリックし、表示された複数デザインから、最も自分の好みに合う
デザインの腕時計をクリック（すなわち検索）する。検索結果は、下のように画
像で一覧表示される。利用者は、一覧表示から好きな腕時計を見つけるか、ある
いはより詳細に検索する場合は色や形も指定して検索ができる。またそれぞれの
画像が元サイト（例えば Amazon.com といったショッピング・サイト）へのリンク
になっており、購入したい場合や値段を調べたい場合は各画像をクリックすれば
よい。このように Like.com では、オンラインショッピング利用者の利便性を重視
した設計になっている。
Like.com の検索結果画面（『紳士用腕時計（クロノグラフ）』で検索）
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のその他の利用方法として、例えば有名人が着用している服やアクセ
サリーを、写真から検索することもできる。
Like.com における有名人と同じアイテムが探せるサービス（例）
Like.com

は立ち上げ当初、ハンドバッグ、宝石類、靴、時計のみを扱っていた
が、現在は女性服、紳士服、及びインテリア家具・雑貨まで取り扱っている。リ
ヤ社では、Like.com で取扱う商品以外にも、利用者が自分で写真をアップロード
してそれに類似する商品を検索できるサービスも開始する予定である。
Like.com

次に、写真から検索できる検索エンジンサービスを、モバイル端末に限定して
提供しているのが、モボット社（Mobot）である。2003 年 9 月に設立された同社の
-9-
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技術は、カメラ付携帯電話（あるいはモバイル機器）で撮影した写真から、その
商品のロゴを読取り、ロゴに関連する情報を検索結果として表示するものである。
モボット社では、この技術を主に企業の広告メディアとしての利用を意図してお
り、例えば消費者が映画のポスターの写真を撮ると、自動的に映画チケットの購
入サイトが表示されるといった利用方法を提唱している。同社によると、その他
にも、例えば CD ジャケットを撮影すると自動的に着メロが入手できるサービスや、
好きなスポーツチームのロゴ（例えば野球帽など）を撮影するとリアルタイムで
の試合結果が表示されるといった利用法もあるという。モボット社では、雑誌な
どのメディアや広告業界、及び携帯電話キャリア向けのサービス展開を目指して
おり、一部女性向けファッション雑誌などから契約を受注している。
モボット社サービス利用例

④ 自然言語による検索技術（人工知能）
キーワード検索が主流であった従来の検索エンジンを進化させたものが、自然
言語による検索エンジンである。自然言語とは、実際に話す（あるいは書く）場
合と同じ言葉を指している。米国にて最初に自然言語検索の分野に挑戦したのは、
今日、米国で最も利用される 4 大検索サイトのひとつでもある Ask Jeeves.com
（Ask.com の前身）である。同ウェブサイトを運営する IAF サーチ・アンド・メ
ディア社（IAC Search & Media）は、1996 年より独自の自然言語検索技術を利用し
た Ask.Jeeves.com を運営していたが、キーワード検索で台頭してきた Google や
Yahoo に急激にシェアを奪われ、その後にキーワード検索技術を強化したものの
シェアを奪回できず、現在では米国 4 位に留まっている。
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Ask Jeeves.com の衰退後、自然言語検索技術に再挑戦しているのが、検索エンジ
ンサイト ChaCha.com（チャチャ社）である。現在ベータ版である ChaCha.com の
最大の特徴は、本物の人間が『ガイド』として検索結果に IM（インスタント・メ
ッセージ）を利用したチャットで答える点である。ChaCha.com の利用法は 2 種類
ある。まず、Google のように全文検索を行いたい場合は、検索バーにキーワード
を入力し「ChaCha Search（検索）」ボタンをクリックする。検索結果は、Google
のそれと殆ど大差がなく、インデックス式に表示される。
もう一つの利用法が、先述の『ガイド』に検索を依頼するものである。利用者
が検索バーにキーワードあるいは自然言語を入力後に「Search With Guide（ガイド
と一緒に検索）」ボタンをクリックすると、画面左側にチャット用の IM ウィンド
ウ『ガイド・セッション（Guide Session）』が表示される。『ガイド』は、利用者
とチャットで会話しながら利用者が求める情報をインターネットで検索し、『ガ
イド』による検索結果は中央画面に表示されていく。
ChaCha.com『ガイド・セッション』画面一例

が採用する『ガイド』は、「インターネットに精通しており、
利用者よりもより上手にインターネット検索」ができることが前提と
なっている。採用方法は、既に『ガイド』として働いており、その実績が買われ
て「マスター（上級）」へと昇格した『マスター・ガイド（Master Guide）』が
ChaCha.com へ「招待」する、という形式になっている。ChaCha.com の『ガイド』
として招待されると、自分の PC を利用して『ガイド』として働くことができる。
ChaCha.com
ChaCha.com
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報酬は、その経験や実績によって異なり、一回の検索対応で 5 ドル～10 ドル程度
である。
チャチャ社によると、『ガイド』が利用者と実際に行った検索及び検索結果は
すべてデータベースとして保存され、『ガイド』間で共有されるため、今後の利
用が増加するとともに ChaCha.com の『ガイド』の検索能力も向上するという。
⑤ クラスタリング検索技術
既述のとおり、米国の検索エンジンではテキスト形式での検索に加え、写真に
よる検索技術が台頭している。次に挙げる技術は、このような「検索方法」では
なく、「検索結果」に趣向を凝らした、クラスタリング検索技術（Clustering
Engine）である。クラスタリング検索技術は、テキスト形式の検索結果を、検索内
容に最も近いものが一目でわかるようにビジュアル化されたものである。
検索エンジン Quintura.com（キンチュラ社）では、検索キーワードに関連する言
葉をより近いものから順に太字で画像中央に表示し、視覚に訴える方法をとって
いる。例えば、「academy awards（アカデミー賞）」で検索した場合、最も近い検
索結果「academy awards」が赤太字で表示され、次に近い「79 annual（2007 年の
アカデミー賞）」「oscar（オスカー像）」「movie（映画）」が先の「academy
awards」に近い位置で太字表示される。これら検索結果（academy awards, 79
annual, oscar など）にマウスのポインタを合わせると、それそれのキーワードでヒ
ットする検索結果が自動的に右ウィンドウに自動的に表示される。現在、
Quintura.com は、ベータ版を運営している。
Quintura.com の検索結果一例（キーワード『academy awards』で検索）
th

th
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(3)

米国政府による検索技術支援事例

現在、米国政府では、一般に広く利用される Google とは異なり、利用者を限定
したより利便性の高い検索技術を開発する企業に対して、技術支援目的の助成金
を提供している。ここでは、技術支援事例のうち、新たな検索技術として、手描
きのイメージから 3D の検索結果を表示する製造業向けの検索技術と、幾つかの概
念の関連性を検索して未然にテロなどを防ぐことを目的とした検索技術を取り上
げる。
① 手描き画による 3D 検索エンジン（全米科学財団、中小企業庁、国防総省、
インディアナ州政府支援）
全米科学財団（National Science Foundation：NSF）が現在、中小企業庁（Small
Business Administration：SBA）の中小企業・起業家支援策「中小企業技術革新制度
（Small Business Innovation Research：SBIR）」によって技術開発のフェーズ II（商
業化を目標とした段階）に 50 万ドルの資金を提供しているのが、3D 検索エンジ
ン開発企業のイマジネスティックス社（Imaginestics）である。インディアナ州に
本社を置くイマジネスティックス社は、製造業向けのコンサルティングサービス
などを行う企業であり、全米科学財団の他にも、国防総省及びインディアナ州政
府からも助成を受けている。同社では、部品のマーケットプレイス・ポータルサ
イト VizSeek.com にて、3D 画像を利用して、欲しい製品を瞬時に探せる検索エン
ジンを提供している。
イマジネスティックス社では、2D（2 次元）の画像（設計図など）から製品を
検索できる技術を同社で開発し、3D（3 次元）の画像による検索技術は、パード
ュー大学（Purdue University）情報システム工学研究・教育センター（Purdue
Research and Education Center for Information Systems in Engineering：PRECISE）のラ
マーニ教授（Karthik Ramani）の開発したソフトウェアを採用している。その後、
同大学と共同で研究開発を進めた結果、欲しい製品の 3D 画像から検索ができる、
部品のポータルサイトの開発に成功した。
パードュー大学情報システム工学研究・教育センター（PRECISE）の 3D 画像検
索ソフトウェアの開発は、全米科学財団からの支援を受けたものである。また、
ラマーニ教授は全米科学財団の若手教員助成プログラム「Faculty Early Career
Development (CAREER)」の受賞者であり、現在はイマジネスティックス社の技術
責任者（chief scientist）も勤めている。
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従来の検索エンジンでは、バイヤー（買い手）とサプライヤー（売り手）が、
それぞれの条件に合う商品（製品）をキーワードや商品名、製品番号などを入力
して検索していた。VizSeek.com では、ここで利用される検索エンジンを、「3D
画像で探す」「2D 画像で探す」「写真から探す」「製品一覧から探す」といった、
複数の検索方法が可能である。これに加えて、利用者が欲しい製品（例えばボル
トやベルトコンベアー、モーターなど）を、マウスを使って「手描き」で表した
画像から検索することができるサービスも開発している。
VizSeek.com の「手描き検索」による検索画面とその検索結果（3D、2D）
検索画面（欲しい製品のイメージ図をマウスを使って手描きで入力する）

手描き画から得た検索結果（3D での製品検索結果と 2D での製品検索結果）
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従来の検索エンジンの場合、特に製造業の現場などでは、ボルトの製造番号な
どを入力しない限り欲しい製品が見つかり難い状態であった。しかし、
VizSeek.com では上述のように「手描き」で製品を検索することや、あるいは利用
者の PC に保存されている画像などを頼りに検索することができるため、製品検索
の時間が大幅に縮小されるという。また、イマジネスティックス社によると、大
量の画像データを必要とする検索エンジンは検索スピードが遅くなるが、利用者
が検索エンジンに対して「速い検索スピード」を求めることを最重視して「検索
時間を短縮させる技術開発」に最も注力したという。
その他、イマジネスティックス社のポータルサイトでは、サプライヤー（売り
手）が製品画像を掲載したり、あるいは製品の広告を載せることも可能である。
また、不特定多数の利用者がアクセスすることも可能であるが、利用者がアカ
ウントを取得することでより利便性を高めることも可能である。現在、
VizSeek.com では 3D 画像の検索用に 6,000 以上の部品データが搭載されており、
今後はサプライヤーの利用増とともに部品データも増加していくと見込まれてい
る。
② 概念の関連性を検索する技術（連邦航空局、全米科学財団支援）
連邦航空局（Federal Aviation Administration：FAA）は 2005 年、ニューヨーク州
にあるバッファロー大学（University at Buffalo）コンピュータ科学・工学部文書分
析・認知研究センター（Center of Excellence in Document Analysis and Recognition,
Department of Computer Science and Engineering：CEDAR）に対し、助成金 25 万ド
ルを提供した（CEDAR では、連邦航空局の助成金を得る前は、全米科学財団より
4 年間 55 万ドルの助成金を得て研究してきた）。
バッファロー大学 CEDAR が開発を目指す技術は、インターネット上にあふれる
様々な情報から、幾つかの概念（Concept）に沿った情報を異なる情報源から収集
し、最終的にテロリスト間で交わされる情報を得ることを目的とした、国土安全
利用での検索技術である。したがって、この検索技術は一般の利用者には公開さ
れず、テロを未然に防ぐために連邦航空局のみで利用されるための専用検索技術
である。
ここで開発される技術は、「concept chain graph（概念チェーン・グラフ）」あ
るいは「Unintended Information Revelation（意図的に発信されていない情報から得
る重大な事実）」と名付けられている。従来の検索エンジン技術では、例えば
「一つの文書の中で『キーワードが何回表れているか』」を検索する。一方で、
バッファロー大学 CEDAR が開発する技術の場合、例えば「複数の文書の中で『2
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つの概念（Concept）がどのようにつながっているか』」を検索する。すなわち、
まったく別の内容と思われる 2 つの文書の中から「概念のチェーン」をグラフ化
して共通点をみつけることを目指すものである。これにより、テロリスト間で交
わされる「隠れた情報」を、インターネットから入手することを可能にするとい
う。
CEDAR は 2005 年、ニューヨーク同時多発テロ（2001 年 9 月 11 日）に関する調
査委員会報告書情報を入力したプロトタイプのシステムを開発している。ここで
はまず、文書すべてをインデックス化し、更に重要な概念（例えば氏名、場所、
日付、時間、銃、爆弾、テロ、など）を定義する。その後、これら重要概念のう
ち 2 つの概念を取り出して関連性をマップ化することで、追跡する。これにより、
表面上は無関係とみられる 2 つの概念の「隠れた関連性」を浮き彫りにすること
が可能になるという。
CEDAR では、この技術を「Google などの従来の検索エンジンを補完する技術」
として位置づけており、例えば Google にて一覧で表示される数千以上の検索結果
をより絞り込む場合などに利用することを意図して開発しているという。
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