
検索エンジンビジネスの最前線

2007年9月3日
NTTレゾナント

小澤 英昭

WEB2.0時代の検索技術と のビジネス展開



WEB1.0からWEB2.0へ

WEB1.0: ポータルサイトや専

門サイト、一部のギークな人
が情報発信

WEB2.0:誰もが自分の詳しい事を
Weblogで発信したり、気になる情報

をソーシャルブックマークにチェック

インターネット
インターネット

著名人HP

情報閲覧

Blogger

ニッチで濃い情報

情報閲覧

ソーシャルブック
マークにお気に
入り情報を提供

レビューを
書き込み

WEB2.0時代では、情報は飛躍的に増える

⇒ 情報を捜す検索サービスの重要性が増加



ポータルサイトもWeb2.0へ

Web1.0時代のポータルサイト
・Web検索、コンテンツのアグリゲーション、EC（モール、オーク

ション）等、人の集まる場所と機能の提供

Web2.0時代のポータルサイト
・コミュニティサイトによる、情報の収集と人の集客

・各種のサービスを組み合わせたトータルソリューション

情報の選別する検索技術、コミュニティ情報などを
格納するデータの蓄積技術がポイント
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検索サービスの変遷

黎明期 淘汰期 大手独自化期乱立期

ロボット型

経済産業省

情報大航海
プロジェクト

フランス
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Froogle
(商品検索)

Google Maps
(地図検索、地
域検索)

Blog検索

Blog検索

goo地図、地域検索

Blog評判分析

Blog検索



gooの検索サービスの目指すところ

・商品、地域などの検索対象に即した専門検索のニーズ

・地図と地域情報の組み合わせなど、複数の検索、サービスのイン
テグレーション

・ホームページの内容を解析して、必要な情報を抽出して提供

検索で単に情報を探すことから、より生活を助けるツ
ールへ

広告は、ブランディングからマッチングによりOne to Oneへ

検索も利用者の目的に即した情報を提供するマッチングへ



インターネットにおける広告ビジネスの変化

・ブランド認知型広告
目的： 会社名や、商品名等を広く消費者に認知させ、間接的に購買意欲の向上、
他社に対するアドバンテージを期待する広告

⇒ バナー型広告など

・ターゲット型広告

目的： ブランド認知だけでなく、商品購入などの利用者の
検索行動等の結果、利用者がアクションを取ることを期待
する広告

⇒ 検索連動、地域連動、コンテンツ連動、行動履歴連動

・モバイル広告

目的： 携帯向けポータルサイトの普及などに伴い、広告ビジネスが拡大

広告



インターネットにおける広告ビジネスの規模

http://dci.dentsu.co.jp/pdf/publication_070416.pdfより

広告市場は、2009年に向けて2倍を超える伸び(2005年比)

2009年度には6200億円市場 （雑誌広告を上回る見込み)

検索連動などターゲット型広告での伸びが、特に見込まれる

電通総研作成

億円



代表的なマッチング型広告(1)

・検索連動広告（キーワードマッチ）

・コンテンツ連動広告(コンテンツマッチ)

利用者の入力したキーワードに関連す
る広告を表示

⇒ Overture、AdWords、XListing等

広告を貼り込むページの内容に関連す
る広告を表示

⇒ AdSense for Content

検索結果と類
似した広告表示

プリンターに対
するコンテンツ

プリンターの広告



・地域連動広告(ローカルマッチ)
地図等の表示している情報の場所に関連する
広告を表示。駅の看板やちらしに近い広告

⇒ エリアマッチ(NTTレゾナント)

代表的なマッチング型広告(2)

利用者が良く見るコンテンツや、クリックす
る情報の履歴に関連する広告を表示

地図表示エリア
内の店舗の広告

経済ニュースを
よく読む

Cookieで追跡

航空会社のマ
イレージの広
告を表示

・行動履歴連動広告(Behavioral Target)

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
(Z07LE第009号)



利用者の生活を支援するマッチングサービスへの展開

CGM検索(WEBLOG検索等)

⇒一般の人の意見を調べる

ローカルサーチ

⇒レストラン等を探す

モバイルサーチ

⇒外出先で情報を探す

マルチメディアサーチ

⇒CDのジャケットを探す

WEB検索

生活に密着した情報を検索
できるエンジンへ

⇒役に立つ検索

インターネットを百科事典
だと思う検索エンジン

⇒知識を得る検索

企業情報
ニュース

掲示板
店舗情報

様々な情報が混在

今日は特にWeblogの検索エンジンの技術についてご紹介



ブログの検索ニーズについて

Ｑ： ブログから役立つ情報が得られますか？

調査実施期間：２００７年３月１２日～２００７年３月１４日
調査方法：インターネットコム株式会社と gooリサーチが行った

Webアンケート調査
有効回答数：１,０７３人

6割以上の人が役立つと回答
過去１ヶ月で、約80％の人がブログの閲覧経験があり

質問：あなたは他人の Blog を読むことで
役に立つ情報を得られますか？

30.2%

63.6%

6.3%

得られない

どちらでもない

役立つ情報が得られる



ブログの検索ニーズについて

調査実施期間：２００６年１１月２４日～２００６年１１月２６日
調査方法：インターネットコム株式会社と gooリサーチが行った

Webアンケート調査
有効回答数：１,０９３人

7割以上の人が購入経験あり
アフィリエート目的のブログに「不信感を抱く」、若しくは「気にしない」比率が5：5

質問：Q:インターネットユーザーが書き込む口コミ情報を
参考にして、商品やサービスに興味を持ったり、
購入・利用したことがありますか。？

ない

購入したことがある

Ｑ： 口コミ情報を参考に商品、サービスを
購入したことがありますか？

74.7%

25.3%



gooのWEBLOGの検索

・WEBLOGサイトから、記事をクローリングして検索サービスを提供

⇒ 検索インデックス数 約2億件

・30分毎にデータベースを自動更新

・商品やサービスの評判といった情報を探すのに効果

キーワードを
含むブログペ
ージ数の推移



WEBLOGの検索の仕組み

クローラ
(ロボット) インデクサ

インターネット

インデックス
本文抽出
システム

WEBLOG

・WEBLOGのページには、トラックバックなどの他者へのリンクが多い

・カレンダーやプロフィールなどの決まった情報が多数入っている

検索ノイズを減らすため、本文のみを自動判定し、インデックス化

カレンダー

トラックバック

WEBLOGの

本文記事



サービス概要

口コミ、評判情報を抽出するため

のアルゴリズムと各種

フィルタリング機能

“評判”や“話題”の盛り上がりを

グラフなどを用いて分析

検索対象のデータベースを

2倍以上に増強

DBの
大規模化

新たな
尺度/機能

比較・分析
ツール

＜特徴＞



サービス概要①

口コミ、評判情報を抽出するため

のアルゴリズムと各種

フィルタリング機能

“評判”や“話題”の盛り上がりを

グラフなどを用いて分析

検索対象のデータベースを

2倍以上に増強

DBの
大規模化

新たな
尺度/機能

比較・分析
ツール

＜特徴＞



検索結果（記事）

各機能のオーバービュー

＜検索結果画面＞

評判
分析

独自の検索アルゴリズムによる

注目度と鮮度を加味した検索結
果表示

評判に関する表現を自動抽出

評判を含む記事のみを検索

話題とされているトピックスの抽
出

ブログサイトおよびフィードを検索



①：

＜検索結果画面＞ 例：「NTTレゾナント」

スコア指定による絞込みで、多数のブロ
グで引用されているような注目度の高い
記事を日付順に検索可能

※ 「指定なし」から 大で「5」まで段階的に調節可

スコア指定による絞込みで、多数のブロ
グで引用されているような注目度の高い
記事を日付順に検索可能

※ 「指定なし」から 大で「5」まで段階的に調節可

独自の検索アルゴリズムによる
注目度と鮮度を加味した検索結果表示

スコアのゲージ表示スコアのゲージ表示スコアのゲージ表示スコアのゲージ表示
記事ごとのスコアを
5段階でゲージ表示

記事ごとのスコアを
5段階でゲージ表示

NTTのサイバーソリューション研究所の

分析アルゴリズム「Eigen Rumor」を活用。

ブログへの「リンク数」、「記事掲載数」、

注目度の高いブロガーからの「リンクの有

無」からブロガーの記事提供力を推定し、

スコアリング

NTTのサイバーソリューション研究所の

分析アルゴリズム「Eigen Rumor」を活用。

ブログへの「リンク数」、「記事掲載数」、

注目度の高いブロガーからの「リンクの有

無」からブロガーの記事提供力を推定し、

スコアリング



②：評判に関する表現を自動抽出

＜検索結果画面＞ 例：「新丸ビル」

評判
分析

検索結果のブログ記事内に含まれる評
判に関する表現を自動的抽出し、タグク
ラウドで表示。

キーワードの「何」についての評判である
かを表示することで、より詳しい分析が
できます。

検索結果のブログ記事内に含まれる評
判に関する表現を自動的抽出し、タグク
ラウドで表示。

キーワードの「何」についての評判である
かを表示することで、より詳しい分析が
できます。

評判に関する表現は肯定的、もしくは否
定的なものに分けて、時系列でそれぞれ
の数をグラフ表示させることも可能

評判に関する表現は肯定的、もしくは否
定的なものに分けて、時系列でそれぞれ
の数をグラフ表示させることも可能

検索結果内の多数の評判情報を要約検索結果内の多数の評判情報を要約



③：評判を含む記事のみを検索

＜検索オプション画面＞

評判情報のみを含むブログ記事を検索す
ることが可能。
また、肯定的、もしくは否定的な記事の
みに限定した検索することもできます。

評判情報のみを含むブログ記事を検索す
ることが可能。
また、肯定的、もしくは否定的な記事の
みに限定した検索することもできます。



④：話題とされているトピックスの抽出

＜検索結果画面＞ 例：「みなとみらい」

任意のキーワードで表示された
検索結果内で良く引用されている
トピックス（リンク要素）を検索結果の上
部に表示します。
これにより、キーワードに関連した注目度
の高い出来事を調べることが可能。

任意のキーワードで表示された
検索結果内で良く引用されている
トピックス（リンク要素）を検索結果の上
部に表示します。
これにより、キーワードに関連した注目度
の高い出来事を調べることが可能。



⑤：ブログサイトおよびフィードを検索

＜検索結果画面＞ 例：「gooブログ」

ブログ記事単位の検索とは異なるキー
ワードに関連するブログサイトおよびフィー
ド単位の情報を探すことができます。本機
能では、「Eigen Rumor」を活用することで、
より注目度の高いブログサイトおよび
フィードを探し出すことができます。

ブログ記事単位の検索とは異なるキー
ワードに関連するブログサイトおよびフィー
ド単位の情報を探すことができます。本機
能では、「Eigen Rumor」を活用することで、
より注目度の高いブログサイトおよび
フィードを探し出すことができます。

ブログ記事単位の検索とは異なり、
キーワードに関連する「ブログサイト」およ
び「フィード単位」の情報が検索可能。

本機能では、「Eigen Rumor」を活用する
ことで、より注目度の高いブログサイトお
よびフィードを探し出すことができます。

ブログ記事単位の検索とは異なり、
キーワードに関連する「ブログサイト」およ
び「フィード単位」の情報が検索可能。

本機能では、「Eigen Rumor」を活用する
ことで、より注目度の高いブログサイトお
よびフィードを探し出すことができます。



「EigenRumor」のポイント

基本アルゴリズム
スコアの高い記事を提供した人は情報提供スコアが高い

スコアの高い記事を評価した人は情報評価スコアが高い

情報提供スコアの高い人が提供し，情報評価スコアの高い人が評価し
た情報は高い記事スコア

ブロガーＢ
評価

評価

提供 αブロガー

ブロガーＣ
情報提供スコア：

ブロガーの情報を提供する能力を表す

情報評価スコア:
ブロガーの情報を評価する能力を表す

記事スコア：
情報のコミュニティ（ブロガーの集合）からの

支持の強さを表す

情報提供スコア：
ブロガーの情報を提供する能力を表す

情報評価スコア:
ブロガーの情報を評価する能力を表す

記事スコア：
情報のコミュニティ（ブロガーの集合）からの

支持の強さを表す



コミュニティの中で、多くの人
から参照されているBlogの筆
者と、Blogの発信量からラン
キング

コミュニティの中で、多くの人
から参照されているBlogの筆
者と、Blogの発信量からラン
キング

ブログの構造を考慮し、

情報提供リンク
情報評価リンク

人と情報との相互関係を分析

を抽出

ブログ記事

ブロガー

ブログサイト

Blog間のリンク

「EigenRumor」のポイント



サービス概要②

口コミ、評判情報を抽出するため

のアルゴリズムと各種

フィルタリング機能

“評判”や“話題”の盛り上がりを

グラフなどを用いて分析

検索対象のデータベースを

2倍以上に増強

DBの
大規模化

新たな
尺度/機能

比較・分析
ツール

＜特徴＞



各機能のオーバービュー

＜検索結果画面＞

口コミ情報に関する評判の推移を
分析

類似するキーワードをグラフで比

較

評判語や関連する言葉を探すこと
が可能



評判分析トップページ

評判を知りたい商品名などを入力し、
「分析する」ボタンをクリック

タブによる切り替えが可能



ブログ上の口コミや評判表現を分析

「好評」，「不評」，「その他」の
意見の時系列変化を表示

期間毎の評判を表示
評価項目毎に
評判を表示

評判情報のもとになった
ブログデータを表示



ブログ上の口コミや評判表現を比較

評判を比較したい商品名を複数入力し
「比較する」ボタンをクリック

似ている評価項目で
評判情報を比較表示

評判情報数の時系列変
化を比較表示

評判情報のもとになった
ブログデータを表示



関連する話題語を探す

任意のキーワードを入力し，
「関連語をさがす」をクリック

評判情報のもとになった
ブログデータを表示

人物，組織などのカテゴリ毎に
入力キーワードの関連語を表示



「評判情報インデクシング技術」のポイント

①評判インデクシング機能

②評判集計機能

評判グラフ

<○○, 画面，きれい，肯定，5/9>
<○○, 操作，簡単，肯定，5/7>
<△△, 電池，すぐなくなる，否定，5/3>

評判データベース
ブログ記事

○○の画面は
きれいで，操作
が簡単．でも，
△△は，電池
がすぐになく
なっちゃうんだ
よね．

① 評判インデクシング機能
テキストから評判情報を自動抽出し評判データベースに格納
評判情報：＜対象，属性，表現，極性，時刻＞
例： <○○，画面，きれい，肯定，５月９日>

② 評判集計機能
「時刻」および，「肯定/否定」毎に評判情報の頻度を集計
指定された集計方法で検索結果を集計して出力
例：時系列グラフ

① 評判インデクシング機能
テキストから評判情報を自動抽出し評判データベースに格納
評判情報：＜対象，属性，表現，極性，時刻＞
例： <○○，画面，きれい，肯定，５月９日>

② 評判集計機能
「時刻」および，「肯定/否定」毎に評判情報の頻度を集計
指定された集計方法で検索結果を集計して出力
例：時系列グラフ

評判グラフからの入力
･検索条件：○○
･集計条件：<時刻-極性>，<属性-表現>



Weblogの増加により、検索結果にWeblogの結果が混ざってくる

⇒ 検索結果からWeblogの情報を排除

クリックすると、ブログを省いた
検索結果を作成

ブログの結果
が混ざる

gooが提供する検索の小技(Blogフィルタ)

3番目の記
事が2番目

にアップ



グルメ、宿泊などジャンルによる
情報の絞込みが可能

グルメ、宿泊などジャンルによる
情報の絞込みが可能

店舗の場所を示すアイコンをマウス
オーバーすると、その店舗の概要と
詳細ページへのリンクが表示される
→店舗名クリックで店舗ページへ

店舗の場所を示すアイコンをマウス
オーバーすると、その店舗の概要と
詳細ページへのリンクが表示される
→店舗名クリックで店舗ページへ 地域検索連動型

広告サービス
→広告主のサイトへリンク

ｇｏｏ地域の店舗情報の
検索結果一覧
→この店舗が地図上に

表示される

ページをスクロール（遷移）すると
移動先を中心に、その周辺の

店舗が表示される

ページをスクロール（遷移）すると
移動先を中心に、その周辺の

店舗が表示される

地図サービスと店舗情報ＤＢを連動させ、地図で表示した場所の周辺にある
店舗情報の検索が可能になります。

●店舗ページ（中間ページ）
・詳細情報を持つサイトへのリンク
・地図・路線案内・ルートガイド
・携帯道案内・有名度（実験中）等

●店舗ページ（中間ページ）
・詳細情報を持つサイトへのリンク
・地図・路線案内・ルートガイド
・携帯道案内・有名度（実験中）等

検索以外のメディアビジネスの例（地域情報検索）

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
(Z07LE第009号)



歩行者ナビ

・周辺のホテル、お店などの情報を

衛星写真上に合成表示

オーバーレイ
情報選択

ホテルを到着地に
道案内

・公園の横断、雨にぬれない行き方など、
歩行者視点のルートガイド

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
(Z07LE第009号)
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地図をより詳細に伝える駅出口、入り口写真

出口の写真

⇒ 東京都内の地下鉄、JRの駅を中心に首都圏、名古屋、大阪等で約７00駅の駅の
出入り口写真をgoo地図上で展開

・電子地図、衛星写真に加えて、もっと分かりやすい情報を提供したい

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
(Z07LE第009号)



地図をより詳細に伝えるウォークスルービデオ

4方向を撮影し

たビデオ映像

映像と同期し
た電子地図

場所に紐づく
画像、Blogの
表示

・４台のビデオカメラを使用して、前後左右の同時撮影

・交差点の位置を元に、電子地図とビデオを同期

→ 映像を使用することで、リアルなバーチャルツアーの提供

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
(Z07LE第009号)



goo地図API

goo地図の機能を他のサービスと組み合わせやすいようにAPI化
→ goo内には、地図と組み合わせて効果の高そうなコンテンツが多数存在

特徴： ユーザが文字や線、矩形などを書き込める機能などを追加

WEBページに地図機能を貼りこみ

待ち合わせ

文字、線、矩形
をオーバーレイ

地図上に多地点
のポイントを表示

Copyright©2007 ZENRIN CO.,LTD.
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ニュースの配信ビジネス

読売新聞

産経新聞

ロイター

朝日新聞

共同通信

西日本新聞
他地方紙

Financial 
Times

gooオリジナル
ニュース

日刊スポーツ

gooで翻訳

+

記事

ランキング

広告主から広告収入

ニュース料
支払い



ロングテールなニーズに応えるニュースサービス

ニュースにおける利用傾向もロングテール

通信社、
新聞社等
の情報

世の中に存在する情報の量

情報の持つ
メディア力

Weblog等の多数
の市民情報

日本ではあまり翻訳されて無
い情報（Financial Times)

良い情報をgooが選別し
てメディア力を向上

gooで翻訳して提供



検索ビジネスのまとめ

生活に密着した情報を提供するポータルサービス

・ 膨大な情報から必要な情報にすばやく、簡単に案内する

Web検索、地図検索、レストラン検索などのサービス → 機能の編集

・ 世の中から良い情報を選んで、わかり易く提供する

ニュース、スポーツなどのコンテンツサービス → 内容の編集

生活のシーンでシームレスにユーザの行動を支援するポータル

・ ユーザの行動や、コミュニティの情報などを解析し、ユーザ行動に即した情報提供

バズマーケティング、パーソナライズ検索等のサービス → 状況の分析、編集

・ いつでもどこでも、今必要な情報を、違和感なく提供する

PC、携帯、カーナビ等が連動する行動支援サービス → シナリオの編集

携帯サイトの検索サービスの競争が激化か？



「緑のgoo」のご紹介

・検索を利用してもらうことで、ユーザが環境保護に貢献

・検索のブログパーツなどを提供することで、コミュニティの活性化

http://green.goo.ne.jp/


