初代鉄人

関 裕司が教える
●プロフィール
昭 和 38 年 生 まれ、獅 子 座 の A 型 。
静岡県出身。㈱ Z 会・増進会出版社
の情報企画部（教育や市場に関する
あらゆる情報の収集を行う）に勤めな
がら、昨年秋に「第 1 回検索の鉄人
コンテスト」で見事優勝した。インタ
ーネット歴は約 2年。

ウェブサイトの検索テクニックを競うコンテスト「検索の鉄人」
。今年開催される第 2 回大会に向けて、初代鉄人・関
裕司が検索テクニックをわかりやすく教える集中連載がスタート！ 第 1回はgoo
（http://www.goo.ne.jp）
の基本機
能、
「すべての語を含む」から始めよう。こんなの簡単となめていると、いつまでたっても正確な検索はできないのだ。

構成／関 裕司
Illust : Sasaki Kazuyoshi

例題1

1

昭和52年1月22日生まれの
Jリーグの選手といったら誰？

年号の表記

同じ意味でも違う言葉がある。

解き方
この程度の問題は「楽勝！」と思われるで
しょうが、ある程度のコツを知らないと苦労す
るものです。まず、
「1 月22 日」や「昭和52」

条件では目的のページはうまく検索できません

mainichi.co.jp/worldcup/Jmembers/playe

でした。そこで和暦を西暦に変えてみます。

r/nakata.html）という毎日新聞 [アウロス ]

「1977 1 22 生年月日 J リーグ」

といったキーワードでは検索できません。普段

→検索結果18 件

の文章の中では「昭和52年1月22日」といっ

この検 索 結 果 リストで o k です。例 えば

た表記をしますが、J リーグ選手のプロフィー

「AULOS・2002 World Cup」
（ http://aulos.

のページで「生年月日 1977/1/22」のJリーガ
ーが「中田英寿」であることがわかります。

ルを紹介するようなサイトでは「S52.1.22」
、
「1977/1/22」といった表記をするのが多いと
思います。そこで、数字だけ抜き出して検索し
ましょう。
「52 1 22 生年月日 J リーグ」で検索...この
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【解答】中田英寿

例題 2

糖尿病の方が外国への旅行 先で、
緊急のときに病院で正しい処置を受けるためのカードを
英語で何というでしょう？

どのキーワードが適切かを考えよう。

「糖尿病 海外旅行 病院」
→検索結果221 件

gooを
チューンアップ！

そこから「ページ構成一覧（糖尿病 NET）
」
（http://www.dm-net.co.jp/kousei.htm）と

goo のデフォルトの設定を変えられるの

いうページに飛んでみると、
「糖尿病の患者さん

を知っていますか？ 私の「goo」はこんな

のための海外旅行」という項目がありました。

です。

その中で「機内持込物に準備しておくもの（1）

検索設定：Boolean

英文の患者手帳（英文カード、主治医の診断

表示設定：100 語程度

書）
」という文章の「英文カード」にリンクが

日本語のサイト

貼られています。
そのリンクをたどると「英文カ

表示件数：100 件

ード（Diabetic Data Book）
」とありました。

しかもオプションの、追加検索・日付検

ちなみにこのカードは、
「海外旅行をすると

索・検索先設定・データタイプをすべてオ

き、事前に主治医に治療内容、合併症の状態

解き方
問題文にいろいろなキーワードがありますが、

ープン。

などを英文で記入してもらい、旅行中携帯す

これでいきなり何でもできます。この画面

ることにより、不測の事態が生じたとき、海外

にした状態で「検索条件の保存」をクリッ

の医療機関において、速やかに適切な手当を

クすると、いつでも「検索条件の呼び出し」

受けるために役立ちます。
」というものです。

ボタンでこの設定に戻ります。一度この設

【解答】Diabetic Data Book

目的のページを想像して検索のためのキーワー

1

定をすると、次にgooにアクセスしたときも
この画面のまま検索ができますよ。

ドを決めることが大切です。おそらく医者また
は病院あるいは糖尿病患者のための協会が作
っているサイトにあるはずです。あまりキーワ
ードを多くせず、慎重に検索しましょう。
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次のアゲハチョウのうち、実際に存在するチョウはどれでしょう。
1.リュウキュウアゲハ 2.カゴシマアゲハ
3.クマモトアゲハ
4.ナガサキアゲハ

例題 3

1つ1つ探すのは非効率。一気に検索しよう。
解き方
こういった選択肢のある問題では「いずれか

（http://www.iip.co.jp/kubota/zukan/mushi

の語を含む」という設定が効果的な場合があ

/37.html）で、美しいナガサキアゲハの写真が

ります。1 つ1 つ検索せずに一気にやってしま

見られます。

おうというわけです。

【解答】ナガサキアゲハ

検索の設定を「いずれかの語を含む」にし
て、次のキーワードで検索。
「リュウキュウアゲハ カゴシマアゲハ クマモ
トアゲハ ナガサキアゲハ」
検索結果のリストを見れば一目瞭然といっ
たところです。 例 えば「 ナガサキアゲハ」

例題 4

2

「手羽ギョウザ」という料理があります。これは鶏の手羽の骨を抜き、
その中にギョウザの餡を詰めて焼いたものですが、この幻
（？）の酒
のつまみを出してくれるお店を1軒でも多く探してください！

日本語の多様な表記に気をつけよう。
解き方

jsaigw.jsai.or.jp/˜kkawano/teba.html）で

「日本語」というものは実に多様な表記をす

しょう。宮崎県の河野さんが作っているサイト

る言語です。同じ言葉でもひらがな、カタカ

ですが、
「手羽ギョウザ」についての情報を集

ナ、漢字の区別があるので、サーチエンジンを

めているサイトです。
「手羽ギョウザ」につい

使う場合はこの点に最も気をつけなければいけ

ての情報を募集していますので、ご存じの方は

ません。

メールを出してみてはいかがですか。

「手羽ギョウザ」→検索結果5 件
「幻の酒のつまみ」ですから、さすがのgoo
もたったこれだけしか検索できません。そこで、
考えられる日本語の表記を並べて「いずれかの
語を含む」で検索するのです。
「手羽餃子

手羽ぎょうざ

手羽ギョウザ

手羽ギョーザ」→検索結果42 件
これで約10 倍の結果が得られました。検索
結果のリストを見ると宮崎県のお店が多いよう
ですね。そのほか京 都 、
東京、広島、埼玉の飲み
屋のページも見られます。
しかしこのリストで一
番参考になるのは「追跡、
手羽ギョーザ」
（http://
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このコーナーでは gooの「くせ 」や検索の際に知っておくと便利な情報を紹介します。
は別物だぞ」と、きちんと解析していることにな

スペースは半角？全角？

ります。なかなか頭のいいやつです。

今月の

同様に全角文字について検証します。
キーワード入力欄に複数のキーワードを入れる

「alice」→ 検索結果9261件

場合、その間に「スペース」を挟みますが、これ

「ALICE」→ 検索結果9261件

は通常「半角スペース」を打つことになっていま

「Alice」→ 検索結果9261件

す。しかし、日本語入力のFEPによってはスペー

「aLice」→ 検索結果0件

スバーを打つと「全角スペース」が入ってしまう

半角の場合とまったく同じでした。では、も

ものがあります。この「全角スペース」は許され

う少しイジワルをして（だいたい想像はつきま

るのでしょうか。gooで検証してみましょう。

すが...）
。

「リンゴジュース」
（半角スペース）

宿題
毎月、正解者のなかから5名に特製テレホ
ンカードをプレゼント！

問題
現在、医師以外ではある資格を持った人

「alice」
（語頭のみ全角）→ 検索結果9261件

→検索結果906件

「Alice」
（語頭のみ全角大文字）

「リンゴ ジュース」
（全角スペース）

→ 検索結果9261件

→検索結果906件

「aLice」
（途中のみ全角大文字）
→検索結果0件

どちらでもOKですね。
「全角スペース」が入っ
てしまうようなFEPを使っていてもガンガンいけ
ます。これで特に気にする必要はなくなりました。

予想通りの結果でした。(^̲^;)
結論としては「全角、半角、大文字、小文字

のみが救急車で病院または診療所へ搬送す
るまでの間に、医師の指示の下に救急救命
処置を行なうことができる。
では、
この資格に
ついての法律が国会で成立したのはいつ？
「平成○年○月○日」の形で答えてください。

のどれで検索しても結果は同じ。ただし、文字種
解答と、答えがあったサイトのURL をメ

は統一したほうがよい」ということです。
「妙なこ

朗そ惑半
報んわ角
！なさ・
人れ全
にて角
なに
い
か
？

とはするな」ってことですね。

impress.co.jp まで。5月11日24:00ま

数字は半角？ 全角？

で到着分有効。正解と当選者は来月のこ
のページで。

では、
「数字」はどうでしょう。特に「年月日」
と絡むと検索の最中に悩むものです。
「1234」→
検索結果15618件
「1234」→ 検索結果15618件
「1234」
（1のみ全角）→ 検索結果15618件
「1234」
（2のみ全角）→ 検索結果0件

アルファベットや数字は
半角？全角？大文字？小文字？

ールで送ってください。メールのタイトルを
「 T E T S U J I N 」にしたうえ、i p - b o x @

gooも
賢くなって
るぞ。

アルファベットのパターンと同じですね。では、
「7月25日」→ 検索結果0件
「７月２５日」→ 検索結果9221件

gooはアルファベットの半角・全角・大文字・

これは今回検証して私も少々驚いています。半

小文字を区別しているでしょうか。ちょっと意地

角の数字と年月日の組み合わせは完全にだめなん

悪なケースも含めて検証してみましょう。

ですね。つまりこれも「文字種は統一したほうが

「alice」→ 検索結果9261件

よい」という教訓がここでも生きているわけです。

「ALICE」→ 検索結果9261件
「Alice」→ 検索結果9261件

ということでいろいろと検証しましたが、ある

大文字、小文字は区別していないようですね。
それなら...

●今回の検索結果は'98年 4月 1日現在のものです。

程度の許容範囲はあるものの、自分なりの「ルー
ル」を決めておくとよいと思います。私なら、

「aLice」→ 検索結果0件

1.アルファベット、数字だけのキーワードは「半

おやおや、語頭の大文字はOK でしたが、途中

角、小文字」を使う。

の大文字は×ですね。ということは、gooは大文

2.「ひらがな、漢字」のような全角文字と絡む場

字、小文字を無視しているのではなく、
「alice、

合はアルファベットや数字も全角で統一する。

ALICE、Aliceは同じものと見なせ。ただしaLice

とします。
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