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。
（株）Z会・増進会出版社の情報企画部に勤務
しながら、昨年秋に「第 1回検索の鉄人コンテ
スト」で見事優勝した。自分のホームページは
http://www.shikencho.com/

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 8 月開催の第 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この連載、今回はgoo のオプション機能の1 つである「追加検索」の
使い方を練習しよう。goo の場合、キーワード1 つだけではかなりの件数のページが検索されるが、追加検索を使用
することで、リストを少しずつ絞り込んでいく方法だ。

j http://www.goo.ne.jp/

構成／関 裕司
Illust : Sasaki Kazuyoshi
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(

「追加検索」をクリックすると、新たなキーワード入力欄と2つのプルダウンメニューが出てきます。プルダウンメニューの1つ目は「キーワードを、
語順の保持、人物名を、リンク先URLを」の4種、2つ目は「必ず含む、優先する、含めない」の3種です。これらの組み合わせで検索をするのです
が、通常よく使うのは「キーワードを」×「必ず含む、優先する、含めない」の組み合わせです。
・「キーワードを」「必ず含む」：キーワードを必ず含んだページを抽出する。
・「キーワードを」「優先する」：検索結果リストの件数を保持したまま、そのキーワードを含むページをリストの上位にもってくる。
・「キーワードを」「含めない」：キーワードがあるページをリストから省く。
また、「＋」をクリックすると追加検索の入力欄をいくつでも増やすことができます。
入力欄を減らすときには「−」をクリックすればOKです。

例題1

)

ある市が定めた公式ルールに従って金魚すくいの全国大会が開かれました。
では、そのルールでのすくい網の直径（内径）は何センチでしょうか。

キーワードをプラスしていこう！
解き方
まず「金魚すくい」のページはどのくらいあ
るでしょうか。

検索結果→72 件
もう少し絞りましょう。前のページに戻って

通常のキーワード入力欄に「金魚すくい」
、

追加検索の「＋」をクリックしキーワード入力

検索設定は「すべての語を含む」にして検索

欄をもう1 つ増やします。
「キーワードを」
「必

します→結果 1233 件

ず含む」の設定で「公式」と入力して検索開

この多量のページを絞り込むために「追加検
索」を使ってみます。

タンをクリックして前のページに戻ります。
「追

いの公式ルールについての記述が見られます。

加検索」をクリックしてキーワード入力欄を1

問題の答えはこのページにありました。

つ増やし、
「キーワードを」
「必ず含む」の設定
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名前なんですね。

ここまで絞ればOK でしょう。いろいろなペ
ージで奈良県大和郡山市の制定した金魚すく
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5 号を使用」です。あのすくい網はポイという

始→結果21 件

「検索条件見直し」かブラウザーのバックボ

で「ルール」と入力します。

「すくいネット（ポイ）は内径8cmで、紙は

「イベント」
（http://www.gyosei.co.jp/
retto/jichi/event/9609.htm）
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【解答】内径8cm

例題 2

海上で「海里」
という距 離の単位を用いますが、
1海里は何メートルでしょう。
またこれは何を基準に定められた距 離の単位でしょうか。

「含めない」
で絞り込もう！
解き方
次は追加検索の「含めない」という設定の
使い方です。

ジで確認できます。基準については根気よく探
しましょう。例えば「雑学コーナー」
（http://

検索のための適当なキーワードが見つからな

village.infoweb.or.jp/˜fwgc5974/index7.ht

い場合、数百件のページから目的のページを探

m）というページには次のように解説されてい

すのは大変です。そこで、明らかにここは違う

ます。

といったページに共通する単語を「含めない」

・地球は完全な球ではないが、計算上球と

という設定にすることでリストを絞り込もうと

みなす。

いうことなのです。

2

・赤道の全周は、4 万km

まず、通常のキーワード入力欄に「海里」
、

・緯度1 分＝1 海里（マイル）

検索設定を「すべての語を含む」
、表示件数を

・全周は、360 度・・分で求めるため、60

「100 件」にして検索→結果1573 件

で割る。

前のページに戻って追加検索をクリックし、

・40000 ÷ 360 ÷ 60 ＝ 1.85185919km ＝

「キーワードを」
「必ず含む」の設定でキーワー

1852m

ド入力欄を
「メートル」
として検索→結果160件
検索結果リストの多くが気象台のページやタ

なるほど、緯度1 分を1 海里としているので
みなさんはサーチエンジンで絞り込みをする

すね。

イトルが「NO.〜」のページで、ここでは解答

【解答】1852m、緯度

ときに、タイトルが「キーワード検索」という
ページをたくさん見ることはないでしょうか。前

は得られないようです。そこで前のページに戻

の「金魚すくい」の検索結果リストにも、多く

って追加検索の「＋」を2度クリックしてくだ

の「キーワード検索」というタイトルが見られ

さい。両方の設定を「キーワードを」
「含めな

ます。これは、他のサーチエンジンの検索結果

い」
、キーワード入力欄をそれぞれ「気象台」

リストで、たまたま誰かが別の目的で検索した
結果のリストなのです。このようなページはま

「NO（全角で！）
」として検索→結果 104

ず使いものにならないので、追加検索の「含め

この件数ならgoo のほぼ1 ページで見ること

ない」で「キーワード検索」とすると、リスト

ができるので、よしとしましょう。

がすっきりしますよ。

「1 海里＝1852 メートル」はいろいろなペー

gooがリニューアル！
５月23 日よりgoo がリニューアルし、新機

じめ絞り込んだ約300万サイトの中から、初心

また随時更新でニュースを配信する「ホット

能を盛り込んだ総合検索サイトとして生まれ変

者でも簡単に検索結果絞り込みができる「バ

チャネル」や無料の「フリーメール」など、検

わった。トップページの検索部分にはタグがつ

リューサーチ」の二つが選択できるようになっ

索以外の機能も増えた新しいgoo を、ぜひチ

いて、従来通りの多機能なオプション検索が

た。検索結果に同じURL が何度も表示されな

ェックしよう！（詳細はP381 で）

できる「パワーサーチ」
、さらにgoo であらか

くなったというのもポイントが高いぞ！
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例題 3

おいしいドーナツの作り方を紹介しているページを探してください。
がリストの上
位にくるよう

問題を吟味して、優先順位を考えよう。

にしましょ
う。前のペー

3

解き方
追加検索である程度件数が絞られたときに、

「含めない」の設定でそれぞれ「ミスタードー

ジに戻って追

ナツ」、「ダンキンドーナツ」と入力して検索

加 検 索 の入

（ゴメンナサイ...）→結果 3286 件

力欄を1 つ増

リストの件数を保持したままその順序だけを変

さて、もう一度リストを見て不要なページを

えられたら便利です。例えばドーナツの作り方

掃除します。おいしいドーナツを作るためには

「優先する」の設定

のページをリストアップした後で、ある特定の

都市の人口問題や自動車のタイヤの構造や古

で「生地」と入力し

材料を使っているページをリストの上位にもっ

いレコードはいらないでしょう。

て検索→241 件

てくるといったことができるのです。これが追加
検索の設定の1 つである「優先する」なのです。
まずは「ドーナツ」に関するページがどのく
らいあるのか見てみましょう。通常のキーワー

前の画面に戻って追加検索の入力欄を3 つ

やし、
「キーワードを」

これでリストの件

追加し、
「キーワードを」
「含めない」の設定

数 を保 持 したまま、

でそれぞれ「ドーナツ化現象」
、
「タイヤ」
、
「ド

よさそうなページを上

ーナツ盤」と入力して検索→結果 2915 件

位にもってくることができました。どれもよい

ド入力欄に「ドーナツ」
、検索設定を「すべて

これで準備は整いました。作り方のページを

の語を含む」
、表示件数を「100件」にして検

探すのですから、
「材料」の紹介が必ずあるは

索→結果 4664 件

ずです。そこで、前の画面に戻って追加検索

「キッチンコロシアム（ドーナツ）
」
（http:/

ページですが、今回特に楽しめたのは次のペー
ジです。

いろいろありますね。表示された100件のリ

の入力欄を1つ増やし、
「キーワードを」
「必ず

/www.asahifoods.co.jp/chojin/dessert/de

ストをよく見て、省くページに特有なキーワー

含む」の設定で「材料」と入力して検索→結

ssert.html）

ドを考えましょう。今回は某ドーナツ屋さんに

果 241 件

関するページは割愛することにします。

このリストでほぼOK ですね。さまざまなド

ブラウザーのバックボタンをクリックして検

ーナツの作り方のページを手に入れることがで

索条件の設定画面に戻り、追加検索の入力欄

きました。ただし、
「おいしいドーナツ」が目

を2 つ用意します。両方とも「キーワードを」

的ですからドーナツの生地にこだわったページ

例題 4

ここでは材料を10 個選んでボタンを押すと
その材料でできるドーナツの評価を点数で出し
てくれるのです。ちなみに私の選んだ材料では
「80 点

まあまあです」という評価でした。ま

あ、無難な材料を選んだせいかな？

サーチエンジンのリンク集はいくつかブックマークしておくと便利です。では、
サーチエンジンのリンク集ばかりをgooの検索結果としてリストアップしてください。
Info Navigater
も追加してしま

リンク先URL検索はgooならでは！

4

いましょう。追
加検索の欄を3
つ増やして、す

解き方

べて設定は「リ

キーワードとして「サーチエンジン」や「リ

く知 らな

ンク集」といった言葉を使ってもよいのですが、

い人 のペ

「必ず含む」。キーワード入力欄はそれぞれ

もっと効果的な方法があります。これは追加検

ージを見

「http://www.yahoo.co.jp/」
「http://navi.

索ならではの方法で、次回以降で解説する強

つけるこ

ntt.co.jp/」
「http://infonavi.infoweb.or.jp/」

力な「ブーリアン」をもってしても不可能な方

とができるのです。
「リンク集」の検索ですから、

で検索→361 件 これでも300 件以上ありまし

法です。

追加検索でこれを繰り返せばよいわけです。

た。これを表示件数 100 件にして結果リスト

ンク先 U R L 」

通常の検索設定や追加検索の設定に「リン

まずはgoo のリンク先 URL を検索しましょ

を眺めてみると、ほとんどすべてのページが「サ

ク先URL」というのがあります。これはキーワ

う。「http://www.goo.ne.jp/」（リンク先

ーチエンジンのリンク集」なのです。こんなに

ード入力欄にある特定のページのURL を入力

URL）→結果 12508 件

簡単に無駄のないリストができました。さあ、

して検索すると、そのページにリンクを貼って

すごい件数！

お気に入りのリンク集をブックマークしておき

いるページばかりをリストアップしてくれるの

これに追加検索でinfoseek Japan を加えて

ましょう！

です。例えば私が運営しているサイトのURL

みます。追加検索の設定は「リンク先 URL」

「http://www.shikencho.com/」を入力して
「リンク先URL」の設定で検索すると、私のサ
イトにリンクを貼っている友人、知人、まった

312

「必ず含む」。キーワード入力欄は「http://
japan.infoseek.com/」→2161 件
これでも2000 件以上！
では、
まとめてYahoo!Japan、NTT Directory、

INTERNET magazine 1998/7

ちなみに上記に私のサイト「http://www.
shikencho.com/」は4 月末にできたばかりで
すので、
「リンク先URL」の検索結果は0件で
した。気に入ったらリンク貼ってください！

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

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。
今回はgoo の日本語認識能力のチェックを
してみましょう。ロボット系のサーチエンジン

の数字をよく見てください。次の関係式が成り
立つことがわかります。

語はどうでしょう。
「トマトケチャップ」→検索結果751 件

は「Web ページの全文検索を行ってキーワー

A ＋B −C ＝D

ドと一致する文字があるページをリストアップ

数学アレルギーの人はちょっと我慢してくだ

する」ということなのですが、どうやらgoo は

さいね。
「旅」のページ全体の集合Aと「旅行」

日本語の意味も考えているらしいのです。

のページ全体の集合Bがあって、これらを加え

「トマト」でも「トマトケチャップ」は検索で

るとどちらも含む集合D になりそうですが、集

きることを示しています。つまり、
「旅行」と

合 A と集合 B で共通する部分の集合 C が重複

いう単語は「旅」と「行」には意味的に分割

しているのでそれを引くと集合D になる、とい

できないが、
「トマトケチャップ」は「トマト＋

「旅」

→ 121298 件 …A

「旅行」

→ 177049 件 …B

（すべての語を含む） →
「旅 旅行」

33536 件 …C

（いずれかの語を含む） → 264811件 …D
「旅 旅行」

「トマトトマトケチャップ」
（すべての語を含

ケチャップ」という意味で

の単語として認識しているのです。「旅」は

単純に「旅」という漢字を検索するのなら、B

「たび」
、
「旅行」は「りょこう」という意味で

とC の件数は一致していなければなりません。

処理しているのですね。もう1 つの例で検証し

なぜなら「旅

C

A

旅 and 旅行
（すべての語を含む）

旅

B

旅行

「コンピュータ」→検索結果275522 件...A

言 葉 がある

「コンピューター」→検索結果73430...B

ページなら必

「コンピュータコンピューター」
（すべての語

いう漢 字 が
あるからで
す。

D

旅 or 旅行
（いづれかの語を含む）
Cは含まれない

てみましょう。

行 」 という

ず「 旅 」 と

これは上記の「旅と旅行」のケースと違って

うわけなのです。
なんとgoo は「旅」と「旅行」を完全に別

さて、この結果をどう見たらよいでしょうか。

む）→751 件

い理単
る解語
ぞしの
！て違
い
を

解答

ことになります。

を含む）→検索結果15995 件...C
「コンピュータコンピューター」
（いずれかの
語を含む）→検索結果332957...D
これもみごとに「A ＋B −C ＝D」という関

ではもう一
度上のA〜D

係が成り立ちます。
では、共に意味ある単語が並んでできた複合

今月の

●今回の検索結果は'98年 5月 1日現在のものです。

前回の

あるとgoo は解釈している

【問題】現在、医師以
外ではある資格を持った
人のみが救急車で病院ま

宿題

キーワード入力欄に「救急救命士法 平成3

毎月、正解者のなかから5名に特製テレホ

年4月」
（3と4は必ず全角で！）
、検索設定を
「すべての語を含む」で検索→9 件

ンカードをプレゼント！

たは診療所へ搬送するまでの間に、医師の指

いくつかのページで確認できますが、例えば

示の下に救急救命処置を行うことができる。で

「北海道」サイト内の「救急救命士」のページ

問題

は、この資格についての法律が国会で成立し

（http://www.snowspr.isp.ntt.co.jp/wnn-c/

JT の煙草の「ピース」シリーズ。この

たのはいつ？平成○年○月○日の形で答えて

ja/chiiki/syobosi/212-1447.html）で、
「救

パッケージの鳩のマークをデザインした

ください。

まずこの法律名を確定させましょう。キーワ
ード入力欄に「資格 救急車 救急救命処置」
、

命効果の向上を図るための施策 として、
『救急

人はアメリカのある煙草のパッケージデ

隊員の行う応急処置等の基準』の一部改正と

ザインもしています。ではそのアメリカの

合わせて新たに国家資格制度として『救急救

煙草の銘柄は何？
解答と、答えがあったサイトのURLをメ

命士法』が制定……」と出ています。

検索設定を「すべての語を含む」で検索→5 件

また、問題の「国会で成立」という下りか

ールに書いて送ってください。メールのタ

「救急救命士について」
（http://www.city.

ら「制定」という言葉を考えられれば、
「救急

イトルを「TETSUJIN」にしたうえで、ip-

inuyama.aichi.jp/inuyama/fire/amb/kyume

車 医師 資格 制定」で「すべての語を含む」で

box@impress.co.jp まで。6 月 11 日

i.html）というページで次の情報を得ることが

も可能です。

24:00到着分まで有効。お名前と住所を忘

できました。
「平成 3 年 4 月の救急救命士法制

【正解】平成3 年4 月23 日

定により位置づけされた資格で、
....」法律名は

当選者はS.Hagiwaraさん、フクダムネカズ

「救急救命士法」
、
成立したのは
「平成3年4月」
。
しかしこのリストでは何日かはわかりません。

れずに。正解と当選者は来月のこのページ
で！

さん、保坂有紀さん、高橋一喜さん、山下克
巳さんです。
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