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特集：日本薬学会第 127 年会薬学図書館協議会企画シンポジウム

Web2.0 時代の医薬情報サービスと Google の活用
Pharmaceutical Information Service in the Web 2.0 Age and
the Strategy of Google
小

河 邦

雄

［抄録］ Web 2.0と呼ぶ「次世代の Web」の動きは今後 10年程はビジネスの分野のみなら
ず，情報の分野でも大きな変化を起こす。情報の「発信」
「共有」の部分が簡単なスキルで高
レベルで使われ，Web の動きが現実社会での情報流通とマーケティング活動にも大きく影響
を与える。また，Google は世界の情報の DB 化を目指しており，欧米では図書館自体を丸ご
と DB として取り込む計画も進んでいる。さらに，研究成果は機関リポジトリとして自機関の
サーバーで公開する動きも進んでおり，これらは研究評価のあり方自体も変える可能性があ
る。情報担当者はこれらの進んだ IT テクノロジーをユーザーである 人間 の特性に合わせ
て使用する必要がある。
［キーワード］ Web 2.0，医薬情報サービス，機関リポジトリ，Google
［Author Abstract］ The movement of Web 2.0 has largely inﬂuenced the information
circulation in a real society and marketing activities as well. M oreover,the search engine,
for example, Google, aims at the indexation of information all over the world, and the
attempt to take the whole library as a data base is also advanced in Europe and America.
The method of acquiring past science information should change in such a situation. We
should understand the features of Web 2.0 in terms of information services related to
pharmacology in the future,and use it positively. However,no matter how the use of the
Internet advances, a sense of balance that combines traditional and new information
sources well will be important because a lot of services involving communication cannot be
done except by humans.
［Keywords by Author］ Web 2.0, search engine, Internet, Google, library

ため，それを理解した情報デザインが必須であ

1. は じ め に

る。情報サービスでは① Content，② Context，

Web 2.0時代とは Web スキルにあまり関係な
く，個人が持つポテンシャルをネットワークの集

③ Users の 3つの概念のバランスが大切で情報

合知として社会に影響を与えることができる時代

ー，そして文脈・関係性を表すコンテキストが重

である。これは実はそう難しい技術ではないが，

要で，情報サービス利用者のミッション・戦略・

その利用者である

エコロジーと呼ばれる 。特に顧客であるユーザ

人間 の性格や特性を考慮し

インフラ環境・予算・文化までを考えながらトー

たテクノロジーによって可能になった。この 革

タルの意味での情報活用を考える必要がある（図

命 は医薬情報サービスにも大きな影響を与える

1）
。

Kunio OGAWA
大正製薬(株)総合研究所研究システム部
〒 331‑9530 さいたま市北区吉野町 1‑403
E-mail: Piaj21＠ybb.ne.jp

2. Web 2.0 とは
2.1. Web 上のデータ量の急増
2001年は日本のブロードバンド元年で，これ
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言語の使用によって情報流通が加速したことによ
る（図 2）
。そして，今まで情報のユーザーであ
った人たちが，自分の経験を情報発信して 集合
知 と呼ばれる成果を作った。特に，簡単なスキ
ルで作成できるブログによって構造化されたデー
タをアップすることが可能になった。コンピュー
タ言語が英文法をより厳密に指定して作られてき
た歴史があるように，コンテンツに規則性を与え
てメタ化することにより，コンピュータで可読な
図 1 情報エコロジー

プログラムとして機能するようになったと考えら
れる。
2.3. 検索の重要性
インターネットの歴史はリンクをたどって見て
いくだけのネットサーフィンから，テーマ別に分
類したヤフーなどのディレクトリ型ポータルの利
用，さらにロボット型の索引作成システムを使用
した検索型ポータルへと変化していった。そし
て，Web 2.0時代はブログ，ソーシャルネット
ワークなどのコミュニケーションツールや登録サ

図 2 Web 情報の量的変化と質的変化

イトの更新情報を自動通知する RSS のしくみ，
そしてブラウザーの検索窓が重要となった。特に
ブラウザーに Google のプラグインによる検索窓

以降，急速にインターネット常時接続環境が増え

が付いたことにより，ポータルにたよらずに直

た。さらに，2002年頃から，それまでのホーム

接，ユーザーは情報へアクセスするようになりポ

ページを作るよりも，簡単に情報を発信できるブ

ータルサイトとの価値の逆転が起こった。検索エ

ログやソーシャルネットワークサービスのような

ンジンの歴史を考えると当初は情報の検索件数に

ユーザーフレンドリーなシステムが普及し，ネッ

注目したが，Web 上の情報が激増したことによ
り，その質的な適合性に関心が移ってきた。

トの情報量が急激に拡大した。これらのネット上
の情報はネット通販を含めて，現実世界のマーケ
ティングにも大きな影響をもたらし，情報革命と

2.4. ブログと RSS（RDF Site Summary)
情報流通の中でブログと RSS は多くの可能性

も言える多くの現象を説明するキーワードとし

を秘め，また，現実世界におけるマーケティング

て，Web 2.0とい う 言 葉 が 作 ら れ た。Web 2.0
はオライリーメディア社のティム・オライリーが

への影響も大きい。ブログは時系列な記述でコン

提唱し，2004年に第 1回 Web 2.0カンファレン

タマネジメントシステムとしても無料で簡単に使

スが開かれた。日本でブレークしたのは，2006

用できるものが多く，ホームページを作れなかっ

年からで，多くの書店で解説本が並び，NHK の
ニュースでも取り上げられた。

た人も気軽に情報発信できた。また，従来からホ

2.2. XM L（Extensible M arkup Language)
従来のインターネットはホームページ閲覧が中

理解して移行する人が増えてきた。ホームページ

心であったが，Web 2.0時代は自分で情報を発

日以上かかる場合があり，新しく書いたこともな

信しそれを共有することが重要となった 。これ

かなか検索できるようにならない。しかし，ブロ

らは XML というデータをきちんと定義するメタ

グの場合は検索エンジンに Ping とよばれる更新

テンツ作成のハードルを下げただけでなく，デー

ームページを作っていた人もブログの双方向性を
は検索エンジンのロボットが巡回する間隔が 10
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の知らせを送ることができるので，書いた数秒後
に検索ができることもある。例えば，一昨年のフ
ロリダでのカトリーナ災害の時などはブログの情
報が非常に役に立ったと言われている。構造的な
XM L，トラックバックによる相互リンク，RSS
によるダイレクトな更新通知など，高度な機能を
持っているのに非常にやさしいという，一見，相
反する特徴こそがブログの特徴であり，Web 2.0
に共通する特徴ともいえる。
2.5. 情報カスケード
ブログの口コミ情報はコメントや相互引用によ
って増幅され，それを読んだ人達が消費や選択の
行動を行い，その動きをマスコミが取り上げると
その情報はさらに増幅され再度ブログで広まり，

図 3 テクノラティのブログキーワードランキング

炎症カスケードのような飽和状態が起きる。その
中でも，アルファーブロガーと呼ばれる非常に多
くの読者を持つ人が，マスコミなみの影響力を持
つようになった。このことで，クリティカル・マ
スと呼ばれる社会現象化するための人口の 17%
の認知度を超えることが簡単になった 。すなわ
ち，Web 上だけで起きている問題ではなく，社
会全体の問題になる可能性がある。正しく有用な
情報であればいいが，正確でなかったり悪意のあ
る情報の場合は問題であり，マスコミの責任や消
費者のメディアリテラシーが重要となる。
特に医薬品情報の場合は命にかかわる情報であ

図 4 Web 2.0時代の情報ポートフォリオ

り関係者の責任は大きい。例えば，厚生労働省が
2007年 2月 28日に「インフルエンザ治療に携わ

製品を超えるようなものが出てくると，集合知の

る医療関係者の皆様へ」を発表すると，タミフル

有用性が認識されてきた。また，従来からオープ

を取り上げるブログが急増ししばらく続いた（図

ンソースという集合知を使ったプログラム開発の

3）
。マスコミとブログが相互に影響することで，

有効性も証明されており，リナックスなどリアル

それぞれの欠点を情報でカバーすることもできる

社会で実際に使用されているものもある。すなわ

が，表面的な一部の情報ばかり伝わり，少ないが

ち，
「あちら側，集合知を信頼」が大きな流れと

重要な情報が隠れてしまうこともあり，注意が必

なって現実社会のシステムや価値観を変えようと

要である。

している。

2.6. Web 2.0 のポートフォリオ
従来からマスコミの代わりにネットをインフラ

で考えると，従来型の情報アグリゲーターであ

医薬情報に関係したものをこのポートフォリオ

として使ってビジネスをしていたヤフーや楽天な

る，大手出版社やデータベース企業は，「こちら

どは，ネットユーザーをマーケティング対象とし

側，集合知に非依存」に属す（図 5）
。しかし，

て見ていた （図 4）
。しかし，利益を抜きにした

これらの企業は，情報の囲い込みなどによって，

ボランティア的なコンテンツ作成による百科事典

製品の利用価格を上昇させる傾向があった。これ

の WikiPedia のような成果物ができて，既存の

らは特に大学などのアカデミアからの反発も強
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図 5 医薬情報関連の Web 2.0ポートフォリオ

く，コンソーシアムによる協同購入で価格の安定
化を図ったり，研究論文を自分たちのサーバーに

ソース化の流れで加速した。Google や Amazon
は自社の Web サービスの技術を公開して複製を

も保存して公開する機関リポジトリなどの対応策

通じた新たなサービスの創造を促進することで急

をとるところが増えている。また，Web 2.0の
代表である Google は，自分たちの価値観と情報

成長した。すなわち，技術や情報を独占したり，

テクノロジーによって，文献，本，特許のデータ

から，それらを開放し，異なる組織の連携により

ベース化を進めており，オープンなリポジトリの

価値を生み出そうとする経済へ移行しているた

情報もどんどん取り込んで検索可能になっていく

め，消費行動やビジネスモデルも大きく変化して

と思われる。

いる。

顧客を囲い込むことで価値を生み出していた経済

2.7. Web 2.0 のミーム（meme)
ミームは進化生物学者ドーキンスが遺伝子であ

Web サイトを使った企業コミュニケーション
も，これまでのような閉鎖性の強い消極的な情報

るジーン（gene）になぞらえて造った言葉であ

開示では企業価値を高めることにはつながらない

り，人間の脳における「模倣し記憶する」システ

どころか，逆に，企業価値を損なうことになる。

ムを表す。これは心の中で影響力を持ち，かつ複

ただ，オープンにすることで情報量は増加する

製可能な情報の単位で強い文化的伝染力を持つ知

が，一方でユーザーはたくさんの情報から選ぶ必

識，アイデア，概念とされる。ミームという概念

要がでてくることになり，薬の情報に関しても，

で現実世界で起きていることを説明しやすくし

情報は公開しているのに知らなかった方がいけな

た （図 6）。生物は自己の複製による DNA で増

いということになるので注意が必要である。

殖するように，人間は基本的に自然科学の法則に
従う形で複製を介さずには創造ができないのでは

3. Google の戦略

ないかと説明している。Web 2.0においては従
来の価値観と異なる文化的遺伝子が急激に普及す

3.1. Google の起業
Web 2.0の 象 徴 で あ る Google は，1998年 に

るため，従来のビジネスモデルに固着すると思わ

スタンフォード大学博士課程の学友サーゲイ・ブ

ぬ遅れや失敗をする。

リンとラリー・ペイジが設立した。検索エンジン

ミーム伝達によるパラダイムシフトはオープン

の企業として急成長し，現在では米国の検索市場
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図 6 Web 2.0のミームマップのスケッチ

の過半数を占めている。無料で精度の高い検索が

れらを支えるのは，リナックスなどのフリーのオ

できることで人気が上がったが，収益の大部分は

ープンソフトであり，家庭で使われているような

新しいビジネスモデルとして開拓した広告によ

安い PC であるといわれている。また，検索結果

る。現 在 時 価 総 額 は 1,560億 ド ル（約 18兆

の上位に出てくるものは，より多くの有用なサイ

4,000億円）とメディア企業としてもトップクラ

トからリンクを受けているものであり，このモデ

スで，Google の作ったゲーム・ルールに IT 企

ルは，Web of Science などの，文献データベー
スの被引用件数のランクをヒントにしたとも言わ

業は右往左往しており，Google を理解すること
が重要と言われている。Google は 2004年には広
告売り上げが Yahoo より下だったにもかかわら

れている。こう考えると，従来の文献データベー

ず，3年後の今年には Yahoo の倍近くの売り上

スの作成で使われてきたノウハウが，Web 全体
のコンテンツに応用されたと考えることもでき

げが予測されている。これら飛躍の原因は精度の

る。

高い検索結果とシンプルな画面などが支持された

ページランクと呼ばれるのは，創業者のラリ

からである。 ページランク の仕組みで 2ペー

ー・ペイジ氏の名前に由来する。しかし，検索エ

ジ目までの 20件ほどを見れば欲しい情報が得ら

ンジン以外にも便利なサービスをどんどん増やし

れるしくみと索引作成ロボットが世界最大規模で

ている。

検索力に優れていること，またシンプルな画面に
よってバイアスを感じさせず信頼性とパブリック
な印象を獲得したのである。
3.2. Google のデータ収集
Google の特徴は，増え続ける Web 上の情報

3.3. Google の 無料 のサービスやツール
Google で ア カ ウ ン ト を 設 定 す る と Docs&
Spredsheets などのツールを使用して，限定した
メンバーの中で文章やエクセルなどのコンテンツ
をネット上で編集したり一般に公開することも可

を 70万台以上の PC でスキャンして保存し（200

能である。もちろん，企業秘密など自社サーバー

万ギガ以上とも言われている），全文検索のため

で運用したいものは別であるが，Google のサー
ビスは個人を対象としたものとして考えると，デ

のインデックスを作り続けていることにある。こ
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ータはサーバーで集中管理した方が安全である。

館のスキャニングを進行するブックパートナープ

コンテンツは変更履歴があり，過去の版に戻れる

ログラムでは，合計 1,500万件以上の蔵書の電子

ので Wiki のような共同編集やスケジュール調整

化を進めている。これは 1日 1万件でも 5年近く

用にも使える。ツールのような新しいアイデアは

必要であり，このようなことが可能になるのも

Google ラボでいち早く公開し，ユーザーのフィ
ードバックを得るが，これは無料であるからこそ

Google 自身のミッションとその豊富な資金のた
めである。

可能で，マイクロソフトのようにアプリケーショ

3.5. 著作権の問題
Google は著作権がある本は抜粋を表示するの

ンソフトを販売する企業では無理である。Google は豊富な資金力と技術で個人ユーザーに支持

みで，そのことで本の購入が進み関係者の収入は

される便利な物を提供し，従来の顧客を囲い込む

増えるので公正使用にあたるとしている。毎日の

IT ビジネスを破壊しているようであるが，これ
はマイクロソフトが行ってきたことでもある。

ようにいろいろな訴訟を起こされているが，すべ

3.4. ワールド・デジタル・ライブラリー
人類の知識を進化させ，伝えていくことが使命

ある。ここで，情報が公開されていることとファ

である図書館は，古い貴重な蔵書の損失を防ぐた

きな違いがあることがわかる。情報を世界規模で

めに 10年ほど前から本格的に資料の電子化を進

アクセス可能にすることでロングテールが活かさ

めてきた。ちょうど，インターネットの世界的な

れることになる。図書館のメリットは無料で全文

普及と相まって，電子化された蔵書は距離の壁を

データベースを構築してもらえることであり，ユ

越えて，世界中からアクセス可能になってきた。

ーザーは Google で検索して所在と概要を確認

米国では，米国議会図書館の 900万件の電子資料

し，近くの図書館で閲覧するか，オンライン上で

を始め，カナダのトロント大学 30万件の電子書

閲覧するか，複写依頼するか，ネットで購入する

籍，また，日本においても国立国会図書館の 16

かを選べる。今まで探せなかった本が可視化され

万件など多くの国で進んでいる。
これらのデジタルライブラリーの実現には，デ

ることの意義は大きく，Google は本だけでなく
学術雑誌のデータベース化も進めている。費用は

ジタル技術の標準化などの技術問題，著作権の問

無料で出版者は著作権と所有権を保持し，どの号

題，データの媒体保存性の問題，学術出版社の電

を電子化し公開するか選択可能である。これらは

子ジャーナルに対抗した独自リポジトリの動きな

学術情報のオープン化を加速するが，もちろんビ

ど，関係する問題の解決と調整が必要であった。

ジネスとしての戦略も持った動きである。本来著

ここに Google が図書館プロジェクトとして入り

作権は創作者の創作意欲を高める意義が重要であ

込んできた。 あちら側 の情報整理から，リア

り，情報流通によってそれが強化されるのであれ

ル世界の情報を直接整理することを始めたわけで

ば，異議を唱える方がおかしいというコンセンサ

あり，標準化と索引付け，媒体の保存などの技術

スが得られる時代がくるかもしれない。

を既に保有していることも大きかった。
しかし，著作権に関しては，Web 2.0的なオ
ープン志向の発想で突き進もうとしているが，大

てに適切に対処していくとのことで確信犯的？で
インダビリティーな環境にあるかということは大

3.6. Google Scholar
Google Scholar は 2004年に発表された文献デ

局的に考えて，利用者とライブラリーの賛同を受

ータベースで Web of Science を意識したもので
あり，引用文献でのランク付けはページランクと

ける自信があるのか，制度や法律自体を変えてい

似ている。これは品質はともかく，このような検

くパワーを秘めている。資本主義が世界を包みこ

索サービスが無償で行われることに意味がある。

んだように，Google の情報公開主義が世界の価

情報源は，PubMed やその他のオープンな情報
源である。2004〜2005年発行の論文で調べると

値を作っていくかもしれない。しかし，それに参
加するにはインターネットにつながれた最低 1台
の PC を持っていなければいけない。世界の図書

PubM ed 収録論文の 3割程度が収録されていた
が，情報選択ポリシーは不明である。未だにベー
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タ版であるが，Web 2.0的には引用分析情報を

ポジトリを進めている。研究者のメリットとして

オープンにした功績が大きい。

は，研究成果がインターネットで公開できるので

3.7. Google の戦略
Google は検索エンジンの会社であるが，それ

論文のアクセスと引用数が向上し，評価が高まる

だけではユーザーの気まぐれでいつ使われなくな

は研究・教育活動が公表できるため，知名度が向

るとも限らないので，ユーザーに支持されるため

上し，国際的学術交流にも寄与できる。

ことが期待できる。また，大学のメリットとして

に多くのサービスを行い，自ら汗を流したデータ

現状では，出版者もリポジトリを認める動きに

ベースも作成している。Web 2.0ビジネスには
リアルなデータ資産も重要であるとされている。

あり，図書館が自機関の研究者に参加を促する動

また現時点での Google の優位さは，ユーザーの

著作権を持つが著者はリポジトリへの収載権を持

嗜好を知るための各種のマーケティングデータを

つ場合と，出版者は編集著作権や公衆送信権のみ

沢山持っていることである。しかし，自動的に収

を持ち，著作権は著者が管理してリポジトリする

集されるため利用者はあまり気にしていない。こ

場合のどちらかのケースが多い。リポジトリが進

れらは Google の

善意

きが広まっている。著作権に関しては，出版者が

を信じることで成り立

めば，研究業績の評価もインパクトファクターな

っ て い る が，彼 ら が 嫌 っ て い る ダ ー ク サ イ

どにたよらずに，多様な見方が出てくる可能性が

ド

ある。ロングテールのしっぽの方に位置するユニ

へ踏み込まないことを利用者は観察する責

任がある（図 7）。
4. 機関リポジトリ
機関リポジトリとは機関（大学等）で生産され
た研究成果（全文）を電子的に保存し，配信する
インターネット上の集積庫である。これは，商業
出版社による学術雑誌の価格高騰への対抗措置と

ークな研究も，世界の人がアクセスしてリンクを
張れば，注目されることになるわけである。その
ためには，確実に検索されることが重要であり，
Google のインデキシングが重要となる。
5. 全 文

検 索

して始まった。機関リポジトリは世界中で日々増

5.1. 全文検索の限界
Google の使命は，世界中の情報を整理して検

加しているが，この動きも Web 2.0的なオープ

索できるようにするとのことである。しかし，現

ンソース志向の影響を受けていて，実際に使用さ

実にほんとうに欲しい情報を見つけることができ

れるアプリケーションシステムもオープンソース

ているのであろうか。たくさんの人からリンクさ

で作られたものがある。

れた情報が最初の方に表示されるが，それらはさ

現在，国立情報学研究所が「次世代学術コンテ

らに多くのリンクを張られるため，正のフィード

ンツ基盤共同構築事業」として 57大学の機関リ

図 7 Google の戦略イメージ

図 8 Google で利用される情報のイメージ
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5.2. 医療情報と検索
医療情報は信頼性が重要であるが，検索エンジ
ンでは企業の宣伝なども多く検索されて選択に困
るので，ある程度検証されたディレクトリ型の情
報源のニーズも高い。しかし，例えば Yahoo !の
カテゴリーで 健康と医学 の情報源を表示させ
てもさらに階層構造があったり，数が多くて自分
の目的の情報源を探すのは難しいし，リストの採
図9

全文検索のキーワードイメージ

録基準もよくわからない。こうなると，ある程度
評価された情報源の中から自分の探したいキーワ
ードで検索することが中立的である。

バックでますます評価ポイントが上昇し，下位の
情報と差がつくことになる（図 8）
。そのため，

例えば，マイクロソフトは Google への対抗策
として医療情報検索サイトであるメッドストーリ

下位のページに表示されたものが最初の 1〜2ペ

ー社（米）を最近買収した。これは医療関係者と

ージに表示されることがますます難しくなってい

一般ユーザーを対象とした医療・健康に特化した

く。また，検索結果は 1,000件前後しか表示して

サイトで，治療薬・症状・原因・食事といったカ

いないようであり，ユニークなキーワードでズバ

テゴリーから効率よく検索できるノウハウを持

リの検索でない限り，最終的なランク統計からも

つ。アナリストによると「マイクロソフトが検索

無視されてしまうかもしれない。当然，新しい情

サイト市場で Google に勝利するには，検索サイ

報は 1,000件以下の部分に入ってくると思われる

トの中で

ので，ほとんど見られないことになる。検索エン

ある。

ジンによる全文検索イメージを書いてみたが，同
義語の選択が少なく，漏れが多いはずであるが，

Pew Internet & American Life Project による
と，米国のインターネット・ユーザーの約 8割

全体数が多いので気にならないだけと思われる。

（1.1億人）が医療情報を検索し，最初に検索サ

ちょうど，情報のうわずみをすくっている感じで

イトにアクセスする人が 66%で最初に医療専門

ある（図 9）
。この部分を Google は，多くの人の

サイトにアクセスする人 27%より多い。このよう

幸せのページのようなことを言っているが，それ

に，検索による医療情報入手はかなり定着してき

もキーワード選択のセンスと調査目的による。こ

たので，消費者の関心が高い分野で評価された正

れらの 情報漏れ は Web データベースの文献

しい情報を入手できれば，マイクロソフトの信頼

検索においては別の形で生じている。すなわち，

は高まる。そして電子カルテなどの健康ソリュー

検索した文献リストの中で原報までリンクが張ら

ションビジネスを有利に展開する戦略とされる。

れている論文（購読契約雑誌やオープンアクセス

ここのポイントは，優秀な検索ナビゲーションシ

誌）のみ閲覧して，すぐに見られなかったり，コ

ステムであり，マイクロソフトでさえ，自社開発

ストがかかるものは無視される傾向があると思わ

よりは買収を選び，他分野での応用も期待してい

れる。しかし，実際は見られない論文の中に非常

るなど，その重要性が高まっていることである。

に有用なものが入っている場合もある。全文検索
では検索の方法が大雑把なために，目的の論文に
絞り込めないことが，漏れの多い情報調査につな

特殊化 を図るしかない」とのことで

6. アテンションの最適化

がると考えられる。このような意味からも，せめ

6.1. アテンションエコノミー
カルヴィン・ムーアズは 1948年に初めて「情

てリポジトリでオープンアクセスにしておくこと

報検索」という言葉を提唱した人である。彼の法

が，検索される必要条件であると理解できる。

則に，
「ユーザーにとって情報を持たないことよ
り持つことのほうがより苦痛で面倒である時には
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図 10 情報過多と意思決定精度の低下

図 11 情報が活かされるシステム要素

されても原報までリンクされていないものは無視
必ず，情報検索システムは利用されにくくなる傾

される。また，逆に「多すぎる情報も，ないもの

向が見られる。
」というのがある。ユーザーは複

と同じ」であり，検索エンジンなどで検索すると

合的で社会的であり，情報も同じであるので，ユ

非常に多くの情報が検索されるが，これらは目的

ーザーとその社会的背景について深い理解が不可

の情報に限定する方法が難しい場合が多く，その

欠であると言っている。すなわち，ある程度は情

まま最初の方のページを見て調査を終了する場合

報が多い方が意思決定の精度は高くなるが，情報

がある。これらは，趣味に関して調べる場合は別

過多になると逆に精度は下がっていく （図 10）
。

に問題とはならないが，企業における研究の場合

これは人間の脳が IT の急激な進化に追いついて

はこれでは困るので，情報部門による情報最適化

いけないことが原因である。

のための仕組みと情報リテラシー教育が重要とな

アテンションエコノミーとは，デジタル社会で

る。そ の た め，当 社 で は KIDS（Knowledge

は情報は無限に増え続けるが，それを受け取る人
間のアテンション（注意力，認知力）は有限で希

Information Design & Share）と 呼 ば れ る Perl
言語で書かれた社内の情報ポータルを作成した。

少資源という考え方である。Push で自動的に入

情報が活かされるためには，図 11のように，わ

ってくる情報の時代は終わり，Pull で必要な時
に情報を入手する時代である。RSS の場合は自

かりやすく，標的を見つけられる仕組みが不可欠

分で Push を選ぶから Pull であると考えられる。

ザーとその背景である CONTEXT を考慮しなが

デマンドベースからサプライベースへの転換であ

ら，これらの仕組みを実装していく必要がある。

る。ネットにちらかった押し付けがましい広告に
人々はもううんざりで，目に見えても内容までは

6.3. 研究所での医薬情報サービス
当社の研究所における情報ポータルの KIDS

頭に入ってこない。Push はもう時代遅れになり

システムでは，研究所で使用できるすべての外部

つつある。さて，このような状況で研究者のアテ

データベースのナビゲートと使用記録を行い，月

ンションのエコノミーをどのように最適化するか

に 2,000件以上のアクセスがある。誰がどのよう

が問題であり，情報担当者は研究者のアテンショ

なデータベースを何の目的に使っているかなどの

ンエコノミーを調節するシステムを考える必要が

利用状況は，リアルタイムで誰でも参照できるよ

ある。

う情報が共有化されている。また，個人ごとに利

である。情報担当者は情報エコロジーとしてユー

6.2. ユーザーの意識
インターネットユーザーの意識では「検索でき

用できるデータベースや専用のパスワードが，エ

ないものは，ないものと同じ」という傾向があ

さ れ て い る。Web 2.0的 に い く つ か の 機 能 を

る。すなわち，自分の選択したデータベースや検
索エンジンで検索されないものは，それ以上いろ

Perl，JavaScript でモジュールとして組み合わ
せるなどマッシュアップ的に自作したものであ

いろな情報源を検索することは少なく，かつ検索

り，シンプルで応用範囲が広い。特に，アテンシ

クセルで管理できる CSV 形式のファイルで運用
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ョンエコノミー的な最適化のために，e‑ラーニン
グコンテンツの閲覧履歴システムを最近作成した
（図 12）。これは，利用者のスキルや立場によっ
て読むべきコンテンツを変化させることを目的と
したもので，閲覧したコンテンツの最後の終了ボ
タンや確認問題ボタンを押すと閲覧終了リストの
方に移動する（図 13）。ユーザーである研究者
は，できるだけ研究自体に集中すべきであり，情
報調査に使える時間は限られている。その貴重な
図 12 情報最適化のためのフロー

調査のための時間を最大限に活用するために，情
報部門で提供するコンテンツも，ユーザーの立場

図 13 閲覧管理システム

図 14 医薬関連データベースの Web 化
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や目的によって厳選し，確実に見てもらえるよう

る」という言葉が，国立国会図書館法の前文にあ

な仕組みを考えるべきである。また，医薬に関係

り，国会図書館のホールにも刻印されている。新

する主要な文献データベース 5個の中で 4個が米

約聖書の「真理はあなたたちを自由にする」（ヨ

国で作成されてきた歴史があり，きちんとした階

ハ ネ に よ る 福 音 書 8：32）に 由 来 す る が，

層構造のシソーラスで過去に遡って検索できるも
のは 3個のみである（図 14）
。これらのデータベ

Web 2.0時代の開かれた情報利用において「医
薬品情報は人々を自由にする」になればと願いた

ースはどのように情報技術が進んでもリアルな情

い。

報資産として価値を有するため，エンドユーザー
の使用を念頭に作成機関が独自に Web 化して固
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定料金でもサービスされている。確かに，個々の
製品は使いやすいものであるが，利用者からすれ
ば異なった検索システムを覚える必要があり，当
然，重複除去もできないので，複数のデータベー
スを検索した場合は，大量の重複文献をチェック
していかなければならない。このような場合は
STN や DIALOG などのシステムを情報専門家
が網羅的な調査をして重複除去する方が，その後
の情報処理は格段に省力化できる。医薬研究に携
わる人々の有限の資源である アテンション を
無駄に消費させないように，情報を適切にコント
ロールすることが情報担当者に求められている。
そのためには，Web 2.0のような大きな情報環
境の変化を理解しておくことが必要であろう。
7. お わ り に
Web 2.0時 代 を 象 徴 す る 企 業 で あ る Goolge
は，世界の情報を整理して，目的とする情報を無
料でサービスすることで多くの人の支持を得るこ
とができた。これらの役割は規模は小さいが公共
図書館がやってきたことと同じことであり，実際

