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CA1676
ウィキペディアにおける

情報の質（IQ）向上の仕組み

いのと同じ」「ちゃんと明示したほうが（飲料を持参
した人とそうでない人の）『扱いが平等になる』」「黙
認と『明示すること』では、決定的に違う」と発言し
ている33。
　なかなかそう簡単にできない事情もあるかもしれな
いが、できるだけ利用者と職員側の双方が納得し、よ
り快適に過ごせる環境作りを目指すことが必要ではな
いだろうか。その際、海外の図書館ではよくみられる

「フードポリシー」34のようなものが、ひとつの参考
になるかもしれない。
　いずれにせよ、図書館と「飲食」に関する議論は、
利用者のニーズの高まりとともに、今後ますます活発
化するであろう。そして、それに伴い、図書館職員の
悩ましさは、一層深くなるのである。

（関西館文献提供課：島
しま

村
むら

聡
とし

明
あき

）
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飲食の設備について . 図書館雑誌 . 2006, 100 ⑹ , p. 394-396.

23 千代田区立図書館 .
　http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/,（参照 2008-11-21）.
24 例えば、浦安市立図書館の「ラウンジ」、京都市右京中央書館の
「ウッドルーム交流路（交流室）」等。後者については、貸出手続
きの済んだ資料のみ、持ち込み可。
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公的なものだけでなく、調査会社による調査もある。新しいもの
では、以下の資料等が参考になる。

　Primary Research Group. Survey of Library Cafes. Primary 
Research Group, 2007.

33 話題の千代田図書館に行ってみた . ず・ぼん . 2007, ⒀ , p. 38-53.
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はじめに
　2008 年 3 月、無料オンライン百科事典ウィキペ
ディア（Wikipedia ；CA1510 参照）⑴に登録されてい
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る記事の総数が、250 言語あわせて 1,000 万件を超え
た⑵。
　ウィキペディアは、ウィキ（Wiki）と呼ばれる協
同作業支援システムを利用している。通常のウェブ
ブラウザと単純なマークアップ言語による、きわめて
低コストの協同的コンテンツ作成を実現したこの技
術は、誰もがいつでもウィキペディアの編集者となる
ことを可能にした。しかし、参加への障壁の低さは、
ウィキペディアを世界最大のオンライン百科事典へと
成長させた一方で、記事内容の信頼性に対する疑いを
招いている。つまり、専門家以外の人物や悪意を持っ
た人物が誤った情報を書き込んでしまうのではない
か、という懸念である。
レファレンス・ツールとしてのウィキペディア
　各種オンライン・データベースや OPAC、Google
を代表とする検索エンジンなど、インターネットは、
レファレンス・サービスを提供する上でいまや欠くこ
とができない。ウィキペディアも、記事数や検索エン
ジンでのヒット率の上昇とともに、日常的なレファ
レンス・ツールとしてすっかり定着した観がある。特
に、伝統的な事典類には収録されにくい、サブカル
チャー分野などの項目の充実は大きな利点である。
　しかし、ウィキペディアは事物の概要をつかみ、参
考文献の手がかりを得るのには便利だが、記述をその
まま用いる場合には記事内容を十分に吟味する必要が 
ある⑶。ウィキペディアの信頼性は確立されておらず、 
レファレンス・サービスにおいてアカデミックな権威 
付けがなされた百科事典と同等に扱うことはできない。
　また、一部の大学機関は学生のレポート課題におけ
るウィキペディアの引用禁止を言明しており、それを
ウィキペディア自体も支持している⑷⑸。
ウィキペディアの信頼性に関する調査
　しかし、複数の研究によって、ウィキペディアに
おける情報の質（Information Quality：IQ）が思いの
ほか高いことが明らかにされた。特に話題を集めた
のが、伝統的な百科事典“Encyclopaedia Britannica”
との比較調査である⑹。科学分野の記事 42 項目内の
分析の結果、指摘された重大な誤りは両者ともに 4 か
所、比較的軽微なものがウィキペディア 162 か所、ブ
リタニカ 123 か所と、大差は見られなかった。また、
研究者たちにウィキペディアの記事の信頼性を評価し
てもらったところ、それぞれの専門分野に関する記事
の評価が、分野外のランダムに選ばれた記事よりも高
かった、という研究結果もある⑺。
ウィキペディアにおける IQ 向上の仕組み
　では、ウィキペディアにおける IQ の向上の仕組み
とはどのようなものであろうか。ストビリア（Besiki 
Stvilia）らは、ウィキペディア英語版から無作為抽出

されたデータをもとにケース・スタディを行い、その
仕組みについて分析している⑻。
IQ 保証エージェントの位置づけ
　ウィキペディアでは、どのような編集を行うかは
ユーザー個々人の自由な選択に任されている。人々
は、新しい記事の作成や既存の記事の修正など、
IQ を向上させる行為を行うこともあれば、IQ を
故意に低下させる「荒らし」行為を取ることもあ
る。その中で、IQ を向上させるエージェントとし
て模範的な行動が期待されるユーザーが「管理者」

（administrator）である。ちなみに、ウィキペディア
の主だった参加形態は表のとおりである。

　管理者には、効率的に IQ の向上に取組めるよう
に、ページの保護・削除や投稿のブロックなどの権限
が与えられる。さらにビューロクラットになると、管
理者権限の付与や他の利用者名の変更なども可能に
なる。ただし、管理者になるためには、他の登録ユー
ザーらによって、過去および現在の活動が評価され、
権限を与えるのに適した人物として承認されなけれ
ばならない。また、ウィキペディアの方針やユーザー
らによって培われた慣習を破るような管理者は、他の
ユーザーからの報告に基づき、解任させられることも
ある。
　ウィキペディアにおける IQ の向上のための取組み
は、基本的にユーザーの自発的意志に基づいている
が、それらを効率的に進めるために、模範的な IQ 保
証活動の担い手がユーザー自身によって選ばれている
のである。
　なお、こうしたユーザー自身による IQ の向上の取
組みは、過去の記述や修正が編集履歴として残され、
ユーザーに対して公開されるという、ウィキペディア
のシステムを前提としている。これにより、ある編
集の是非をユーザー間で議論することや、荒らし行為
にあったページを以前の版に戻す「差し戻し」が可能
となっている。また、履歴情報には書き込みを行った

表　ウィキペディアにおける主な参加形態と権限⑼

参加形態の種類 識別方法 権限

IP ユーザー
（anonymous user）

IP アドレス 閲覧、編集

登録ユーザー
（registered user）

利用者名 閲覧、編集、半保護さ
れた項の編集

管理者
（administrator）

利用者名 閲覧、編集、半保護さ
れた項の編集、保護・
半保護の設定、削除、
投稿のブロックの設定 
* 管理者権限の付与、 
* 利用者名の変更

* 印は、管理者の中で追加権限を与えられた「ビューロク
ラット（bureaucrat）」のみの権限である。
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ユーザーの利用者名または IP アドレスも含まれるた
め、ユーザーの優良・不良の判断を行う際にも参照さ
れる。
IQ 水準の統制
　また、ウィキペディアは、全体の IQ のレベルを統
制するために以下の 2 つの仕組みを有している。
　　・「秀逸な記事（featured articles）」ステータス

の付与・除去
　　・記事削除
　秀逸な記事とは、ウィキペディアによって最良と
明示された記事を指し、正確性、中立性、出典の明
記などからなる「秀逸な記事の目安（featured article 
criteria）」⑽に合致するかどうか、ピア・レビューを
経て決定されるものである。この決定プロセスのなか
で、ウィキペディアの記事が目標とすべき IQ の水準
が提示される。
　反対に、IQ の最低ラインを示すことによって、ウィ
キペディア全体の IQ の水準を保とうとするのが記事
削除である。ユーザーによって記事の削除が提起され
ると、実際に削除されるまでの猶予期間が与えられ、
原則としてユーザー間の合意形成が求められる。
　また、それぞれの判断の基となる、秀逸な記事の目
安や削除の方針（deletion policy）も、こうしたユー
ザーによる合議を通じて形成され、ウィキペディアの
特徴に合わせて進化してきた。
ノートページ（discussion page）
　ウィキペディアは集団的な編集作業を支えるため、
ウィキプロジェクトやスタイルマニュアル、テンプ
レートといった協同作業のためのシステムの数々を発
達させてきた。なかでも、ユーザー間のコミュニケー
ションを目的とするノートページは、IQ の向上の取
組みを行うユーザーに恒常的に利用されている。ノー
トページは、IQ に関するユーザー間の対話や提携を
助ける重要な機能を果たしている。また、ある記事に
ついての質問のやりとりは、記事の補足として重要な
情報源となり、それらの蓄積は FAQ 形式の知識ベー
スとしても活用できる。コミュニケーションのルール
や慣習はノートページの議論を通じて確立され、新参
のユーザーはノートページからそれらを学習すること
ができる。
　秀逸な記事のノートページが質量ともに一般の記事
を上回っていることは、ノートページが IQ の向上に
果たす役割の大きさを物語っている。
ウィキペディアの IQ 保証モデル
　上で見たようなウィキペディアの IQ 保証の仕組み
は、従来の百科事典の編集作業とは大きく異なってい
る。オープン・アクセス以前の協同的なコンテンツ作
成においては、作業を大人数で分担したところで、最

終的には、比較的少数の権威者グループによるチェッ
クを必要としていた。しかし、自己選択を尊重する
ウィキペディアでは、特別の権限を与えられた管理者
でさえ、あくまでもユーザーの一部として存在する。
自己選択の尊重は作業分担のコストを大幅に削減し、
お互いの編集に対する平等性はユーザーを対立よりも
合意形成に向かうように促している。
　また、コンテンツ作成とフィードバックのプロセス
が統合されているウィキペディアでは、誤りを未然に
防ぐかわりに、よりすばやく低コストで誤りを修正
することに焦点があてられている。ウィキペディアで
は、ユーザーの編集によって新たな誤りが日々生み出
されていくが、誤りに気づいたユーザーがそれを即
座に修正することが可能である。すなわち、ウィキペ
ディアの公開性は、その信頼性に対する疑義を生み出
す原因であると同時に、IQ の向上の要ともなってい
るのである。
おわりに
　集合知を活用した百科事典の試みは、ウィキペ
ディア以外にも広がっている。“Britannica Online”⑾

（CA1022、E802 参照）や Google 社が公開した“Knol”
⑿では、著作者の特定や専門家を執筆者として確保す
るなど信頼性の確保に努めつつ、一般の投稿に対して
も一定の門戸を開きつつある。
　逆にウィキペディアでは、信頼ある編集者による記
事のみを公開することや記事の即時反映を制限する
ことによって、IQ 問題を軽減しようという検討もな
されている⒀。しかし、編集の公開性や平等性を尊重
することによって発展してきたウィキペディアにおい
て、それがユーザーに受け入れられるかどうかは明ら
かでない。

（主題情報部人文課：石
いし

澤
ざわ
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あや
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CA1677
図書館によるAPI の公開
－ PORTAの事例から－

はじめに
　最近、Google や Amazon をはじめ、多くのウェブ 
サービスが API（Application Programming Interface） 
を公開している。図書館界においても、OCLC が
検索用 API⑴や、メタデータ間のクロスウォーク

（CA1552 参照）を行うことのできる API⑵を公開する
など、その動きが少しずつ広まっている。
　一方で、API がどのようなものであり、何が便利な
のかについては、日本の図書館界ではまだあまり知ら
れていないのではないかと思われる。
　そこで、本稿では API、その中でも特に Web API
について簡単に紹介するとともに、国立国会図書館デ
ジタルアーカイブポータル（PORTA）の外部提供イ
ンタフェースについて述べ、Web API の公開の意義
について考察する。
Web API とは
　そもそも API とは、あるプログラムやソフト（以
下、単にプログラムという）が別のプログラムの機
能を呼び出して使うためのインタフェースのことを指
す。この API の役割を図に表したのが図 1 である。

　あるプログラム A が、別のプログラムであるプロ
グラム B の機能を使いたいとする。A は B の API を
通じて、あらかじめ決められた手順で要求をすると

（①）、B はその要求に対応して処理をする（②）。B

はその結果を、API を通じて、あらかじめ決まった形
式で A へ返す（③）。
このように、それぞれのプログラムの間で仕事を依
頼するために決まっている「手続き」が API である。
API を使えば、自分のプログラムに備わっていない
機能を、自前で開発しなくても簡単に実現できる。逆
に言えば、API がない場合には、自前でその機能を
開発しなければならない。そのため、文字を入力した
り、その入力した文字を画面に表示したりするといっ
た、多くの人が共通で利用すると考えられる機能につ
いては、OS 等が様々な API を提供し、簡単に利用で
きるようになっている。
　こうした API は、元々は同じコンピュータの中に
ある別のプログラムの機能を利用するために用意さ
れていたが、やがてインターネットが普及してくる
と、Web API が登場した。これはインターネットを
通じてウェブ上で展開しているサービスの機能を利
用できる（図 1 の①、③のやり取りをインターネッ
トを通じて行う）API である。本稿の最初で挙げた、
Google や Amazon、OCLC 等が公開しているのも、
この Web API と呼ばれる種類のものである。例えば
Amazon Web サービス⑶では、インターネットを通じ
て REST という形式で Amazon の Web API へ表示さ
せたい書籍の ISBN 等を渡すと（①）、Amazon 側で
該当の書籍の情報を準備し（②）、またインターネッ
トを通じて XML 形式でその書籍の情報（例えば書
誌、カスタマーレビュー、表紙画像の URL、関連商
品の情報等）を返してくれる（③）、というように使
うことができる。
Web API を使うメリット
1. 利用する側にとってのWeb API
　Web API は、インターネットを通じて他システム
の機能が容易に利用できること、その機能の多くが実
サービスで使われており実用的であること、無料で公
開されているものが多いこと、といった理由から、広
く使われている。
　とりわけ大きなメリットは、自分が必要とする機能
を提供してくれる API が公開されていれば、同じ機
能を重複して開発する必要がなく、開発にかかるコス
トを抑えることができるという点である。特に、開発
に高度なスキルが必要な機能、例えば厳重なセキュリ
ティを持つユーザ認証機能を独自に開発する場合に
は相応のコストが必要となるが、Web API を通じて
OpenID⑷のようなサービスを利用することによって、
高度なユーザ認証機能を簡単に自分のシステムに実装
することができる。
　また個人では持ちえないようなデータを使うこと
ができる点も大きなメリットである。衛星写真はもち

図 1　API の役割




