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コラム

ウィキペディア編集者向けの文献提供プロジェクト開始！
ウィキペディア図書館の紹介と利用の仕方

熊澤辰徳 *

　誰でも編集できるウェブ百科事典「ウィキペディア」

は、ボランティアで記事の執筆や校正を担うたくさん

の編集者の手によって、日々内容を充実させている。

最初に開設された英語版には、2018 年現在で 570 万

件以上の記事があり、2001 年に出来た日本語版にも

110 万件を越える記事が作られている。

　ウィキペディアの基本方針の一つに、記事の内容の

正確性を保つために、記述についての出典を明記する

というルールがある。これは学術論文で行われる引用

と同じで、記述の根拠になる書籍や論文、雑誌、ウェ

ブサイトなどを挙げて書き込むことが求められている。

それによって、憶測や独断、あるいは嘘を書き込まれ

ないようにし、信頼性を高めようとしている。

　しかし実際には、度々問題になるように、根拠のな

い記述やいたずら目的の書き込みなどが絶えず、信頼

性の確保に苦労しているのが現状だ。また、芸能記事

や時事記事は作成されやすいが、知名度は低いものの

学術的に重要な記事は、執筆できる人が少ないことも

あり、なかなか充実しない。

　こうした状況を改善しようと、ウィキペディアは新

たなプロジェクトを始めた。それが「ウィキペディア

図書館（Wikipedia Library）」だ。ウィキペディアの

編集を一定以上の水準で行っている利用者に、書籍や

論文、雑誌、新聞記事などを閲覧できるサイトへのア

クセス権を与え、記事の編集に役立ててもらおうとい

う画期的な取り組みだ。協力サイトには、エルゼビア

（Elsevier）や AAAS（「Science」誌を発行している出版

社）、Royal Society などの大手科学論文出版社や、オッ

クスフォード大学やケンブリッジ大学などの大学出版

社、 Newspapers.com などの新聞記事アーカイブサイ

トなど多数のサイトが名を連ねており、条件を満たせ

ば無料でこれらのサイトを利用する権利が与えられる。

特に研究機関に所属していない方にとってはアクセス

しにくい（アクセスにお金がかかる）情報源で、ウィ

キペディアの編集にもおおいに役立つサイトばかりだ。

　このプロジェクトをとおして文献へのアクセス権を

得る方法だが、まずウィキペディアの編集者として登

録して６ヶ月以上経っていること（登録は誰でもでき

る）、ウィキペディアの編集回数が 500 回を越えてい

ること、最近１ヶ月の間に 10 回以上投稿していること、

投稿ブロック措置をとられていない（不適切な編集を

繰り返しているとブロックされることがある）、所属機

関などからすでに該当する文献へのアクセス権を与え

られていないこと、が条件としてある。つまりウィキ

ペディアでしっかりと活動した実績が求められている。

さらにエルゼビアなどの一部のサイトについては、本

名や所属機関を提示すること、などの要件を求められ

る。

　これらの条件を満たしていれば、各サイトへ個別に

アクセス権の付与申請をすることができる。ただし申

請すれば必ずアクセス権を与えられるわけではなく、

各サイトの担当者が個別に判断するようで、めでたく

アクセス権を付与されることになれば、各サイトから

直接メールで ID やパスワードが送られてくる（ウィキ

ペディア図書館のスタッフをとおしてアクセス権が得

られるところもあるかもしれないが未確認）。アクセス

が認められるかどうかの基準は特に示されていないが、

申請時に記入する「アクセス権を取得したい理由」や、

ウィキペディアへの貢献度合いなどが考慮されている

のではないかと思われる。アクセス権の有効期限は特

に示されていないが、各サイトで期限が設けられてい

る可能性もありそうだ。

　ウィキペディア図書館のサイトでは、各サイトへの

申請件数やアクセス権付与数の一部が公開されている

が、付与率は全体的にかなり低いようで、ほとんど付

与されていないように見えるサイトもある。門戸を広
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く開いているとまではいかないようだが、地道にウィ

キペディアの編集に関わり続ければ、チャンスは十分

ありそうだ。

　ちなみに筆者はウィキペディアの編集経験があり、

上の条件を満たしていたため、いくつかのサイトに申

請を出した。その結果、科学論文のアーカイブサイト

である JSTOR のアクセス権を得ることが出来た。他に

科学論文出版社の Taylor and Francis 社からも付与を認

める表示が出たが、結局メールが届かず、保留状態に

なった。ウィキペディア図書館の利用申請ページは今

のところ日本語版がなく英語を読む必要があり、シス

テムや仕組みがわかりにくい部分もあるが、このあた

りは今後改善されることを期待したい。

　ウィキペディアを編集したい人のみならず、研究機

関に所属せず研究活動を行いたい方にとっては、とて

も役に立つプロジェクトとなりそうなウィキペディア

図書館。他にも、まだ本格始動はしていないが、参考

書籍の購入支援や、ウィキペディア編集者として研究

機関の客員研究員へ登録できるようにする取り組みな

ども導入が検討されている。今のうちからウィキペディ

アの発展に貢献していれば、自分の興味や研究の利益

となるリターンが得られることが大いに期待できる。

　ウィキペディアの編集をしていると、先行研究の文

献を読み込んで記事を書く方法が身に付くため、論文

執筆のトレーニングにもなるし、なにより記事の対象

について詳しくなれる。さらにこのウィキペディア図

書館を通してさまざまな文献を利用できるようになる

ということで、研究に携わる人にとってはメリットが

多い。これから研究者として活動する方は、これから

ぜひともウィキペディアの編集に挑戦してほしい。

関連リンク

・ウィキペディア図書館 :

https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_

Library/ja

・The Wikipedia Library Card Platform:

 https://wikipedialibrary.wmflabs.org/

https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/ja
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/ja
https://wikipedialibrary.wmflabs.org/
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図 1　ウィキペディア図書館。ページの大半は英語だが、トップのみ日本語版がある。
https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/ja

https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/ja
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* ミクロ・ライフ管理人

コラム

MicroLife MOVIE ～動画で楽しむミクロ・ライフ～
早川昌志 *

　アメーバ、ゾウリムシ、ミドリムシ・・・微生物
の仲間たちには、非常にユニークで面白い “ 動き ”
をするものが多くいます。しかし、多くの微生物は、
肉眼で見ることができず、なかなか実際の微生物が
生きて動いている様子を見たことのある経験がある
人は多くないと思います。また、理科の教科書など
で写真を見たことはあっても、基本的に動画として
は見ることができないので、本当はダイナミックに
動きまわるはずの微生物だったとしても、静的な姿
としてしか記憶に残っていないかもしれません。
　これまで動画といえば、テレビ番組や映画などで
しか見ることのできないものでした。そのため、動
いている姿がムービーとして提供される生き物は、
自然番組などでよく登場するゾウやキリンなどの
“ 有名な ” 動物が大半でした。ですが、インターネッ
トや SNS が普及した今は、生き物のムービーの提
供のされ方が大きく変わっています。これまで、テ
レビ局や映画の配給元などの企業から、テレビ放映
や商業ルートによる VHS や DVD などの限定された
媒体によって一方向的に発信され受身的に享受して
いたという時代から、YouTube などのインターネッ
ト配信を利用して、もっと自由に双方向的に「共有」
できる時代になりました。
　筆者らが運営している「ミクロ・ライフ」では、
数年前から微生物などの小さな生き物たちのこと
を、もっと身近に知ってもらうために、顕微鏡を用
いた微生物観察イベントや、グッズや教材の制作・
発信を行っています（参考リンク 1）。
　そして、もっと小さな生き物たちが、生きて動い
ている姿をもっと多く知ってもらいたいという気持
ちから、YouTube に、ミクロ・ライフの専門チャ
ンネル「MicroLife MOVIE 〜動画で楽しむミクロ・
ライフ〜」を開設しました（図 1、参考リンク 2）。

　MicroLife MOVIE には、随時、動画をアップし
ていく予定です。執筆現在（2018 年 12 月）では、

アメーバのアメーバ運動
を動画として見ることが
できます（図 2）。
アメーバのアメーバ運動
は、高校生物の理科の教
科書では、「原形質流動

（細胞質流動）」と絡んで
登場しますが、アメーバ
がなかなか観察しにくい
生物であるためか、授業
を受けている生徒だけで
なく、教員すらも、実際の原形質流動の様子をきち
んと見たこことのない方が少なくありません。実際、
本文の執筆担当者である早川も、高校で指導する機
会があった時に、教科書にアメーバ運動が言葉や図
としては載っているけど、実際どんな感じなのと質
問されたことがあります。そんな時に、生徒自身の
スマートフォンを出してもらって、YouTube にア
クセスしてアメーバ運動の動画を見てもらえたら、
どんなに説得力があるだとうかと思いました。「百
聞は一見にしかず」と言いますが、止まった写真だ
けではなく、動画として見せることができれば、さ
らに圧倒的に、説得力が増すはずです。
　小さな生き物たちの動いている姿を共有する、「ミ
クロ・ライフ」では、そんなプロジェクトを進めて
いこうと考えています。

参考リンク

1) ミクロ・ライフ公式 HP
https://sites.google.com/view/microlife
2) MicroLife MOVIE 〜動画で楽しむミクロ・ライ
フ〜 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCbRUUtQl1oZ
1PcB9LnivpNg

図 1 MicroLife MOVIE への 

YouTube サイトへの QR 

コード

https://sites.google.com/view/microlife
https://www.youtube.com/channel/UCbRUUtQl1oZ1PcB9LnivpNg
https://www.youtube.com/channel/UCbRUUtQl1oZ1PcB9LnivpNg
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3) アメーバ劇場 YouTube
https://youtu.be/YEtnAgITweg

図 2 アメーバ運動の動画のキャプチャー（「アメー
バ劇場」（参考リンク 3）より。実際の動画は、
YouTube よりご覧ください）

https://youtu.be/YEtnAgITweg
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報告

2018 年ニッチェ・ライフ出展報告
A report of the exhibition of Niche Life in 2018

ニッチェ・ライフ編集委員会
Niche Life Editorial Committee

　本誌『ニッチェ・ライフ』は、2018 年に行われ
た 2 つの自然科学系イベント「博物ふぇすてぃば
る！ 5」と「いきもにあ」で、本誌について紹介す
るブース展示を行いました。出展の様子を報告しま
す。

博物ふぇすてぃばる！ 5 　　

2018/7/21-7/22  科学技術館　

　1 回目から毎回参加している自然科学系創作展示
イベント「博物ふぇすてぃばる！」も今回で 5 回
目となりました。今回は『ミクロ・ライフ』（ブー

ス D-5）ブースの一角で、本誌の紹介コーナーを設
けました ( 図 1)。「ミクロ・ライフ」ブースでは、
本誌 5 号で紹介されたスマホ顕微鏡を使って、ミ
ドリムシやミジンコなどに「触れあえる」体験コー
ナーを設け、子供から大人までミクロ生物とのふれ
あいを楽しんでいました。ニッチェ・ライフの紹介
コーナーには、本誌 5 号で掲載したインスタ映え
するハエやアブの仲間の実物展示を行いました。

いきもにあ equimonia 　

2018/12/1~12/2 神戸サンボーホール

　生物系創作イベント「いきもにあ」の第 3 回目は、
前回まで開催していた京都市勧業館 ( みやこめっ
せ ) から神戸サンボーホールに会場を移して開催さ
れました。本イベントでも『ミクロ・ライフ』ブー
スの一角で、本誌の紹介コーナーを設け、博物ふぇ
すてぃばるに引き続き、ミクロ生物に触れあえる
コーナーや、ハエ、アブなどの微小昆虫の展示を行
いました ( 図２)。今回はイベント当日に神戸の海
で採集したヤコウチュウ ( 夜光虫 ) や、インスタ映
えするハチとしてセイボウの仲間の標本も紹介し、
好評を博していました。

　本誌『ニッチェ・ライフ』は、記事やイベントへ
の出展をとおして、これからも多様な生き物に出会
う機会を設けていきたいと思っています。　今後と
も『ニッチェ・ライフ』の活動のご支援をよろしく
お願いいたします。

図 1　博物ふぇすてぃばる！での出展の様子
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ニッチェ・ライフへのご投稿・お問い

合わせ　info@niche-life.oom

参考 URL

博物ふぇすてぃばる！　公式サイト
https://www.hakubutufes.info/
いきもにあ　公式サイト
https://www.equimonia.net/

図２　いきもにあでの出展の様子
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投稿規定　
　ニッチェ・ライフでは、皆様からの記事・コラムなどの投稿を募集しています。投稿資格は特にありません。
原稿は、生き物、生物学に関連するものであれば特に制限は設けません。生物の多様性やその魅力、自らの
調査・研究成果を様々な人に知ってもらいたい、という方からの投稿をお待ちしております。
　原稿の内容は「調査・研究報告」「分類群の紹介（特集）」「書評・論文解説（レビュー）」「短報」「資料」「コ
ラム」などとします。本文は基本的に日本語としますが、英語でも構いません。投稿料、掲載料は無料です。
　掲載を希望する著者は、「表題（タイトル）」「氏名」「所属（住所）」「連絡先のメールアドレス」「本文」
を明記した原稿、ならびに図表（必要であれば）を、下記連絡先に送付してください。
　原稿は、一般的な文書ファイル（txt, doc など）で入稿して頂くようお願いします。図や表は別ファイル（jpg, 
png, tif, doc など）として準備してください。各原稿は、編集委員会でチェックの上、掲載します。内容に
疑義がある場合は書き直しを求めることがあります。別刷は作成しませんが、PDF ファイルをお渡しします。
　原著論文またはレビューに相当する原稿の場合、「抄録」（Abstract）、「参考文献」（References）を明記し、
また英語タイトルを併記してください。著者が必要と認めた場合、英文抄録（Abstract）を付けることもで
きます。
　各記事の著作権は、当該の著者に帰属します。ただし各記事はオープンアクセスとして公開され、著者や
本会の許諾なしに自由に引用されるものとします。図版や表に関しては、執筆者が著作権を有する、あるい
は著作権所有者から許諾を得ているものをご準備ください。分類群の紹介記事などで、著者自身で写真や図
を用意できない場合、編集部にご相談ください。編集委員会で提供できる図版などがある場合、提供させて
頂きます。

　原稿の締切は、毎年 2 月末日、8 月末日とします。発行は年 1 回以上、原稿が集まり次第随時とします。
　原稿の投稿、ならびに投稿規定や編集に関するお問い合わせは、info@niche-life.com までお願いいたします。
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編集後記　今回は２０１８年１２月にプレプリント版として公開しましたが、編集作業は後ろにずれ、本発行が今になりました。気づけば元号

も平成から令和へと変わり、新しい時代のはじまりに出版と相成りました。これまで学術雑誌のような形式で PDF を公開してきましたが、もっ

と投稿や利用がしやすい形も模索しながら、着実に歩みを進めていきたいと思います。


