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文化・歴史的コンテンツに基づく 
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(a) メンバー 
【事業推進担当者】稲葉光行 

【RA】大野晋 

【その他】王暁光 

  

(b) 研究目的 

 本研究では、Web 上の文化・歴史的コンテンツに

よって媒介された学習者同士のインタラクション

による新しい協調学習システムの実現と、Web 上で

の学習者コミュニティの分析手法の確立を目指し

ている。そのため、「①協調学習支援システムの実

装と実証的研究」および「②学習者コミュニティの

可視化と分析手法に関する研究」という２つの課題

に取り組んできた。 

「①協調学習支援システムの実装と実証的研究」

については、これまでに、テキストを中心とした

Web 教材に対するアノテーション型の協調学習支

援システム「UNCHIKU」と、イメージデータによ

って構成された Web コンテンツに基づく協調学習

支援の仕組みである「GANCHIKU」の実装に取り

組んできた。さらに今年度は、MediaWiki の拡張

機能として、時空間情報を Wiki 上で視覚的にわか

りやすく定義できる、協調型のコンテンツ構築環境

を実装した。 

これらの仕組みは、Web コンテンツの利用者が、

対話を通してアーカイブ・コンテンツの拡張に参加

していくという「ナレッジブルアーカイブ」の枠組

みに基づいて設計されている。このデザインに基づ

くシステムでは、学習者同士のインタラクションと

コンテンツの拡充を同時並行的に進行させること

が可能となる。また、このデザインを Web 上の

e-Learning の基盤に適用することで、文化・芸術

コンテンツに関する多様な学習者、あるいは研究者

が、自分達の組織記憶を成長させていくという実践

共同体(Community of Practice)の形成が期待できる。 

「②学習者コミュニティの可視化と分析手法に関

する研究」については、これまでに、オンラインで

の学習者同士の対話の可視化と、社会ネットワーク

分析を用いた対話構造の分析、さらには可視化情報

の提供による学習者コミュニティへの適応支援の

研究に取り組んできた。 

 

(c) 本年度の成果 

【1】協調学習支援システムの実装と実証的研究 

本研究では、UNCHIKU システムや GANCHIKU シス

テムなどのように、協調学習のためのインフラを基

礎から開発する作業を行ってきたが、今年度は、ネ

ット上での知識交換のインフラとして普及してい

る Wiki の仕組みを援用する形で、Web 上での協調

型コンテンツ構築環境と、協調学習の基盤作りに取

り組んだ。具体的には、Wiki クローンの中でも、

機能が高く、安定性においても優れている 

MediaWiki の拡張機能として、年表や、年表と地図

が連動した Web コンテンツを Wiki 上に簡単に登録

できる仕組みを実装した。 

上記の拡張機能は、マサチューセッツ工科大学か



ら始まった SIMILE プロジェクトの成果である 

SIMILE Timeline と、Google 社が提供している 

Google Maps API サービスをもとに作成されている。

これらの仕組みは、ソースコードや API が一般に公

開されているため、プログラミングのスキルを持っ

た利用者であれば、それらを用いた Web コンテンツ

を構築することは可能である。しかし、プログラミ

ングについての知識がない人文科学研究者が、自己

の研究領域で用いられる学術情報を、Web 上の年表、

地図、あるいはそれらを組み合わせた Web コンテン

ツとして統合することは容易ではない。従って上記

の拡張機能は、Wiki 内の簡易なタグに囲まれた部

分に、時間、空間、あるいは両方の情報を登録する

だけで、スクロールやズームイン・ズームアウトが

可能な年表および地図コンテンツを簡単に作成す

ることができるように実装されている。そのため、

Web コンテンツ作成やデータベース構築の経験がな

い人文科学研究者であっても技術的なハードルが

低く、これらの研究者が、Web 上で学術情報を公開

し、それらについて議論し、またそれらのコンテン

ツを協調的に拡張していくための基盤として有用

である。 

 さらに今年度は、人文・社会科学系の大学院生を

対象とした、Web 上での学術コンテンツ作成に関す

る講義および実習で、上記の拡張機能を適用した実

証実験を行った。その結果、プログラミングやデー

タベース構築経験が皆無に近い人文社系の大学院

生であっても、キリスト教の宣教活動の時空間的変

遷を可視化した時空間マップや、19 世紀末から 20

世紀にかけての思想家および主要な思想・概念の変

遷を可視化した年表・地図といった Web コンテンツ

を実装することができ、本拡張機能の有用性が確認

された。 

 本拡張機能の課題としては、「あいまい情報」の

扱いが挙げられる。人文科学の領域では、人物の生

年月日などの時間情報、あるいは建物の位置等に関

する空間情報が必ずしも特定できていない場合が

多い。今後は、このようなあいまい情報を Web コン

テンツとして登録・可視化するための仕組み作りに

取り組んで行く予定である。 

 

【2】学習者コミュニティの可視化と分析手法に関

する研究 

このテーマについては、主に以下の２つの課題に

取り組んだ。 

 

（1）Wikipedia における知的生産活動の分析 

この課題では、デジタル・ヒューマニティーズの研

究者共同体に対する分析を行った。デジタル・ヒュ

ーマニティーズは、コンピュータ技術を用いること

で、人文科学に新しい思考法をもたらすことを目的

とする学問的潮流である。しかしその規範的構造に

ついては、まだ明確な定義は確立されていない。本

研究では、デジタル・ヒューマニティーズに関わる

科学者共同体全体が、どのような課題に興味をもち、

またそれがどのように変遷してきたのかを、科学計

量学の視点から分析した。具体的には、2005 年か

ら 2009 年の 5 年間にわたって、デジタル・ヒュー

マニティーズにおける中心的な論文誌や学会予稿

集に掲載された論文のタイトルから、代表的なキー

ワードを抽出し、対応分析および共語分析の手法を

用いて分析を行った。これらの分析によって得られ

た主な知見は以下の通りである。 

 

・2005 年の段階で代表的なキーワードであった

Humanities Computing は、過去 5 年間にわたっ

てその出現頻度が減少してきている。その一方で、

Digital Humanities というキーワードの出現頻度



は増加している。 

・キーワードの共起関係を元に作成した共語ネット

ワ ー ク に 対 す る 中 心 性 分 析 の 結 果 で は 、

Humanities Computing の中心性は、出現頻度と

同様に、過去 5 年間にわたって減少していた。その

一方で、Digital Humanities というキーワードの中

心性は、微増はしているものの、5 年間にわたって

低い状態を維持していた。 

・これらのことから、Digital Humanities という

キーワードは、この学問領域で使われる頻度が高ま

っているものの、中心性の低い、つまり代表的では

ないキーワードと一緒に使われる傾向があること

が読み取れる。つまり、Digital Humanities とい

うキーワードは、GIS、Multimedia、Visualization

といった、デジタル・ヒューマニティーズ研究にお

いては比較的新しい研究課題とともに使われるた

め、頻度が増加する一方で、中心性は低いままにと

どまっていることが示唆された。 

 

（2）Wikipedia における知的生産活動の分析 

 本研究では、Wikipedia における記事とノートペ

ージの編集行為を対象として、ウェブ上での知的生

産活動の構造とメカニズムに関する分析と考察を

行った。具体的には、Wikipedia における模範的な

記事である「秀逸な記事」、「良質な記事」、および

「おすすめ記事」、またそれらの記事に付随するノ

ートページに関して、編集回数の集計を行った。さ

らに、登録ユーザと匿名ユーザのそれぞれが、３種

類の記事やノートページの編集にどのように関わ

っているかという点を分析した。なおここでは、論

文生産活動に関する Lotka の法則（少数の研究者が

大多数の論文を生産するという、非対称性に関する

法則）が、Wikipedia 上でのコンテンツ構築活動に

も適用可能であるかどうかという点に焦点を当て

て分析を行った。 

 本研究によって得られた主な知見は以下の通り

である。 

 

・記事とノートページの編集者数の集計によれば、

記事に対する編集を行うユーザが多いことが観

察されるのは自然なことであるが、ノートページ

のみに編集するユーザも一定数存在することが

確認された。つまり、Wikipedia では、議論を通

して間接的に記事の拡充に貢献しようとするユ

ーザがいることが明らかになった。 

・Wikipedia 上では、３種類の記事すべての編集回

数において、アカウント登録という積極的な関与

の姿勢を示している登録ユーザよりも、アカウン

トを登録していない匿名ユーザの割合がより大

きいことが確認された。 

・Wikipedia 上の記事編集行為のすべてが、Lotka

の法則で提案されている傾き(n の値)とは必ずし

も合致していないが、全体として、少数のユーザ

が多くの記事の編集を行っているという、Lotka

の法則に近い傾向があることが観察された。 

 

本研究の課題は以下のとおりである。本研究では、

模範的とされる記事（「秀逸な記事」、「良質な記事」、

および「おすすめ記事」）と、それらに関するメタ

的な議論を行っているノートページに焦点を当て

て分析をおこなったが、Wikipedia 上での知的生産

活動の全体像を把握するためには、Wikipedia 上の

記事一般を対象とした分析を進めていく必要があ

る。また本研究では、編集回数に着目し、「量的」

なデータに基づく考察を行ったが、具体的にどのよ

うな編集が行われたかなどの「質的」な側面につい

てのデータ収集と分析は行っていない。したがって

今後は、量的な分析に加えて質的側面からのデータ



分析と考察を行うことで、Wikipedia における知的

生産活動に関する総合的な分析を進めていく必要

がある。 

 

(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 

・2009 年 4 月～2010 年 3 月 MediaWiki 上での

時空間コンテンツ作成のための拡張機能実装 

・2009 年 4 月～2010 年 3 月 日本語版 Wikiepdia

の対話データを抽出・保存・分析するためのライ

ブラリの開発 

・2009 年 4 月～2010 年 3 月 Web 上に登録され

た高精細の画像（特に古地図）に対して、ズーム

イン、ズームアウト、回転などを高速に行うため

のライブラリ集の開発 

 

 

(e) 業績一覧 

〈論文〉 

【審査付き】Xiaoguang Wang and Mitsuyuki Inaba, ‘Structures and Evolution of Digital Humanities: An 

Empirical Research based on Correspondence Analysis and Co-word Analysis’, Proceedings of International 

Conference Digital Archives and Digital Humanities, National Taiwan University (Taipei, Taiwan), pp.1-16, 

1-2 December 2009. 

【審査付き】Xiaoguang Wang and Mitsuyuki Inaba, ‘Co-word Analysis of Research Topics in Digital 

Humanities’, Proceedings of Digital Humanities 2009, University of Maryland (Maryland, USA), pp.148-150, 

22-25 June 2009 

【審査付き】 Keiji Yano, Ryo Akama, Kozaburo Hachimura, Hiromi Tanaka and Mitsuyuki Inaba, ‘From the 

Local to the Global Sphere: Prospects of Digital Humanities for Japanese Arts and Cultures’, Proceedings of 

Digital Humanities 2009, University of Maryland (Maryland, USA), pp.409-410, 22-25 June 2009

 

〈口頭発表〉 

Shin Ohno and Akinori Nakamura, "Game Preservation Endeavours in Japan: A Case of the 

Ritsumeikan University Game Archive Project," Southwest Texas Popular Culture and American 

Culture Association 31st Annual Conference, Albuquerque Hyatt, 10 February 2010. 

【GCOE セミナー】 

大野晋「Wikipedia における知的生産活動の構造とプロセスに関する研究」第 62 回 GCOE セミナー, 立命

館大学アート・リサーチセンター（京都市）, 2009 年 10 月 20 日. 

【Web アーカイブシステムの開発・公開】 

大野晋・稲葉光行「MediaWiki 用 TimeMap 作成機能」 

http://www.unchiku.com/wiki/ (公開準備中) 

大野晋「Ojikit ImageViewer」 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/ojikit/ (公開準備中) 


