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【発表概要】 
現在までに蓄積された紙媒体によるアナログ地域資料は膨大な数に上る。これらを早急にデジ

タルアーカイブ化することは容易ではない。アナログ地域資料の完全なデジタルアーカイブ作業

が実現されるまで、地域資料のデジタルアーカイブを簡便に実現し、インターネット上で地域資

料内容の検索やアクセスを可能とすることが求められている。 

そこで本研究では、市民参加型で地域資料を出典としながら、ウィキペディア上にその内容を

編集するウィキペディアタウン活動成果のテキストマイニング分析から、その意義について考察

した。その結果、地域資料の簡便なデジタルアーカイブ化を実現した。それにより、埋もれてい

る膨大な地域資料へのデジタルな入り口を作ることで、インターネットを通じた再発見機会を提

供することができた。 

 

1.はじめに 
現在、政府は地域活性化を掲げ、総務省を

中心として ICT 利活用等を通じた地域情報化

施策が行われている。その中では、国・地方

自治体、住民・NPO 等、多様な担い手による

地域情報化が必要であるとされている[1] 。
その中で公共図書館には地域の情報拠点とし

ての新たな役割の必要性が指摘され、地域社

会における情報蓄積・情報発信の拠点として

の役割が期待され、地域情報のデジタルアー

カイブ等による発信が挙げられている[2]。 
その具体的活動として、地域のデジタル写

真をアーカイブし公開する瀬戸内市立図書館

の「せとうちデジタルフォトマップ」[3]や箕

面・豊中市立図書館との協力で豊中・箕面地

域情報アーカイブ化事業実行委員会が実施す

る「北摂アーカイブス」[4]が始まりつつある。 
しかし、これらの先行事例は現在や過去の

地域の風景写真をデジタルアーカイブする取

り組みである。そのため、これまで蓄積され

てきた紙媒体によるアナログ状態の膨大な地

域資料をデジタルアーカイブする取り組みに

は至っていない。現在までに蓄積された紙媒

体によるアナログ地域資料は膨大な数に上る。

これらを早急にデジタルアーカイブ化するこ

とは容易ではない。アナログ地域資料の完全

なデジタルアーカイブが実現されるまで、も

う一つのデジタルアーカイブ手法として、地

域資料のデジタルアーカイブを簡便に実現し、

インターネット上で地域資料の書誌情報や内

容を検索可能にすることが求められている。

これら紙媒体でのアナログ地域資料を出典

として表記しながら、その内容を市民参加型

でウィキペディア上に編集するウィキペディ

アタウンの取り組みが注目されている[5]。京

都府地域では、このウィキペディアタウンが

継続的に実施されている。この取り組みは、

よく知られているデジタルアーカイブプラッ

トフォームであるウィキペディアに着目し、

市民参加型で地域情報をデジタルアーカイブ

し、情報発信している。この取り組みは 2014
年 2 月 16 日より継続的に実施され、現在ま
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でに他地域への協力も含めて、全 22 回も開

催されている[6]。 
本稿ではこのウィキペディアタウンの成果

を定量的に分析するための手法として、構造

化されていない大量のテキストデータから情

報抽出を行うテキストマイニング技術[7]に着

目した。しかし、ウィキペディアタウンによ

る地域資料デジタルアーカイブ成果に対して、

テキストマイニング分析により、その意義を

明らかにした事例は未だない。 
そこで本研究では、もう一つの地域デジタ

ルアーカイブ手法であるウィキペディアタウ

ン作成結果のテキストマイニング分析により、

地域資料デジタルアーカイブに市民参加型ウ

ィキペディアタウンが果たす意義について考

察する。 
以下、2 章では地域情報デジタルアーカイ

ブとしてのウィキペディアタウンについて述

べ、3 章ではテキストマイニング分析手法と

分析結果について述べ、4 章では研究の成果

と今後の課題について述べる。 
 

2. 京都でのウィキペディアタウン 
これまで国の地域情報化実証実験等で行わ

れてきたデジタルアーカイブプラットフォー

ムは実証実験が終了するとプラットフォーム

自体が消滅してしまう例が多い。そのため、

すでに実績のあるデファクトスタンダードな

データプラットフォームの利用を進めていく

ことが重要である。そのような市民参加型デ

ータプラットフォームとして、最も知られて

いるデジタルアーカイブプラットフォームは、

ウィキメディア財団が運営しているインター

ネット百科事典ウィキペディアである[8]。ウ

ィキペディアは、無料で閲覧できるインター

ネット百科事典として、一般社会に広く知ら

れている。ただし、ウィキペディアが誰もが

無料で自由に編集に参加でき、GFDL とクエ

イティブ・コモンズ(CC-BY-SA)ライセンスの

もとオープンデータとして自由に 2 次利用可

能で、世界の各言語で展開されていることは

あまり知られていない。  
このウィキペディアへ地域情報を市民参加

型イベントで編集していく「ウィキペディア

タウン」が近年、日本において活発に行われ

つつある。日本初のウィキペディアタウンは、

2013 年 5 月 25 日に横浜市で行われた。続い

て、2013 年 6 月 22 日に東京・世田谷区で行

われた [11]。しかし、これらは単発イベント

であり、公共図書館を会場とした地域に根ざ

した継続的な活動には至っていなかった。そ

こで、京都市を中心に活動するオープンデー

タ京都実践会や京都府南部地域を中心に活動

する code for 山城では、デジタルなオープン

データ作成活動であるウィキペディアタウン

と各地域で連綿とアナログの地域情報を積み

重ねて来た地域住民、地域団体、地域行政を

連携させるウィキペディアタウンを継続的に

実施している。特に第 4 回の開催から、公共

図書館と連携し、主に京都府立図書館を会場

として地域の情報発信拠点としての公共図書

館の役割も実践している。 
イベントの午前は、オープンデータ京都実

践会より趣旨説明、地域歴史研究会より対象

地域の歴史文化について講演を行う。その後、

グループに分かれて、まちあるき現地調査を

行う。午後は、図書館職員よりウィキペディ

ア記事作成のための文献調査作業の方法につ

いて指導を受ける。その後、オープンデータ

京都実践会の原資料の著作権を侵害しないよ

うに編集し、出典を付けて編集する方法につ

いて、指導を受けながらグループごとに 2 時

間程度ウィキペディアの編集作業を行う。 
この京都での継続的な活動により、その後、

公共図書館と連携したウィキペディアタウン

が全国各地で行われるようになってきている。

日本でのウィキペディアタウンは、2017 年 5
月 26 日現在、全 102 回開催されている[9]。
そのうち、オープンデータ京都実践会主催の

a 京都市地域で 15 回(14.7%)、code for 山城

主催の b 京都府相楽郡は 6 回(5.9%)であり、

京都地域での合計は 21 回(20.6%)と日本にお

けるウィキペディアタウンの 20%を占めてい

る。また、兵庫県伊丹市、大阪府堺市、岡山

県岡山市、和歌山県和歌山、和歌山県橋本市

等のウィキペディアタウン協力要請に基づい

た c 他地域への協力が 15 回(14.7%)ある。そ

のため、主催と協力を合計すると 36 回   
(35.3%)となり、京都地域でのウィキペディア

タウン活動者によるウィキペディアタウンが

日本のウィキペディアタウンの約 1/3 を占め

ている。そこで次章では、この京都地域での
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ウィキペディアタウンによる地域情報デジタ

ルアーカイブ成果について、テキストマイニ

ング分析で、その意義を明らかにする。 

3.テキストマイニング分析 
3.1 分析の方法 
テキストマイニング対象は、オープンデー

タ京都実践会主催の 15 回のうち、美術館、

博物館と連携し地域の芸術情報を記述するウ

ィキペディア ARTS の 3 回と新規項目作成の

なかった 4 回を除く 8 回、code for 山城主催

の b 京都府相楽郡 6 回(5.9%)、オープンデー

タ京都実践会が他地域へ協力した 7 回を合わ

せた全 19 回のウィキペディアタウンである。

そこで新たにウィキペディア項目を新規項目

として作成した全 49 項目を対象とした。そ

の内訳は 1,174 段落、1,601 文、4,527 異なり

語数、26,270 総抽出語である(表 1)。分析ソ

フトウェアはテキスト型データを統計的に分

析するためのフリーソフトウェア KH Coder 
ver2.00f を使用した[10]。テキストマイニン

グは形態素解析と構文解析の 2 つの手法から

なる。まず、形態素解析により文書データを

言語学的な意味をなす最小の単位である形態

素に分割する。そして構文解析で語句間の関

係を認識し、疑問文であるか命令文であるか

等の文章タイプ判別を行い、語と語の関係を

調べる。これにより文章内での重要語句の抽

出(出現頻度の認識)、語句の意味的役割の認

識、同義語の抽出等が可能となる。分析は、

(1)名詞の頻出度の一覧表からの頻度分析、(2)
共起ネットワーク分析により行った。 

 
3 .2 頻度分析 

頻度分析とは、出現頻度が高い単語ほど重

要度が高いという考え方で、対象文献におけ

る単語の出現頻度を検討するものである。

KH Coder によりウィキペディア全 49 項目の

テキストについて頻度分析を行い、各文献の

出現頻度 1 ~10 位の名詞を抽出した(表 1）。 
a 京都市では、上位 10 位に七宝、庭園等

の京都文化や疏水、インクライン、水車等、

近代京都の琵琶湖疏水事業と水利事業が抽出

されている。京都市地域では、寺社仏閣に関

する認知度が高いため、ほとんどの寺社仏閣

のウィキペディア項目は既に作成されていた。

そのため、京都市では、近代京都の琵琶湖疏

水事業や明治期の七宝焼、庭園等の文化情報

がデジタルアーカイブされている。 
b 京都府相楽郡では、神社、歴史、時代、

地名、文化、文化財、地域、街道、祭神の名

詞が頻出語となっている。相楽郡地域の寺社

仏閣はほとんど知られていないため、ウィキ

ペディアに項目が全く作成されていなかった。

そのため、ウィキペディアタウンにより、地

域の寺社仏閣、文化財が広くデジタルアーカ

イブされたことが頻出語から伺える。 
c 他地域でも、古墳、文化財、歴史、神社、

地名の名詞が頻出語となっており、b 京都府

相楽郡と同様に地域の寺社仏閣はほとんどウ

ィキペディア項目がなかったため、地域の寺

社仏閣、古墳等が広くデジタルアーカイブさ

れたことを示している。 
 

3.3 共起ネットワーク分析 
共起ネットワーク分析とは、対象文献にお

ける諸々の単語と単語の間の関連性を検討し、

それぞれの文献の特徴を明らかにする。分析

では、KH Coder の出力する共起ネットワー

ク種類のうち、「サブグラフ検出・媒介」を選

択した。これは辺の媒介中心性を用いたサブ

グループの抽出法である。強くお互いに結び

付いている部分を検出してグループ分けし、

カテゴリー群としている。媒介中心性の高い

辺は多くの頂点をつなぐ働きをしている[11]。
最小出現数を 10 と設定し図 1~3 を作図した。 

a 京都市では、右に運河、橋、疎水、イン

クライン、琵琶湖、水車、水路等の群がある

(図 1）。これらは、近代京都の琵琶湖疏水関

連のデジタルアーカイブを示している。また、

下に七宝、庭園、明治等の群が見て取れる。

明治期の七宝と琵琶湖疏水を利用した並河靖

之七宝記念館の庭園に関する記述が 2 つの群

を繋いでいる。左下には、平安、神宮、建造、

工事と近代京都で建造された平安神宮に関連

する群がある。平安神宮のウィキペディア項

目は既に存在していたが、日本初期の鉄筋コ

ンクリート・鉄骨造建造物として、登録有形

文化財（建造物）となっている平安神宮大鳥

居は、独立したウィキペディア項目がなかっ

た。そのため、ウィキペディアタウンにて、

項目を作成しており、あまり注目されていな

い近代京都の文化財のデジタルアーカイブを

進めたことができた一例である。 
b 京都府相楽郡では、上に和束、茶、茶畑、
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郷、町などの群がある(図 2）。これらは、茶

生産の盛んな和束町のデジタルアーカイブを

示している。また、下には、精華、神社、寺

社、祭神等の群が見て取れる。精華町ウィキ

ペディアタウンでは、7 つもの寺社に関する

ウィキペディア項目を作成している(表 1)。注

目されていない地域のデジタルアーカイブを

進めることができた結果が示されている。右

下には街道、道、奈良の群がある。ウィキペ

ディア項目の狛田村、乾谷の文中で奈良街道、

伊賀街道、大坂街道、徳川家康が伊賀の国に

出た徳川道等の地域の街道に関する情報がデ

ジタルアーカイブされている。 

c 協力地域では、上に伊丹、神社、須佐等

の群がある(図 3）。これらは、伊丹市ウィキ

ペディアタウンで須佐男神社の記述をしたこ

とに関連する。また、中央には、堺、百舌鳥、

古墳等、堺市ウィキペディアタウンでの古墳

や地域のデジタルアーカイブ結果を示してい

る。下には岡山、公民館、教育、社会、ESD
等の群がある。岡山市公民館では、ESD（持

続可能な開発のための教育）活動が盛んで、

これらがデジタルアーカイブされている。 
左下部には和歌山、紀の川、橋等の群があ

る。和歌山市では、和歌山城の外堀を起源と

する市堀川とその上にかかる寄合橋の項目を

表 1．ウィキペディアタウンによる成果と名詞頻出度の一覧表

d総テキ
スト

(a/d) (b/d) (c/d)

総抽出語 26,270 9,545 36.33% 7,539 28.70% 8,711 33.16%
異なり語数 4,527 2,133 47.12% 1,866 41.22% 2,014 44.49%
文 1,601 553 34.54% 477 29.79% 510 31.86%
段落 1,174 395 33.65% 334 28.45% 359 30.58%
新規項目 49 15 30.61% 21 42.86% 13 26.53%
実施回数 19 8 42.11% 6 31.58% 7 36.84%

1 淀小橋 遺構1 1 丸山古墳 (精華町) 遺構1 1 旧橋本本陣池永家住宅(橋本市遺構1
2 竹中精麦所水車水路跡 遺構2 2 弥勒磨崖仏 (和束町) 遺構2 2 孫太夫山古墳(堺市) 遺構2
3 蹴上インクライン 遺構3 3 安積親王陵墓(和束町) 遺構3 3 岡山市立上道公民館（岡山市） 施設1
4 永運院 寺社1 4 坂尻1・2号墳(和束町) 遺構4 4 伊丹台地（伊丹市） 自然地物1

5 西翁院 寺社2 5 稲植神社 (精華町) 寺社1 5 応其寺（橋本市） 寺社1
6 西岸寺 (京都市伏見区) 寺社3 6 東畑神社 (精華町) 寺社2 6 發音寺（伊丹市） 寺社2
7 妙教寺 (京都市伏見区) 寺社4 7 祝園神社 (精華町) 寺社3 7 須佐男神社 (伊丹市) 寺社3
8 良正院 (知恩院) 寺社5 8 来迎寺 (精華町) 寺社4 8 万代寺（堺市） 寺社4
9 琵琶湖疏水記念館 施設1 9 常念寺 (精華町) 寺社5 9 円通寺 (堺市) 寺社5

10 並河靖之七宝記念館 施設2 10 鞍岡神社 (精華町) 寺社6 10 市堀川（和歌山市） 人口地物1

11 七瀬川 (京都府) 自然地物1 11 武内神社 (精華町) 寺社7 11 寄合橋（和歌山市） 人口地物2

12 鴨川運河 人口地物1 12 正法寺 (和束町) 寺社8 12 三徳園（岡山市） 施設1
13 嶋原大門 人口地物2 13 嶽山(精華町) 自然地物1 13 百舌鳥梅町(堺市) 地域1
14 堀川団地 人口地物3 14 乾谷(精華町) 地域1
15 大鳥居 (平安神宮) 人口地物4 15 柘榴 (精華町) 地域2

16 狛田村(精華町) 地域3
17 いずもり(精華町) 文化1
18 いごもり祭(精華町) 文化2
19 相楽木綿(精華町) 文化3
20 和束茶(和束町) 文化4
21 勧請縄(笠置町) 文化5

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
神社 81 1 七宝 37 1 神社 65 1 公民館 23
文化財 71 2 文化財 35 2 歴史 38 2 古墳 22
歴史 67 3 疏水 26 3 時代 25 3 文化財 20
時代 47 4 庭園 22 4 地名 24 4 時代 17
七宝 37 5 事業 20 5 委員 17 5 小学校 17
委員 36 6 インクライン 15 6 文化 16 6 歴史 15
地名 36 7 水車 14 7 文化財 16 7 委員 14
文化 34 8 文化 14 8 地域 15 8 市立 12
古墳 31 9 平安 14 9 街道 14 9 神社 11
疏水 26 10 歴史 14 10 祭神 14 10 地名 10

新規作成
ページ

a京都市
b 京都府相楽郡(精華
町、和束町、笠置町)

c 他地域(橋本市、和歌山
市、伊丹市、岡山市、堺市)
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作成した。市堀川が江戸期の和歌山城下町に

おいて船運による物資の輸送路として使用さ

れ、河岸に問屋街が形成されていた歴史がデ

ジタルアーカイブされた結果を示している。

4. おわりに 
本研究では、地域情報デジタルアーカイブ

のもう一つの手法としての簡便なデジタルア

ーカイブである市民参加型ウィキペディアタ

ウン活動成果のテキストマイニング分析から、

その意義を明らかにした。その結果は以下の

ようにまとめることができる。 
(1)関西地域で活発に行われつつある市民参

加型ウィキペディアタウンによる成果が定量

分析から明らかとなった。a 京都市地域では、

高名な寺社仏閣に関するウィキペディア項目

が既に作成されているため、近代京都の水利

事業や文化情報のデジタルアーカイブが進ん

だ。b 京都府相楽郡では、地域の寺社仏閣や

文化財に関するウィキペディア項目がそもそ

も存在しないため、ウィキペディアタウンを

きっかけに地域住民による地域の寺社仏閣や

文化のデジタルアーカイブが大いに図られた。

c 関西の協力地域でも同様の傾向が見られた。

これまで地域住民のみに知られており、地域

住民が誇る地域情報を地域住民自らがウィキ

ペディアにデジタルアーカイブする地域情報

発信が図られていることが示された。 
(2)公共図書館と連携したウィキペディアタ

ウンによるデジタルアーカイブの意義として、

公共図書館の貸出禁止扱いの重要資料を館内

利用にて編集しデジタルアーカイブできる点、

新規ウィキペディア項目の選定に際して、地

域情報資料に関する専門的な知識をふまえた

図書館員の参画による質の高いデジタルアー

カイブが可能となる点があげられる。 

図 3．共起ネットワーク分析結果(c 協力地域)図 1．共起ネットワーク分析結果(a 京都市)

図 2．共起ネットワーク分析結果(b 京都府相楽郡)
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(3) 本取組の重要な点は、ウィキペディア

上にアナログ地域資料の簡便なデジタルアー

カイブを実現している点にある。アナログ地

域資料を出典として表記して、その内容をウ

ィキペディア上にデジタル化することは、こ

れまで埋もれていた膨大なアナログ地域資料

の書誌情報とその内容の簡便なデジタルアー

カイブを実現している。これはウィキペディ

アによるインターネットを通じたアナログ地

域資料へのデジタルな入り口を作ることを果

たしている。その結果、これまでアナログな

紙媒体で連綿と地域で蓄積されてきた膨大な

市町村史や郷土史等の埋もれていた地域資料

のインターネットを通じた再発見が可能とな

る機会が提供されている。これが地域資料デ

ジタルアーカイブに市民参加型ウィキペディ

アタウンが果たす意義である． 
今後の課題として以下の点があげられる．

今回の分析は京都市、京都府、及び関西大都

市圏に限定されている。過疎地域を対象とす

る場合の地域資料確保や情報発信の内容は、

大都市圏地域とは異なることも考えられる。

現在、日本全国各地でウィキペディアタウン

の取り組みが活発化しているため、今後は全

国のウィキペディアタウンによるデジタルア

ーカイブ成果を明らかにしていく必要がある． 
また，ウィキペディアは参考文献に基づく

適切な再編集能力が必要である．そのため，

地域住民自らがウィキペディアによる地域情

報のデジタルアーカイブを実現するには教育

体制が必要である。今後は地域の図書館，博

物館，資料館職員のウィキペディア編集能力

の獲得と地域住民への研修の取り組みが必要

である．このような取り組みを進めていくこ

とで，市民参加型ウィキペディアタウンによ

り地域住民自らの手による地域情報化を継続

的に進めていくことが可能になる．その結果，

地域住民による市民参加型ウィキペディアタ

ウンによる地域資料デジタルアーカイブの取

り組みは，地域活性化のために必須のものに

なっていくであろう． 
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