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内容

• ⾃分が関わってきた翻訳記事と、
そのときに思うこと
• ⾔語間リンク・Wikidata・今後︖



Wikimedia movement 概念図
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ソフトウェア使⽤
J.アサンジの WikiLeaks
は最初期は MediaWiki
で動いていたが、今は
wiki ですらない



英語からの翻訳で新規作成・加筆した主な記事とそのきっかけ

• ⾃⾝の趣味・興味
• イタリック体
• カーニング
• オカリナ
• ピーター・カパルディ
• 国際⾳声学会
• オルトメトリクス

• 専⾨知識
• イオンエンジン
• 計量学

• ニュース・時事問題に影響されて
• チェルノブイリ・ネックレス ←原発事故直後の不安感

• ピエール・ド・クーベルタン・メダル ←五輪報道で話題になった

• 他者からの依頼（⾮⽇本語話者向けヘルプページ）
• ジュリオ・アンジョーニ

意外と専⾨知識に基づいた貢献は少なかった。
・⾨外漢だから気軽に書けてしまう︖
・趣味の時間に仕事を持ち込みたくない︖
・⾃分の知らない分野を勉強してまとめる過程で

得られる知的満⾜感がモチベーションに寄与︖

各画像 PD

その他は [[利⽤者:朝彦]] に列挙



翻訳の時に思うこと

• 英語の出典しかない場合、
読者が内容を検証することの障害になる︖
• è ⽇本語⽂献を探して追加

• ⽇本の事情が書かれない
• è やがて加筆されるのを待ってもいいが、

⾃分で書けるなら書く
• そもそもの翻訳元が⾼品質な記事か︖

• [citation needed] の箇所をあえて⽇本語版に持ち込むか︖
• è ⾃分で書き直した⽅が確実なことも



翻訳して、独⾃に書き加える

例: [[イタリック体]] (2007年7⽉10⽇ 18:51 の版)



翻訳の時に思うこと

• 英語の出典しかない場合、
読者が内容を検証することの障害になる︖
• ⽇本語⽂献を探して追加

• ⽇本の事情が書かれない
• やがて加筆されるのを待ってもいいが、

⾃分で書けるなら書く
• そもそもの翻訳元が⾼品質な記事か︖

• [citation needed] の箇所をあえて⽇本語版に持ち込むか︖
• ⾃分で書き直した⽅が確実なことも

• è 翻訳で記述を持ち込む時の履歴継承作業のハードル
• ⾃分は慣れたからいいが…



翻訳で記事を作るのは新規⽴項より難しい︖

• 中級者以上でないと難しい
• 同じライセンスを採⽤しているにもかかわらず、

⽇本語版では版を指定する必要性があり英語版よりも⼿順が厳密
• ウィキデータは（まだ）使いにくい

• 失敗すると版指定削除が必要となり削除依頼にまわる
• ⽇本語版の削除テンプレートは全削除と版指定削除をあまり区別せず、
仰々しい⾒た⽬となる。

• 驚いて翻訳に⼿を出さなくなるケースは多いだろう
• あるいはこれを適度な参⼊障壁とみなすか︖ 是か⾮か
• （このあたりを議論する集団は既に慣れた⼈たちであり、
⽣存バイアスのようなものが働いていることに留意する必要がある）



[[特別:ContentTranslation]]



[[特別:ContentTranslation]]



ContentTranslationの功罪

• ✔
• 履歴継承コメントの⾃動挿⼊
• 逐語訳しやすい画⾯
• ⽇本語版に既に記事が存在するリンクの⾃動変換は
便利

• ✘
• 最初に挿⼊される機械翻訳の質の悪さ

• 安易な機械翻訳投稿の急増
• 逐語訳以外には適さない

• しかし、投稿ごとに前の版の⼆次著作物を作っていると
いうライセンス解釈上、この制限はむしろ適切かも︖

その他 Meta やTranslateWiki で使われている
Extension:Translate など、便利なツールの登場や進化によって
翻訳がしやすくなることも期待される



⾔語の数だけ Wikipedia があり・・・

コンテンツ型
プロジェクト

舞台裏型
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Wikidata導⼊と⾔語間リンクのあり⽅

Apple

[[ja:リンゴ]]
[[fr:Pomme]]

リンゴ

[[en:Apple]]
[[fr:Pomme]]

リンゴの
概念 (Q89)

※ドイツ語はない。[[:de:Äpfel]] は [[:ja:リンゴ属]] に対応。
⾔語版ごとのまとめ⽅の差異。



各 Wikipedia が Wikidata を参照する

コンテンツ型
プロジェクト

舞台裏型
プロジェクト



「⼥性天皇」と「皇后」の混乱の例

• 前提︓⼥性天皇（⾃⾝が天皇）と皇后（天皇の妃）は別物だが、
Empressという英語になると区別が困難になる

• 2015年1⽉、Q595038 には Japanese empresses と ⼥性天皇 という
ラベル（⾒出し）がついていたにも関わらずフランス語版 Kōgō へリン
クが張られていたので除去し、「⽇本の天皇」の下位クラス（部分集
合）だと設定した。

• 2017年に⾒るといつの間にかQ595038の英語ラベルが Japanese 
empress consort; wife of the reigning emperor of Japan となってい
た。
別途 Q5374675 が作られており、そっちの⽅が Empress regnant of 
Japan となっていた。

• いつの間にか概念がすり替わっていた。

• ⾔語間リンクの維持の際に考えることが増えた。



Wikidata に記録されているデータ

Q45585

ラベル
en Starry Night painting by van Gogh
ja 星⽉夜 ゴッホの絵画作品

⽂
P31 (分類) 絵画作品(Q3305213)
P2048 (⾼さ) 73.7 ±0.1 cm
P571 (作成⽇) June 1889 [グレゴリオ暦]
P18 (画像) Van_Gogh_Starry_Night.jpg
P271 (所蔵番号) “472.1941”
P973 (詳細情報) http://www.vggallery...

識別⼦
P2014 (MoMA ID) “79802”

リンク
en The Starry Night
ja 星⽉夜
nl De sterrennacht



Wikidata がもたらす変化

外部ツール Histropedia: Wikidataの複数項⽬を並べた年表を作成



Wikidata がもたらす変化

https://tools.wmflabs.org/reasonator/?&q=171977

Wikidataから
⾃動⽣成された解説⽂

⾃動⽣成されたデータシートの例 スタブなら⾃動で簡単に作れる
過去にもボットによるスタブ量産が問題に
（ヴォラピュク語版ウィキペディア記事量産問題）

⼈間にしか書けないコンテンツの付加価値とは︖ それは本当に必要か︖

https://tools.wmflabs.org/reasonator/%3F&q=171977


まとめ

• これまで⾃分が関わってきた翻訳活動・執筆活動につ
いて紹介し、いくつか私⾒を述べた
• 翻訳が適さないとき
• 翻訳の⼿続き上のハードルが
潜在的な貢献者を追い払っていないか

• ツールの功罪

• Wikidata による⾔語間リンクのあり⽅の変化と、
機械可読コンテンツの展望について触れた
• 今後のコンテンツ翻訳のあり⽅も変わってくるだろうか︖
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