
表‐１ 用語解説閲覧回数トップ１０
（２０１１年９月現在）

順位 用語 長さ（バイト）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

農業系ゲーム
暗渠疎水材
農業・農村基盤図
多面的機能
天下溝
水土里ネット
オルソ画像
畑のあしあと
GIS みちしるべ
了徳寺池

２，６０４
１，１４１
１１４
６４０
７４９
３６４
１４４
２２４
３１２
３１０

I． は じ め に

農業農村工学会農業農村情報研究部会では，農業農

村工学分野と情報分野および農業農村社会分野を網羅

した用語集が重要であるとの認識から，農業農村情報

に特化した用語集を作成することが提案された。用語

集の作成は，オンライン百科事典ウィキペディア

（http：//ja．wikipedia．org/）のように，ウェブ上の

文書をウェブブラウザで直接編集するウィキ（Wiki）

のシステムを導入することで，ウェブ上から執筆者の

協力を得て，関係者が追加，修正を行って完成させる

こととした。そして，その提案を受けて，ウェブ上に

ウィキのシステムを利用した「農業農村情報用語集」

（http：//info.ga．a.u-tokyo.ac．jp/agrinfo/）のサイト（以

下，「用語集」という）を開設した１）。２０１０年３月３０

日の農業農村情報研究部会勉強会で，その内容が報告

され，編集プロジェクトを始動させた。本報では，用

語集システムの使い方と取組みの意義について紹介す

る。

II． 用語集システムの概要

用語集のシステムには，インターネット百科事典

ウィキペディアと同じシステムを採用した。ウィキペ

ディアは，２００１年１月１５日に英語版が発足し，現在

はウィキメディア財団が運営しているオンライン百科

事典システムであり，ウィキのシステムを利用するこ

とで，インターネット上で誰でも百科事典の内容を編

集できるところが大きな特徴である。最初は英語版だ

けであったが，普及とともに多くの言語へ展開

し，２０１０年８月３０日現在，世界２７３言語で１，６００

万本以上の記事が書かれている。ウィキペディアで使

われているシステムは，MediaWiki というフリーソ

フトとして公開されている。このMediaWiki を使っ

て，用語集のシステムを構築した。

用語集のシステムは，MediaWiki を使っているた

め，ウィキペディアと同じように「一般のWeb利用

者が編集作業に参加できる」「ウィキシステムを採用

し，パソコンのブラウザを使って誰もが簡単に執筆，

編集できる」「投稿履歴が公開されており，いつ誰が

どのような編集をしたかが把握できる」という特徴を

持っている。

用語集では，編集ができる人を「アカウントを作成

し，メールアドレスの確認をした人」に限定して，編

集した人に連絡を取れるようにしている。アカウント

の作成は誰でも可能であり，「誰もが簡単に執筆，編

集できる」という特徴はウィキペディアと同じである。

サイトを開設してから１年半が経過した２０１１年９

月現在で，サイトの総閲覧回数は１万回を超えた。

表‐１に，閲覧回数の多い用語を示す。多くのページ

は短い説明文であるが，閲覧される回数が多いページ

は，記事が長く，丁寧に解説されているページである

という傾向があった。「暗渠疎水材」のページは，Goo-

gle で「暗渠疎水材」と検索すると上位３位に表示さ

れる。Google から「疎水材」「暗渠疎水」「暗渠 疎

水材」「炭 疎水材」といったような検索語でアクセ

スされていることからも，専門用語の正確な解説は

ニーズがあることが分かる。

III． 閲覧の方法

ページの閲覧には，アカウントの作成，ログインの

必要はない。ページ左カラムにあるナビゲーションの
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図‐１ 用語解説ページの例

表‐２ ウィキ構文

説明 入力内容 表示結果

イタリック
ボールド
見出し

箇条書き

リンク

‘’イタリック’’

‘’’ボールド’’’

＝レベル１＝

＝＝レベル２＝＝

＊いち
＊に
http：//mediawiki．org

イタリック
ボールド

レベル１
レベル２
・いち
・に
http：//mediawiki．org

「全ページ」メニューから作成されたページを一覧す

ることができる。また，同じく左カラムの「検索」ボッ

クスを使うことで，ページタイトルもしくはページ内

本文全文検索をすることができる。図‐１は，作成さ

れた用語解説ページの例である。上部に表示される

「履歴」メニューからは，そのページをいつ，誰が作

成し，更新したかという履歴を一覧できる。

IV． ページ作成と編集の方法

閲覧だけの利用者には利用者登録が必要とされない

が，用語解説ページを執筆・編集しようとする場合

は，利用者登録をする必要がある。編集の方法につい

て，ここでは概略を示す。詳しくは，ナビゲーション

の「ヘルプ」メニューに記されている。

１． アカウントの作成

ページ右上の「ログインまたはアカウント作成」を

クリックし，「アカウントを作成」を選ぶ。利用者名，

パスワード，メールアドレス，本名を登録すると，ア

カウントが作成される。そして，メールアドレスの正

当性を確認するためのコードを含んだメールが送信さ

れるので，そのメールを受信して，メールに記載され

たURLにアクセスすると，メールアドレスが確認さ

れる。このアカウントでログインすると，ページを編

集するためのメニューが表示されるようになる。

２． 利用者情報の登録

ログインすると，右上の利用者用リンクに自分の利

用者名が表示され，そこをクリックすると，「利用

者：○○（自分の利用者名）」というページが表示さ

れる。このページに，利用者情報を登録する。誰がど

のような編集をしたかが分かるようにするために，利

用者情報に自分の名前と所属を記入することが望まし

い。

３． 新規ページの作成

作成するページのタイトルを，ページ左の検索ボッ

クスに入力して「表示」ボタン（「検索」ボタンの隣）

を押す。「○○というタイトルのページは存在しませ

んでした。新規作成する。」という画面が表示される

ので，「新規作成する」というリンクをクリックする

と，新規ページが作成される。

４． ページの編集

上記手順によって新規ページを作成するか，既存

ページ上部の「編集」タブをクリックすることで，編

集画面となる。編集画面では，編集ボックスの中に，

特殊なウィキ構文を使って記事を書く。

編集ボックス内で改行をしても，記事の中では改行

はされない。段落を変えるためには，段落と段落の間

に空行を入れる。つまり，改行を２回する。

表‐２に代表的なウィキ構文を示す。表の作成，数

式の埋込み，画像のアップロードと埋込みも可能であ

り，詳しくはヘルプページに解説されている。

ウィキ構文によって記事を作成したら，編集ボック

スの下にある「プレビューを実行する」ボタンをクリッ

クして，変更の結果を確認する。確認して問題なけれ

ば，「保存する」ボタンをクリックすることで編集が

終了する。

ウィキ構文については，ヘルプページ内に設置して

いる「練習ページ」で自由に練習できる。

５． 編集した人へのメール

利用者が登録したメールアドレスはサイト上には公

開されないが，利用者宛にメールを送信することがで

きる。利用者情報ページのツールボックスから「この

利用者にメールを送信」メニューを使う。受信者がオ

プションでほかの利用者からのメールの受取りを許可

する設定をオンにしている場合にのみ，メールの送信

が可能である。

V． カテゴリによる記事の分類

MediaWiki では，カテゴリによる分類をすること
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表‐３ 分類法

番号 分類法 例

（１）

（２）
（３）

（４）

一意の階層分類

一意でない階層分類
手動タグ付け

自動タグ付け

図書分類（類・項・要など）
生物の分類（科・目・種など）
見出しと目次（章・節・項など）
MediaWiki のカテゴリ
論文のキーワード
索引
Google

ができる。目的とするものを探しやすくするための分

類方法には，表‐３の４通りある（これ自体が，おお

ざっぱな分類である）。

（１）と（２）は，大分類＞中分類＞小分類，のように階

層的に分類をする方法で，生物や図書などの分類に用

いられる。また，書籍では章，節のように階層分類に

基づく見出しをつけて，目次でそれを一覧にする。紙

ベースの用語集では，この方式でまとめて目次を付与

する方式が一般的である。

MediaWiki では，カテゴリ機能を使うことで（２）の

一意でない階層分類をすることができる。この階層分

類は一意でないため，どのカテゴリにも属さない記事

が存在しても良く，１つの記事が２つ以上の分類に所

属することもできる。たとえば，「灌漑排水」という

カテゴリと「水田」というカテゴリが存在する時に，

「暗渠排水」という用語はどちらのカテゴリに所属さ

せればいいか，と悩まずに，両方に所属させることが

可能となる。

用語集において，たとえば，「暗渠疎水材」という

ページを「水田」というカテゴリに分類するためには，

「暗渠疎水材」というページの編集において，ページ

の最後にウィキ構文で［［Category：水田］］と書く。

カテゴリ内の並び順をソートキーで指定することもで

きる。たとえば，ウィキ構文で［［Category：水田｜

あんきょそすいざい］］と書くと，「水田」カテゴリー

の中で，「あんきょそすいざい」がソートキーとなり，

並べ替えに用いられる。その際に，ソートキーの最初

の文字である「あ」が見出しとして使われる。文字の

並べ替えはユニコードによっており，ひらがなを使う

ことで５０音順に並べ替えられる。この場合「あん

きょそすいざい」という文字は，カテゴリ内の文字並

べ替えのために使われ，ページには表示されない。

表‐３の（３）と（４）は，階層的ではないタグ（キーワー

ド）による索引付けである。論文にキーワードを付与

することで，後に検索しやすくすることができる。一

般に，書籍においては，本全体が（１）の階層分類に基

づく見出しと目次によって構成され，本文中のキー

ワードには索引を付与することで，目的とする情報を

探しやすくしている。

キーワードを自動的に抽出するのが（４）自動タグ付

けである。インターネットの検索エンジンは，当初は

カテゴリ，サブカテゴリで分類するウェブディレクト

リを作成し，サイトを人手でウェブディレクトリに登

録し，ウェブディレクトリ内を検索するディレクトリ

型検索エンジンが主流であったが，現在では，Goo-

gle のようにクローラー（ロボット）が自動的にウェ

ブの情報を収集し，文章を解析してキーワードによる

索引付けをするロボット型検索エンジンが主流であ

る。

農業農村工学会の全国大会では，ウェブ上で講演要

旨を全文検索するシステムが１９９８年に導入された。

講演要旨検索システム上で，要旨のキーワードを自動

的に解析して可視化するタグクラウドを作成して，本

学会の研究テーマのキーワードとその推移を示すこと

ができた２）。用語集にタグクラウドを導入することで，

索引の１つとすることも考えられる。

VI． 記事の信頼性と閲読体制の整備

ウィキペディアは，誰が編集に参加しているか分か

らない，ということで，記事の信頼性についての疑問

があるが，多くの人が編集に参加することで，誤った

記述があれば，利用者がそれを発見して修正して正し

い記述になることが期待されている。一方，誤った記

述が放置されることもあるため，信頼性が保証されて

いるわけではない。ウィキペディアの情報の正確さは

ブリタニカ百科事典にもひけを取らないという調査結

果がNature で発表されたが３），ブリタニカはそれに

対して反論をした４）。アメリカでは，大学生が論文に

ウィキペディアの記述を引用することが日常化したた

めに，ウィキペディアの創設者である Jimmy Wales

氏が，学術研究の出典としてウィキペディアを利用す

ることをやめるようにペンシルバニア大学の講演で訴

えたとされる。

また，ウィキペディアは学生のレポートやウェブサ

イトに記述がコピーされることが多い。ウィキペディ

アの文書は，クリエイティブ・コモンズ表示－継承

３．０非移植ライセンスで公開されているため，ウィキ

ペディアの文書を複製すること，あるいは二次的著作

物を作成することは許可されているが，原著作者

（ウィキペディア）のクレジットを表示する必要があ

る。しかし，原著作者のクレジットを明示せずにコ

ピー（盗用）される場合が多いという問題がある。ま

た，ウィキペディアの記述はコピーや引用をされるこ

とが多いため，信頼性が低い記述もそのままの形でコ

ピーされて広まるという現象がしばしば見られる。
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用語集は，学会として正確な情報を発信するという

目的でサイトを構築している。専門家である学会員が

記名（利用者情報に所属と名前を記入）の上で記事を

投稿することで，信頼性の高い情報が蓄積されれば，

高い評価を得ることができるであろう。一方，著者を

制限することなく，誰でも編集に参加できるため，記

事の信頼性が十分に担保できないという側面もある。

用語集では，編集できる人を「アカウントを取得し，

メールアドレスを登録した人」に限っているのは，記

事を書いた人に連絡が取れるようにすることで信頼性

を向上させるためである。

より信頼性を向上させるためには，閲読者が記事を

チェックする体制作りが有効である。その時に，カテ

ゴリ分類機能を使うことができる。すなわち，カテゴ

リ分類ごとに閲読者を決めて，閲読者がカテゴリ内の

記述をチェックして，不正確な記述があれば修正する

体制を作ることができれば，少なくとも閲読者が存在

するカテゴリ内の記事について，信頼性を向上でき

る。

用語集のサイトでは，将来的に紙媒体で用語集を出

版する可能性を留保して，著作権を農業農村工学会農

業農村情報研究部会が持つこととしている。用語集を

出版する際には，閲読者による記事の正確性，著作権

の確認をして，出版物に掲載する記事の精査をする必

要がある。

VII． お わ り に

ウィキによるウェブ共同編集システムにより，用語

集編集プロジェクトを開始した。学会員から多くの良

質な記事を投稿していただくことで，検索エンジンか

らのサイトの訪問が増えて，サイトの認知度が上が

り，サイトを運営している農業農村工学会の宣伝とな

る。

農業農村工学会では，多くの研究者および専門技術

者が，研究成果および技術報告を学会誌，論文集，大

会講演会で発表している。一方，その情報は一般の人

達にとって必ずしもアクセスしやすいものではない。

学会にとって，貴重な知的資源を一般の人がアクセス

しやすいような形で整備することは，専門的な内容

を，一般の人達に分かりやすく伝えるアウトリーチ活

動と位置づけることができる。学会員の皆様に，専門

分野の用語解説を投稿していただくことが，学会とし

ての重要な社会貢献となり，学会の認知度を上げるも

のと期待される。
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１． Wiki による農業農村情報用語集システム

関 勝寿・溝口 勝

ウェブ上にウィキを利用した「農業農村情報用語集」のサイ
トを開設した。ウィキペディアと同じように，一般のウェブ利
用者が編集作業に参加でき，投稿履歴によっていつ，誰がどの
ような編集をしたかが分かる，という特徴を持っている。本報
では，編集の方法について説明するとともに，編集の方針につ
いて２つの議論をした。１つ目は記事をどのように分類する
か。２つ目は，記事の信頼性をいかにして担保するかという点
である。このシステムは，信頼性向上のためにメールアドレス
が確認できた人のみ編集可能としている。学会として信頼性の
高い情報源を提供するためには，カテゴリ分類ごとに編集担当
者を決める，というような体制をつくる必要がある。

（水土の知８０－１，pp．３～６，２０１２）
用語集，ウィキ，ウィキペディア，農業農村情報，アウ

トリーチ

２． 調査・計画段階における事業化に向けた戦略的広報方策

中里 良一

事業の調査・計画段階において，農家・一般市民の理解と支
持を得ることは，事業化を推進する上で非常に大きな要素のひ
とつである。このことから，事業の必要性，効果，内容などに
ついてさまざまなツールを用いて戦略的に広報を展開していく
ことが重要である。本報では，調査・計画段階における事業化
に向けた戦略的広報方策などについて論じるとともに，筆者が
関わった沖縄で取り組まれた「地下ダム事業」などに関する調
査・計画段階における戦略的広報方策について報告する。

（水土の知８０－１，pp．７～１０，２０１２）
農業農村整備広報，事業化に向けた戦略的広報，調査・

計画段階の広報，広報方策，参加型広報

３． 非農家や子どもたちが参加する
生きもの調査の取組みと成果

水谷 正一・南斎 好伸・小堀 忠則

栃木県では，農地・水・環境保全向上対策の導入に当たり，
地域の人々が，自分たちの住む農村環境を見つめ直し，環境へ
の理解を深めるとともに保全活動に参加するきっかけづくりと
するため，田んぼまわりの生きもの調査を県の独自要件として
提唱した。本報では，この取組みを農業・農村施策のアウト
リーチ活動としてとらえ，栃木県農地・水・環境保全向上対策
推進協議会を中心として市町や関係機関と連携しながら，非農
業者や子どもたちの参加促進に向けたさまざまな取組みとその
成果について紹介する。

（水土の知８０－１，pp．１１～１４，２０１２）
栃木県，共同活動，生きもの調査，農地・水，水田生態

系，環境保全活動，農村環境

４． 地域環境課題の解決に寄与する
アウトリーチ活動の可能性

田代 優秋・上月 康則・東 知里

アウトリーチ活動を“地域環境課題を解決に導くひとつの
きっかけ”と位置づけ，本報では著者らが１９９８年から１３カ
年にわたって継続しているアウトリーチ活動（小学校４年生
を対象とした活動）について取り上げた。その結果，１）地域環
境の認知効果，２）郷土愛の形成効果，３）地域社会の連帯効果が
整理できた。このことから農業用水を管理する者にとって，大
学によるアウトリーチ活動を足がかりにして，土地改良区・農
地水組織・行政組織などが連携関係を構築することができ，ひ
とつの“きっかけ”であると評価された。今後のアウトリーチ
活動としては，社会課題にどう役立つかという視点を取り入れ
た“課題解決型アウトリーチ活動”といった役割も加わってい
くものと思われる。

（水土の知８０－１，pp．１５～１８，２０１２）
課題解決型アウトリーチ，きっかけ，郷土愛，地域連帯

感，地域資源管理，専門家，小学校

農業農村工学会誌第８０巻第１号 報文・技術リポート内容紹介

小特集 農業農村工学分野における戦略的アウトリーチ活動

特集の趣旨
農業農村工学分野におけるアウトリーチとは，普段，農業農村工学分野の施設・事業・研究に触れる機会の少ない一般
市民に対して行われる普及活動である。近年，公共性の高い基盤整備事業や大学および研究機関も，国民に対してその事
業や教育・研究内容についての説明責任を求められることが多くなった。一方国民は，報道などの一面的な情報によって
農業農村工学の果たしている役割を正確に理解しているとは言い難い状況にある。
このような背景において，国や県などの地方自治体，土地改良区，大学および研究機関では，あらゆる機会を利用して
アウトリーチ活動が展開されている。中でも，「田んぼの学校」支援センターがサポートする田んぼの学校や，福島県土
地改良事業団体連合会が行っている「水土里の案内人」活動などは，農業農村工学分野を広くアウトリーチしている活動
であるといえる。農業農村工学分野以外でも，（財）ダム協会が認定している「ダムマイスター」，山形大学が中心となっ
ている「星のソムリエ」資格認定制度などは，特定の知識や技術を一般の国民に戦略的にアウトリーチしている活動であ
るといえる。さらに，環境省の「いきものみっけ」のようなWEBを活用した情報収集発信システムの構築なども，若
年層のインターネットによる情報収集依存度の高まりを踏まえると，今後のアウトリーチ活動に重要な意味を持ってくる
と考えられる。
本特集では，このようなアウトリーチ活動の手法と継続的なアウトリーチ活動による効果と課題を明らかにする報告，
各機関におけるアウトリーチ活動の連携を目的とした活動とその効果と課題を明らかにする報告，WEBを活用した情報
収集発信システムの構築に関する研究報文を広く紹介します。




