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１．健康情報と消費者の視点

最近は人々の健康に対する関心がますます高まる傾

向にある。健康や医療の問題を特集するテレビ番組や

雑誌などが増え，それが視聴率や売り上げ部数に大き

な影響を及ぼしている。

人間とは身勝手なもので，自分が精通していること

には批評的であるが，専門外の情報については疑いも

なく鵜呑みにすることが多いものである。われわれ歯

科医師も，歯科医療に関連する話題がテレビや雑誌で

取り上げられると「そんな風にいいところだけ都合よ

く紹介されては困る」などと批判することが多いが，

ひとたびそれが歯科を離れた長寿や健康の話題となる

と，情報を吟味しようとする姿勢はたちどころに消え

て，すっかり信用してしまう傾向があるのは誰しもが

思い当たるところだろう。いますぐにでも始めてみた

い健康法に出会うと，それが医学的にどのような根拠
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要 約

インターネットで公開されている無料の百科事典が

注目を集めている。Wikipedia（ウィキペディア）と

称されるこのフリー百科事典のプロジェクトは，誰で

も自由に執筆や編集に参加することができるというユ

ニークな特徴を持っている。これまで百科事典は各分

野の専門家が執筆することで権威と信頼を維持してき

たが，インターネットの普及によって不特定の多くの

人が知識を持ち寄ることが可能になり，そこから得ら

れた知識の集合もまた，情報として十分に活用できる

という考え方が広がりつつある。
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を持つかという検証はもはやどうでもよくなってい

る。

健康に対する関心の高まりは，インターネットで健

康情報を収集する人々が急増していることにも現れて

いる。インターネットで情報を探す場合，まず検索サ

イトに思いついたキーワードを入力してみる行動パ

ターンはすでに日常的なものとなった。Google（グー

グル）は検索サイトの代表例で，グーグルで検索する

ことを意味する「ググる」という動詞が生まれるほ

ど，すっかりポピュラーなものになっている。また

グーグルで上位１０位に入れなかった残りの検索結果は

ほとんど顧みられることがないとさえ言われている。

しかしインターネット上の情報が質的にも量的にも急

激に変化していく中で，たとえ上位にランクされてい

ても，情報が断片的であったり冗長であったりして，

タイムリーな情報に当たることもまた困難になってき

ている。

そんな中で最近，グーグルでの検索結果の上位に

Wikipedia（ウィキペディア）という百科事典サイト

がランクインすることが増えてきた（図１）。リンク

をたどってみると，知りたかったことが意外に要領良

くまとまっていることが多い。思いつくまま次々と

キーワードを入れてみると，予想もしなかった知識に

触れることができて，その面白さに時間が経つのを忘

れるほどである。

ところが，それでは歯科の用語はどうだろうと調べ

てみると，ウィキペディアでは見つからなかったり，

内容が不十分でがっかりする結果に終わる場合もあ

る。つい先ほどまで自分の趣味や興味のあることなど

を調べてはしきりに感心していたのが，歯科のことに

なると「こんな百科事典は使い物にならない！」と烙

印を押してしまう人も多いかもしれない。ここでもま

た前述した健康番組の場合と同じリアクションが起

こっているのである。

図１ 検索結果の上位にランクインするウィキペディア
Google（グーグル）で「メタボリック症候群」を検索すると�，５０万件以上のサイトが検出される中でウィキペ

ディアの記事「代謝症候群」が３番目に表示される�。上位にある他のサイトはいずれも充実した内容のものが多い
が，ウィキペディアの記事は統一された形式で簡潔にまとめられており，ページを深くたどらなくても必要な情報を把
握しやすい�。

http : //ja.wikipedia.org/wiki／代謝症候群（２００７年１月１７日（水）１４：１４の版）
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しかし見過ごせないのは，一般の人々がインター

ネットで歯科に関する情報を求めるときも，まずグー

グル，そしてそこからウィキペディアという順路をた

どっている可能性が非常に高いということである。し

かもそこで求められている情報は，われわれ歯科医師

が持つイメージとは異質のものであることも考慮しな

ければならない。つまり自分の専門分野ではないこ

と，自分がよく知らないことに対しては，ほとんどの

人は簡単にアクセスできて，そこそこ正確で，扱いや

すい簡潔さを持った情報があれば満足できているとい

うことだ。

２．ウィキペディアとは何か

ウィキペディアは，インターネットで公開されてい

るフリー百科事典のプロジェクトである。非営利の団

体であるウィキメディア財団によって無償で提供さ

れ，財団の運営はすべて寄付でまかなわれている。

ウィキペディアには誰でも参加することができ，特別

な環境がなくても Web ブラウザを使ってオンライン

で新しい記事を書いたり，既存の記事に編集を加える

ことができる。記事数は２４時間絶えず増加を続け，そ

の内容も刻々と変化している。まさに生きている百科

事典と言ってよい（図２）。

２００１年にスタートしたウィキペディアが，急激な利

用者の増加を見せ始めたのは２００５年頃からである。

ウィキペディア日本語版を対象とした統計では，２００６

年１１月の家庭内 PC からの利用者数は１，２９６万人で，

前年同月（５９４万人）の２倍以上に成長したと報告さ

れている１）。この数字を見るだけでも，ウィキペディ

アはすでに十分な知名度を得て多くの人々から利用さ

れていることが分かる。

ウィキペディアは多言語プロジェクトとして活動し

ており，記述する言語ごとに版がある。各言語版では

独立した執筆と編集が行われており，それぞれの言語

によるオリジナルな記事が執筆されるが，ある言語版

におけるすぐれた記事が他の言語版に翻訳される場合

もある。現在２００以上の言語による版が存在するが，

最も記事数の多い英語版の約１６０万件を筆頭に，１２の

言語版が１０万件以上の記事を有している２）。日本語版

は２００６年１２月に記事数が３０万件に達したが，２０万件か

ら３０万件に到達するのにわずか８ヵ月しかかかってい

ない。現在も一日に平均４００件の新しい記事が追加さ

れている３）。従来の百科事典では収録項目数が多くて

も１０～２０万件程度であるから，数字で見る限りでは

ウィキペディア日本語版はすでにこれを大きく上回

り，英語版にいたっては比較のできない次元に到達し

てなお成長を続けていると言える。

３．ウィキペディアの可能性

電子的なメディアで提供される事典や辞書の例は数

多い。最近ではポータブル電子辞書の普及も電子事典

の存在を身近なものにしている。しかし書籍の時代も

含めて従来の事典はすべて専門家に執筆を依頼して編

纂したものである。その執筆陣には各分野の権威と見

なされる人々が選出されるのが常識であった。権威に

頼ることで情報の価値や信頼度の裏付けとしていたか

らだ。ところがウィキペディアでは誰でも執筆と編集

に参加できる。執筆者の専門性や権威性を証明するも

のは最初から求められていない。

執筆者を限定しないことは，いくつもの新しい可能

性を生み出している。たとえばこれまでの百科事典の

ような体系的な編集方針や，権威性にたよった執筆者

の人選が前提として存在しない。これがかえって予想

もしないところからすぐれた書き手が現れて，他では

見られないようなユニークな記述を得る結果につな

がっている例も数多い。また，原稿料や製作・流通コ

スト等の面から刊行物としてのボリュームを考慮する

必要がない。したがって収録する項目数には上限がな

く執筆される順序もない。そのとき書ける人が，書け

ることから書いていくという作業がただ連綿と積み重

ねられている。

電子的な辞書や事典が登場した当初は，書籍に比べ

ると更新や修正が随時できることが利点と言われた

が，それでも内容の大幅な変更は全体的な改訂といっ

た区切りがなければ不可能なことが多い。この点ウィ

キペディアはすでに公開されている記事に対して，何

度でも編集を加えることが可能である。果てしなく加

筆や編集が繰り返されるだけで，決定的な最終版が存

情 報
デ ス ク
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図２ ウィキペディアのメインページ
ウィキペディアのメインページ（http : //ja.wikipedia.org/wiki/）は新聞の紙面のように，新着の記事，季節や暦に

関連した記事，最近の秀逸な記事などがトップに表示される。すべての画面の左側には共通してナビゲーションやヘル
プ，検索用のリンクメニューが表示される。

http : //ja.wikipedia.org/wiki／メインページ（２００７年１月２２日（月）の版）

●検索の方法
検索はこのボックスに文字列を入力して，「表示」または「検索」をクリックする�。表示はその文字列に合致する

記事項目を探し，検索はすべての記事の内容を検索して，その検索文字列の類似性の高いものから順にランクを表示す
る。

メインページの下部には百科事典としての項目分類が用意されており，ここから分野ごとの項目やポータルページ（図
３参照）に移動して情報を探すこともできる�。

●ヘルプ
ウィキペディアの利用に関するガイドブックや記事の作成・編集についての詳細な説明はヘルプからたどることがで

きる�。

●おまかせ表示
ウィキペディアに懐疑的な人には，ランダムに記事が自動表示される「おまかせ表示」をおすすめする�。１０回もク

リックしてみれば，その記事の多様性に気付くはずだし，いくつもの新しい知識を発見できるだろう。
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在しないのではないかという指摘もあるが，多くの参

加者を得るほど，そして編集が繰り返されるほど，よ

り望ましい情報のレベルに漸次近づいていると考える

ことができる（図３，図４）。

４．ウィキペディアは信頼できるか

一方でその新奇な試みのゆえにウィキペディアに対

する批判もまた尽きることがない。たとえば匿名でも

記事の執筆や編集ができることから，いたずらで虚偽

の記事や中傷が書き込まれるのではないのかという懸

念は当然起こる。また専門家ではない人も含まれる不

特定な執筆者による記事が，正確で信頼するに足りる

情報の質を維持しているのかという疑問もある。

しかしウィキペディアでは多数の利用者や管理者に

よって書き込みが常時監視されており，問題のある記

述や誤った記事が見つかるとすみやかに削除されるか

編集で直される。つまりいつでも誰でも自由に書き込

めるということは，同時にいつでも誰かによってより

中立でより真実に近い意見をもって書き換えられる，

あるいは元通りに戻す可能性があるということでもあ

る。ときには意見の対立から記事の書き換え合戦に発

展することもあるが，多くの人の目に触れているとい

うオープンな構造と自己修正の力によって，ウィキペ

ディアは記事の質を高めている。

２００５年１２月に最も権威のある学術雑誌の一つである

英国の Nature（ネイチャー）誌が，ウィキペディア

の信頼性について興味深い検証を行った結果を発表し

た４）。ウィキペディアと Encyclopaedia Britannica（ブ

リタニカ百科事典）の双方から，５０の科学関連の項目

をピックアップし，各分野の第一人者に記事内容の正

確さについて校閲を依頼したのである。その結果，ど

ちらにもある程度の誤りが含まれているが，双方の記

述の正確さに大きな差異はないことが明らかになっ

図３ ポータルページ：医学と医療
分野ごとにポータルページ（入口ページ）があり，分野に特化した構成で項目が整理されている�。ポータルページ

の下部には主要項目の分類が一覧になっている�。
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Portal : 医学と医療（２００６年１２月３１日（日）０２：４９の版）
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た。これはウィキペディアの記事が予想外に正確なも

のであったことを示した一方で，ブリタニカ百科事典

のようにこれまで絶大な権威と信頼を得ていたもの

に，意外にも多くの誤りが存在することを示唆した結

果となり，大きな波紋を呼んだ。その後ブリタニカ側

はネイチャーの検証方法が適切ではないと反論し，記

事の撤回を要求したが，ネイチャーは応じていない。

このネイチャーによる検証が行われるよりもしばら

く前から，「集合知」という新しい概念が生まれてい

た。ネットワークを利用して多くの人々がそれぞれの

知識や労力を少しずつ持ちよって合意に達した情報

は，権威のある専門家の意見と比較してもさほど劣っ

ていないばかりか，優ることも多いのではないかとい

う考え方である。集合知という言葉を一躍有名にした

ジェームズ・スロウィッキーの著書『The Widsom of

Crowds』は，ビジネス・政治・科学といった社会の

さまざまな局面において，集団の知恵が成功をおさめ

た事例を数多く紹介しているが，賢い集団がその力を

図５ Wikipedia：歯ブラシの記事
日本国内での生産量が年間およそ４億５千万本であ

るとか，大阪府八尾市と東大阪市で国内生産の約６割
を占めているなど，百科事典ならではの記述がわれわ
れ歯科医師にとっても新鮮な情報を与えてくれる。

http : //ja.wikipedia.org/wiki/歯 ブ ラ シ（２００６年１２月３日
（日）０５：３７の版）

図４ 記事の履歴と内容の変化
ウィキペディアではすべての記事について編集の履

歴が記録されており，その履歴から過去に更新された
版（バージョン）を遡って表示できる。たとえば「歯
科医師」という記事は２００４年８月２５日に最初の版が書
かれて以来，２００６年１２月１０日までに７８回の編集が加え
られたことがわかる�。最初の版では本文がわずか約
７００字であったが�，現在の最新版では７倍に情報量
が増えている�。

http : //ja.wikipedia.org/wiki/歯科医師（２００４年８月２５日
（水）１６：４６の版・２００６年１２月１０日（日）１８：３４の版）
http : //ja.wikipedia.org/w/index.php?title＝歯 科 医 師＆
action=history（２００６年１２月１０日（日）１８：３４の版）
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発揮するための４つの要件を挙げている（表１）５）。そ

の４番目にある「集約性（個々人の判断を集計して集

団として一つの判断に集約するメカニズムの存在）」

は，インターネットの登場以前には大規模に実現する

ことが不可能だったものである。ウィキペディアはこ

れらの要件をうまく生かすことで，壮大なプロジェク

トを実現している実例であり，ネイチャーの検証はま

さにその可能性と信頼性を裏付けた形となった。

５．情報の偏在と望まれる
学術性・専門性

ウィキペディアがスタートしてから６年が経過した

が，どの言語版においても初期の段階にコアな（熱心

な）インターネット・ユーザーを中心として利用の拡

大を得たために，特定の分野に記事が偏る傾向があっ

た。記事数が増えるにつれて徐々に偏りは少なくなる

が，すでに３０万件の記事を有する日本語版でも，IT

やメディア関連の項目，趣味的な要素の強い項目に偏

りが大きいことが指摘されている。逆の視点で見れ

ば，そのようなジャンルにおいて従来の百科事典では

とうてい得られなかったような詳細な記述が多いこと

は，他に見られない特徴でもある。しかし質の高い百

科事典の創出を目標とする上で，自然科学や人文科学

における学術的な記事や，さまざまな分野での専門性

の高い記事の充実がプロジェクトの成功には欠かせな

い重要な要件であることは，やはり否定できない。

すでに高い水準の記事が数多く執筆されている学術

分野もあるが，医学や歯学も含めてウィキペディア日

本語版ではまだ記事が少なく，しかもその多くは情報

量の少ない「書きかけの項目」となっているのが現状

である（図６）。しかしこれは圧倒的に書き手が足り

ないという現実にほかならず，いまある記事のレベル

が低いととらえるべきではないだろう。多くの人が参

加すればするほど，記事は充実してより正確なものに

なるという好循環を追求するのがウィキペディアの基

本的な考え方だからである（表２）。

学術性の高い記事の充実には，大学研究者の積極的

な執筆参加を望む声も多い。しかし現在の大学はビジ

ネス社会と同じく業績主義が席捲している。論文の数

や助成金の獲得金額は言うに及ばず，特許取得や講演

会の回数までもが業績に結びつけられて競われてい

る。ところがウィキペディアでは誰が執筆しても記事

の著作者は「Wikipedia の執筆者たち」と表記するよ

う定められており，その業績は個人には帰属しない。

また基本的に一人の権威による見識よりも，中立的で

表１ 賢い集団が正しい判断を下せるための４つの要件

� 意見の多様性 それが既知の事実のかなり突拍子

もない解釈だとしても，各人が独

自の私的情報を多少なりとも持っ

ている

� 独立性 他者の考えに左右されない

� 分散性 身近な情報に特化し，それを利用

できる

� 集約性 個々人の判断を集計して集団とし

て一つの判断に集約するメカニズ

ムの存在

（ジェームズ・スロウィッキー The Widsom of Crowds，邦訳

『「みんなの意見」は案外正しい』小高尚子訳２００６より引用）

図６ 「書きかけの記事」の表示
情報量が少ない執筆途中の項目には，「書きかけの

項目」が表示され，加筆・訂正をしてくれる協力者の
参加を求めている。

http : //ja.wikipedia.org/wiki/８０２０運動（２００６年１１月１日
（水）０８：５９の版）
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検証可能な多くの意見の合意が追求され，それによっ

てウィキペディアの記事は成立している。このことが

権威の側にいる人々のウィキペディアに対する反感や

無視になって現れている面もある。

いまや打算にとらわれず鷹揚に学究生活を楽しむ大

学研究者は少ない。ウィキペディアにどれほど多くの

利用者があり，それを通じた情報提供が社会のために

役立っていることが明白であっても，それに対する貢

献が個人の業績とならない以上，大学研究者が進んで

筆を取ることが望むべくもない現状は大変残念なこと

である。

６．おわりに

かつて百科事典が書斎のインテリアとして尊重され

た時代があった。重厚なその外観は権威性の具現であ

り，権威が書くことは常に正しいという前提があっ

た。ウィキペディアはそれとはまったく対極的なもの

であるが，ウィキペディア自身は権威性と対立しよう

とも考えてはいない。それはこれまで誰も想像しな

かった新しい情報集積のあり方の一つにすぎない。

ウィキペディアが目指すものはあたらしいスタイル

の百科事典であって，実用書でも専門書でも教科書で

もない。しかし同時に家庭医学事典や医学教科書をも

超越できるポテンシャルを持っているし，実際にウィ

キペディアに強い関心とニーズが存在していること

は，すべて数字が示している。多くの人々がこれを入

口として新しい時代の健康情報を探しにくることは間

違いない。われわれ歯科医師はその事実を受け入れ

て，このような情報のムーブメントに対して専門家と

しての姿勢をあらためて考えてみる必要があるだろ

う。

ウィキペディアの記事は，日々変容し成長していく

ものであるから，本稿ではあえて実際の記事を具体的

表２ さらにウィキペディアの理解を深めるためのリソース

それ自身がさまざまな問題点の解決を図りながら刻々と成長しているプロジェクトであるから，最新の情報はウィキペ
ディアの中に用意されているガイドや解説を見るのが最もよい。誰でも自由に記事の執筆や編集に参加することができる
が，もちろん詳細なルールやガイドライン，用語の使い方などを理解しておく必要がある。

●Wikipedia：ヘルプ
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : ヘルプ

●Wikipedia：ガイドブック
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : ガイドブック

●Wikipedia：基本方針とガイドライン
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : 基本方針とガイドライン

ウィキペディアに対する疑問，誤解，偏見，批判については，以下の解説を読むと理解がたやすい。

●Wikipedia：なぜウィキペディアは素晴らしいのか
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : なぜウィキペディアは素晴らしいのか

●Wikipedia：なぜウィキペディアは素晴らしくないのか
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : なぜウィキペディアは素晴らしくないのか

●Wikipedia：よくある批判への回答
http : //ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia : よくある批判への回答

書籍として出版されたウィキペディアの解説書は現在のところ下記のみである。
著者はウィキペディア日本語版の管理者の一人。

●吉沢英明；ウィキペディア完全活用ガイド，マックス，東京，２００６． ISBN４‐９０３４９１‐１６‐１
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に検証することは差し控えた。ウィキペディアに興味

を持った読者の方には，それに触れてみることをお勧

めしたい。とくに歯科に関する用語を引いてみて，ど

のような記述がいまそこにあるかを見ていただきた

い。歯科医学用語ばかりでなく，「歯科医師過剰問

題」のような制度や社会問題に関する項目もある。よ

く書かれた記事もあれば，まだ不十分な内容のものも

多い。それをどのように感じて評価するかは，すべて

の人に等しい自由であるが，同時に記事に物足りない

ものを感じたり，疑義を持った人には，その記事をよ

りよくするための作業に参加する自由もまた残されて

いるのである。

国際補綴歯科学会神戸２００７

（（社）日本補綴歯科学会第１１６回学術大会と第５回アジア補綴歯科学会の共催）

■テーマ 咬合・咀嚼が創る健康長寿
■開催日

平成１９年５月１８日（金），１９日（土），２０日（日）
■会 場 神戸ポートピアホテル・ポートピアホール

（〒６５０‐００４６ 神戸市中央区港島中町６丁目１０‐１

TEL：０７８‐３０２‐１１１１）

■内 容

◇特別講演「長寿社会と健康科学」

井村裕夫（財団法人先端医療振興財団理事長）

◇海外招待講演
“Restoration of Endodonticaly Treated Teeth”

Prof. Rosenstiel SF（Ohio 州立大学）

“Efficacy of conventional and implant-supported

prostheses ‐Overview and treatment outcomes‐”

Prof. Garrett NR（UCLA）

◇シンポジウム
「インプラントの咬合：分かっていること，いない

こと」

「欠損歯列における補綴介入および『短縮歯列処置』

に関するマルチセンターリサーチ」

◇教育セミナー
「補綴治療に関するガイドライン策定に向けて」

「咬合を取り巻く心身医学的な疾患・障害の理解」

◇臨床スキルアップセミナー
「接着ブリッジを成功させるために」

◇研究セミナー
「統計解析を踏まえた歯科補綴学研究計画」

◇歯科技工セッション
「オールセラミック修復の最新情報」

◇歯科衛生士セッション
「補綴臨床における専門的口腔ケア」

■学会参加費 ８，０００円
■大会長 井上 宏

（大阪歯科大学欠損歯列補綴咬合学講座）
■お問い合わせ

国際補綴歯科学会神戸２００７ 大会事務局

（財）口腔保健協会 コンベンション事業部内

担当：柴田 聡

TEL：０３‐３９４７‐８７６１ FAX：０３‐３９４７‐８８７３

E-mail : gakkai２＠kokuhoken.or.jp

準備委員会：大阪歯科大学 欠損歯列補綴咬合学講座

準備委員長 前田照太

E-mail : jps１１６＠cc.osaka-dent.ac.jp

FAX：０６‐６９１０‐１０４４

ホームページ：http://www.osaka-dent.ac.jp/jps１１６/
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