
1．はじめに

百科事典は社会を映す鏡だ。どんな百科事典も作られた

時代や地域の文化の産物であり，社会に存在する差別や偏

見も無意識に取り込んでいる。これは 18 世紀フランスの

『百科全書』やイギリスの『ブリタニカ百科事典』のよう

に名だたる執筆者を揃えた百科事典であっても，オンライ

ンのフリー百科事典で誰でも執筆できるウィキペディアで

あっても同じことだ 1)。

ウィキペディアは「質においても量においても史上最高

の百科事典を目指して，共同作業で創り上げるプロジェク

ト 2)」である。誰でも編集でき，無償で執筆や管理を行う

多くのボランティアの努力で成り立っている。多言語プロ

ジェクトで，全てに共通する大きなルールがいくつか存在

する一方，言語版ごとにウィキペディアの執筆者である

ウィキペディアンのコミュニティが存在し，コミュニティ

ごとにローカルルールとでも言うべきものがある。

そして，このコミュニティを担う利用者の多くが男性で

ある。ウィキメディア財団が 2012 年に発表した調査結果

によると，ウィキペディアンの 9 割ほどが男性であると

推定されていた 3)。2013 年に刊行された調査ではもう少

し女性のウィキペディアンは多いのではないかと推測され

ているが，それでも 16％ほどだ 4)。さらに人間が集まる

コミュニティであるからには当然，嫌がらせが発生する。

女性ウィキペディアンがセクシュアルハラスメントにあう

事例も報告されており，他のウェブコミュニティ同様，女

性にとって安全でない場所となることがある 5)。執筆者だ

けではなく記事についてもジェンダーによる差があり，

12 月 9 日時点のデータでは英語版ウィキペディアの人物
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記事のうち女性に関するものは 18％程度，日本語版でも

22％程度と推測されている 6)7)。ウィキペディア内に [[ウィ

キペディアにおけるジェンダーバイアス]] という記事が存

在するほどで，ウィキペディアはそれを作っている人間社

会と同程度には性差別的なコミュニティだ。

本論では，とくにウィキペディアにおける女性の科学者

に関する記事をとりあげる。科学は伝統的にウィキペディ

アにおいて尊重されているトピックだと言えるが，女性科

学者に関する記事についてはしばしばその貧弱さが指摘さ

れてきた。この論考においては，女性科学者の人物記事が

比較的冷遇されてきた経過を指摘し，現状ではどのような

対策がとられているのかを紹介したのち，それをふまえて

今後の改善のためには何が必要であるのかを検討すること

としたい。

2．ウィキペディアにおける女性科学者の扱い

2.1　特筆性

まずはウィキペディアにおいて，女性科学者の記事がど

のように扱われているかについて理解するため，大きく話

題となった事例をとりあげて検討する。ウィキペディアは

百科事典として人々が知識を得る手助けをしなければなら

ない。一般的に，科学はしっかりカバーすべきトピックと

見なされていると言える。科学関係のエディタソン（edit
＋marathon で，ウィキペディアなどを皆で編集するイベ

ント）はいろいろな言語版で行われており，日本語版でも

土木学会応用力学委員会が行った応用力学 Wikipedia プ

ロジェクトなどの試みがある 8)。

しかしながら科学者に限らず，研究者はウィキペディア

においていささか扱いづらい存在だ。ここで重要になるの

が「特筆性」という概念である。ウィキペディアにおいて

は [[Wikipedia: 独立記事作成の目安]] というガイドライ

ンがあり，これに沿った「特筆性」を満たしたものでなけ

れば独立した記事を立項できない。ガイドラインによる

と，「特筆性」とは「立項される対象がその対象と無関係

な信頼できる情報源において有意に言及されている状態で
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あること」9) を示すとある。非常にざっくりとした言葉で

説明すると，複数の異なる大手ニュース媒体などで報道さ

れていたり，そのことがらについて信頼できそうな本や学

術論文が出ていたりすれば，それらを出典にして対象につ

いての記事を立てることができる。この基準は，宣伝目的

で誰にも知られていないようなものが記事化されるような

事態を防ぐために存在する。

研究者に限らず，狭い範囲で活動する専門家はこの基準

を満たすのが難しいことが多い。仲間内では著名で重視さ

れている専門家であっても，ウィキペディアの基準に沿っ

た形で一般ユーザに特筆性を示すのはハードルが高い。き

ちんとした学会の賞をとっているとか，専門家として一般

メディアでコメントしているとか，単著が何度も新聞で書

評されているなどのわかりやすい材料がないと，記事を

作っても削除される可能性がある。

理想的には，このような特筆性の基準はジェンダーにか

かわりなく平等に適用されるべきである。しかしながら

ウィキペディアにおいてはしばしば，女性に関係あるもの

の記事のほうが男性に関係あるものの記事よりも特筆性が

薄いとみなされがちで，冷遇されやすいことがメディアで

指摘されてきた 1)10)。最も有名な事例は英語版の [[Wedding 
dress of Catherine Middleton]]，つまりキャサリン・ミ

ドルトンがウィリアム王子と結婚した際に着用したウェ

ディングドレスについての記事であり，これは出典が十分

にあったにもかかわらず削除依頼が出された 11)。女性の

科学者についても，似たような事例がいくつもある。ここ

ではウィキペディアにおける女性科学者記事が抱えている

問題点を考えるため，有名な 4 つの事例を紹介する。

2.2　マリ・キュリー

初期のウィキペディアにおける女性科学者記事について

の有名な事例としては，英語版の記事 [[Marie Curie]] の
来歴があげられる。マリ・キュリーは歴史上，ノーベル物

理学賞と化学賞を両方受賞している唯一の科学者であり，

極めて特筆性の高い人物だと考えられる。ところが，

2001 年 10 月 28 日に初めて英語版ウィキペディアで立項

されたマリ・キュリーに関する記事は [[Pierre and Marie 
Curie]] という項目名で，夫のピエール・キュリーと 2 人

でひとまとまりの記事だった 12)。翌 29 日には [[Marie 
Curie]] が リ ダ イ レ ク ト， つ ま り [[Pierre and Marie 
Curie]] への誘導として立項された 13)。[[Marie Curie]] が
独立した記事として立てられたのは 2002 年 2 月 25 日の

ことであり，立項時の要約欄（編集内容の要約を記録して

おく欄）には“she deserves to have her own page!”「自

分自身のページを持つに値します！」14) と記載されてい

る。黎明期のウィキペディアはあまり特筆性に関するルー

ルがはっきりしておらず，混乱していたということはある

が，マリ・キュリーの記事が単独ではなく夫婦で立てられ

たということはウィキペディアとジェンダーを考える上で

は示唆的な事例だ 15)。もしマリ・キュリーが男性で，妻

との共同研究でノーベル賞を受賞したのだとしたら，最初

に立てられた記事は夫婦名義のものだっただろうか？この

問いに対する答えはわからないが，この事例からは，どん

なに業績のある女性であっても夫など周りの男性とセット

で考えられがちだということが推測できる。

2.3　スミソニアンアーカイヴズで行われたエディタソン

2012 年 3 月 30 日，ワシントン D.C. にあるスミソニア

ン ア ー カ イ ヴ ズ で，“She Blinded Me with Science: 
Smithsonian Women in Science Edit-a-Thon”という，

女性科学者を主題とするエディタソンが行われた 16)。女

性史月間である 3 月に，スミソニアンのアーキヴィスト

の支援を受けて女性科学者に関する記事を作るイベント

だ。1 日間のエディタソンで作られた記事の通例で，質は

それほど高くはなかったものの，スミソニアンが所蔵する

資料を用いて 5 本ほどの新規記事が作成された 17)。

しかしながら，このエディタソンで作成された 5 本の

うち，カンキツかいよう病の原因を特定した植物学者クラ

ラ・ハッセの記事である [[Clara H. Hasse]] には即時削除

テンプレートが貼られ，蛍石などの研究者で多数の賞を受

賞している地質学者・古生物学者であるヘレン・M・ダン

カンの記事 [[Helen M. Duncan]] は削除依頼にかけられ，

ハムシの分類や新種発見の業績がある昆虫学者ドリス・

ホームズ・ブレイクの記事 [[Doris Holmes Blake]] もノー

トページで特筆性に疑問が呈された 18)。議論の末，この

3 本の記事は全て存続となった。

特筆性をめぐる議論が起こる原因のひとつとしては，こ

うした学者の研究分野が極めて専門的で，一般のウィキペ

ディア利用者には全く研究の重要性を認識する手がかりが

ないことがあげられる。カンキツかいよう病や蛍石やハム

シはほとんどのウィキペディアンにとって未知の領域であ

り，研究者のうち誰が重要なのかといったことは，専門家

でないとほとんど調べられない。この件に関するノート

ページや削除依頼での議論でも，全くその研究分野を知ら

ない利用者がむやみに研究者の特筆性に疑問を投げかける

ことが問題視されている 19)。これは性別を問わず，どの

研究者記事であっても起こりうると言える。

しかしながらここで考えなければならないのは，スミソ

ニアンアーカイヴズで行われた女性科学者に関するエディ

タソンでこうした事例が頻発したということだ。1 件くら

いであれば性差別は関係ないかもしれないが，3 件も特筆

性に疑問が投げかけられた。スミソニアンアーカイヴズが

資料を所蔵しており，記事化にふさわしいと考えたにもか

かわらず，立項された女性科学者の記事の特筆性がこれだ

け疑問視されたことは，ウィキペディアにおける性差別の

例として複数のメディアでとりあげられた 1)10)。この事例

は，少なくとも英語版ウィキペディアにおいて，ウィキペ

ディアンたちが女性科学者の特筆性を低く見積もる傾向が

あるのではないかということを示唆するものとして知られ

るようになった。
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2.4　ドナ・ストリックランド

2018 年 10 月，カナダの光学研究者であるドナ・ストリッ

クランドが，チャープパルス増幅法の研究成果により，ノー

ベル物理学賞を受賞した。同時にノーベル物理学賞を受賞

したアーサー・アシュキンとジェラール・ムルについては

既に英語版ウィキペディアに記事が存在していた。しかし

ながら，女性であるストリックランドについては記事が存

在しなかった。

ニュースメディアはストリックランドの記事だけが存在

しなかったことに注目した 20)21)。さらに問題になったの

は，2018 年 3 月 28 日にストリックランドの記事のドラ

フト [[Draft: Donna Strickland]] が英語版に投稿された

が，5 月 23 日に正式な記事にはできないとして却下され

ていたことだ 22)。日本語版にはないシステムであるが，

英語版ではアカウント登録したばかりの利用者は新しい記

事を作れない。新規利用者が記事を作りたい場合，ドラフ

トと呼ばれるスペースに記事草稿を書いて，経験豊富な

ウィキペディアンによって承認されれば記事にできる。ド

ナ・ストリックランドの記事はこの手続きにかけられ，却

下されてしまったわけである。

この却下手続きの際に要約欄につけられていた却下理由

が特筆性不足であったことが大きな問題になった。この審

査はあまり丁寧なものではなく，レビューの文面からする

と実際には出典不足が最大の理由だったと考えられるが，

要約欄では特筆性不足のみが理由としてあげられており，

記述にやや不明確なところがあった。ノーベル賞を受賞す

るレベルの科学者が特筆性不足で記事を作ってもらえな

かったという決定の記録は人々の耳目を集めることとなっ

た。この件はさまざまなメディアで報道され，ウィキペディ

アにおいて女性科学者に対する性差別が存在することを

人々に印象付ける結果となった 23)24)25)。

しかしながらこのドラフト却下については，性差別より

もむしろスミソニアンアーカイヴズの例であげたのと同じ

問題が背後にあると考えられる。つまり，対象となる記事

の分野についてあまり知識のないウィキペディアンが特筆

性にかかわる議論を行い，官僚的に記事の審査をしている

ということだ。[[Draft: Donna Strickland]] には初稿の時

点から既にいくつかの受賞歴やフェローとしての経歴が記

載されており，アメリカ光学会のウェブサイトが出典に使

用されていて，研究者記事としては十分なものと見なされ

る可能性があったにもかかわらず，特筆性を示す出典が不

足しているとして機械的に却下された 26)。英語版ウィキ

ペディアのレビュープロセスはあまりうまくいっていない

ところがあり，ストリックランドの記事却下はこうした機

能不全の一例である。ほとんどの報道機関はウィキペディ

ア上の手続きに詳しくないため，記事却下の主要因が性差

別だと考えて報道したが，実際には別の深刻な問題も絡ん

でいた可能性が高い。

一方，他の 2 名の男性受賞者の記事は以前から存在し

ていたのにストリックランドの記事が存在していなかった

ということの背景には，おそらくウィキペディアにおける

ジェンダーバイアスの影響が指摘できる。本来であればあ

るべき記事が存在していなかったということであり，女性

科学者がきちんとカバーされていないことを示唆している

からだ。ノーベル賞候補になるような業績がある科学者は

たいていそうだが，ストリックランドはノーベル賞受賞前

にも何度か研究成果が顕彰されており，その時点で科学者

として記事が立項されるべきだったと言える。

2.5　ケイティ・バウマン

2019 年 4 月 10 日，イベントホライズンテレスコープ

により，ブラックホールの画像が初めて撮影されたことが

公表された。これは天文学の大きな成果として報道された。

この画像はウィキメディア・コモンズで使用できるライセ

ンスで頒布されていたため，すぐにウィキペディアでも使

われるようになった。

このプロジェクトは 200 人以上の研究者がかかわる大

きな研究だったが，その中でひとりの若手科学者が注目さ

れた。この研究成果はさまざまな写真や映像とともに報道

されたが，その中にマサチューセッツ工科大学ヘイスタッ

ク観測所に勤務する 29歳の研究員ケイティ・バウマンが，

ラップトップにブラックホールの画像が初めて浮かび上

がってくるのを見て感激する写真があった。バウマンはこ

のブラックホールの画像を作成するのに貢献したアルゴリ

ズムである CHIRP の開発に携わっていたコンピュータ科

学者である。科学者が苦労の末に得た成果に感動する様子

を生き生きととらえたこの写真は MIT コンピュータ科学・

人工知能研究所のツイッターアカウントが公開したもの

で，ソーシャルメディアなどで多数シェアされ，バウマン

は一躍有名人となった 27)。

感動するバウマンの写真が話題になった数時間後，英語

版ウィキペディアに [[Katie Bouman]] の記事が投稿され

た 28)。初版立項者は物理学者で女性ウィキペディアンで

あるジェス・ウェイドであった 29)30)。バウマンは 2016 年

に天文学関係のメディアから取材を受けており，同年の末

にはTEDxで研究プロジェクトについて講演をするなど，

極めて専門的な分野で博士号を取得したばかりの若手研究

者としては比較的注目されている人物であり，ウィキペ

ディア記事の初版はこうした 2019 年より前の出典も使っ

て作成されていた 31)32)。しかしながらこの記事は，4 月

12 日に特筆性がないとして削除依頼にかけられた 33)。

バウマンに関する報道については，科学コミュニケー

ションやジェンダーバイアスの観点から，既にいくつか重

要な指摘が行われている。まず，バウマンばかりに焦点が

あたった報道が多く出たせいで，一般読者が「たった 1 人

の天才」34) が努力したおかげで研究が発展したというよう

印象を受けかねないということが危惧された。これは以前

から指摘されていた問題であり，科学研究は通常，多数の

学者が協力して行うものであるにもかかわらず，メディア

の報道や賞の選考などでは特定の個人に注目が偏りがちに

なってしまう 35)36)。バウマン本人がフェイスブックで発

信しているように，イベントホライズンテレスコープのた
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めのアルゴリズムは大規模な協働の成果であった 37)。バ

ウマンはプロジェクトに重要な貢献をしてはいるが，ひと

りでアルゴリズムを書いていたというようなイメージは科

学研究の姿として正確ではない。

ジェンダーバイアスについては，バウマンが嫌がらせの

ターゲットになったことが注目された。実際にはたいして

研究に貢献していないとか，他の男性研究者のほうがずっ

と活躍しているというような情報がソーシャルメディアな

どで多数シェアされた 38)。ウェブ上でバウマンの業績を

貶めようとする発言があまりにも多かったため，比較対象

とされた男性の研究仲間アンドルー・シェイルが，同僚に

対する「嫌らしい性差別的な攻撃」（“awful and sexist 
attacks”39)）をやめるよう，ツイッターで不快の念を示す

ほどの状況になった。バウマンひとりだけに注目する報道

に問題がある一方，ほとんど業績がないのに注目されてい

るとしてバウマンを攻撃するのも不当であり，シェイルが

指摘しているように明らかに性差別的な意図が含まれてい

ると考えられる。

ウィキペディアにおける [[Katie Bouman]] の削除依頼

や特筆性の議論においては，[[Donna Strickland]] よりも

はるかに性差別の影響が明らかである。ケイティ・バウマ

ンの記事のトークページでは，バウマンがメディアに注目

されているのは容姿の良い若い女性であるからだというよ

うな書き込みがあり，この書き込みは他の利用者から批判

を受けた 40)。また，バウマンの記事を削除依頼に出した

ウィキペディアンは以前にフランスの政治家ナタリー・ロ

ワゾーの飼い猫で変わった名前がついているというだけで

話題になった [[Brexit (cat)]] の記事を立項したことがあ

り，削除依頼の議論では特筆性の判断があまりにも恣意的

だという批判が寄せられた 41)。バウマンの記事に関する

議論には，偏見が見え隠れする。

さらに，この記事については比較対象になりそうな男性

の事例がある。2012 年 8 月 6 日に NASA の無人火星探査

機キュリオシティが火星に着陸した際，喜ぶ NASA 職員

たちの映像がメディアで報道されたが，その中に星の模様

を刈り込んだモヒカンヘアがひときわ目立つ若い男性がい

た。この男性はイラン系のシステムエンジニアであるボ

バック・ファードーシだった。2012 年 8 月 16 日に独立

記事 [[Bobak Ferdowsi]] が英語版ウィキペディアに立項

された 42)。ファードーシは大規模なプロジェクトの一員

としてキュリオシティの着陸に貢献した人物だが，注目を

浴びた理由はバウマン同様，人間味のある姿が人々の興味

をそそったからだ。しかしながらファードーシの記事につ

いては，2013 年になってからノートページで特筆性に関

する若干の批判があっただけで，削除依頼が出たことはな

かった 43)。似た状況で立項された記事であるにもかかわ

らず，ファードーシよりもバウマンの記事のほうがはるか

に攻撃されている。

上にあげた 4 例はいずれも女性科学者がウィキペディ

アにおいて冷遇されていることを示すものだ。ドナ・スト

リックランドのように性差別以外の要因が絡む事例もある

が，やはり女性科学者に対するジェンダーバイアスはウィ

キペディア内に根強く存在していると言えるであろう。そ

れでは，このような状況に対してウィキペディアコミュニ

ティはどのように対処しているのであろうか。

3．女性の記事を増やすために

3.1　ウィキペディア内での活動

ウィキペディアコミュニティはこうしたジェンダーバイ

アスの問題を認識しており，女性の人物記事を増やすため

にさまざまなプロジェクトが行われている。2014 年には

女性芸術家の記事を書くエディタソン企画であるアート＋

フェミニズムが始動し，女性史月間である 3 月を中心に

日本も含めた世界各地でイベントが実施されている 44)。

同年にやはり女性人物記事を書くプロジェクトであるウィ

メン・イン・レッドも発足した 45)。ウィキペディアにお

いてはある記事から他の記事に内部リンクをすると青い文

字でリンクが表示されるのだが，その言語版に存在しない

記事にあてて内部リンクを作った場合，「赤リンク」とい

う赤文字で表示される空のリンクができる。ウィメン・イ

ン・レッドはこの赤リンクを青リンクにするプロジェクト

である。2017 年にはスウェーデン外務省の主導により，

女性の人物記事を作るエディタソンであるウィキギャップ

が開始され，2019 年からは日本でも行われるようになっ

た 46)。

女性科学者の記事の充実を目指すプロジェクトもいくつ

かある。英語版には女性科学者の記事に関するプロジェク

トページが存在し，ウィキペディアでは「科学における女

性が極めて過小評価されている」47) という問題を解決しよ

うとしている。また，アメリカの女性科学者を中心に作ら

れた 500 Women Scientists というグループがあり，ケイ

ティ・バウマンの記事立項者であるジェス・ウェイドなど

の協力を得て女性科学者記事を作るエディタソンを実施し

ている 48)。前述したスミソニアンアーカイヴズでのエディ

タソンに代表される，単発のエディタソンも行われている。

3.2　女性人物記事を増やすための課題

このようなエディタソンはいずれもいくぶんかの成果を

あげているが，いくつかの課題が指摘できる。本稿では 3
点を指摘しておきたい。まず，女性の記事を作るというイ

ベントは，他のエディタソンよりはるかにネガティヴに受

け取られやすく，運営が容易でない。スウェーデン大使館

が日本で初めてウィキギャップを主催した際には，ツイッ

ターでネガティヴなコメントがいくつも寄せられた 49)。

女性がテーマのエディタソンを行うと，わざわざ特筆性の

少ない人物記事を作るのか，ウィキペディアに女性記事が

少ないのは社会で活躍している女性が少ないことの反映な

のでそこに介入するのはおかしい，といった意見が出るこ

とがある。特定地域の事物を扱うウィキペディアタウンを

はじめとして，他にも非常に限定的なテーマで行われるエ

ディタソンは多数あるが，こうしたコメントがつけられる

ことはそれほど多くなく，女性にかかわるエディタソンが
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ターゲットにされていると言える。女性に関するエディタ

ソンを運営する場合，主催者は攻撃される可能性に気をつ

ける必要がある。

2 点目としては，このようなプロジェクトを行うにあ

たっては，実施するほうがウィキペディアに貢献しようと

いう意識を持たねばならないということだ。全てのウィキ

ペディアで尊重される理念として中立性があり，広告や宣

伝は厳しく禁じられている 50)。女性がテーマのエディタ

ソンにかぎらず，テーマが決まっているエディタソンで

は，主題となっていることがらに関心がありすぎるせいで

宣伝的な記事を書いてしまう初心者ウィキペディアンも少

なくない。ウィキペディアタウンであれば郷土愛ゆえに地

元の事物を不必要に礼賛する記事を書いてしまったり，文

学のエディタソンであれば好きな作家を褒めちぎってし

まったり，というようなことだ。これはウィキペディアで

はしてはならないことであり，エディタソンに参加する利

用者は自分が公共インフラを作っていることを意識し，で

きるだけ中立的で良い記事を書くことを目指さねばならな

い。最初で述べたように，ウィキペディアにはコミュニティ

ごとにローカルルールがあるが，言語版ごとの文化を尊重

することも重要だ。まずは良きウィキペディアンにならな

ければ，質の良い記事を書いてウィキペディアを充実させ

ることはできない。女性の人物記事を増やそうというプロ

ジェクトはいずれも重要な理念を抱えて立ち上げられてい

るものだが，参加者はフェミニズムだけではなく，ウィキ

ペディアにも貢献する気持ちを持って編集作業に携わる必

要がある。

3 点目は，ウィキペディア内で自発的に立ち上げられた

プロジェクトよりも，予算がある機関主導のプロジェクト

のほうが注目されやすくなってしまう傾向があり，それは

必ずしも良いことではないということだ。たとえば，

2019 年にスウェーデン大使館で行われた日本初のウィキ

ギャップは大きく報道されたが，既に 2016 年から日本で

も実施されているアート＋フェミニズムはほとんど注目さ

れておらず，ウィメン・イン・レッドは日本でまだ開始さ

れていない 51)52)53)。筆者はアート＋フェミニズムにもウィ

キギャップにもウィキペディアンとしてかかわっている

が，ボランティア精神と中立性を高く評価するウィキペ

ディアコミュニティの一員としては，政府などの支援があ

るイベントよりも，一介の市民としてのウィキペディアン

が運営するイベントのほうがよりウィキペディアの理念に

かなったプロジェクトとして評価されるべきだと考えてい

る。しかしながら，このようなボランティア精神で立ち上

げられているイベントは資金もなく小規模で，あまり知ら

れていないのが現状だ。

3.3　女性科学者記事を増やすために

最後に，ウィキペディアにおいて女性一般ではなく女性

科学者の記事を増やすために重要だと考えられることを 2
点，示唆しておきたい。科学報道がもっと公平でバランス

のとれたものになるべきであるということと，科学者に

もっとウィキペディアに積極的にかかわってほしいという

ことだ。これはウィキペディアではなく，むしろ科学とメ

ディアについて指摘しておきたい課題である。

既に指摘したように，科学報道は大きなプロジェクトの

中で目立つ研究者数人だけに焦点をあてがちであり，あま

りバランスのとれた内容になっていないことがある。こう

した状況の中，女性科学者や若手科学者などはこれまで報

道でとりあげられてこなかったところがある。ドナ・スト

リックランドの記事がノーベル賞受賞までウィキペディア

になかったというのは，メディアが重要な業績を持つ科学

者の情報を一般市民にあまり効率よく伝えていないことを

示すものであるのかもしれない。メディアが良質でバラン

スのとれた科学報道を行うことにより，ウィキペディアは

それを反映してよりさまざまな科学者の業績をしっかりカ

バーできるものになると考えられる。

そして，科学者がウィキペディアにかかわることの重要

性も指摘しておきたい。第 2 節で指摘したように，ウィ

キペディアでは専門知識のほとんどない利用者が審査など

を行っているため，特筆性が判断できなかったり，記事の

質が悪かったりするなど，さまざまな問題が起こっている。

専門家が多数参加してくれれば，この状況は良くなる。既

にあげたジェス・ウェイドや 500 Women Scientists のよ

うに，科学者がウィキペディアで執筆を行うのは，女性科

学者の記事を増やすのみならず，ウィキペディア全体の記

事の質を向上させ，バランスのとれたものにするために非

常に役立つ。スミソニアンアーカイヴズでのエディタソン

にも触れたが，科学館や博物館でのエディタソンも極めて

効果がある。そして，ウィキペディアコミュニティはこう

した科学界や社会教育施設からの支援を常に求めており，

声がかかれば多くのボランティアが喜んで協力する準備が

できている。ウィキペディアと科学者の協力により，将来

ウィキペディアがさらに良い場所になることを願ってこの

論考を終わらせることとしたい。
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