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MR背景

以下の項目を前提とする。

- 大規模なウィキペディアでは、 IP編集
が全編集の25%を占めることもある。

- IP編集は、グロースチームを含め、長
い間ウィキメディア財団の注目の的だ

った。

- 多くのログイン済みの編集者も、元は

IP編集者だった。
- IP編集者は、ログイン済みの編集者と
は異なる編集をするように見える。

- ウィキメディア財団は、「匿名」編集

者のプライバシーを改善するよう積極

的に求めている。

- プライバシーを求めるIP編集者の存在
も確認されている。

ウィキメディア財団のグロー

スチームが知りたいこと。

A. なぜ、さまざまな編集者グループ
がログインせずに編集することを

選択するのか。

a. これらのグループは、グロー
スチームが活動しているコミ

ュニティ内でどのように区分

されているのか。

B. これらのグループのうち、どのグ
ループがアカウントを作成し、ロ

グインした状態で編集するよう奨

励されているのか。また、どのグ

ループが「匿名」編集者としてよ

り受け入れられているのか。

https://meta.wikimedia.org/wiki/IP_Editing:_Privacy_Enhancement_and_Abuse_Mitigation/Extent_of_IP_edits_2019-2021
https://diff.wikimedia.org/2014/05/16/anonymous-editor-acquisition/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Anonymous_phenomena
https://diff.wikimedia.org/2012/05/10/59-percent-wikipedians-started-anonymous/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Anonymous_editor_acquisition/Volume_and_impact
https://meta.wikimedia.org/wiki/IP_Editing:_Privacy_Enhancement_and_Abuse_Mitigation
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3359155


MR 背景

方法

評価基準 専門家 アンケート調査 インタビュー



インタビュー

- 調査の実施に先立ち、その国の「専

門家」と2～4回の対話。
- 調査対象の各ウィキペディアで、6〜

8回のインタビュー：
- ムーブメントの背景

- コミュニティーの力学

- 巡回活動

- プライバシーと匿名性に関する

地域的な概念

- 荒らし行為に対する認識

- IP編集の個人的な経験（編集者
または巡回者として）

- アラビア語、スペイン語、ベンガル

語の現編集者および元編集者。

MR背景

アンケート調査

- ウィキペディア内とウィキペディア

外のネットワークで配布。

- 井戸端での告知、個人巡回者、クイ

ックアンケート (スペイン語とアラビ
ア語)、メーリングリスト、利用者グ
ループ

- 日本人編集者がサイト上で告知を始

め、日本語版ウィキペディアで多く

の回答が得られた。

アラビア語＝20名（自称巡回者12名）
ベンガル語＝24名（巡回者14名）
スペイン語＝52名（巡回者19名）
日本語＝686名（巡回者282名）



MR 大まかな発見

概要



気軽なIP編集は広く一般的に行われている。多くの気軽なIP編集者は、ちょっとした変更をするためにアカウントを必要としないか、
あるいは共有のデバイスでログインしないことを好む。気軽な編集の多くは、ウィキペディアのアカウント作成がいかに簡単である

かを知らずに閲覧している人や、取り敢えず試してみている人によってもたらされており、彼らは新規編集者になる可能性がある。

戦略的IP編集者は、論争の的になるような特定の話題を扱うためにしばしばログアウトする。編集者がこれらの話題に関わることで、
他の編集者から望まない詮索をされる可能性がある。戦略的IP編集はウィキペディアのコミュニティによって大きく異なり、論争の
的になるような話題の編集に高い価値を見出すコミュニティでは、より頻繁かつはっきりした戦略的IP編集が行われる可能性がある。

インタビューを受けた編集者とウィキメディア財団は、「匿名性」についてさまざまな形で話している。多くの編集者にとって編集

は、登録したアカウントの紐付けから切り離されているときに「匿名」になる。識別可能な編集履歴は、開示されたIPアドレスより
デリケートなものとしてみなされることが多い。IPアドレスの割り当てが、多くのグローバルな環境で一時的かつ分散的である一方
で、登録済みの編集アカウントは長年のキュレーションの成果であることが多く、したがってそれらを傷つけられることはより損失

が大きい。

プライバシーのリスクや、IPアドレスを公開するリスクは、これらのウィキペディアにおいて新しい議論の話題であるものの、高ま
りつつある話題である。最近利用し始めた気軽な編集者は、一般的にあまりプライバシーリスクを認識していないのに対し、知識が

豊富で戦略的な編集者は開示する内容により注意を払っており、現地の環境におけるIPの割り当てを管理する仕組みについてもよく
理解しているという点で、インタビューに参加した人たちの意見は一致している。

巡回者が利用できるツールは、IP編集に対するコミュニティの姿勢を調整する上で大きな役割を果たす。効果的で時間を節約できる
ツールがあるコミュニティは、IP編集をより受け入れやすいかもしれない（例：スペイン語）。一方、すべてのIP編集の追加精査、
または二次精査を義務付けるコミュニティは、IP編集に対してより懐疑的かもしれない（例：アラビア語）。

MR大まかな発見

気軽なIP編集

戦略的IP編集

匿名性

プライバシー

ツールとルー
ル



MR大まかな発見

日本語、スペイン語、アラビア語の各コミュニティは、IP編集のさらなる制限の可能性について定期的に議論してきた。
（アラビア語ではすでに、フラグ付き修正という形で、すべてのIP編集者と新規編集者の編集に影響する強い制限が設
けられている）。経験豊富な編集者へのインタビューによると、これらのコミュニティでは現在、現状維持、すなわち

IP編集にさらなる制限を設けないことを支持する意見で一致しているようだ。

IP制限賛成派は、ほとんどの荒らし行為はIP編集者によるものであり（インタビュー参加者と調査回答者が共有する見
解）、IP編集はほとんど役に立たないと指摘している。スペイン語編集者は、英語版ウィキペディアがスペイン語版よ
りもIP編集に対してより制限的であることも述べている。

IP編集賛成派は、IP編集を（さらに）制限することは、「誰もが編集できる」というウィキペディアの精神に反すると
主張する。支持者は、ほとんどのIP編集者は問題があるとしても善良であり、もともとIP編集者だった人が新規編集者
になることはよくあるため、制限によって彼らが悪影響を受ける可能性が高いと指摘している。

インタビューや調査を受けた巡回者たちは、ほとんどの荒らし行為がIP編集者によるものだという意見に同意する傾向
があるが、IP編集者による荒らし行為の重大性については大いに議論されている。IP編集者による荒らし行為の大部分
は容易に特定され、取り消されることが多いため、比較的深刻ではない。しかし、ウィキペディアに精通した登録済み

の編集者による荒らし行為や迷惑行為は、一般的により有害であると見なされる。

善意のIP編集は目につきにくいが、与える影響は大きい。多くのインタビュー参加者は、IP編集を、ちょっとした修正
に関する編集を行う主要な存在であると見なしている。これら4つのウィキペディアのうち、アラビア語ではIP編集の構
造上の役割がやや不明確である。善意のIP編集は、ウィキペディアの社会的評価を示すものであるという意見もある。
つまり、より多くの人がウィキペディアを利用するということは、より多くの人がウィキペディアを知っているという

ことを意味する。

コミュニティ
の姿勢

IP制限賛成派

IP編集賛成派

荒らし行為

IP編集の視認
性の低さ



MR大まかな発見

ةیبرعلا Español
- IP編集に比較的懐疑的。
- フラグ付き修正は、IP編集が行われるたび

に巡回者による追加の作業を確実に必要と
する。

- アラビア語のコミュニティは個人的な関係
を重視するため、編集者を特定できること
が編集者の正当性につながる。

- 気軽なIP編集者は、しばしば小さな修正に
関する編集を行い、取り消されることも多
い。

- 戦略的IP編集者は、特に、論争の的になる
話題を編集するためにアカウントからログ
アウトする。

- これらの編集者はコミュニティ内の関係を
維持し、嫌がらせを避けようとする。

- IP編集のリスクは、公開されたIPアドレス
に起因するというより、むしろ他の編集者
に起因する。

- 「匿名編集」とは、編集履歴から編集の活
動内容を切り離すことを意味する。

- 善意のIP編集に対する否定的な評価は、新
規編集者になり得る人々の妨げとなる。

コミュニティ

IP編集者

影響

- IP編集に比較的寛容。
- 効果的なツールで、IP荒らしの被害を大幅
に減少させている。

- IP荒らし行為は、深刻な脅威というよりむ
しろ「迷惑」である。

- このコミュニティは一般的に、IP編集者に
よる投稿を受け入れることを支持している
ようだ。

- 気軽なIP編集は、デジタルインフラの格差
によって奨励されている。

- 悪意のあるIP編集者は、効果的なツールに
よって被害を与えることを制限されている。

- しかし、ウィキデータへの荒らし行為は、
あらゆるデバイス及び、経験レベルの編集
者によって行われ得る。

- 匿名性は、スペインではさほど重要でない話
題だが、関心が高まりつつある話題である。

- 気軽なIP編集者は、ウィキペディアの発展を
助ける存在になり得るが、多くの人はアカウ
ント作成がいかに簡単かを知らず、アカウン
トの利点にも興味がない。

- 善意のIP編集に対する否定的な評価は、新規
編集者になり得る人々の妨げとなる。



MR大まかな発見

日本語 বাংলা
- IP編集に比較的寛容。
- 編集者はしばしば、比較的敵対的なログイン済

みのコミュニティの力学について説明する。

- IP編集が盛んであるにもかかわらず、ログイン
済みの編集者は、IP編集者を不審に思っている
ことが多い。

- ほとんどの荒らし行為は、IP編集者によるもの
であるという意見に賛成している。

- IP編集者は、何よりも対立や紛争を避けたいと
いう動機を持っていることが多い。

- 経験の浅い編集者は、オンラインのコミュニテ
ィ上で特定される可能性に警戒することが多い。

- 日本人編集者の多くは、オンライン上でできる
だけ情報を開示しないようにしている。

- ちょっとした編集の場合はログインし、重要な
編集の場合はログアウトする。

- 日本人編集者は、匿名のボランティア活動を評
価する文化があると述べている。

- 過去に悪用された経験、あるいは将来悪用され
る可能性があるという認識が、IP編集の動機に
なっている。

- ウィキメディア財団は、ログアウトしている編

集者や、ほぼログアウトしている編集者の大規
模なコミュニティを支援する方法を検討するか
もしれない。

コミュニティ

IP編集者

影響

- インタビュー参加者は、気軽なIP編集と戦略的
IP編集が混在していることに気づいていると報
告している。

- 気軽なIP編集は受け入れられており、それには
いくつかの社会技術的な動機がある。

- IP編集者は、新しい有益なページを作成するこ
とで知られている。

- IP編集者は、プライバシーに関する懸念に無頓
着であると考えられている。

- ベンガル語編集者は言語的な問題に直面すること
があり、それは、ウィキペディアで使われている
「正しい」ベンガル語が、ソーシャルメディアや
他のサイトで使われている言語と乖離しているこ
とがあるためである。

- プライバシーは新しい懸念材料ではあるが、高ま
りつつある懸念である。

- インタビュー参加者は、強制的なログイン制度に
は抵抗があるが、IPマスキングについては楽観的
な見方をしている。

- IP編集に比較的寛容。
- ベンガル語版ウィキペディアは比較的小さなコミ

ュニティで、インタビューを受けた編集者は、IP
編集がしばしば新規メンバーになり得る人物の働
きによるものであることを認識している。

- 荒らし行為の被害を軽減する効果的なツールがあ
る。

- ベンガル語版ウィキペディアの編集者は、英語の
編集を始めることも多い。



MR 調査回答者

アンケート調査の回答者



MR 調査回答者

（この言語の）ウィキペディアの編集を始めてどのくらいになりますか？

スペイン語版で
は比較的経験豊
富な回答者が多
く、日本語版で
は最近始めた編
集者の割合が最
も多かった。



MR 調査回答者

編集の際、どれくらいの頻度でアカウントにログインしていますか？

日本語版のアン
ケート調査は、
4つの中で唯一、
ログインしない
と報告する編集
者層に届いたも
のだった。



MR 調査回答者

普段、携帯電話でウィキペディアを編集していますか？それともパソコンですか？

ベンガル語版では
携帯電話が多用さ
れており、携帯端
末には、編集者が
好むベンガル語の
キーボードとフォ
ントが搭載されて
いることが多い。



MR 指標

IP編集の受容範囲



MR指標

多いもの（日本語版）から少ないもの（アラビア語

版）まで。

- 常に、携帯電話からの投稿の多くを占めている

のがIP編集で、パソコンでの編集よりも多い。
- 記事のページ、記事以外のページともに、日本

語版の投稿度が最も高く、次いでスペイン語版

となっている。

- アラビア語版は、すべてのカテゴリーでIP編集
による投稿度が最も低くなっている。

- アラビア語版には、IP編集による投稿を制限す
るポリシーがある。

パーセンテージは、2020年5月～2021年5月の1年間の未削除のIP編集
の月平均数を、未削除のログイン済み非ボット編集の月平均数で割っ

たものである。

Ratio of unreverted IP edits to unreverted
logged in, non-bot edits

%IP (total) %IP (mobile) %IP (desk.) %IP (non-content)

ja 26.3% 37.5% 22.7% 11.0%

es 20.0% 43.9% 14.7% 6.0%

bn 9.4% 16.2% 5.4% 2.1%

ar 5.0% 17.1% 2.2% 1.7%

ウィキペディアごとに、IP編集による投稿の割合に差がある



MR指標

緩やかなもの（日本語版）から絶え間ないもの（アラビ

ア語版）まで。

- 携帯電話でのIP編集は、最も頻繁に取り消される。
- 日本語版はIP編集の取消しが最も少なく、アラビア
語版は最も厳しい。

- ベンガル語版はIP編集の取消し率が比較的低いが、
IP編集による投稿度は全体的に低い (非ボットによ
る編集の9%)。

- スペイン語版では、携帯電話とパソコンによるIP編
集が同程度の割合で取り消される。

Revert rates by platform

IP mob. web IP mob. IP desk. IP total

ja .23 .22 .08 .13

bn .35 .34 .15 .26

es 1.16 1.14 .73 .89

ar 2.94 2.85 1.21 2.27

取り消し率は、2020年5月～2021年5月の期間に取り消さ
れた編集の月平均数を、取り消されていない編集数で割

ったものである。

ウィキペディアごとに、IP編集による投稿の取り消しの割合に差がある



巡回者へのアン
ケート調査によ
って、指標の裏
付けを行った：
アラビア語版は
IP編集の取り消
し頻度が高く、
日本語版は取り
消し頻度が低い。

MR指標

IP編集を見かけたとき、どれくらいの頻度でそれを取り消しますか？



キクラゲ。写真のクレジット：Dominicus Johannes Bergsma、 , CC BY 3.0 ウィキメディア
コモンズ：
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echt_judasoor_(Auricularia_auricula-
judae,_synoniem,_Hirneola_auricula-
judae)._Locatie,_Natuurterrein_De_Famberhorst_03.jpg

アラビア語版ウィキペディア
でIP編集者として編集をする
と、取り消された理由の通知
もなく取り消されます。

. . . 

今ウィキペディアを始めると
するなら、2021年の今、[私
のIP編集]がどんなにシンプル
で良いものであっても、管理
者がすぐにそれを取り消して
しまうので、アカウントを作

るでしょう。

- インタビューを受けたアラ

ビア語編集者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Famberhorst
http://aconcagua
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IP vs New Editor revert rates

NE mob. 
web 

IP mob. 
web

NE mob.  IP mob. NE desk. IP desk. NE total IP total

ja .25 .23 .24 .22 .14 .08 .18 .13

es .66 .116 .65 .114 .35 .73 .43 .89

bn .20 .35 .20 .34 .08 .15 .14 .26

ar 1.26 2.94 1.27 2.85 .22 1.21 .59 2.27

新規編集者の編集は、作成後0～30日のアカウントで行われた。ここに示された割合は、2020年5月～2021年5月の期間に行
われた編集と取り消しの月平均を表している。

MR指標

IP編集者は、新規編集者よりも頻繁に編集が取り消される（日本語版
ウィキペディアを除く）

- 日本語版は、調査対象のウィキペディアの中で唯一、IP編集よりも新規編集者の編集を頻繁に取り消している。
- アラビア語版は、IP編集と新規編集者による編集の両方が最も高い割合で取り消されているが、IP編集の方がはるかに多く

取り消されている。

- 携帯電話は両グループで最も頻繁に取り消されるプラットフォームであり、パソコンは最も頻度が少ないプラットフォーム

となっている。



MR指標

巡回の際、最も注意を払っているグループは何ですか？

巡回者は、IP編集者と
新規編集者を同程度に
監視していると報告し
た。
. . .
新規編集者の編集は通
常、IP編集ほど頻繁に
は取り消されない（日
本語版を除く）。
. . .
携帯電話での編集は、
パソコンでの編集より
頻繁に取り消されてい
るにも関わらず、巡回
者は、携帯電話を使っ
た編集者に対する監視
の目が少ないことを報
告している。



因果関係（回帰）：インターネット上で、

あなたのIPアドレスが他人から見え
ない状態であることはどの程度重要

ですか？
- 評価は以下の影響を積極的に受ける。

• ログイン頻度（coef. = .18, z = 3.17**）

• 巡回者であること（coeff. = .53, z = 3.61***）

• IPリスク、すなわち、IPアドレスがどの程度公開
されているか（coef. = .55, z = 9.39***）

- 評価は以下の影響を消極的に受ける。

• 編集者の編集期間、すなわち、1年未満の編集は、
5年以上の編集よりも高い評価と関連している。
（coef. = -.33, z = -.356***）

- 編集デバイス、ウィキペディアの言語（アラビ

ア語、スペイン語、日本語、ベンガル語）、ロ

グインせずにウィキペディアを編集できること

の重要性の報告については、有意な効果は見ら

れなかった。

係数は、IPプライバシーの重要性（1 = まったく重要でない、2、3、4、5 = 
非常に重要）に対する上記の変数の効果をテストする、有意な順序付きロ

ジスティック回帰モデルを表している。 pseudo R2 = .055***.

MR指標

差異（t検定）

- 自分を巡回者であると認識している人（n = 

327; M = 2.65）は、非巡回者（n = 454; M = 3.16）よりも、

自分のIPアドレスを隠したままにすることが
重要だとは感じていない。t(709.54) = 5.60***

- 巡回者（n = 324; M = 2.71）は、非巡回者（n = 454; M = 

3.06）よりも、利用者がログインせずにウィキ

ペディアを編集できることが重要だとは感じ

ていない。in.t(652.17) = 3.23***
相関関係（スピアマン）

- 回答者がログインする頻度が高いほど、他の

人がログインせずにウィキペディアを編集で

きることが重要でなくなる。（rho = -.39***）

- 回答者が自分のIPアドレスが公開されている
と感じるほど、自分のIPアドレスがオンライ
ン上で他の人から見えないことが重要になる。
（rho = .31***）



MR 指標 Proportion IP edits Revert rates

%IP 
(total)

%IP 
(mobile)

%IP 
(desk.)

%IP 
(Talk)

NE mob. 
web 

IP mob. 
web

NE mob.  IP mob. NE desk. IP desk. NE total IP total

ja 26.3% 37.5% 22.7% 11.0% 24.9% 22.8% 24.2% 22.3% 14.4% 8.2% 17.6% 13.0%

es 20.0% 43.9% 14.7% 6.0% 65.5% 115.7% 64.8% 113.6% 34.6% 72.5% 43.0% 88.8%

ru 18.5% 49.5% 15.6% 10.9% 53.5% 77.2% 53.3% 75.1% 15.0% 24.6% 23.2% 35.9%

en 17.5% 41.7% 13.8% 3.5% 68.3% 66.8% 67.3% 64.7% 35.2% 33.4% 42.8% 43.3%

fa 13.0% 32.2% 3.9% 1.7% 48.4% 112.8% 48.4% 112.1% 24.3% 72.5% 36.8% 103.9%

fr 12.6% 51.6% 8.8% 1.8% 42.3% 51.3% 30.2% 49.5% 19.4% 21.3% 22.7% 31.5%

nl 12.0% 48.9% 9.4% 2.4% 42.4% 73.3% 49.0% 69.0% 19.4% 46.2% 22.9% 52.2%

pl 11.7% 37.2% 10.1% 9.7% 66.6% 89.1% 65.6% 86.6% 19.0% 38.6% 26.6% 47.8%

cs 10.5% 45.7% 2.9% 3.6% 48.4% 85.0% 47.0% 81.1% 10.9% 34.2% 14.6% 45.1%

pt 9.0% 21.1% 6.4% 1.7% 71.9% 68.0% 71.3% 67.3% 29.2% 38.2% 42.7% 50.2%

bn 9.4% 16.2% 5.4% 2.1% 20.0% 34.6% 20.1% 33.6% 8.2% 15.3% 14.0% 26.3%

tr 7.7% 19.6% 5.9% 2.2% 72.5% 135.0% 72.5% 119.7% 17.3% 45.2% 32.5% 69.6%

ar 5.0% 17.1% 2.2% 1.7% 126.0% 293.5% 126.6% 285.3% 22.2% 121.1% 58.8% 227.3%



MR 指標

日本語版だけが、IP編集より新規編集者の編集を（少し）多く取り消
している



MR 指標

プラットフォーム別取り消し率

- IP編集は、新規編集者の編集よりも頻繁に取り消される。
- 携帯電話での編集は、パソコンでの編集よりも頻繁に取り消される。



MR 指標

Project # unreverted IP edits / pages edited by IP

Bengali 2.04

Japanese 1.98

English 1.86

French 1.65

Spanish 1.60

Russian 1.60

Portuguese 1.53

Dutch 1.38

Czech 1.29

Persian 1.26

Polish 1.17

Turkish 1.13

Arabic .53

Culture Geography History and 
Society

STEM

ar 41.8% 42.6% 6.5% 9.1%

bn 28.4% 59.2% 5.3% 7.1%

cs 37.0% 40.4% 7.5% 15.1%

en 52.9% 32.1% 7.2% 7.7%

es 52.6% 31.3% 6.0% 10.1%

fa 40.7% 46.2% 4.6% 8.5%

fr 47.7% 38.0% 6.7% 7.6%

ja 43.9% 44.8% 6.1% 5.2%

nl 43.0% 40.6% 6.2% 10.2%

pl 41.2% 43.7% 6.5% 8.7%

pt 56.1% 31.9% 5.4% 6.6%

ru 31.2% 53.4% 7.3% 8.1%

tr 43.9% 42.0% 6.8% 7.4%

右図：IP編集者が担当した話題の内訳。
パーセンテージは、定められたカテゴ
リーの編集数の合計を、調査対象の各
ウィキペディアの4つのカテゴリーの合
計で割ったもの。データはSupersetで
収集され、2020年6月〜2021年6月の1
年間の期間を表している。

左図：IP編集密度の測定値、すなわち
2020年5月〜2021年5月の1年間に取り消
されなかったIP編集の数を、IP編集者
によって編集されたページ数で割った

もの。日本語版とアラビア語版それぞ
れの対比が続いていることに注目。

https://superset.wikimedia.org/r/724


MR IP編集

IP編集：気軽な編集対戦略的
編集



MRIP編集

Casual (majority) Strategic (minority)
editing activities editor traits editing activities editor traits

typo correction, spelling, 
copy editing, etc.

public/non-owned 
devices

working on controversial 
topics

knowledgeable and 
experienced editors

occasional substantial 
edits

uninterested in/unaware 
of community

substantive contributions privacy-concerned (from 
other editors)

using Visual Editor often doesn’t understand 
how Wikipedia works

occasional participation in 
non-content page 
discussions

public/non-owned 
devices

unmotivated to log in intentionally avoid 
logging in

potential New Editors likely already 
registered

気軽なIP編集者はチャンスを意味する



MRIP編集

気軽なIP編集の動機

デジタルインフラ

モバイル編集

コミュニティへの
関心の無さ

小さな変化

- モバイルデータ料金が高い。（特に発展途上
国において）

- 多くの人が自宅にPCを持っておらず、公共の
場や共有のデバイスを頻繁に利用するため、
アカウントにログインすることに抵抗がある。

- 機能的な負担。（携帯電話では記事の作成が
困難）

- 複数のデバイス。（編集者は複数のデバイス
を使いこなす。特定の非ラテン文字でうまく
動作するものとそうでないものがある）

- 新しいソーシャルネットワークやオンライン
コミュニティへの参加に興味がない。

- ちょっとした編集が既存のコミュニティへの
貢献となることを知らない。

- 個々の小さな作業にしか興味がない。

- 変更された編集を戻したり監視したりする予
定がない。

- アカウントはすでに必要ない。

- ウィキペディアのアカウント作成がいかに簡
単であるかを知らない。（例：メールアドレ
スが不要）



- ベンガル語の編集者は複数のデバイス
を使いこなすことが多い

- インタビュー参加者は、スマートフォ
ン（Android）や、フィーチャーフォ
ン、ラップトップ、デスクトップを使
用していると報告した。

- 編集者は都市部の出身であることが多
く、結果として、記事の内容の格差が
さらに広がっている。

- 中米は、慢性的にスペイン語版ウィキ
ペディアでの存在感が薄い。

- 携帯電話では記事の作成が難しく、機
能が制限され、データ通信料も高い。

- 多くの編集者が自宅にコンピューター
を持っておらず、共有のデバイスを使
っていることが、ログインする気を抑
制する要因になっているとよく述べら
れる。

MRIP編集

デジタルインフラの格差は、編集者の格差につながり、気軽なIP編集
を行う動機を与える

ヒスパノフォンの世界地図地図クレジット：Allice Hunter (CC BTY-SA 4.0): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hispanophone_global_world_map_language_2.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Allice_Hunter
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Spanish Arabic Japanese Bengali

How important are the following motivations for IP 
editing?

mean # mean # mean # mean #

Not seeing the value in having an account (es) 2.51 52 2.21 19 2.39 680 1.82 22

Working on controversial topics (ar, bn) 2.50 50 2.59 17 2.30 675 2.67 21

Disputes with other editors 2.44 52 2.22 18 2.31 676 2.18 22

Committing vandalism 2.41 51 2.32 19 2.30 676 2.36 22

Only wanting to make minor edits 2.38 52 1.79 19 2.08 679 2.00 22

Forgot to log in 2.10 51 1.89 19 1.97 675 2.27 22

Not wanting to create a personal edit history (ja) 1.87 53 1.83 19 2.40 677 1.91 22

Forgot password 1.84 50 1.84 19 1.89 674 2.09 22

Avoiding government surveillance (ja) 1.45 51 2.17 18 1.35 678 1.86 22

Wanting to avoid advertisers (es, ar, bn) 1.29 49 1.41 17 1.43 673 1.59 22

- most important
- least important

MRコミュニティ

コミュニティは、IP編集の様々な動機を認識している



MRコミュニティ

コミュニティは、IP編集の様々な動機を認識している

- 動機の重要性はコミュニティによっ

て異なる可能性がある。

- 回答した編集者たちは、気軽な編集

や、戦略的編集、荒らし行為を、そ

れぞれのコミュニティにおいてIP編
集を促す、重要な要因として認識し

ている。

- 日本語の回答者は、個人の編集履歴

を残さないようにすることを最も重

要視している。

- 日本語とスペイン語の回答者は、政

府の監視を重要視していないが、ア

ラビア語の回答者はやや重要である

と位置づけている。



MR ペルソナ

IP編集者の紹介



MRIP編集者

気軽なIP編集者...

- は、すべてのコミュニティのウィキ

ペディア読者の中に存在する。

- アカウント作成がいかに簡単かを知

らないことが多い。

- 素早く編集することを望む。

- ウィキペディアがどのように機能し

ているかを知らず、IP編集のプライ
バシーへの影響も知らないことが多

い。

- 編集の時点では、コミュニティへの

参加に関心がないことが多い。

戦略的IP編集者...

- は、編集の社会的危険性が大きいコ

ミュニティ（例：アラビア語、日本

語）で、より高い集中度で見られる。

- 編集のためにログインするアカウン

トを持っている可能性が高い。

- 特に、編集履歴や連絡先を持てると

いったアカウントの多くの「利点」

を避けたい。

- 高度に専門的かつ独特の話題を扱っ

ている。

- IP編集者の中では少数派である可能
性が高い。



MRペルソナ

フーダ
アラビア語版ウィキペディア編集者—26歳

モロッコ 学士

アラビア語、フランス語、英語 教師

“

戦略的編集者-嫌がらせを回避

フーダは5年間アラビア語版ウィキペディアを編
集しているが、ウィキぺディアのソーシャルネッ
トワークは利用していない。彼女は通常、ログイ
ンしたアカウントから編集している。経験を積む
につれて、彼女は、ある話題を編集すると、自分
が行った「論争の余地のない編集」にまでつきま
とい、否定的な調査を行う人々を引き寄せること
に気づいた。

フーダは、時折ジェンダーやセ

クシュアリティに関する記事を充実させることを
楽しんでいるが、それよりも追い回しや嫌がらせ
を避けることを優先している。彼女はログインし
た状態で論争の的になるような記事を編集をする
より、同じ内容で質が高いが、IP編集であるとい
う理由で取り消される危険を冒す方がましだと考
えている。それらは後でいつでも編集し直すこと
が出来て、新しい査読者を獲得する機会も得られ
るからである。

優先順位
● ジェンダーやセクシュアリティに

関連する話題を編集することがあ
る。

● 論争の的になるような話題の編集
と、メインのログインアカウント
との関連付けを避ける。

● アンチやハラスメントを避ける

● 女性編集者であることをバレない
ようにする。

意識
● IPアドレスが特定される可能性が

あることを理解している。

● 他の編集者が論争になるような話
題を投稿した後、嫌がらせを受け
たり、追い回されたりしているこ
とを知っている。

人間関係
● IPアドレスが特定される可能性が

あることを理解している。

● 他の編集者が論争の的になるよう
な話題を投稿した後、嫌がらせを
受けたり、追い回されたりしてい
ることを知っている。

（もし私が論争の的になるような話題を編集し

たら、）人々はより綿密に調査し始めるでしょ

う。そして、自分の編集に対する仮想上の攻撃

の真っ只中に、あっという間に身を置くことに

なるのです。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット： Owlsmcgee(パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_2.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_2.jpg


MR ペルソナ

“

写真のクレジット： Owlsmcgee(パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_3.jpg

優先順位
● ヨルダンとサウジアラビアの地政

学に関連する話題を編集している。

● 論争の的になるような話題の編集
と、メインのログインアカウント
との関連付けを避ける。

● 他の活動的な編集者との社会的関
係を損なわないようにする。

意識
● IPアドレスの割り当てを理解して

いる。
● VPNを使いこなす。
● コミュニティの力学について深い

知識を持っている。

人間関係
● ログインしている間、他の活動的

な編集者と日常的に交流している。

● 総会やアフィリエイトの会議に継
続的に参加したい。

● 他のログイン済みの編集者の編集
パターンを知っている。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

（これらの話題に取り組むことで、）

これらの記事と関係がない他のやり取

りを行うことが難しくなりそうです。

戦略的編集者-コミュニティで
の地位を維持

アデルは長年のアラビア語版ウィキペディ
アの編集者で、2000年代半ばからコミュニ
ティに（断続的にではあるものの）積極的
に参加している。彼は、母国ヨルダンの大
学時代から編集に真剣に取り組むようにな
った。

現在はスペインに住んでいるが、時折ヨル
ダンの政治や地政学に関連する話題を編集
し、そのためにログアウトしている。10年
以上自分の編集者アカウントを維持し、ア
ラビア語版ウィキペディアの「有名編集
者」集団の中で、活動家として、または政
治的動機のある編集者として「知られる」
ことによって、アラビア語コミュニティ内
で長年培ってきたソーシャルネットワーク
が損なわれないように警戒している。

アデル
アラビア語版ウィキペディア編集者—32歳

スペイン 修士

アラビア語、スペイン語、英語 エンジニア

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee


MRペルソナ

ビクトリア
スペイン語版ウィキペディア編集者—22歳

ニカラグア 学士

スペイン語 学生

“

気軽な編集者—誤記の修正

ビクトリアは、数年前に大学で勉強を始め
たとき、自分がスペイン語のウィキペディ
アを頻繁に読んでいることに気づいた。彼
女はウィキペディアが編集可能であること
を認識しており、スペルや句読点、その他
の小さな誤りを修正するためにビジュアル
エディターを時折使用する。

ビクトリアは、読んでい

て誤字脱字に気づいたときだけ編集を行う。
自宅にパソコンがないため、携帯電話で読
むか、近所のインターネットカフェで講座
の課題に取り組んでいるときに読む程度で
ある。ウィキペディアでアカウントを作成
できることはなんとなく知っているが、ア
カウントなしで、素早く編集したいという
欲求をすでに満たしているため、新たにア
カウントを作成することには興味がない。

優先順位
● 句読点、スペル、文法などを修正

する。
● 時間の節約。

● 共有デバイスでの個人情報の入力
は避ける。

意識
● ビジュアルエディターは使えるが、

ソースエディターとの違いは知ら
ない。

● 編集履歴を意識していない。
● IPの割り当てやリスクを意識して

いない。

人間関係
● コミュニティがあることはなんと

なく知っているが、参加する気は
ない。

● 編集したページをフォローせず、
変更後にそれが反映されたか定期
的に確かめることさえしない。

（IP編集）は、最も速く、最も簡単に誤り
を修正する方法です。簡単な誤りを修正す

るために、毎週何千もの編集がIP編集者に
よって行われています。単純な誤字脱字を

修正するためだけにアカウントを作成し、

ログインするのは現実的ではありません。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット : Owlsmcgee (パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_4.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee


MRペルソナ

アレハンドロ
スペイン語版ウィキペディア編集者—18歳

アルゼンチン 高校

スペイン語 学生

“

気軽な編集者—荒らし

アレハンドロは頻繁にスペイン語版ウィキ
ペディアを読んでおり、ウィキペディアが
編集可能であることを認識している。長年
にわたって何度も「編集」ボタンをクリッ
クしてきたため、ビジュアルエディターの
使い方も知っている。

最近では、アレハンドロ

はスポーツの対抗試合に関連して、携帯電
話で記事を編集し、荒らした編集のスクリ
ーンショットをウィキペディア外の空間で
共有するために、決まってそうしている。
彼は、自分の編集が取り消されることを漠
然と知っているが、それがどの程度の速さ
で起こるかは知らない。自分のIPアドレス
がどこかで記録されているのではないかと
疑っているものの、そのようなリスクは気
にしていない。

優先順位
● 荒らし行為。

● オフラインの社会的なつながりを
維持する。

意識
● ビジュアルエディターは使えるが、

ソースエディターとの違いは知ら
ない。

● 編集履歴を意識している。
● IPアドレスの割り当てについて、

漠然とした認識を持っている。

● 過去に何度か荒らし行為を行った
結果、IPアドレスをブロックされ
たことに気づいていない。

人間関係
● すべての編集は、ウィキペディア

外のフォーラムでスクリーンショ
ットを共有する目的で行われてい
る。

どこかの政治家が、演説でウィキペデ

ィアについて言及したら、その政治家

の伝記を荒らす人が急増するでしょう。

100％間違いなく起こることです。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット : TryKid: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AI_generated_face.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TryKid


MRペルソナ



MRペルソナ

山のキノコ. 写真のクレジット： Sherpa Tshering, CC BY 4.0,ウィキメディアコモンズ：
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountain_mushroom.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


コミュニティーに参加する

● 知識の探求者
● 門番
● 自警団

コミュニティを避ける

● 趣味人

● 実利主義者
● ステルスマーケター

MRペルソナ

日本語版ウィキペディアで確認された、IP編集のペルソナ

インタビューを受けた日本の編集者は、「評価を求める」「ログインする」「コミュニ
ティに参加する」という3つの軸で分類されている。

評価を求める

評価を避ける

ログイ
ン

自警団
(不明)

知識の探求者
(2パーセント)

門番
(2パーセント)

趣味人
(1パーセント)

利他主義者
(1パーセント)

ステルスマ
ーケター
(1パーセント)

実利主義者
(1パーセント)

ログイ
ンしな
い



MRペルソナ

ユウト
日本語版ウィキペディア編集者—28歳

日本 学士

日本語 IT専門家

“

戦略的編集者—「利他主義者
」

ユウトは15年以上編集と巡回を続けている。
当初は自分のアカウントで専門分野の話題
を編集していたが、激しい論争に巻き込ま
れ、IP編集で編集を続けることを決意した。

この論争では、ユウトか

ら見て不公平な編集が行われ、最終的には
合意の上で削除された。この不当な扱いに
よって編集意欲を失い、数年間ウィキペデ
ィアの編集から離れた。現在は、IP編集と
巡回を行い、匿名での投稿に対して評価を
求めないようにしている。

優先順位
● 編集者間の対立を何としても回避

する。
● 自分の専門分野の知識を提供する。

● 自分の話題を荒らさないように巡
回する。

● 他の編集者から特定されないよう
にする。

意識
● IPアドレスのリスクを理解してい

る。
● 頻繁に巡回している。

人間関係
● 他の編集者との交流を明確に避け

ている。

● 過去に揉め事があったため、新し
い人間関係を築こうとはしない。

私はその論争の結果にとても失望し、何年

も編集するのをやめました。自分の専門分

野の記事が荒らされ、間違って編集されて

も、気にしなくなりました。そのアカウン

トにログインし直すこともありませんでし

た。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット : Owlsmcgee(パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee


MR ペルソナ

カナ
日本語版ウィキペディア編集者—28歳

日本 学士

日本語 ギグワーカー

“

戦略的編集者—「ステルスマ
ーケター」

日本語版とスペイン語版では、IP編集者の
カテゴリーとして、雇われのマーケターが
確認された。カナの仕事は、記事を作成し、
変更された箇所がないか巡回することであ
り、製品や、人物、またはブランドを宣伝
するために雇われている。あるテーマに関
するウィキペディアの記事を持つことは、
販売促進のための重要で価値ある手段と見
なされている。

カナは、利便性の点から

匿名で編集している。彼女は編集や巡回の
ためにログインすることに価値を見いださ
ない。加えて、IP編集は有償の編集と区別
がつきにくい。

優先順位
● ウィキペディアの好意的な内容の

記事を通じて、人物や、製品、ブ
ランドを宣伝する。

● 与えられている仕事を早く終わら
せる。

● 一握りの「彼女の」記事に対する
変更や荒らしを巡回する。

意識
● 規則を破っているかもしれないと

いう自覚はある。
● IPアドレスの一部が特定される可

能性があることを承知しているが、
それを隠そうという気はない。

人間関係
● コミュニティへの参加に興味がな

い。

ウィキペディアに自発的に投稿する人

がいることに驚いています。彼らを理

解できません。私は仕事だからやって

いるだけです。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット : Owlsmcgee(パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_3.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_2.jpg


MRペルソナ

クミコ
日本語版ウィキペディア編集者—32歳

日本 学士

日本語、英語 サービス業従事者

“

巡回者—「門番」

クミコは編集と巡回を15年以上続けている。
自分の専門分野の誤りを正すことから始め、
コミュニティを正しい方向に導くことに尽
力している。過去には、他の編集者の発言
を「嘘」と呼んで対立を引き起こしたこと
や、他の編集者の誤りを指摘し、修正のた
めのメッセージを送ったことで、「威圧
的」と呼ばれたこともある。

彼女は自分の仕事に強い

誇りを持っており、彼女の利用者ページは、
投稿と業績の詳細で精巧に埋め尽くされて
いる。彼女は複数のプラットフォームで同
じユーザー名を使用しており、実質的に、
自分が特定可能であることに同意している。

優先順位
● IP荒らし行為と戦う。
● 他の編集者による誠実な仕事の

「誤り」を訂正する。

● 編集と巡回の仕事を追跡し、管理
する。

● 既存の方針の順守を強化すること
によって、ウィキペディアの質を
向上させる。

意識
● コミュニティの力学とウィキペデ

ィアの機能について高い認識を持
っている。

● リンクされた仮名アカウントに公
開された情報によって、理論的に
は自分が特定可能であることを自
覚している。

人間関係
● 人間関係を維持することよりも、

質を高めることに関心があると自
称している。

● IP編集者に対して深い疑念を抱い
ており、混乱と不和の原因である
と考えている。

私は、自分がずけずけと物を言う人間であ

ると認めています。それは、自分の言葉を

聞こえの良い物にしたり、他の編集者との

心地よい関係を維持することよりも、ウィ

キペディアの方針を守り、よりよいコミュ

ニティを作ることを優先しているからです。

編集リスクの認識

コミュニティ社会とのつながり

編集時のログイン率

技術/ウィキペディアに関する知識
低 高

低

低

なし

高

高

常に

写真のクレジット : Owlsmcgee(パブリックドメイン): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_5.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Owlsmcgee
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_2.jpg


MR コミュニティ

コミュニティ



MRコミュニティ

スペイン語版とアラビア語版は非常に多国籍なウィキペディアである

アラビア語の多数派地域と少数派地域。地図のクレジット： مساب (自由芸術ライセンス1.3): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dispersi%C3%B3n_lengua_%C3%A1rabe-ar.png

巡回が難しい
- IP編集の迅速な取り消しは、そ
の編集が本当に優れたものであ
るかを検証するより、理にかな
っていることが多い。

巡回者の集中

- アラビア語版やその他の多国籍
ウィキペディアでは、巡回者と
管理者がいくつかの地域圏に集
中している。

- その結果、記事の内容に格差が
生じ、ある地域の視点が他の地
域の視点より優遇されることに
なる。

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://artlibre.org/licence/lal/en/


ログイン済みの日本人編集

者の反応：

IP編集者からの意見で、より良い方向に
話が進んだことはなかったと思います。

IPアドレスが変動することで、編集者は
ログイン済みの利用者と建設的なコミュ

ニケーションをとることが難しくなって

います。

ある程度経験を積んだ編集者は、面倒な

ことに巻き込まれたくないという思いか

ら、編集に対して自意識過剰になる人も

少なくありません。

インタビューを受けた日本人編集者

MRコミュニティ

日本におけるIP編集の力学

頻繁に起こる衝突

- インタビューを受けた編集者は、コミュニティは時に敵対的

で、内容の変更をめぐってしばしば個人間の激しい衝突が起

こると語った。

- IP編集者は、ログインしないことや、編集履歴を作らないこ
と、トークページへの投稿を避けることで対立を回避してい

る。

- 編集者の「派閥」は、記事と話題の管理を維持するために、

労働者を組織している。

- IP編集者の中には、自分のアカウントでちょっとした変更は
行うが、論争の的になりそうな重要な編集をする際はログア

ウトしていると報告する人もいる。

ログイン済みの編集者は、しばしばIP編集者による投稿に不信感を
抱く

- IP編集者は、無数の、無責任で、連絡もつかない存在である
とみなされる。

- IP編集者はコミュニティの議論に投稿することがあるが、建
設的なことはほとんどない。



IPマスキングについて議論
するアラビア語の編集者た

ち：
私は技術についてあまり理解していま

せんが、IPアドレスは私たちにとって、
ウィキペディア上の荒らし行為に結び

つく脅威であり、その所有者にとって

は、プライバシー侵害の脅威だという

ことは分かっています。

アラブ世界を見る限り、利用者の住所

や位置に関する正しい情報を表示せず、

それどころかサービスセンターの住所

を表示している国がいくつかありま

す...。そして、IPは時々変わる可能性
があります。

MRコミュニティ

IPマスキングに関するコミュニティー
の議論
アラビア語とスペイン語のインタビュー参加者数名が、
現在進められているIPマスキングの構想について回答し
た。

- 巡回者はおおむね協力的だったが、導入の仕組み
については不安を明らかにした。

- 助言者は、新規編集者はしばしば、IPアドレスと
は何か、なぜそれが重要なのかといった、IPに関
する幅広い知識の差を埋めなければならないこと
を指摘した。

- IPマスキングの提案に関するアラビア語コミュニ
ティでの議論。

- 討論者は概してIPマスキングを支持している。
- 討論者は、IP編集が荒らし行為やステマ広告と関
連していることを頻繁に強調した。

https://meta.wikimedia.org/wiki/IP_Editing:_Privacy_Enhancement_and_Abuse_Mitigation
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A


ログイン済みの日本人編集

者の反応：

匿名編集という機能がもたらす有益な

編集の数は、荒らしによる編集の数の

千倍以上であることを知るべきです。

荒らしは何を禁止しても現れますが、

善意のIP編集者はログインが義務化さ
れれば投稿をやめてしまうでしょう。

- 過去の論争を経て、IP編集のみを
行っていることを報告する、イン

タビューに参加した日本人IP編集
者。

MRコミュニティ

IP編集は制限されるべきか

日本語版での議論はまだ合意に達しておらず、一般的に

以下のような争いを反映している。

• 荒らし対策が主な目的であるIP制限賛成派の編集者た
ちと、

• ログインのデメリットを避けるために、IP編集を許可
し続けたいIP編集賛成派の編集者たち。

匿名[編集者] の未来（その2 ）についてのスペイン語コミ
ュニティでの議論。

• 何人かの議論参加者は、自分自身の気軽なIP編集につ
いて述べている。

• 何人かのIP議論参加者が投稿すると、ログイン済みの
議論参加者から敵対的な返信を受ける。

• あるIP議論参加者は、自作自演であるとして非難され
る。

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9/Portal/Archivo/Propuestas/2021/07
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Caf%C3%A9/Portal/Archivo/Propuestas/2021/10


MRコミュニティ

（この言語の）ウィキペディアをログインせずに編集できることは、

どのくらい重要ですか？

アラビア語とスペイ
ン語の回答者は「非
常に重要」と答える
傾向があり、日本語
とベンガル語の回答
者の場合は意見が分
かれている。



日本語(rho = -.43***) とスペイン語(rho = -.48***)では、ログイン頻度とログインせずにウィキペディアの編集
を行える重要性は、負の相関を示した（スピアマン）。つまり、ログイン頻度が高い回答者ほど、ログア
ウト状態での編集機能を重要視していない。

MRコミュニティ

（この言語の）ウィキペディアをログインせずに編集できることは、

どのくらい重要ですか？



スペイン語編集者：

匿名編集が可能だと、壁やバリアがな

いんです。不正確な編集や荒らし的な

編集をしたい場合や、あるいは人々を

困らせたい場合、アカウントを登録し

なければなりません......。損害を与え
ようとする人にとっては、第一の阻害

要因になりますね。

他のウィキペディアのことはよく知り

ませんが、スペイン語版ウィキペディ

アは匿名編集なしには機能しないと思

います。

- インタビューを受けたスペイン語

編集者

MRコミュニティ

スペイン語版では、IP編集に関する意
見で2つの派閥がある

IP制限賛成派：荒らし行為を軽減するための技術
的制限

- IP編集はほとんど役に立たず、荒らしのほとんどは
IP編集者である。

- 英語版やその他のウィキペディアでは、すでにスペ

イン語版よりもIP編集に対してより制限的である。

IP編集賛成派：規制は「誰もが編集できる」とい
う精神と矛盾する

- 例えほとんどのIP編集者が問題であっても、多くの/
ほとんどのIP編集者は善意である。

- IP編集者は有益で目につきにくい保守作業（コピー
編集など）を行っている。

- IP編集者を制限することは、新規編集者になり得る
人たちのやる気を失わせる。



MR 匿名性

「匿名性」を見つめ直す



「匿名」とは、編集と編集履歴の紐

付けを切り離すことである。

この問題に関して、編集者とウィキメディア財団の話

し方にはズレがある。

- 匿名を求める編集者は、編集履歴から特定されることを懸

念している。

- 人々は、住んでいる地域の話題や個人的な関心のある話題

を編集している。

- 編集のリスクは、悪化する恐れのある人間関係や、嫌がら

せ、衝突の中に潜んでいる。

- リスクは経験とともに大きくなり、ネットワークが深まれ

ば深まるほど、編集の社会的危険性は高まる。

MR匿名性

ササクレヒトヨタケ . 写真のクレジット: Lazar.zenit, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア
コモンズ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coprinus_comatus--1.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lazar.zenit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en


開示した情報の種類 開示の動機

● 氏名（すべて、または一部）

● 職業

● 国籍

● 性自認

● 宗教上の理由

社会文化的要因

● アラビア語コミュニティへの参加

を求める

● ウィキメディア・コモンズや姉妹

サイトでの活動を活発化させる

● ウィキメディアの総会やイベント

に参加する

● ウィキメディア財団での雇用の機

会

● ウィキメディア外のネットワーク

（フェイスブックなど）で、他の

編集者とコミュニケーションをと

る

● 血統と、学識/知識の出どころ
● 個人と国家の関係

● 匿名性は反政府的または好ま

しくないとみなされる可能性

がある

MR匿名性

アラビア語の編集者は、個人情報を

開示することが多い
編集者の識別可能性は正当性の重要な要素であり、編集

者間の信頼関係を構築するために重要である。

ヤマイグチ。写真のクレジット： kallerna, CC BY-SA 3.0, ウィキメディアコモンズ
：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushroom_S%C3%A4ppi.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kallerna
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Ceraceomyces serpens. 写真のクレジット：H, Krisp, CC BY 3.0,ウィキメディアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceraceomyces_serpens.jpg

私たちにとって、実名を書くことは、

他者からの信頼を強めることにつな

がります。人は匿名の対話者に不信

感を抱きがちです。しかし、実名と

顔写真があれば、より信頼性が高ま

ります。

. . .
それは個人情報ですが、個人的には、

ソーシャルメディアのページやどこ

か他の場所でその人を知らなかった

場合、その人の情報を詳しく知るこ

とは難しいと思います。

- 一部識別可能なユーザーネームの使用に

ついて語るアラビア語編集者たち

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holleday
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en


- 日本では、匿名のボランティア活動が文化的に評価
されていることを、インタビューを受けた編集者が
述べている。

- ネット上の匿名性に関しての議論では、必ずと言っ
ていいほど、 2ちゃんねるやそれにまつわる攻撃的
な毒性について触れられる。

- オンラインコミュニティが本質的に敵対的な空間で
あると考えられることがあるため、新規編集者はア
カウントを作成することに消極的かもしれない。

- 匿名性は論争を引き起こす話題において、編集者が
攻撃的でない会話を導きやすくすることで知られて
いる。

- ウィキペディアでは、編集者の興味や地域の背景と
関連づけられる編集履歴を持つアカウントを利用し
ないことで、匿名性がしばしば実現している。

- 多くの日本人編集者は論争を避け、起こりうる対立
を回避しながら投稿すること目指している。

MR匿名性

日本における匿名性

ツルタケ。写真のクレジット： Stu's Images, CC BY-SA 3.0, ウィキメディアコモンズ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amanita_vaginata,_Grisette,_UK.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/2channel
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stu%27s_Images
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


コフキサルノコシカケ。写真のクレジット: Ireen Trummer, CC BY 3.0,ウィキメディアコモ
ンズ： : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A4nesvaabik.jpg

ウィキペディアのコミュニティは、悪い意味で2ちゃ
んねるに似ていると思います。自分が書いたものに対

して、悪意を持って攻撃されることがあります。
インタビューを受けた、他の編集者とのコミュニケーションを避ける日

本人編集者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ireena
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


MR プライバシー

プライバシー



MRプライバシー

IPに関する知識の格差：気軽な編集者のリスク意識は低い。

編集者はIPアドレスのリスクを完全には認めていないが、経験豊富な編集者はより多く
の知識を持っている。

- IPアドレスはいくつかの種類の情報（例：デバイスの種類、場所、プロバイダー、
共有デバイスから編集する場合はその学校または雇用主）を明らかにする可能性が

ある。

- 戦略的IP編集者はIPアドレスのリスクを認識しているが、
• その危険性は地理的な状況によって異なる。（例：動的IPアドレスの割り当て）
• VPNの使用は、特にアラブ諸国で広く普及している。
- スペイン語版とベンガル語版のウィキペディアでは、匿名性はコミュニティにとっ

てあまり関心のない話題ではあるが、意識は高まりつつある。

• 新規編集者はこの問題に対して「全く」意識していないことが多い。

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address


MRプライバシー

IPアドレスから、あなたの個人情報がどのくらいわかると思います
か？

アンケート回答者は、
自分のIPアドレスが
どの程度特定可能で
あるかを、完全には
認識していない。



すべてのコミュニテ
ィの回答者が、自分
のIPアドレスをオン
ライン上で他者から
見えないようにする
べきという意見に同
意する傾向があった。

MRプライバシー

インターネット上で、自分のIPアドレスを他人に知られないようにす
ることはどの程度重要ですか？



日本語版では、報告されたIPアド
レスのリスクは、IPプライバシー
の重要性と正の相関がある（スピアマ
ン）（rho = 0.30***）。

つまり、日本の回答者は、自分の
IPアドレスが明らかになっている
と思うほど、それが非公開である
ことをより重要視する傾向がある。

MRプライバシー

インターネット上で、自分のIPアドレスを他人に知られないようにす
ることはどの程度重要ですか？



クロフチシカタケ。写真のクレジット：Holger Krisp, CC BY 3.0, ウィキメディアコモンズ
：

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzschneidige_Dachpilze_Pluteus_atro
marginatus.jpg

少なくとも[私の]社会では、人々
は「IP」が何を意味するのかさえ
知りません。IPや、それを明らか
にする何かが存在する可能性にも
気づいていないのです。このこと
に対する意識は非常に希薄です。
IPに関することを知っている人は

本当に稀なんです。
. . .

私の場合、[IP編集]を行ったのは
無知からでした。. . . 編集ボタン
をクリックすると、自分のIPが表
示されることを知らないのです。
編集して、それでおしまいです。

- インタビューを受けたアラビア語編

集者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Holleday
http://aconcagua


MR 荒らし行為

IP荒らし行為



MR荒らし行為

スペイン語

地域に関する事柄（荒らし行為の頻度が多い）

● 地元のチーム、選手、ライバル（スーペルクラシコなど）を含

むスポーツ。

● 有名人。

● 政治的な歴史（歴史的な出来事に関する矛盾した表現を含む）。

● 現代の政治と政治家（特に選挙期間中）。

国際的な事柄（荒らし行為の頻度が少ない）

● 宗教、中絶、社会的権利など、地域全体に影響を与える社会問

題。

● スペインの都市名（現地の言語や方言による都市名を使うか、

スペイン語の正式名称を使うか）。

● 外国映画のタイトルの翻訳。例えば、「 The Fast and the 
Furious （ワイルド・スピード）」はラテンアメリカでは
「Rápido y Furioso」と呼ばれ、スペインでは「The Fast and 
the Furious: A todo Gas」と呼ばれている。

アラビア語

● 政治家（サウジアラビアの皇太子、チュニジアのカイス・サ

イード大統領など）。

● その地域における現在進行中の地政学的紛争。例えば、西サ

ハラの記事ではIP編集の取消しが見られる。
● アラブの部族や歴史的宗教家に関連する記事。IP編集者は部

族や家系図の情報を変更することで知られている。

● LGBTコミュニティの話題を含め、セクシュアリティやジェ
ンダーの話題、規格に沿わない人間の行動に関する記事の話

題も、IP編集者によって頻繁に荒らされていることが指摘さ
れている。

インタビューを受けた巡回者たちが、最も頻繁にIP荒らし行為を目撃
したのはどこか。

https://en.wikipedia.org/wiki/Supercl%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Fast_and_the_Furious_(pel%C3%ADcula_de_2001)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&action=history
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&offset=&limit=500&action=history
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tribes_of_Arabia
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85


ベンガル語

● 多くの読者を集める話題。

p 例：バングラデシュ軍に関連する話題が荒らされ、そのスク

リーンショットがソーシャルメディアで共有されることがあ

る。

● 荒らしは、スクリーンショットをベンガル語版ウィキペディ

アのフェイスブックグループに投稿して、ベンガル語版ウィ

キペディアのコミュニティを「嘲る」こともあると報告され

た。

● IP荒らし行為と戦略的IP編集は、論争の的となる同様の話題
で見受けられる。

● 有名人やその他の伝記。

p 例：大学の理事長

● 宗教や政治など、社会的・政治的論争に関連する話題。

MR荒らし行為

日本語

明らかなもの：誹謗中傷と名誉毀損

● 多くの読者を集める話題。

● 意見が分かれる話題。

● 有名人や公人に関するもの。

p 例：前東京都知事の石原慎太郎氏の記事で、インフォボックス

の画像が金正恩氏の画像に差し替えられた。

● 日本の電車・鉄道の記事など、「熱狂的なファン」に関連する

話題。

目立たないもの：騙し行為、嫌がらせ

● 加害者は主に登録済みの編集者で、自作自演や捨てアカウント

も含む。

● 特定の話題や利用者への粘着行為。

● 追放されたユーザーが自作自演で報復を行う。

● 加害者は通常、特定できない。

インタビューを行った巡回者たちが、最も頻繁にIP荒らし行為を目撃
したのはどこか。

https://en.wikipedia.org/wiki/Shintaro_Ishihara


Xanthoria parietina. 写真のクレジット: Taka, CC BY 3.0, ウィキメディアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xanthoria_parietina_(06_03_31).jpg

バングラデシュのウィキペディア

において、私はさまざまなことに

取り組んでいます。検証のために

あらゆる出来事に着目しています

が、世間の関心が高い新しい出来

事があれば、すぐに編集がなされ、

新しい査読者が編集を始めること

も多いです。しかし、そこには誤

った情報も書かれます。私はこれ

らを削除したり、提案を却下した

りしています。

- インタビューを受けたベンガル語巡

回者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Taka
http://aconcagua


2021年11月、記事の主題がニ
ュースになった直後に発生し
た、英語版ウィキペディアの
物議を醸した記事のトークペ
ージでのIP利用者のやりとり
（後に削除）。

IP利用者(1)は登録利用者(1)に
直接応答し、荒らし行為を推
奨し、ヘイトスピーチに関与
している。

IP利用者(2)は荒らし行為の呼
びかけを特に非難し、IP利用
者(1)を規則違反のコミュニテ
ィメンバーであると決めつけ
ている。

登録利用者(2)は登録利用者(1)
に直接応答し、IP利用者(1)の
投稿を間接的に認めている。
IP利用者(2)のコミュニティを
肯定するコメントは無視され
ている。

MR 巡回者

IP編集者について語られることはあるが、話しかけられることはない

デクラーク氏はどのように思い出されるのか

前大統領を嫌う人が記事を荒らそうとしないか心配です。-登録利用者 (1)

彼は裏切り者で悪い奴の手下だった。この場合、荒らし行為は許されるべきだ。必要ならジンボ

に訴えよう。[白人民族国家】を今すぐ！ -IP利用者 (1)

「荒らし行為は許されるべき」...ウィキペディアにふさわしくない、不愉快で不謹慎な暴言だ！
-IP利用者 (2)

@ 登録利用者 (1)、あなたの質問に対する匿名IPのこれまでのコメントは、この記事が何らかの
荒らし対策を必要とするレベルの荒らし行為の標的になる可能性が高いことを、強く示している

と思います。-登録利用者 (2)（原文ママ）

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/former-south-africa-president-de-klerk-dies-at-age-85
https://en.wikipedia.org/wiki/F._W._de_Klerk
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkstaat


MR荒らし行為

スペイン語版の巡回者は、3種類のIP荒らし行為を確認している。
愚かな荒らし行為

子供や学生、学校関連のIP
アドレス範囲に関連するこ
とが多い。

オフラインでの利益を目的
とした荒らし行為（例：友
達を感心させるため）。

巡回者は、スポーツやミー
ム、国内の議論に登るその
他の地域的な話題とこれを
関連付ける。

迷惑行為。該当箇所はすぐ
に取り消され、IPアドレス
がブロックされる。

無実の荒らし行為

多くの場合、善意である。

ルールやツールを知らない

新規編集者が手探りでやっ

ている。

例：表や参考文献の書式を

間違える。

迷惑行為とみなされ、コミ

ュニティによって迅速かつ

頻繁に差取り消される。

危険な荒らし行為

経験や知識が豊富な編集者によ

って行われる。

欺き、混乱させることを目的と

している。

巡回者は、有名人に関する誤っ

た記述に注意する。（例えば、

「論争」の項目を削除するな

ど）

しばしば選挙に関連する。

発見するのははるかに難しいが、

被害ははるかに大きい。



MR荒らし行為

荒らされるウィキデータ

記事の保護に対する巧妙な荒らし行為

- ウィキデータへの荒らし行為は、予期せず損害を

与え、経験の浅い編集者でも行えるものである。

- 知識のある荒らしは、保護された記事に影響を与

える方法としてウィキデータを利用する。

- 気軽な荒らしは、行動の結果を理解せずに「ウィ

キデータで情報を編集する」[右図]という誘いに乗
ってしまうかもしれない。

- 限られた数のウィキデータ管理者が、複数のウィ

キペディアに影響を及ぼす可能性のある荒らし行

為を見つけるために巡回するよう求められている。

読者に「ウィキデータで情報を編集する」ように誘う、

スペイン語の伝記に関するインフォボックスの一部の
例。（2021年12月22日にアクセス済み）

https://es.wikipedia.org/wiki/Schafik_H%C3%A1ndal


ニカワホウキタケ . 写真のクレジット: Jörg Hempel, CC BY 2.0 DE, ウィキメディアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calocera_viscosa_LC0123.jpg

「ウィキペディアを荒らす最良

の方法は、数字を変えることで

す。数字を変えて、桁を変えま

す。なぜなら、再びその桁を検

証するのは非常に難しいからで

す」

- インタビューを受けたスペイン語

巡回者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LC-de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en


MR 巡回者

IP編集の巡回



- アンケート調査を受けたスペイン語（19）、アラ
ビア語（12）、ベンガル語（14）、日本語
（282）の巡回者たちは、ウィキペディアの荒らし
行為の多くが、IP編集者によるものであるという意
見に同意する傾向があった。

- 4つのコミュニティの巡回者は、IP編集者と新規編
集者を同じように監視していると報告しているが、

IP編集者の方が若干多く巡回者の注意を引いている
ようだ。

しかし、これらのコミュニティの巡回者は、異なる割

合でIP編集を取り消しており、利用可能な評価基準を
反映していることを報告した。

MR 巡回者

巡回者は、ほとんどのIP編集が問題である
という意見に同意している。

Podaxis pistillaris. 写真のクレジット: Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0, ウィキペデ
ィアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushroom_in_Wadi_Rum_01.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bgag
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


MR巡回者

あなたの意見では、[この言語の]ウィキペディアの荒らし行為は、どの
くらいがIP編集者によるものですか？

調査を受けた巡回者
は、IP編集者による
荒らし行為が比較的
多いと回答する傾向
があり、回答は右寄
りに偏っている。



マッシュルーム. 写真のクレジット: Amuzujoe, CC BY 4.0, ウィキメディアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mushroom_21.jpg

IP編集を取り消すことはとても
簡単です。取り消す側は何も考

えていません。誰が文句を言う

んです？

. . .
多くの編集者と巡回者は、IP編
集があると即座に取消しボタン

をクリックしているかのように、

ほぼ自動的にIP編集の修正を行
っています。

- インタビューを受けたアラビア語編

集者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Amuzujoe
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


スペイン語版：効果的なツールとフィルター

迷惑行為防止フィルターは、ほとんどの場合、荒らし行為と思われる編集（ページやセ

クションの空白、外部リンク、冒涜的な表現など）を特定する。

SeroBOTは、荒らし行為の可能性のある編集を特定し、
それを取り消す。

- ORESに依存している。
- スペイン語巡回者に賞賛されている。

- 圧倒的な精度を誇る。

- IP編集の巡回の負担を大幅に軽減すると言われている。

MR 巡回者

SeroBOT利用者ページ (2022年2月8日アクセス済み)

スペイン語版ウィキペディアでのIP荒らし行為
を、単なる「迷惑行為」にする効果的なツール

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:SeroBOT


- フラグ付き修正/保留中の変更により、IP編集者および新規編集者
の編集は、限られた数の巡回者による精査を受けることが義務付

けられた。

p インタビューを受けた巡回者によって、フラグ付き修正/保留中
の変更は、アラビア語版におけるIP編集の高い取り消し率の要因
であることが確認された。

- アラビア語の新規編集者は、他のウィキペディアよりも高い確率

で精査され（そして取り消され）ている。

p 迅速な取り消しは、「投稿への意欲を失わせる」（インタビュー

を受けたアラビア語編集者）。

- 最近の調査で、フラグ付き修正を採用したウィキペディアでは、

それがIP編集の減少と関連しているが、編集者の定着率や、全体
的な編集の質、全体的な編集量は比較的影響を受けていないこと

が示された。

IP編集への制限は、新しい編集者にとっても障壁となる得る。

MR 巡回者

アラビア語版：フラグ付き修正は、IP編集
の巡回の負担を増加させる

ササクレヒトヨタケ。写真のクレジットt: Hans Hillewaert, CC BY 4.0, ウィキメデ
ィアコモンズ: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coprinus_comatus_(old).jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Flagged_revisions
https://arxiv.org/pdf/2202.05548.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


キクラゲ。写真のクレジット: Dominicus Johannes Bergsma, CC BY 4.0, ウィキメディアコ
モンズ：
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echt_judasoor_(Auricularia_auricula-
judae,_synoniem,_Hirneola_auricula-
judae)_bedekt_met_rijp._Locatie,_Natuurterrein_De_Famberhorst_01.jpg

[古参]編集者になると、何
を書いても削除されません。

何をやっても削除されるこ

とはありません。管理者は

初心者とIPアドレスに注目
するんです。

- インタビューを受けたアラビ

ア語編集者

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Famberhorst
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


明らかな荒らし行為は迅速に解決される
- ほとんどの場合、巡回者と編集者によって解決される。

- 管理者は記事を保護し、IPアドレスをブロックすることができる。

目立たない荒らし行為や迷惑行為は対処が難しい
- 少人数の管理者が、比較的大規模な迷惑行為の処理をするよう求めら

れる。

- 編集者はしばしば迷惑行為に対処する方法を知らず、紛争解決の手順

が遅々として進まないことを理解する。

- 新規管理者がなかなか現れない。管理者になるために十分な程のコミ

ュニティの信頼を得ることが極めて難しく、時間もかかる。

- 管理者はその仕事の性質上、編集者から恨まれることがよくある。

MR 巡回者

日本語版：数人の管理者が、大量の迷惑行為

の処理を求められている

カラカサタケ。写真のクレジット: George Chernilevsky, Public domain), ウィキ
メディアコモンズ：

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrolepiota_procera_2013_G1.jp
g

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:George_Chernilevsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain


ベンガル語版：巡回者は編集者で

はなく、編集を検証する

IP編集者（荒らし行為）や新規編集者（ウィキペデ
ィアをよく知らない）を巡回するための効果的なツ

ール：

- グローバル巻き戻し

- Javascript
- Twinkle
- ユーザースクリプト

- SWViewer
- 各種フィルター

特定の話題（論争）やエラーの種類（著作権）に焦点を当て

た巡回を行うことができる。

MR 巡回者

ベンガル語版ウィキペディアには、

最近の更新というセクションがあり

ます。私は、IP編集と新規編集者を
より分けるフィルターを使って、経

験豊富な編集者をそのフィルターか

ら外し、IP編集と新規編集者だけを
見るようにしています。その時に、

リアルタイムでどんな変更があった

かを見て、その編集に注目するんで

す。それに、SWviewerというウェ
ブアプリを使えば、複数のドメイン

やリアルタイムの編集を見ることが

できます。

- インタビューを受けたベンガル語巡回者



MR 機会領域

機会領域



MR機会領域

機会領域

「匿名性」の見つめ直し

コミュニケーション改善の

機会

編集者はIPの開示よりも、
他の編集者と関わることに

リスクを感じる。

リスクの認識は編集者によ

って大きく異なる。

編集の社会的危険性は、編

集者の活動期間やコミュニ

ティによって異なる。

気軽なIP編集者に注目する

戦略的IP編集者はすでに登録済
みである。

アカウント作成が簡単であるこ

とを知らない。

手軽な編集を望み、最初はコミ

ュニティに興味がないことが多

い。

IPアドレスのリスクを意識して
いない。

どのコミュニティにも存在する。

ツールとルール

効果的なツールについて、コミ

ュニティに相談する—効果的な
ツールによって、IP編集を受け
入れる。

小さな編集に注目する

コミュニティで評価される。

気軽な編集者にとって、記事

の作成よりハードルが低い。

実績のあるフィルターを使用

する機会？



ご質問がありますか？

mraish@wikimedia.org

ةحارتسا
pausa
休憩
িবরিত

[pause]

mailto:mraish@wikimedia.org

