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昨年（2016年）の英国のEU離脱国民投票や米国大統領選挙で顕在化した，いわゆる「ポスト真実 Post-truth
の時代」と呼ばれるメディア現象は，特定の政治的利害を共有する諸勢力が「フェイクニュース」などの虚偽情報を
SNSを中心に大量に拡散させることで，社会的な情報の攪乱，敵対勢力の権威失墜，社会の分断などを引き起こ
し，世論の操作や公的機関，マスメディア報道への人々の信頼の失墜を試みた極めて政治的，組織的な現象であ
ることが，内外の調査から明らかになっている。本稿では，この「ポスト真実」的メディア状況の生成条件（構造）
について，主に昨年の米国大統領選挙のトランプ陣営のITメディア戦略を事例に，メディア論的視座からの分析
を試み，以下の知見（仮説）を得た。 ▼米国ではニュース等の情報流通プラットフォームが SNSへ移行しつつあり，
またそのビッグデータの解析によって，人々の「集合的感情」のリアルタイムの可視化や個 人々に最適化されたメッ
セージングが可能になった。これらが従来の〈情報の送受信〉を基盤とするメディア・コミュニケーションを〈情動
の共有/感染〉を基盤とするものへと変容させつつある。 ▼トランプ陣営はこの変容を察知し，フェイクニュースを
拡散させる諸勢力とも連携して，「情動」を「媒質medium」にした，あらゆるメディアを横断する「情動/メタ・マ
スコミュニケーション」とも呼ぶべきメディア戦略を実践。その結果，「事実」よりも「感情」への訴えかけが世論
形成に強く影響する「ポスト真実の時代」という，新たな「社会的リアリティー≒トランプ現象」が社会に浸透し，
既存マスメディアの選挙報道の公共的機能が弱体化させられる事態となった。

メディア研究部  伊吹　淳

Ⅰ はじめに

1.本稿の目的と構成

本稿は，昨年（2016年）の英国のEU離脱国
民投票や米国大統領選挙などで顕在化し，世
界的に認知されたいわゆる「ポスト真実 Post-

truthの時代」と呼ばれる「メディア現象」につ
いて，現時点までの内外の調査，研究を基に
その構造的理解を試みるものである。「ポスト
真実 Post-truthの時代」とは，これを定義した
オックスフォード英語辞典1）によれば「世論形
成において，〈客観的事実〉よりも〈感情〉や〈個
人の信条〉への訴えかけのほうが，より大きな
影響を与える」状況とされる。

具体的には，特定の政治的意図（および営利

ポスト真実Post-truthの時代と
マスメディアの揺らぎ
～その構造的理解のために，米国大統領選挙2016を事例として～

目的）を持つ勢力が，ウェブ，SNSを中心に組
織的に「フェイク（偽）ニュース」「リーク情報」

「デマ，流言，ヘイトスピーチ（憎悪表現）」な
どの虚偽，または故意に歪曲した情報を大量
に流通させることで，社会的な情報の攪乱や
対抗勢力の権威，信頼の失墜，社会的混乱
や対立などが引き起こされる。それが同時に
マスメディアの報道や公的機関への人々の信
頼も揺るがすことになり，結果的に世論形成
や個人の政治的決定が，〈事実〉よりも虚偽情
報による〈感情〉への訴えかけに強く影響を受
けてしまうような危機的メディア状況をいう。

例えば，昨年の米国大統領選挙期間中，広
く流通したフェイクニュースである「ローマ法王
がトランプ候補への支持を表明」「クリントン陣
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営の選対部長が児童への性的虐待に関与」な
どをイメージしてもらえば分かりやすい。

現在もアメリカでは，トランプ大統領が主流
マスメディアの報道をフェイクニュースと呼んで
その客観性を否定し，重要な政治的発表のほ
とんどを報道機関を通さず，自らのTwitterア
カウントからの「私的発言」として直接国民に
伝えるという異常な事態が続いている。また今
年（2017年）のフランスの大統領選挙やドイツの
総選挙でも，フェイクニュースやリーク情報によ
る選挙の攪乱が試みられていることからも分か
るように，「ポスト真実 Post-truth」的メディア状
況（以下，本稿では「PTM」と略記）は，現在進行
中の事態である。

本稿ではこうしたPTMが最も顕著に，そし
て先鋭的に顕在化した事例として，昨年の米
国大統領選挙とそこでのいわゆる「トランプ現
象」を取り上げ，PTMが「どのような背景，状
況，意図，主体（アクター）によって，いかに形
成されたのか」について，現時点で参照可能
な内外の調査，研究を基にメディア論的視座
から検証する。そのうえでPTM生成の主な舞
台となったSNSの「情報（ニュース）/コンテンツ
流通プラットフォーム化」とそれに伴う人々のメ
ディア・コミュニケーション形式 2）の変容につい
て，「情報→情動シフト」という仮説的な作業
概念＝モデルを提起し，それを基に米国大統
領選挙で顕在化したPTMと，それが米主流
マスメディアにもたらした公共的機能の不全（選

挙報道の中立性，真正性に対する信頼低下，民主的

政策討議空間の構築，公益に基づく議題設定等）の
構造的要因について検討する。

そして最後に，今後，既存マスメディアとそ
のオンライン化がどのようにPTMに対峙し，そ
の公共的機能を維持していくかについての問

題系の抽出とその方向性について，若干の考
察を試みる。

2.─米国大統領選挙2016における
PTM生成の2つの前提について

本論に入る前に，これから行うPTMの分析
の前提となる米国大統領選挙2016（以下，「米大

選 2016」と略記）での，2つのメディア関連のファ
クター（特殊性）について簡単に触れておきたい。

一つ目の前提は，「米大選 2016」の背景に
ある特殊かつ複雑な政治的，社会的なメディ
ア状況である。米国では1987年の連邦通信
委員会FCCの放送の〈公平原則の撤廃〉3）以
来，報道の中立性，公平性はメディアの自主
性に任されるようになった。これを受けて社会
のさまざまな対立，分断を背景に「リベラル系
主流 mainstreamメディア」と「保守系メディア」
の分極化が進み，その対立は年々深まってき
ている 4）。また米国の非都市部では，一般的
にナショナル・メディア（全国紙 /全国放送）より
もローカル・メディアのほうが身近であり，階層

（教育，職業，収入）や地域，人種，言語，宗教，
支持政党などによって，人々が特定のメディア
の情報にしか触れない傾向が強い。また，90
年代の規制緩和，多チャンネル化，インターネッ
トの普及をきっかけに，ラジオの「政治トーク
ショー」や「極右系ネットメディア」などニッチな
独立系メディアが台頭し，記事やコメントの偏
向化，党派化，過激化（敵対勢力への批判）を加
速させることで，一定の支持，影響力を持つよ
うになった。さらに，そうした過激トークを売
りにしたキャスターが保守系大手テレビ局に進
出する動きなどと相まって，現在のPTMに見ら
れる〈事実〉よりも〈感情〉への訴えかけを重視
する言説を徐々に社会に浸透させる下地を作っ
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てきたという経緯がある。このような社会の分
断とメディアの分極化，およびそれに伴うメディ
ア言説の偏向化，党派化，過激化などが，大
統領選挙という対立的な政治・社会状況の中
でPTMの生成を可能にしたメディア環境上の
重要なファクターになったことに留意されたい。

2つ目の前提は，トランプ候補とその陣営の
メディア戦略の特異性である。選挙期間中のト
ランプ候補の言動は，通常の大統領候補の公
的なモラルや常識を逸脱した，「事実に反する
主張」5）や誹謗中傷，差別的発言も厭わない，
過激かつ情動的なものであった。それらの主
張やコメントの多くが，トランプ陣営の選挙参
謀でのちに大統領上級顧問に就任（現在は解職）

したS.バノン氏が会長を務めるBreitbartなど
の極右（Alt-right）系ネットメディアの白人至上
主義的主張，論調と類似することが指摘され
てきた 6）。国民からの広い支持が求められる大
統領候補が，ウェブの一部の同調者間でのみ
流通するような偏向的でマイナーな言説をマス
メディア，集会などの公的な発言の場でも一貫
して使用することは，過去の大統領選挙でもあ
まり見られない異例ともいえる事態である。こ
れを可能にしたのはひとえにトランプ氏が立候
補以前から著名な実業家，富豪であり，また
過激な発言で全国的人気を持つテレビ番組の
キャスターであったことによる。通常の公的な
選挙報道からは排除されるような差別主義的
で過激な言動も，誰もが知るタレント候補のパ
フォーマンスとして注目を集め，人々は自ずと
その発言の真偽や内容よりも，そのスキャンダ
ラスな話題性と「トランプはなぜそのような発
言（あるいは感情表出）をするのか？」という含意
に興味，関心を惹きつけられることになる。つ
まりタレント，著名人としてのトランプ候補の言

動は当初から一種の政治的メディア・パフォー
マンスとして受け止められ，本来ならばマイナー
な「極右的（ネット）言説」と「公的（マスメディア）

言説」の境界，大統領候補としての「政治的発
言」とタレントとしての「パフォーマンス的発言」
の境界が曖昧化されることになった。こうした
トランプ候補の特殊性も「米大選 2016」におけ
るPTM生成を可能にした重要なファクターとし
て留意されたい。

さて前置きが長くなったが次節からは，「米
大選 2016」でのPTMとは実際にはどのような
現象であったのか，具体的に検討する。

Ⅱ 米国大統領選2016における
「ポスト真実Post-truth」的
メディア状況とは？

1.現象①「フェイクニュース」の内容

まず「米大選2016」のPTMを生成させた主
要コンテンツであるフェイクニュースとはどのよ
うな内容のものなのかを具体的にイメージして
もらうために，SNSで大量に拡散された代表的
なフェイクニュースの「ヘッドライン（見出し）」を
いくつか挙げる。

「ローマ法王がトランプ候補支持を表明！ 
世界に衝撃」

「オバマ大統領は，イスラム国の設立者であ
る」 

「ヒラリー・クリントンと選挙対策本部長，
ポデスタ氏が，児童性的虐待の国際的シン
ジケートに関与」

「速報! クリントン前国務長官，ISISに武器
売却後に再爆撃を実施。Wikileaks確認」
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次に選挙期間中，これらのフェイクニュース
がどのくらい社会に流通し，信じられたのか，
米国のネットメディアBuzzFeedによる調査デー
タを見てみよう。

2.現象②選挙期間中のFacebookの
──フェイクニュースの流通量

BuzzFeedは，投票日前3か月間，選挙関
連のフェイクニュースがFacebookでどのくらい
閲覧されたかを調査。その結果，閲覧数が多
かったフェイクニュースTop 20の閲覧数は，合
計で870万回。The New York TimesやThe 
Washington Postなどの主流メディアの選挙関
連ニュースTop 20の閲覧数は，合計 730万回。
結果として，フェイクニュースの閲覧数が主流メ
ディアの選挙関連ニュースの閲覧数を上回った
ことが明らかになった（図1）。Pew Research 
Centerの調査 8）によれば現在，全米成人の7

割（68%）近く，50歳以上でも55%が日常的に
SNSでニュースを見ており，別の調査 9）では，
Twitterでニュースを共有（Re-Tweet）する人の約
6割が記事の本文を読まず見出しだけに反応
して，真偽を確かめることなく友人たちに再送
信している，という結果が出ている。フェイク
ニュースはこうしたSNSでのニュース接触傾向
とその拡散メカニズムであるアルゴリズム（多く

閲覧されたニュースを優先的に配信するプログラム）を
最大限に利用し，その流通量を爆発的に増加
させたと考えられている。

3.現象③
フェイクニュースのヘッドラインを事実
と感じた人の割合（ニュースソース別）

BuzzFeedの調査では，「Facebookが主な
ニュースソース」であると答えた人のうち，83%
がフェイクニュースのヘッドラインを「事実と感
じたことがある」と回答している（ただしサンプル

数は少なく参考値である）。個々のフェイクニュース
についても，そのヘッドラインを「事実と感じた
人」の割合を，投票した候補者別に調査してい
る。その結果を以下に示す。

・ローマ教皇がトランプを支持
トランプ投票者 ‥‥‥ 75%
クリントン投票者 ‥‥ 46%

・ヒラリーのeメール流出事件担当FBI捜査
官，遺体で発見
トランプ投票者 ‥‥‥ 85%
クリントン投票者 ‥‥ 52%

・反トランプデモの参加者がクリントン陣営か
ら3,500ドルの支払いを受けた，と証言
トランプ投票者 ‥‥‥ 89%
クリントン投票者 ‥‥ 62%

（出典：BuzzFeed）10）

「ヒラリーのeメール流出事件を担当する
FBI捜査官がアパートで遺体で発見。明ら
かな自殺偽装殺人」　

（出典：BuzzFeed）7）

図 1　選挙期間中の Facebook の
            フェイクニュースの流通量　

　（BuzzFeed より作成）
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Facebookをニュースソースとする人のうち，
トランプ候補に投票した人の平均8割前後，ク
リントン候補に投票した人でも平均5割前後
が，それぞれのフェイクニュースのヘッドライン
を「事実と感じた」という結果が出ている。フェ
イクニュースの内容はトランプ支持者向けのも
のが多いため，平均してトランプ支持者の「事
実と感じた人」の割合が高い。

4.現象④
選挙期間中のトランプ候補の
主な発言のファクトチェック（真偽検証）  

次に，選挙期間中のトランプ候補の発言の
真偽を米大手ファクトチェック機関Politifact
が調査した結果を見てみよう。

トランプ候補の選挙期間中の主な発言（371

件）のうち，全体のほぼ 7割が「悪質な虚偽」
「虚偽」「ほとんど虚偽」のいずれかに認定さ
れた。「真実」はわずか 4%，「ほとんど真実」
も12%にとどまった（図2）。なぜアメリカ大
統領候補という公的な立場にある人物がこの
ように公然と虚偽まがいの発言を繰り返し，
それが許され，しかも当選したのか。このよ
うな特異な「政治的/公的言説空間」の社会
化が，「米大選 2016」のPTMの顕著な特徴
の一つといえる。これについては後述する。

5.現象⑤
データ「マスメディアへの信頼の低下」

（支持政党別）　　

次に，このようなフェイクニュースの大量流通
とトランプ陣営からの主流メディア（CNN, The 

New York Times, The Washington Postなど）に対
する批判キャンペーンが激化する中，主流マス
メディアの選挙報道，客観報道に対する「信
頼」が急激に揺らいでいったことを示すデータ
を見てみよう。

世論調査機関Gallupの2016年の調査によ
れば，マスメディアを「信頼する」「ほぼ信頼す
る」と答えた人は，民主党支持者が51%，共和
党支持者は14%となり，過去最低レベルを記
録した。特に共和党支持者は前年から18ポイ
ントの大幅減。マスメディアを信頼している人
は，ほぼ「7人に1人」という低い割合になって
いる（図3）。これには，冒頭で触れた米連邦
通信委員会FCCによる放送の「公平原則撤廃」
以来進んできたマスメディアの分極化とリベラ
ル系主流メディアの「リベラル・バイアス」12） 

への共和党支持層の不満の高まりという歴史
的背景とともに，これまで見てきたPTMと，
トランプ陣営の反・主流マスメディア・キャン
ペーンが社会的分断を激化させ，マスメディア

図 2　選挙期間中のトランプ候補の
      　　　　     主な発言のファクトチェック（真偽検証）

図 3　マスメディアへの信頼の低下（支持政党別）

（Politifact より作成）11） （Gallup より作成）13）
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への信頼低下を一段と加速させたと考えるこ
とができる。

Ⅲ 誰が，どのように「PTM」を
 生成させたのか？

前節では，米国での調査を基に「米大選2016」
でのPTMの現象的側面を概観した。次にこう
したPTMが「どのような主体（アクター）によっ
て，いかに生成されたのか？」について，事例
を基に具体的に検証する。
＊以下，本節では個別事例を扱うため，PTMを生成

させる「核」となったトランプ陣営のメディア戦略の

影響については，ここでは触れない。その点につい

ては本稿の「Ⅵ」で言及する。

1.事例「ピザゲート」事件の概要

前節のデータからは一見荒唐無稽にも見える
フェイクニュースが，一般市民の間に広く流通，
浸透し，影響を与えた状況が見てとれる。この
ようなPTMが，「何のために（目的）」「どのよう
に（手段，方法）」「いかなる主体（アクター）」によっ
て生成されたのか，このことを検証するために
フェイクニュースの生成，拡散のプロセスを典
型的に示す事例である，2016年12月にワシン
トンDCで起こったいわゆる「ピザゲート」事件
を少し詳しく検討していこう。この事件をThe 
Washington Postは次のように伝えた。

「首都ワシントンで4日，ピザレストランにラ
イフル銃を持った男が押し入り，数回発砲，
警察に逮捕される事件があった。男は警
察の調べに対し，インターネットで拡がっ
たヒラリー・クリントンに関する陰謀説を確
かめるために実行したと話している。（中略）

負傷者は出ていない。逮捕されたのはノー
スカロライナ州に住むエドガー・ウェルチ
容疑者（28歳）」14）

　
いくつかの関連記事を総合すると，「犯人

は選挙中からソーシャルメディアや掲示板で拡
がっていた，《ヒラリー・クリントンとポデスタ
選挙対策本部長が，ワシントンDCのピザ店で
行われている児童への性的虐待，人身売買の
国際的シンジケートに関与している》というフェ
イクニュースに憤激し，真実を確かめ，閉じ込
められている子どもたちを救出するために，舞
台とされたレストランに出向き，発砲に及んだ」
というのが事件の大まかな経緯である。この
事件はすぐに世界中に報道され，改めて「ポス
ト真実 Post-truthの時代」の顕在化を強く印象
づけることになった。　

2.─「ピザゲート」事件生成・拡散の過程

（1）事件の経過

次に，こうした選挙がらみのフェイクニュース
の生成・拡散の過程，メディア間の連関を理
解するために，「ピザゲート」事件の発生過程を
関係したメディアの順に追っていく。その際，
The Washington Post，BBCの記事 15），平和
博氏のブログ「新聞紙学的」16）の関連ブログ
を参照させていただいた。

①情報リークサイトWikileaksが，クリントン陣
営選対本部長，ポデスタ氏のeメール2,000
通をリーク（2016年10月7日）
米国家情報長官室は，中央情報局（CIA），

連邦捜査局（FBI），国家安全保障局（NSA）な 
どがまとめたリポート17）で，このeメール流出が，
ロシア軍下のサイバー攻撃集団のハッキングに 
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よるもので，それが情報リークサイトWikileaks
に提供されたと認定した（ロシア政府は一貫してこ

れを否定）。

② CNN，The New York Times，Fox News
など多くのマスメディアがこの「eメール流
出」を一斉に報道
選挙終盤，両陣営が互いにネガティブ・キャ

ンペーンを過熱させる中，マスメディアがこの
リークについて一斉報道。世間の注目が集まる。

③匿名掲示板4chan，redditのネット右翼系
ユーザーやトランプ支持者が「流出メール」
に反応
10月末，日本の「2ちゃんねる」にあたる

匿名掲示板4chan，redditなどの極右（Alt- 

right）系ユーザー（いわゆるネトウヨ）や，保守系・
草の根運動グループのトランプ支持者らが，流
出メールからクリントン陣営の「スキャンダル」
を発見し，ネガティブ・キャンペーンに利用しよ
うとする動きが始まる。

④匿名掲示板4chan，redditで「クリントン候
補と側近ポデスタ氏が児童への性的虐待，
人身売買に関与」という噂が生成。ユーザー
同士の情報交換から完成版・陰謀論「ピザ
ゲート」として投稿
11月初旬。ある4chanユーザーが流出した

ポデスタ氏のeメールの中に，「チーズ」と「パス
タ」という語を発見。もともと4chanで児童ポル
ノ（Child Pornography）の隠語として「チーズ・ピ
ザ（Cheese Pizza）」が使われていたため，ポデ
スタ氏が児童への性的虐待，人身売買に関与
しているとのデマが生成され，それをredditの
トランプ板（フォーラム）などが陰謀論化。また，

ピザ店のオーナーが有名な民主党支持者でポ
デスタ氏のメールにも登場することから，ワシン
トンDCのピザ店が「児童の性的虐待，人身売
買シンジケートのアジト」とされた。

⑤Infowarsなど極右系ネットメディアが「ピザ
ゲート」をフェイクニュース化。さらに「クリ
ントン候補が幼児殺人，レイプに関与した」
と主張する動画をYouTubeに投稿，40万回
以上視聴された（実行犯も視聴）。こうした
動きに，広告収益目当てのフェイクニュース
サイトも関連ニュースを配信開始
極右系ネットメディアや個人のフェイクニュー

スサイトは，ウェブ上では主流メディアのサイト
と見分けがつかないデザイン，体裁，文体で
フェイクニュースを配信する。また，そのアカ
ウントも「abcnews.com.co」などと本物を偽装
したものが使われる。こうしたニュースが「極
右・保守系メディアネットワーク」とその関連サ
イトで相互リンクされ，ウェブ上の閲覧，視聴
を爆発的に拡大させていく。

⑥ロシア政府系国際ニュースRT，Sputnikと
関連する「YouTubeチャンネル」などが「ピ
ザゲート」事件を積極的に報道
ロシア政府系メディアRTとSputnikの英語

版は国際放送，ニュースサイトとして全米に視
聴者を持つ18）。「ピザゲート」も積極的に報道さ
れた。前述の米情報機関のリポートでは，ロ
シア政府系メディアが恒常的に虚偽情報，フェ
イクニュースを発信し，その拡散に関与してい
ることが報告されている（ロシア側関係者は否定）。

⑦数千の匿名，偽装アカウントから「AIボット
（自動投稿・配信プログラム）」による「ピザ
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ゲート」関連の大量自動投稿が開始
これも先のリポートでは，ロシアのトロール

（ネット荒らし）企業などの関与が認定されてい
る（ロシア側は否定）。これによって「ピザゲート」
が，Googleや主要SNSの閲覧ランキング，ト
レンドの上位にランクインし，バズ（爆発的拡散）

化。その結果，Google，Facebook，Twitter
のアルゴリズムは自動的に「ピザゲート」を，膨
大な数の一般ユーザーに配信し，さらにそれ
らがユーザー間で共有されることで，「ピザ
ゲート」の認知が全国的に拡大する。Google 
Trendのデータからは「ピザゲード」への関心
が11月半ば以降，急速に高まり，「TPP問題」
をはるかに上回ったことが分かる（図4）。

⑧「ピザゲート」の舞台とされたピザ店のオー
ナー，従業員のSNSアカウントに脅迫，殺
人予告が殺到。店前で抗議集会も。FBI，
警察が動き始める

「ピザゲート」が現実の脅威となったことで，
ピザ店のオーナーはTwitter，Facebook，
YouTubeなどに関連情報の削除を要請する。

⑨ピザ店への脅迫，抗議集会を受け，主流マ
スメディアが「ピザゲートは事実無根」と報
道。その後， 「ピザゲート」事件勃発（2016
年12月4日）
この事態に，The Washington PostやThe 

New York Timesなどの主流マスメディアが
一斉に「ピザゲートは事実無根」という「事実
fact」に基づく記事を発信したが，デマの拡大
は止まず，逆にマスメディアが取り上げたことで

「ピザゲート」がさらに全国的に認知され，社会
的リアリティーを獲得。そして12月4日，発砲

事件が発生。犯人は動機について，「ピザゲー
トが真実かどうかを自己検証」するために行動
に及んだと証言。

⑩トランプ陣営幹部が「ピザゲート」は真実と
匂わせるコメントをSNSに投稿し問題化。
更迭
発砲事件から2日後，トランプ政権移行チ 

ームのG.フリン氏が，「ピザゲート」関連の投稿
で更迭（ロシアとの接触で辞職したT.フリン元国防 

情報局長の息子）。フリン親子はこの「ピザゲー
ト」が話題になり始めた当初から，SNSにこれ
を煽る投稿を拡散させていた。発砲事件の夜，

「＃ピザゲートは虚偽だと証明されるまでニュー
スとして存在し続ける。左翼は＃ポデスタメー
ルと，それにまつわる数多くの“偶然の一致”
を忘れてしまった」と投稿。このツイートに非
難が集中した。

⑪米情報機関のリポートが，ポデスタ氏の e
メール流出と「ピザゲート」拡散へのロシアの
関与を認定。フェイクニュース拡散の国家的
諜報活動との関連が明らかに。ロシア政府
は一貫してこれを否定

図 4　 Googleでのピザゲートのトレンド（関心）の推移
　　　（TPP 問題との比較 ）

（Google Trend より作成）19）

※ 「縦軸」は検索ボリューム（Google の検索総数に対する特定のキー
ワード検索数の相対値）。「横軸」は時間推移
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2017年1月7日，先述したとおり，米国家情
報長官室はリポート（CIA・FBI・NSA調査）で，
民主党，クリントン陣営へのサイバー攻撃とe
メール流出，および虚偽情報，フェイクニュース

（ピザゲート等）の組織的拡散にロシア系サイバー
軍，政府系メディア，トロール集団の関与が
あったことを正式に認定した。ロシア関与の目
的についてG.ワシントン大学サイバー・セキュリ
ティー研究者，C.ワッツ氏はThe Washington 
Postに対して，「ロシアの目的はトランプ氏を当
選させることだけではなく，主流メディア，公
的機関，政府機関など合衆国の統一を維持す
るすべての機関への人々の信頼を蝕むことにあ
る」20）とコメントしている。また研究グループ
PropOrNot21）は「顕著にプロパガンダの拡散に
関わる200以上のサイトを特定。選挙期間中，
SNSで2億1,500万回あまり閲覧された」と発
表している。Elon大学のオルブライト氏の調査
では，「ピザゲート」の拡散には，ほかにも出所
不明のツイッターボット（AI自動送信プログラム）

による大量ツイートが関与しており，米国以外
にもチェコやキプロス，ベトナムと広範囲な場
所から発信されていた，という22）。

以上が「ピザゲート」事件の（多少，時系列の

前後を含む）大まかな経緯である。改めてここか
ら「アクター＝実行者」とメディアを抽出する。

（2）事件のアクターたち

①ハッキング
ロシア軍参謀本部情報総局（GRU）のファン
シーベア（別名APT28）の関与を米情報機関
のリポートで認定（ロシア政府は否定）。

②情報リーク
Wikileaks。

③陰謀論，デマの生成
匿名掲示板4chan，reddit。

④フェイクニュース化
極右（Alt-right）系ニュースサイト，独立系フェ
イクニュースサイト，ロシア政府系テレビ，
ニュースサイト（ロシア関係者は否定）。

⑤相互リンクによる閲覧数の爆発的拡大
極右系・保守系メディアネットワーク。

⑥偽装アカウント，AIボット等によるSNSへの
「ピザゲート」関連投稿の大量自動送信，再
送信
ロシアのトロール企業等の関与を米国情報機
関が認定（ロシア側は否定）。偽装アカウントに
ついては実行者不明。

⑦ SNS，選挙関連サイトでの「炎上」
一般のトランプ支持者，極右系・保守系メ

ディアネットワーク，トランプ陣営幹部も関与。
⑧ 「ピザゲート」の全国化

米主要マスメディアによる「ピザゲート」否定
報道。
⑨ 「ピザゲート」への海外からの介入

反米国家勢力とその諜報機関，テロ組織，
反米ハッカー集団など。

 以上のアクター間の関連を具体的に把握す
るために，次節ではSNSでのPTM生成，フェ
イクニュース拡散の主要な役割を担ったメディ
ア（サイト，アカウント）間のネットワーク，相互関
係を可視化したコロンビア大学とMITの共同
研究を参照する。これによって「ポスト真実
Post-truth」的メディア状況の具体的構造，メ
ディア生態系の全体像をイメージすることが可
能になる。



39NOVEMBER 2017

Ⅳ SNSにおける
PT的メディア生態系の構造

1.─マッピングで見るPT的メディア生態系

図5のメディア・マッピングは，2017年，
“Columbia Journalism Review”に発表され
た「Breitbart主導の右翼メディアの生態系が，
広範なメディア・アジェンダ（議題）を変形させ
た」23）と題された研究から引用したものである。
タイトルのBreitbartとは，2017年8月までトラ
ンプ大統領の側近として国家首席戦略官・大
統領上級顧問を務めていたS.バノン氏が解職
後，会長に復帰した極右系Alt-rightニュース
サイトである。参照論文では，このBreitbart
を中心にした右派系メディアのネットワーク
が，いわゆるフェイクニュース，虚偽情報 dis-

information24） の全米への拡散の原動力となっ
たことを明らかにしている。

調査は，投票日までの19か月間，2万5,000の 
オンライン・ニュースメディアから配信された

125万件の選挙関連記事を抽出し，それらが
Twitter・Facebook上で，民主党，共和党の各
支持者にそれぞれどのように共有されたかを計
量化し，左右（リベラル系，保守系）ネットメディ
アのそれぞれの相互関係，情報流通生態系
の構造比較とユーザーのニュース共有のプロセ
ス，量の比較，分析を試みている。

2.─マッピング全体からの知見

本稿では煩瑣になるので研究の詳細には立
ち入らず，これまで見てきたPTMの構造分析
に関連する知見だけを参照する。その際，こ
の研究を紹介したブログ「新聞紙学的」の
平和博氏の記事 25）も参照させていただい
た。また前提として，この研究が“Columbia 
Journalism Review”という，リベラル系研究
誌に発表されていることを考慮されたい。

まず，図5のマッピング全体からの知見を以
下に列挙する。

・メディア・マッピングでは，左派メディア

Study: Breitbart-led right-wing 
media ecosystem altered broader 
media agenda：By Y. Benkler, R. 
Faris, H. Roberts, E. Zuckerman　

参考：マッピングの見方：各ノード（円）
の大きさは，ユーザーの共有量，
距離はユーザーの重複利用の量
を示す。左右は左に行くほどリ
ベラル，右に行くほど保守傾向
が強いことを示す。

図 5　 メディアマッピング

（出典：Columbia Journalism Review）
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（CNN，The New York Times, The Washington 

Postなど）と中道メディア（ABC，Yahoo!Newsな

ど）のグループと，それに対する右派メディ
ア（Breitbart, Fox Newsなど）の分断化，分極
化が顕著に現れており，それは選挙の進行
とともに鮮明化する。また左派メディアは中
道から極左まで比較的均等に分散している
のに対し，右派メディアは極右に近いエリア
に集中的に存在している。

・左派メディアの中心は，The New York 
Times，The Washington Postのような伝
統的主流メディアであるのに対して，右派メ
ディアの中心は，Breitbartなど過去10年以
内に設立された極右系（Alt-right）新興メディ
アである。つまり「オールドメディア対ニュー
メディア」「主流（リベラル，中道）メディア対極
右系メディア」という，はっきりとした対立構
造が浮き彫りになっている。

・ 左派メディアのユーザーは一般的に，伝統的
主流マスメディア・サイトと専門的なリベラル
系政治ニュースサイト（Politico，Huffington Post

など）を核とした，緊密に相互接続された
「関心attentionのネットワーク」を形成してい
るのに対し，右派は対照的に，隔絶された
独自の内部循環的な言説空間を形成してい
る。

・右派メディアの近接関係は，トランプ陣営と
関係の深い極右系メディアBreitbartを中心
に，リベラル・中道系メディアと対峙する「ト
ランプ・メディア生態系」とも呼ぶべき言説
空間を形成している。その相互リンク，共有
量から，これらが「ピザゲート」などのフェイ
クニュース，陰謀論，虚偽情報を拡散するイ
ンフラとなったと考えられる。また同時にこ
れが，極右・保守系ネット言説の巨大な「エ

コーチェンバー（同質意見の反復，増幅装置）」
となり，「サイバーカスケード（同質集団内での

議論によって集団全体の意見が一気に過激化するこ

と）」，意図的な「炎上」「荒らし」，大量の「ヘ
イトスピーチ」などを生産するネットワークを
形成していると考えられる。

・選挙後半になると，Breitbartに近接するも
ともとニッチな新興・極右系サイトの記事の
共有量が，主流メディアサイトに匹敵する規
模にまで激増する。それらの中には，大量
に閲覧されたフェイクニュースの情報源と特
定されたものもある。この急増も前述したロ
シアなどによるAIボットの組織的な大量ツ
イート，右派メディア間の相互リンクなどによ
るものと考えられる（ロシア側は否定）。

・選挙後半では，BreitbartとWikileaksとが，
その境界が重なるまで近接している。つま
り，フェイクニュースや虚偽情報の情報源で
あり，ロシアとも関係の深い情報リーク・サイ
トが，SNSの「トランプ支持・極右系メディ
ア生態系」の中心に位置していることになる。
それらは4chanなどの匿名掲示板サイトとも
密接にリンクされている。つまり前節で見た

「ピザゲート」のアクターたちはすべて，「リベ
ラル・中道系主流メディア連合（反トランプ）」
に匹敵する規模の，「極右・保守系メディア
生態系（親トランプ）」の重要な構成要素であ
り，そのネットワークが，フェイクニュース，
虚偽情報，一般ユーザーのヘイトスピーチ，
動画の投稿を広くSNS，ウェブ全体に浸透さ
せたと考えられる。
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3.─右派メディアネットワークによる
SNS上のアジェンダ（議題）の操作と
その影響

次に，参照研究から明らかにされたもう一
つの重要な知見，すなわち前述の右派メディ
ア・ネットワークが選挙中，SNS（Facebook，

Twitter）上の話題（スキャンダル），政策議題（ア

ジェンダ）を操作した可能性とその影響について
見てみよう。

＊参照研究の調査では，SNS上の対象記事を「センテ

ンス」単位で分析し，トランプ候補，クリントン候補

に関する話題を「政策」部門，「スキャンダル」部門

に分けて，そのユーザーの共有量を比較している。

（1）「話題（スキャンダル）」の操作

話題（スキャンダル）共有量が最も多かったの
は，「ピザゲート」も含むクリントン候補の「メー
ル流出問題」で7万弱。2位もクリントン候補の

「クリントン財団問題」で2万超。合計で10万
弱である。

一方，トランプ候補の話題（スキャンダル）の
共有量の1 位は「女性問題」，2位は「トランプ
大学問題」でそれぞれ1万弱，合計でも2万
弱。その共有総量はクリントン候補のほぼ5分
の1にとどまっている。マスメディア，テレビで
連日大量に報道されたトランプ候補のスキャン
ダルが，SNSでは大きな話題とはなっていな
い。参照研究ではこれを，右派メディア生態
系がクリントン候補のスキャンダルに話題を集
中させた，としている。このことは度重なるス
キャンダル，暴言，失言にもかかわらず支持率
が落ちなかったトランプ候補と右派メディア生
態系の活動との関連を示唆する。

（2） 「政策議題（アジェンダ）」の操作

政策議題では逆の現象が起きている。共有
された政策議題の1位はトランプ候補の「移民
問題」でおよそ4万，2位もトランプ候補の「雇
用問題」で2万超。一方，クリントン候補の1
位は「雇用問題」で約1万5,000，2位は「貿易」
で1万弱。

共有量はトランプ候補の政策が，クリントン
候補の政策の2倍強という結果になっている。
研究によれば，左派の主流マスメディアが取り
上げた政策議題は多岐にわたるのに対し，右
派では「移民問題」に「雇用」「テロ」「犯罪」「イ
スラム問題」を統合し，政策議題を集中させた
としている。これらの政策議題がトランプ陣営
のターゲットである白人中間層・労働者層の主
要な関心の対象であることは，Pew Research 
Centerの調査 26）などからも明らかになってい
る。

4.総合的知見

参照研究では，極右系ネットメディアを中心
とする右派メディア生態系が，左派メディア生
態系とは隔絶した「トランプ・メディア生態系」
とも呼ぶべき巨大な言説空間を形成しており，
そこではエコーチェンバー効果やサイバーカス
ケード効果によって，政治的言説の偏向化，
過激化，集団的分極化が加速されたとし，ま
た同時に右派メディア生態系は，AIボットなど
のテクノロジーを駆使してSNSのアルゴリズム
を操作し，フェイクニュース，陰謀論，虚偽情
報，リーク情報，ヘイトスピーチなどの爆発的
拡散を可能にする「拡声器」「プロパガンダ・マ
シーン」として機能したことを指摘している。さ
らに右派メディア生態系は上述のネットワーク
とテクノロジーを活用し，SNS全体の選挙に関
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する話題をクリントン候補の「スキャンダル」に
集中させ，政策議題の設定でもトランプ陣営の
柱である「移民問題」に特化させることに成功
した，としている。参照研究ではこうしたSNS
での「Breitbartを中心とする極右系・保守系
メディア生態系」の活動の社会への影響を，次
のように結論づけている。

「私たちがデータから発見したものは，相互
補強的な超偏向サイトのネットワークである。
それは〈脱文脈化された真実〉〈虚偽〉の反復，
および〈論理の飛躍〉を組み合わせ，根本的に
誤った（方向に人々を導く）世界観を構築する。こ
れらのメディアのコンテンツは，Facebookなど
の広告費を目当てにした政治に無関心な集団の
フェイクニュースと明確に区別すべきプロパガン
ダと虚偽情報（disinformation＝事実と虚偽を混交

させた偏向的情報）である。そうした虚偽情報を
繰り返し，変化をつけ，関連サイトやネットワー
ク間を循環させることで，これらの超偏向サイ
トのネットワークは，彼らの主張を人々に耳慣
れたものにし，その政治的に重要な話題に関
する流暢な語りかけで，人々に〈信じがたいも
の〉を信じさせることに成功する」（文中（ ）内は

筆者による補足）　

参照研究では最後に「既存メディアへの提
言」を行っている。これも少し長くなるが以下
に引用する（引用内の（ ）内は筆者による補足）。

・「大半のアメリカ人は，SNSの外ではまだ伝
統的マスメディア，テレビの報道に関心を払
い，偏向メディアの記事と比較している」

・「アメリカ人が〈今，社会で何が起こっている
のか〉を知るために，〈（事実に対する）共通の

信頼基盤〉を再構築することは，民主主義
の前提であり，報道機関の直面する最も重要
な責務でもある」

・「これを達成するためには，既存メディアは自
らのオンライン化，ソーシャル化の方向性を
再調整する必要がある。そのためには，単
にSNSでのニュースの流通競争のためにバ
イラル（口コミ・感染的拡散）・コンテンツ化や，
クリックベイト（釣り見出し）の技術を改善，強
化するだけでなく，（「事実」に対する信頼基盤

の再構築が）プロパガンダと虚偽情報を流通さ
せる〈メディア生態系〉との戦いであることを
認識しなくてはならない。敵はマケドニアの
10 代の子どもたち27）やFacebook（のアルゴリ

ズム）ではない。この問題に立ち向かうことこ
そが，ジャーナリズムの新たな黄金時代の先
駆けとなるだろう」

5.小括

参照論文は，「米大選 2016」期間中のSNS
での「ポスト真実 Post-truth的」メディア状況
=PTMを生成させる，極右/右派メディア・ネッ
トワークの構造とその相互作用を具体的かつ実
証的に可視化し，その実態を明らかにした点
で我々に重要な示唆を与えてくれる。一方，そ
こでは我々の主たる関心である既存マスメディ
ア，特に放送を包含するメディア現象としての
PTMの全体像，構造，相互作用については
当然ながら研究対象外である。その点につい
て参照論文では，既存メディアへの提言として

「〈事実〉に関する共通の信頼基盤の再構築」
の必要性を挙げている。しかし本稿のⅢで見
たように，まさにそのことの破壊，既存メディ
アの社会的・公共的機能の弱体化こそが，フェ
イクニュースのアクターたちの主たる目的であっ
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た。このことを踏まえれば，これまで放送や新
聞を中心とする既存マスメディアのジャーナリ
ズムが，その内実はともかくも維持してきた客
観的な「事実」に関する「共通の信頼基盤」が，
選挙期間中のいわゆるトランプ現象≒PTMの
中でどのように揺るがされたのか，そしてその
時，既存マスメディアはそうした状況にどのよ
うに対応し，どのような相関関係を持ったのか
を知る必要がある。

次節ではこのことを米大手テレビ局，そして
リベラル系主流ニュースメディアのトランプ候
補との関わりを中心に検証し，PTMの生成に
マスメディアが直接，間接にどのような役割を
果たしたのか，より俯瞰的な視点からの理解
を試みる。

V 「トランプ現象」と米主流マスメディア

1.トランプ候補への報道集中と，
「PT的言説（＝情動的，虚実混交的，煽動的）」
の一般社会への浸透

選挙当初，米主流マスメディアは，4大ネッ
トワークや，CNN，Fox Newsなどのニュース
チャンネルを中心に，トランプ候補を著名な富
豪でテレビスター，さらには政治経験のない
点から泡沫的に捉え，その過激な政策や差別
的発言を芸能ニュース的な扱いで競って報道
した。共和党予備選後も，民主党のクリント
ン候補，サンダース候補よりも視聴率，ウェブ，
SNSでの閲覧，クリック数を稼ぐトランプ候補
への報道集中がさらにエスカレートした。この
ことは選挙期間中，大手テレビ局が軒並み収
益を増加させた事実から裏づけられている28）。
またCNNがトランプ候補の集会をすべてその
まま生中継（のちに謝罪）した例 29）が示すよう

に，トランプ候補への既存マスメディアの商業
主義的姿勢は，結果的に選挙報道の公平性，
公正性を自ら失わせていくこととなった（前述の

連邦通信委員会FCCの放送の「公平原則の撤廃」が

これを可能にした）。　
選挙終盤，トランプ陣営が反・主流メディア

キャンペーンを激化させても，大手テレビ局は
トランプ候補のTwitter投稿を連日ニュースの
トップ扱いで報道した（「GLOCOM/Google」によ

る調査 30）では，CNNのニュース番組で「今日はトラ

ンプ候補のツイートがなかった」とコメントされた例が

報告されている）。トランプ候補のツイートには，
Ⅱの調査データで見たように「虚偽」が多く含
まれ，また他の極右系掲示板やフェイクニュー
スサイトからの陰謀論や人種差別的な誹謗中
傷，クリントン候補への女性蔑視的なヘイトス
ピーチまでが多く引用されている。大手テレビ
局は，SNSという規制のないメディアでのトラ
ンプ候補の「私的発言」が，少しでも政治的
な要素を含んでいればためらわず公的なテレビ
ニュースとして放送したのである（報道機関のト

ランプ大統領のTwitter追随状況は，就任後も続い

ている）。ここからも大手テレビ局の選挙報道
（ジャーナリズム）が，本来のゲートキーピング機
能を果たしていなかったことが確認できる。

選挙後，大手テレビ局のトランプ候補への
報道集中は有権者の「公的な関心attention」に
偏りを生じさせ，他の候補者との公平性を著し
く欠いた，との批判が集中した 31）。またテレビ
局がトランプ候補のツイートの「PT的言説（情

動的，虚実混交的，煽動的）」を選挙報道の中で
取り上げ，公的な「放送（broadcasting=みんなが

見ているもの）」として，一般家庭に連日流入さ
せたことの功罪を指摘する批判もある 32）。それ
らが「PT的言説」の一般社会への浸透を加速
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させたとの見方である。

2.米主流マスメディアの選挙報道の
───劣化と「リベラル・バイアス」

米主流マスメディアとそのジャーナリズムは
歴史的にリベラル（自由主義）系が主流である。
それは選挙後半，アメリカの主要新聞100 社
の支 持 候 補表明（endorsement）の集計結果
が，クリントン候補支持57 社に対して，トラ
ンプ候補支持が2 社であったことにも端的に
表れている 33）（多くの中道・保守系新聞もクリント

ン支持に回ったことも考慮されたい）。典型的なリ
ベラル系メディアの言説として，有力紙The 
Washington Postが，クリントン候補への支
持を表明した社説を見てみよう34）。同社説はト
ランプ候補が，「他に類を見ないほど大統領候
補としての適格性に欠き」「持論への頑迷な固
執，無知，虚言，ペテン癖，うぬぼれ，狭量，
知的怠惰，民主主義を軽蔑，アメリカの敵に
夢中」としたうえで，同氏が大統領になれば

「米国と世界に深刻な危機をもたらす」と結論
づけている。他のリベラル系主流メディアもト
ランプ批判の社説の中で，通常こうしたメディ
アでは公式に使用されえないような侮蔑，罵倒
に近い言葉を掲載した。この時期，トランプ候
補がSNSを舞台に激烈な反・主流メディアキャ
ンペーンを展開し，「民衆の敵」「噓つき」「フェ
イクニュース」「既得権益の手先」などと攻撃し
ていたこと（就任後も継続）は周知のとおりであ
る。また，トランプ候補の集会では激しいブー
イングに危険を感じたリベラル系メディアの報
道陣が，警備員に守られながら避難するとい
う事態も生じていた。つまりこうした敵対的な
関係，状況の中で，前述したリベラル系主流
メディアの「罵倒や侮蔑に近い文言」を含む社

説，意見記事が登場した。分かりやすく言う
と 「売り言葉に買い言葉」のごとく，リベラル系
主流メディア自体が報道倫理，あるいは選挙
報道の公正性，中立性，客観性を逸脱，あ
るいは放棄するかのような振る舞いを見せたの
である。これはトランプ候補が意図的に「PT
的言説」を使用し，主流メディアの選挙報道
の公的言説空間に浸透させ，それを劣化させ
た（ジャーナリズムの言説を「情動レベル」に引きず

り落とす）と考えることもできるだろう。これが
先にⅡで調査データを示した，主流マスメディ
アへの信頼の急速な低下に直結していること
は言うまでもない。トランプ候補の過去の下品
な「女性蔑視発言」の録音テープが，リベラル
系の大手テレビ局と新聞社の連携によって暴
露されて大きなスキャンダルとなっても，トラン
プ候補の支持率はさほど落ちなかった。この
ことを見てもトランプ陣営のマスメディア戦略，
すなわち「PT的言説空間」の汎メディアな全
面化と一般社会への浸透が驚くほど成功して
いたことが分かる（マクロな背景としては，前提と

して挙げた「米社会，メディアの分極化」がある）。
こうしたPT的言説のマスメディアへの浸透

に関連して，最後に米主流マスメディアとその
ジャーナリズムの「リベラル・バイアスliberal 

bias」について少し触れておく。リベラル・バイ
アスとは，通俗的にはワシントン・インナーサー
クル，ニューヨークなどのメディア・エリートの
報道に見られる自由主義的，理想主義的，権
威主義的な報道といった意味合いで，国民の
大部分を占める「非都市住民」「中間層」「労
働者層」などの現実的・日常的問題よりも，政
治，経済，国際問題，マイノリティーの人権
問題，ポリティカル・コレクトネスなどを重視
しがちな報道だと考えられている。トランプ陣
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営のメディア批判もこうした傾向を「既得権益
の手先」であり，「忘れられた人 （々白人中間層・

労働者層=サイレント・マジョリティー）」をなおざり
にしている，とするものだった。このこと自体
の事実確認や是非は筆者の任ではないが，こ
こで問題としたいのは，投票日当日まで大多
数のリベラル系主流メディアとその世論調査の
投票予測が，「確実」ともいえる高い確率でク
リントン候補の当選を予測していたことだ。先
にも参照したGLOCOM/Googleのリポートで
は，最終総得票数はクリントン候補が200万
票ほど上回ったが，州ごとの最終得票数を比
較した結果，その差はカリフォルニア州でクリ
ントン候補がトランプ候補をおよそ400万票上
回ったことの結果であり，州単位の得票は多く
の州で拮抗していたとしている。実際に全米
の世論調査を平均して数値化した米政治サイ
トRealClearPoliticsによる，投票日の前々週
のクリントン候補とトランプ候補の差は1ポイ
ント台， 最終週でも3.2ポイントだった 35）。こ
のように実際には両候補の支持率の拮抗を示
す数多くのデータが存在していたにもかかわら
ず，多くのリベラル系大手新聞，テレビ局は7
～8割の確率でのクリントン勝利を予測した。

例えばThe New York Timesは，投票日
の投票終了直前の時点で「85％」の確率でク
リントン勝利と予想 36）。だが，そのわずか数
時間後にはトランプ勝利の確率を「93％」に
訂正した。この原因については「隠れトランプ
支持者」の存在や，調査の技術的欠陥，偏
向的世論報道など多くの指摘があるが，ここ
でPTMに関連して注目すべきは，開票生中
継でトランプ候補の当選が確実になるにつれ，
ABC，CNNなどのテレビニュースのキャスター
や記者たちの通常の放送では見せることのな

い驚愕や落胆，放心，絶望に象徴される「マ
スメディアのリアリティー」の崩壊さえ感じさせ
たショックの実態である。　

このことを考えるために，ここで「確証バイ
アス（Confirmation bias）」37）という概念を参照し
たい。確証バイアスとは認知心理学や社会心
理学の用語で，「仮説や予測の検証に，それ
を支持するデータや証拠ばかりを集め，矛盾
するものを却下したり，収集しない傾向」とさ
れ，その結果，稀に起こる事象を必然的な結
果と評価しがちになること，とされる。これに
従えば，米主流マスメディアが，自分たちの客
観報道より，トランプ候補の虚偽発言やフェイ
クニュースを簡単に信じてしまう（と規定した）ト
ランプ支持者たちの意見やその背景にある実
態を検証しようとせずに，アメリカ社会とその
有権者（中間層）は，最終的にはクリントン候
補を大統領に選ぶと「確証」していたというこ
とになる。ここで重要なのはこの「確証」を批
判することではない。キャスターたちが見せた
ショックの内実が，おそらく彼ら（メディア）自身
が，自らの「確証」とその崩壊を自覚したであ
ろう点にある。つまり，自らが構築してきた「社
会的リアリティー（公的情報 /言説 /映像の共有空

間）」と，トランプ陣営とその支持勢力が構築し
た「PT的」な「社会的リアリティー（情動的，虚

実混交的情報 /言説 /映像の共有空間）」とが，基
本的には「同じもの（確証の構築）」であったとい
う自己認識，どちらも「信じたいものを信じる
人 」々によって成立した〈リアリティー〉である
ことに変わりがないという〈気づき〉である。

この報道機関が営々と作り上げてきた「公
的な言説空間」の揺らぎが，キャスターたちに
日頃のジャーナリストとしての冷静さを失わせ，
その情動的な動揺を露呈させたと想像しうる。
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このことは，PTMが既存メディアにもたらす困
難の逆説性（パラドックス）を教えてくれる。つま
り両者（マスメディア/PT的メディア）の「同質性

（確証の構築という深層構造の同型性）」が，キャス
ターたちの「ショック」や「狼狽」によって，情
動的イメージとして全米に認知され，既存マス
メディアの公的言説の権威と真正性が「相対
化」されてしまったことの困難である（その編集

映像は保守系のメディアやYouTubeなどで全米で視

聴された）。具体的には選挙終盤，クリントン候
補の優位を報道し続けていた主流マスメディア
に対し，保守系メディアは両候補の拮抗を示
す世論調査結果を報道し，トランプ候補は主
流マスメディアの世論調査を「操作されたフェ
イクニュース」と非難していたが，結果的に保
守系マスメディアとトランプ陣営のPT的言説
が「事実 fact」であったという現実が，強烈な

「映像＝情動的イメージ」とともに全米に認知さ
れてしまったという事態である。このことは今
後，主流マスメディアが，単に「事実 fact」の
提示によって「虚偽」を否定（ファクトチェック）

し，それを報道するだけでは「〈事実〉への信
頼の社会的共有基盤」「公的言説空間」への
信頼の再構築は望めないという危惧を喚起する

（実際，ほとんどの場合「ファクトチェック」の閲覧数

は，当の「フェイクニュース」の閲覧数を大きく下回る）。
例えれば，PTMは「噓つきなクレタ島人のパラ
ドックス」の困難を現実のものとして，米主流
マスメディアに突きつけたといえるかもしれな
い。それはまた，「ピザゲート」へのロシアの関
与（ロシア側は否定）の目的とされた「主流マスメ
ディア，公的機関，政府機関，合衆国の統一
を維持するすべての機関への人々の信頼を蝕む
こと」の脅威の顕在化でもある。

次節では，本節で見た米主流マスメディアと

PTMとの関係性，相互作用を踏まえて，「米
大選 2016」におけるPTM生成のもう一つの重
要な側面である，トランプ陣営が遂行したビッ
グデータ解析，ITマーケティングなどによる，
有権者（潜在的支持層）の「感情市場化」とそ
の操作・動員戦略について検討する。

VI トランプ陣営の
「ITメディア戦略」とPTM

～ビッグデータと感情操作～

GLOCOM/Googleの共同研究報告書「米国
大統領選挙に見る『ITと選挙』のイノベーショ
ン」38）では，トランプ陣営の勝利の陰に「ビッ
グデータ解析」「心理的プロファイリング」など
を駆使した，有権者の「感情」に直接働きか
ける最新のマーケティング技術があったことを
指摘している。これに関する直接的な資料とし
て，2016年に米“Forbes”が行ったトランプ陣
営のメディア戦略の実質的リーダーだった，J.ク
シュナー氏（現大統領上級顧問，トランプ氏の娘婿）

へのインタビューがある 39）。その内容からは，
PTM生成に積極的に加担したトランプ陣営の
メディア戦略の核心である「感情/情動マーケ
ティング」の基本コンセプトが読み取れる。以
下，クシュナー氏のインタビューから，これに
関連する重要な部分を引用する。

① 「（ビッグ）データ解析はすぐに，遊説先の
選定，資金調達，広告，演説の内容まで，
選挙運動のあらゆる側面を左右するように
なった」

② 「テレビやネットでの広告は減らす。その代
わりにTwitterやFacebookを選挙戦の主要
ツールとし，メッセージの浸透と潜在的な支
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持者の発掘，また膨大な量のデータ収集や
有権者の感情の変化をリアルタイムに察知す
るために活用した」

③ 「共和党全国委員会のデータシステムや（中

略），外部のターゲティング・サービスを利用
して有権者の分布をマッピングし，トランプ
が掲げる政策の中で，どれが一番重要なの
かを特定した」

④ 「（ビッグデータ解析を）訴求対象に合わせた
メッセージの発信，感情操作 に利用し，ま
たそこでは，機械学習も活用した」

※（ ）内は筆者の補足。

以下，これらから読み取れることを示す。
・発言①③④からは，データ解析やマーケティ

ング，マイクロ・ターゲティング（各個人にカス

タマイズされたメッセージの送信）などの技術が，
遊説先，演説内容，アピールする政策の優
先順位の決定，資金調達（個人寄付），広告
戦略，有権者へのメッセージングなどすべて
の基盤にあったことが確認できる。

・そして②③④では，人々の「感情の変化をリ
アルタイムに察知」「感情操作」「機械学習」
などの言葉に注目したい。これらはトランプ
候補の過激で感情的な言動，支持者が集会
で示す敵対勢力への激しい怒りやポピュリ
ズム的熱狂などの本質を示す重要な言及で
ある。なぜなら，現在ではソーシャルメディ
アのログデータ，行動データに基づくビッグ
データ解析を利用すれば，直接，間接に人
間の行動を予測し，感情操作（感染），大量
動員などが可能になっているからである。こ
れらのテクノロジーをより具体的にイメージし
てもらうために，ここで関連研究の知見の
一部をいくつか紹介する。 

2014 年に発表された論文「大衆を操作する：
ビッグデータ，監視，そしてコンピューター政
治」40）では，「Facebookの“いいね”（に関するビッ

グデータ）を分析するだけで，ユーザーのモデリ
ングには十分なデータが得られ，驚くべき数の
個人の属性，例えばその性的指向，人種，宗
教的・政治的立場，人格的特徴，知性，幸
福度，常習性薬物の使用，両親の離婚，年
齢，性別まで正確に予測できる」と報告されて
いる。

また，2012年に『米 科学アカデミー紀要
（PNAS）』に掲載された「SNSの大規模情動伝
染の実験的証明」41）と“Nature”に掲載された

「社会的影響と政治的動員に関する6,100万人
の実験」 42）というFacebookが行った2つの実
験では，ユーザー一人ひとりにカスタマイズされ
たメッセージを送ることで，人々の感情（ポジ
ティブ，ネガティブ）を操作したり，ユーザーの
集団化，行動喚起，大量動員（投票）が可能
であることが実証されている。

では，トランプ陣営はこれらを具体的には
どのように実施したのであろうか。GLOCOM/
Googleのリポートによれば，トランプ陣営の
データ分析を担った企業の一つ「ケンブリッジ・
アナリティカ」は，米国民2億2,000万人のソー
シャルメディアのデータを所有し，「有権者の投
票心理に関するデータマイニングと分析を組み
合わせてコミュニケーション戦略を提供し，（中

略）データモデリングと心理学的なプロファイリ
ングの手法を用いて聴衆を増やしたり，キーイ
ンフルエンサーを特定したり，行動を起こそう
としている人をつなげたりする」技術を持つとい
う。

このケンブリッジ・アナリティカという企業に
ついて，重要な事実が選挙後，米メディアの
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取材などから明らかになっている 43）。一つはケ
ンブリッジ・アナリティカが，トランプ現象（≒

PTM）の先駆けといわれる英国の「EU離脱国
民投票」の離脱派運動にも関わっていたこと，
もう一つはその設立者が共和党右派，草の根
運動グループや極右系団体（Alt-right）とその
関連メディア，さらにはトランプ陣営への巨額
献金で知られるマーサー財団主催者のR.マー
サー氏であり，役員の一人がトランプ陣営の選
挙参謀を務め，のちに大統領上級顧問になっ
たS.バノン氏であるという事実である。つまり
Ⅳで参照論文が可視化したフェイクニュース，
虚偽情報を拡散させる「極右系超偏向メディ
ア・ネットワーク」のフィクサーたちが，この「米
国民2億2,000万人を詳細にプロファイリング
し，その心理的行動喚起，集団的動員を行う」
ケンブリッジ・アナリティカの中心人物でもあっ
た，ということになる。

以上から推測できることは，クシュナー氏の
インタビューにもあったように，トランプ候補
の言動を含むトランプ陣営のあらゆるメディア
戦略の基盤が，SNSでの有権者の行動データ
に基づく心理，感情に関するビッグデータ解析
と，有権者の徹底的なプロファイリングとその
集合的（Mass）な「感情の変化をリアルタイム
に察知」する「感情マーケティング」によって決
定されていたであろうこと。またそれを基に，
有権者一人ひとりの無意識的な性向，欲求，
利害に最適化された「感情訴求型メッセージ
ング」を行い，その行動喚起，集団化（インフ

ルエンサーによる実際の活動），大量動員まで実
際に試みていた，ということである（実際の効

果については検証されていないため，さまざまな議論

がある）44）。
またこのことは，トランプ陣営のメディア戦

略が「恐怖と怒りの感情に充たされた選挙キャ
ンペーン」（Forbes），「炎上マーケティング」

（GLOCOM/Google）と呼ばれた理由と必然性
を我々に教えてくれる。最近のSNS 研究 45）が
明らかにしているように，ソーシャルメディアと
いう「感情を基盤とするコミュニケーション・
ネットワーク」において，最も高い浸透性，拡
散性を持つ感情が「怒り」であり，その現象
化が「炎上framing」だからである。膨大な有
権者の感情データ（のプロファイリング）とビッグ
データ解析によって，白人中間層・労働者層を
中心とする潜在的支持層の現状への不満を核
とする巨大な「怒りの市場」 46）の拡がりを察知
したトランプ陣営の「感情マーケティング」が，
日々のツイートから，テレビ・ディベートという
全米が注目する重要な政策論争の場の発言に
至るまで，トランプ候補の言動を徹底して「情
動=怒り」の表出に終始させ，より刺激の強い
虚偽発言や，既存の政治家のモラルを逸脱す
る誹謗中傷，罵詈雑言も厭わないブランディン
グを貫徹させたといえる（このような感情，情動に

訴えかける「言動・言説」はポピュリズム的，煽動的

リーダーに古典的なものだが，トランプ陣営は前述し

たように，ビッグデータ解析によって有権者の「感情

の変化をリアルタイムに察知」しながらトランプ候補の

言動とその内容を決定していた点が注目される）。
こうしたトランプ陣営のメディア戦略は文字

どおり，〈事実〉よりも，〈感情〉や〈個人の信条〉
への訴えかけのほうが〈世論形成〉により強く
影響を与える「ポスト真実」の時代に最適化さ
れたものだったといえるだろう。そして，それ
を可能にしたのが，情報の伝達 /共有に常に

〈情動〉を伴うコミュニケーション・ネットワーク
であるSNSの「情報 /コンテンツ流通プラット
フォーム化」と，そこでのユーザーの「行動/
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感情データ」とそのビッグデータ解析による「集
合的感情/情動」のリアルタイムの可視化，数
値化のテクノロジーであったことが，トランプ
陣営のメディア戦略から明らかになった。この
ことはPTMが，単に選挙に関わる政治的利
害によって生じた人為的なメディア現象である
だけでなく，SNSの普及と，人々の感情操作
や動員まで可能にするデータ解析，マーケティ
ング技術の導入による，メディア・コミュニケー
ションとその形式の「変容」の必然的な顕在化
である可能性を示唆する。

次節では，具体的にこのPTM生成の動因，
基盤としてのメディア・コミュニケーションの変
容について検証する。そのうえで本稿の主たる
目的である，PTMとそれに伴うマスメディアの

「揺らぎ」の構造的理解を試みたい。

VII 考察：PTMの生成基盤としての
〈メディア・コミュニケーション〉
の変容

＊本節で使用する〈メディア・コミュニケーション〉と

いう用語は「メディアを媒介として行われるコミュニ

ケーション一般」とし，その過程を形式化したものを

〈メディア・コミュニケーション形式〉とする。

1.〈問い〉の設定

本節では，PTMの生成に関連する〈メディ
ア・コミュニケーション〉の変容の具体的内容
について検討する。そのためにまず一つの「問
い」を立てることから始めたい。それは，現行
の「既存マスメディア，インターネット（ウェブ），
SNS」の並存によって構成される「メディア生態
系（以下，Mass media + Internet + SNS=「MIS」と

略記）」と，これまで検証してきた「ポスト真実」

的メディア状況を生成させるメディア生態系（以

下，Post＋truth＋Media Eco System＝「PTE」と

略記）が，どのように異なるのか? という問い
である。より分かりやすく言うと，この2つの
メディア生態系はそれを構成するメディアとイン
フラ（放送，ブロードバンドなどの通信，配信網，デ

バイス，ICTなどの関連テクノロジー等）が同じであ
るにもかかわらず，なぜ PTEは，従来，主に
マスメディアとそのジャーナリズムが構築してき
た「客観的事実」の社会的な共有基盤として
の「公的言説 /メディア空間」（≒MIS）を揺る
がす，「PT的言説 /メディア空間」（≒PTE）を
構築しえたのか，という問題である。さらにこ
の「問い」を敷衍すれば，クリントン陣営は（以

下，本節では「C陣営」と略記），トランプ陣営（以

下，本節では「T陣営」と略記）と，ほぼ同様のメ
ディア，広告媒体，ITマーケティング，データ・
テクノロジーを利用し，そこにより多くの予算
を投入したにもかかわらず，なぜ，その「メディ
ア効果」においてT陣営に敗北したのか? 47）と
いう「問い」と，その政治的・社会的・属人的
要素を一切捨象すれば，形式的に「同型（PTE

対MIS≒T陣営対C陣営）」である。
そこで本節ではPTEとMISの「差異」を，

両陣営の選挙メディア戦略のコンセプトの比
較対照から抽出し，その概念的把握（モデル

化）を通じて，PTE生成の動因，基盤として
の〈メディア・コミュニケーション〉の変容の具
体的内容の理解を試みる。その際，基礎資料
として，これまでも参照してきた「GLOCOM/
Google」のレポート，Pew Research Center 

「Election 2016」48），平林（2016）の「2016年米
国大統領選挙のマーケティング（1）（2）」49）等を
随時参照する。また比較対照に用いる用語の
定義については後述する。ここでの両陣営のメ
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ディア戦略の概念化は，あくまで対照のための
仮説的な作業であり，その二項対立的分類は
実際には相互浸透的，流動的なものであるこ
とに留意されたい。

2.─MIS（既存メディア生態系）と
PTE（「ポスト真実」的メディア生態系）の
差異とは何か？

C陣営（≒MIS）とT陣営（≒PTE）のメディア・
コミュニケーション戦略のコンセプトの「比較
/対照」を行う前に，まず両陣営に共通するメ
ディア・コミュニケーションの基盤（インフラ）を

「ハイパー・コネクティビティー」という概念を
借りて提示しておく。

以下，C陣営（≒MIS）とT陣営（≒PTE）のメ
ディア・コミュニケーション戦略のコンセプトの
比較対照を行う。その際，両陣営の対照をな
す内容を太字で示す。

◇ C陣営（≒MIS）とT陣営（≒PTE）のメディア・
コミュニケーション戦略の比較対照

①メディア戦略対象，コンセプト 

②メディア・コミュニケーション形式

③方法　　　

　　

＊「ハイパー・コネクティビティー」

〈定義〉
「ハイパー・コネクティビティー」とは，人々の間

にモバイル機器，SNS，ブロードバンドが普及し，

それがあらゆる人，モノ，デバイス，センサー，

メディアをネットワーク化することで，人々の生活

のあらゆる側面がビッグデータ（ログデータ，個

人情報，位置情報など）として，多様な「プラット

フォーム（クラウド）」に蓄積され，それらが外部

機関（公的機関，民間機関，企業，個人）によっ

て利用可能となった通信・メディア環境をさす。

（英政府科学庁リポートより要約）50）

C陣営     

対象：公衆─public

有権者の主体：対社会的自己（self/Me）51）  

コンセプト：理性的コミュニケーション     

T陣営

対象：群衆 mob　

有権者の主体：対自的自我 （ego/I）52） 

コンセプト：情動的コミュニケーション 

C陣営     

「情報」を媒質mediumとし，「理解」を形式
とするメディア・コミュニケーション
→ 情報─/─伝達→理解 53）  

T陣営

「情動」を媒質mediumとし，「共有」を形式
とするメディア・コミュニケーション
→ 情動─/─反応→共有─54） 

C陣営     

データ化された「公衆public」を対象にし
たマーケティング，ブランディングに基づ
く政策（発展），経験値，適格性のアピー
ル → 理性的/信頼醸成型パフォーマンス   

T陣営

データ化された「群衆mob」を対象にした 
マーケティング，ブランディングに基づく，
政策（変化），実行力，カリスマ性のアピー
ル → 情動的/煽動型パフォーマンス   
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④目的

⑤マスメディアの利用

⑥ウェブ・SNSの利用

 

⑦ビッグデータ解析の利用

次に，このC陣営，T陣営のメディア戦略の
比較対照から，MISとPTEにおけるメディア・
コミュニケーションの「差異」を端的に表す「対
照」を抽出していこう。まず両陣営のメディア・
コミュニケーションの基本的コンセプト，流れ
をまとめる。

C陣営     

政策の「合理性」に基づく「理解」「共感」────     

公益への「合意形成」─      

適格性（人格）への「信頼」の形成

T陣営

政策の「利害性」に基づく「選択」「行動」───   

利益確保への「対立形成」─      

適格性（人格）への「期待」の形成

C陣営     

議題（政策）→ 提示，世論 → 合意形成

対立候補に対する「卓越性の社会的認知」

放送「適格性」のアピール
　     「親近感」「共感」「政策論争」の醸成

T陣営

議題（政策）→ 操作，世論 → 対立形成

対立候補の「権威，信頼の失墜」

放送「カリスマ性」のアピール
　     「注目」「対立」「人格論争」の醸成

C陣営     

「情報」の共有，拡散  
集会，活動，献金への参加促進のための
ネットワーク化

T陣営

「情動」の感染，炎上        
集会，活動，献金への参加促進のための
大量動員

C陣営     

有権者の社会的属性，行動パターン，
心理的（道徳的）傾向，人間関係の分析

潜在的支持者層への価値観，道徳観，宗
教観，政治的志向性にカスタマイズされ
たメッセージング 

T陣営

有権者の社会的属性，行動パターン，
情動的（快/不快）傾向，利害関係の分析

潜在的支持者層への私的欲求，利害，不
満不安にカスタマイズされたメッセージ
ング

「比較対象」内の用語の定義は次のとおりで
ある。
公衆 ＝相互に自律的判断，理性的討議が

可能な規範的な「対社会的な自己（self/
Me）」の集合的主体。

群衆 ＝感情的，衝動的な同調行動をとる，
「社会的規範」を一時的に離脱した「対自
的自我（ego / I）」の集合的主体。

情報 ＝不特定多数に共有可能な何らかの
「意味」（差異の区別）によって，理解（合
理的判断）を生起させる記号，現象。

情動 =刺激（言語，音声，映像，現象）に
対する「快/不快」の反応とそれに伴う感
情，行動。55）      



52 NOVEMBER 2017

C陣営（≒MIS）のメディア・コミュニケーショ
ン形式は①～⑦の対照項目で示したとおり，マ
スメディアからウェブ，SNS，ビッグデータ解析
と個人へのカスタマイズされたメッセージングに
至るまで基本的に公的，公式的な情報（公人，

政治家としての理性的言説とメッセージ）を，あらゆ
るメディア・コミュニケーションの媒質medium

として利用し，有権者（対社会的主体）とその集
合的主体としての公衆の理解（支持）とその共有
を目的とした，理性的コミュニケーションを試
みたことが分かる。 

一方，T陣営（≒PTE）のメディア・コミュニケー
ションは，前節で見たメディア戦略（感情マーケ

ティング）を基礎に，情動をあらゆるメディア・コ
ミュニケーションの媒質 mediumとして利用し，
有権者（対自的主体）とその集合的主体である 
群衆の反応の共有（動員）を目的とした 情動的
コミュニケーションを試みたといえる。

この2つのメディア・コミュニケーションの差
異は，具体的には両候補のSNSでの発言のリ
ンク先を比較した調査にも顕著に表れている56）。

クリントン候補のリンク先が主に本人や民主
党の公式サイト（政策理解への誘導）だったのに

対し，トランプ候補のリンク先は外部ニュースサ
イト（批判の対象/事象への誘導）が多く，またそ
の投稿にはクリントン候補への差別的揶揄（ヘ

イトスピーチ），流言も含む極右系サイトの記事
や一般支持者のSNSやYouTubeへの投稿が
多く含まれていたことが報告されている。また，
T陣営の複数の幹部がSNSでフェイクニュース
を引用し，その後削除するという事態も頻発
した。これらからもC陣営（≒MIS）が一貫して

「理性的メディア・コミュニケーション」を志向し
たのとは対照的に，T陣営（≒PTE）が一貫して

「情動的メディア・コミュニケーション」を志向し
ていたことがある程度，確認できる。

以上から本節の「問い」の回答ともなるC陣
営≒MISとT陣営≒PTEのメディア・コミュニ
ケーションの本質的「差異」と，そこでの〈メ
ディア・コミュニケーション形式〉の変容を，
以下のように概念化（モデル）する。

【問い】
・「MIS（既存メディア生態系）」 と
「PTE（「ポスト真実的」メディア生態系）」 の
「差異/変容」とは何か？

【答え】
・「差異」は，メディア・コミュニケーションの
「媒質 medium」

MIS（≒C陣営） ‥‥‥‥「情報」
PTE（≒T陣営） ‥‥‥「情動」

 
・「変容」は，メディア・コミュニケーションの
「形式 form」 → 「情報→情動シフト」

MIS（≒C陣営）
 ‥‥‥‥‥ 「情報/伝達→理解」
PTE（≒T陣営）
 ‥‥‥‥‥‥「情動/反応→共有」

C陣営（≒MIS）の有権者との
メディア・コミュニケーション

「公衆」を対象に「情報」を「伝達」し，「理
解」を共有する「理性的コミュニケーショ
ン」（＝情報─/─伝達─→─理解）

T陣営（≒PTE）の有権者との
メディア・コミュニケーション

「群衆」を対象に「情動」を「表出」し，「反
応」を共有する「情動的コミュニケーショ
ン」─（＝情動─/─反応─→─共有）
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このメディア・コミュニケーションの差異と変
容が有権者の行動様式にどのような「違い」と
して表れるかについて，再び比較対照に基づ
いて以下に示す。これによって，T陣営のメディ
ア戦略が PTMの生成とどのように結びついて
いるのかを検討する。

実際には，有権者個人は常にこの2つの行
動パターン，判断の間を揺れ動いていると考え
られる。それは個人の中に共在する2つのアイ
デンティティー，すなわち「対社会的な理性的
/規範的〈自己self/Me〉」と，「対自的な本能
的/情動的〈自我 ego/I〉」57）のどちらが政治
的選択において優位になるかという問題であ
る。しかし前節で見たように，T陣営が導入
した感情操作や集団化のテクノロジーは，人々

（潜在的支持層）の個人的利害や生活上の困難，
不満に直接働きかけ，意図的にPTEでの「情
動的メディア・コミュニケーション」に巻き込
み，「利害」に基づく二者択一の「選択」（敵

/ 味方）を迫り，社会的「対立」へと誘導するこ
とが可能になっている（なりつつある）。実際に

「米大選 2016」では，米主流マスメディアとそ

のジャーナリズム（≒MIS）がトランプ支持層の
「敵」と位置づけられ，その激烈な批判キャン
ペーンによって世論の分断が深刻化した。そ
の結果，マスメディア，ジャーナリズムの公共
的機能，具体的には客観的事実の社会的共
有，公平中立な選挙報道，討議空間の構築
等が不全（＝揺らぎ）に陥り，選挙の民主的プ
ロセスを危うくさせたことは，すでに本稿Ⅱ～
Ⅴで見たとおりである。 

このような事態（≒PTM）を，〈メディア・コミュ
ニケーション形式〉の変容＝「情報→情動シフ
ト」の現実的な効果，影響の顕在化（現勢化）

と捉えることも可能だろう。T陣営は当初から，
SNSに駆動されたこのメディア・コミュニケー
ション形式の変容＝「情報→情動シフト」を察
知していただけでなく，それを有権者の感情
操作，動員につなげる「データ/マーケティン
グ・テクノロジー」も実装し，C陣営（≒MIS）

のIT戦略を圧倒したのである 58）。
このことは同時に，既存マスメディア，ジャー

ナリズムの選挙報道がこの「情報→情動シフト」
に適応できず，逆にT陣営（≒PTE）の「PT」的
言説の公共的言説空間，選挙報道への浸透，
拡張に自ら加担し，やがて機能不全に陥ったこ
との本質を示していると考えることもできるかも
しれない。

次節では最後に，これまでの議論と検証を
踏まえて，本稿の主たる目的である「ポスト真
実 Post-truth的メディア状況=PTM」の生成と，
それに伴う「マスメディアの揺らぎ」の構造的
理解について総括する。そのうえでPTMの生
成が示唆するメディア・コミュニケーションの
変容の中で，今後，既存マスメディアとその
ジャーナリズムが，その公共的機能をいかに
維持，あるいは更新していくのかを考える際に

C 陣営（≒MIS）が想定する
「有権者の行動」

政策の合理性に基づく理解とその共有，
実現に向けた活動 → 公益への合意
形成─（理解の共有─→─討議，説得）─     

T 陣営（≒PTE）が想定する
「有権者の行動」

政策の利害性に基づく選択とその共有，
実現に向けた活動 → 利益確保への対立
形成（情動の共有─→─主張，批判）───────
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前提となるであろういくつかの問題系について，
簡単に触れたい。

VⅢ 総括：「ポスト真実Post-truth」
的メディア状況の構造的理解

1.〈現象〉としての「PTM」

本稿では，「米大選 2016」を事例として，い
わゆる「ポスト真実の時代」のメディア状況＝
PTMについての構造的な理解を試みた。そ
の結果，PTMの生成は，主にSNSを舞台に，
選挙に関する共通の政治的利害を持つ国内外
の諸勢力の緩やかなネットワーク（極右系・保

守独立系メディアネットワーク，ロシアなどの反米情

報機関とメディア〔ロシア側は否定〕，ハッカー集団，

Wikileaks，匿名掲示板など）が意図的，組織的
にフェイクニュースなどの虚偽情報，リーク情
報を最新のウェブ/ADテクノロジーを駆使して
拡散させ，世論操作，社会的情報攪乱，敵
対勢力（公的機関，主流マスメディアを含む）の権
威，信頼の失墜，社会的分断と対立の激化等
を試みた，極めて政治的，組織的なメディア
現象であることが明らかになった。

また「米大選 2016」のPTMの現象面の特
殊性は，トランプ陣営がそのキャンペーンに
PTMを積極的に活用し，牽引さえした点にあ
る。トランプ陣営はトランプ候補の全国的知
名度を最大限に利用し，PT的言説（情動的，

虚実混交的，煽動的言説）を延べ2,000万人以上
に及ぶSNSのフォロワーに連日配信した。さ
らに商業主義的なマスメディアの選挙報道（特

にテレビ）がこれを連日のように取り上げた結
果，PT的言説は広く一般社会にまで浸透する
ことになった。テレビ・ディベートでもトランプ
候補の発言は人格論争に終始し，公的な政策

討議の場を意図的に「情動レベル」に劣化させ
ることに成功した。これらのトランプ陣営によ
る「PT的言説」の「公的言説 /メディア空間」
への浸透が，人々の選挙報道への信頼を急速
に低下させ，そのことが結果的に社会の分断
を招き，公平中立な政策討議や客観的事実に
基づく有権者の「政治的決定（投票）」「民主主
義（選挙プロセス）」の正常な遂行を阻害するこ
とになった。

2.─結論：「PTM」生成の構造的理解

PTMを生成させたメディア環境上の最大要
因は，SNSの「情報（ニュース）/コンテンツ」の
流通プラットフォーム化とその利用拡大（情報

消費＋行動・感情データの生産）である。それが
もたらしたPTM生成への主な影響を以下に示
し，それを現時点でのPTM 生成の構造的理
解の結論としたい。

（1）フェイクニュースの爆発的拡散

SNSとその「収益（クリック）率最大化」に特
化されたアルゴリズム（自動配信制御プログラム）

は，個々の「情報 /コンテンツ」の内容，品質，
価値（重要性），真正性（発信元）などとは無関
係に，クリック率の高いコンテンツを優先的に
それを好むであろうユーザーに配信し，さら
なるユーザー同士の共有，再送信を誘発する
ことで，情報の爆発的拡散を生起させるシス
テムである。このことが興味本位の瞬間的関
心や情動を喚起する見出しや内容を持つフェ
イクニュース，虚偽情報，プロパガンダ，デマ，
流言，ヘイトスピーチなどの意図的な大量拡
散，流通を可能にした。
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（2）〈メディア・コミュニケーション〉の変容と

「情動/メタ・マスコミュニケーション」の生成

本稿では「トランプ陣営のメディア戦略」の
検討とその概念モデル化によって，PTM 生成
の動因となったメディア・コミュニケーション形
式の変容＝「情報→情動シフト」を抽出した。
これは一言でいうとこれまでの「情報の送受
信」を基盤とするメディア・コミュニケーション
から，「情動の共有/感染」を基盤とするメディ
ア・コミュニケーションへのシフトと表現でき
る。トランプ陣営は，SNSで生産されるユー
ザー（有権者）の「ログデータ（個人情報，行動/

感情データ）」のプロファイリングとその集積で
あるビッグデータ解析による「集合的情動（デー

タ化された群衆 mob，感情市場）」のリアルタイム
の可視化，数値化に基づき，特定の集団，個
人の「情動/利害」に最適化（カスタマイズ）さ
れた「メディア・コミュニケーション（メッセージ

ング）」を実践し，有権者の「感情操作」「大量
動員」に成功した可能性がある。

これはSNSというすべてのコミュニケーショ
ンに「感情/情動」を伴うネットワークの拡大
と，データ・テクノロジーのメディア・コミュニ
ケーションへの導入（メタ・メディア化，コミュニ

ケーション・ツール化）によって初めて可能となっ
たメディア現象といえる。このようなトランプ
陣営の，「情動」を介してあらゆるメディアを横
断する「情動/メタ・マスコミュニケーション」（≒

トランプ現象）の実践が，フェイクニュースなど
を組織的に拡散させる諸勢力と結びついて大
きなうねりとなり，さらにそれらが既存マスメ
ディアの生態系に浸透，融合して創発させた
新たな「社会的リアリティー」が，「ポスト真実
Post-truthの時代」だといえるかもしれない。そ
して，そのことが結果的に「事実 fact」への信

頼の社会的共有基盤たる「マスメディアのリア
リティー」を揺るがすことになったことも，すで
にⅡ～Ⅶで示したとおりである。

IX おわりに
PTMの現状とメディア研究の課題

「米大選 2016」後，アメリカではフェイク
ニュースなどの選挙結果への影響がさまざま
に議論され，その主な舞台となったGoogle，
SNS （Facebook, Twitter） への批判が相次い
だ。そのアルゴリズムや広告課金モデル，ログ

（個人）データ収集への法的規制の声が高まる
中，Google，Facebook，Twitterは，フェイク
ニュースの発見と排除，自動広告配信の停止
を行うアルゴリズムの修正，アプリ開発などの
技術的対策を実施し始めている 59）。またメディ
ア側の取り組みとしては，仏大統領選期間中，
大手マスメディア各社がGoogleなどと連携し
て共同で大規模なファクトチェックを行うプロ
ジェクト「CrossCheck」を実施した 60）。具体
的な法規制としては，総選挙を控えたドイツで
2017年7月，SNS 各社に対してフェイクニュー
スやヘイトスピーチの速やかな消去を義務づ
け，違反した場合に法人に最大5,000万ユーロ

（約64億円）の罰金を科す法案が可決（下院）さ
れている 61）（処罰の対象が発信者ではなくSNSであ

ることに留意されたい。また，この措置には「言論の

自由」の侵害との批判も多い）。アメリカでは，フェ
イクニュースに対する子どもたちのリテラシー
向上のための教育プログラムの実施も始めら
れている 62）。

こうした取り組みの重要性はいうまでもない
が，報道された当事者，関係者，研究者た
ちの意見を総合すると，「現時点では効果は
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限定的」という見方が一般的である。関係機
関，メディアは今後もその効果を注意深く観察
し，分析する必要があるだろう。一方でフェイ
クニュース，ハッキング（情報リーク），AIボット
などによる情報攪乱，社会の分断，対立を深
めようとする国家レベルの国際的なサイバー攻
撃，諜報活動はあとを絶たない。それらはま
すますそのテクノロジーを高度化，巧妙化さ
せ，公的な「情報 /メディア空間」を脅かして
いる。

こうした現状を踏まえて最後に，既存マスメ
ディアとそのジャーナリズムが，今後，いかに
その公共的機能の維持，更新をしていくのか
という問題を考える際に前提となるであろう問
題系について，メディア研究の視座から思いつ
くことを記して筆をおくことにしたい。

今後，オンラインでのマスメディアとその
ジャーナリズムは高度に市場化された〈データ・
レベル〉でのメディア・コミュニケーションへの
適応を迫られることが予想される。それがマ
ス（Mass/大衆）コミュニケーションである以上，
そこにはSNSで生産されるビッグデータ（データ

化された〈群衆mob〉＝感情/情動市場）のリアルタ
イムのモニタリングや，個人データの解析，AI
機械学習等による個 人々に最適化された情報
の自動配信（メッセージング）技術，アルゴリズ
ムなども導入されていく可能性が高い。しか
し，同時にこうした技術が「監視社会」「管理
/制御社会」「プライバシー侵害」「個人情報の
商品化」「政治的煽動/動員」「サイバー攻撃/
犯罪」などの高度に複雑かつ困難な社会的・
倫理的・法的問題およびリスクを生み出してき
たことも周知の事実である。本稿で見たPTE
≒トランプ現象とその「情動/メタ・マスコミュ
ニケーション」は，まさにこれらの多様なリス

クがメディア・コミュニケーションの問題でもあ
ることを示唆している。ここから浮上する既存
マスメディア，ジャーナリズムとそのオンライン
化の具体的な課題は，「個人情報のプロファイ
リングおよびその集積であるソーシャル・ビッグ
データ解析とそれらに基づく情報配信の最適
化技術を，マスメディアはいかなる目的，基準

（倫理的/法的），方法によって利用（情報化），公
開（発信）し，そのことによっていかなる公共的
機能を果たし，公益性を担保するのか。また
その実施の際，いかに社会に対する透明性を
維持し，説明責任を果たしていくのか」という
複雑かつ広範なものとなる。PTMの生成が顕
在化させたマスメディアと新たなテクノロジー
に関する問題系は，必然的に従来のメディア研
究の領域を越える広範な専門知，学知を要請
する。今後，これらの問題をメディア研究の立
場から検討していくためには，その対象領域
を共有する内外のSNS，IT，データ解析企業，
研究機関，専門家，および現在政府，官公庁，
産業界，学界が合同で進めている国家レベル
のAI，ビッグデータの公共的利用に関するプ
ロジェクト63）などと連携する必要があるだろう。

また今後，マスメディアとそのジャーナリズ
ムがこれらのテクノロジーを実際に導入してい
く際には，その具体的な実践と同時に，それ
がもたらすであろう自らの「公共的機能とその
基盤である自律性，公益性」の揺らぎを，メタ
レベル（自己を含めた社会の全体性）から再帰的に
自己検証（観察）し，常にそれらを〈再定義〉し
つづけていく必要があると思われる。それは
同時に，メディア研究に同様の再定義を要請
することになるだろう。これらを今後の研究課
題としていきたい。                      

 （いぶき じゅん）
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出典・注：

付記：以下の出典の URL（アドレス）は，2017 年
10 月 4 日時点でのもので，今後，随時変更される可
能性があります。
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