
実無根と分かれば，やはり思いを巡らすことなく
“ゴミ情報”として捨てていた。誤情報・虚偽情
報の当事者になってしまった人や企業，団体が
打ち消しの記者発表をすれば，取材したであ
ろうが，そうしたケースはあまり記憶にない。

しかし，今や，そんなことで済むような時代
なのだろうか。インターネットやSNSの普及に
よって誤情報や虚偽情報はかつてなく広範囲
に，そして急速に拡散するようになった。その
伝播力は正確な情報よりも強いとされる1）。筆
者の記者時代にはインターネットもなく，ガセ
ネタが人びとの間を伝播してゆく様子をリアル
タイムで窺い知ることはできなかった。しかし，
今ではTwitterなどによって誤情報や虚偽情報
がリツイートされ，社会に拡散してゆくプロセ
スが可視化されるようになった。

─Ⅰ─はじめに

筆者はNHK報道のOBで，現役時代（1975
〜 2008年）の大半は記者やニュースデスクの
仕事をしていた。筆者の経験から言えば，記
者時代に聞き込んだ情報には，誤情報・虚偽
情報がかなり混じっていた。情報の中から，事
実の裏づけがとれたものだけを拾い出しては，
記事を書く素材としてきた。誤情報・虚偽情報
がどれほど人びとの間に拡がっているのか，拡
散すると社会にどれほど悪影響をもたらすもの
か，どのようにして拡散するのか，ほとんど斟
酌することはなかった。

ニュースデスクというのは記者の取材を指揮
する仕事だ。複数の記者に情報の真偽を確認
するよう指示したりする。記者たちの取材で事

SNSの普及によって誤情報や虚偽情報は急速に，そして広範囲に拡散するようになった。本稿は，拡散抑制に
マスメディアとしてどう向き合うのかを考察した。考察と検証の結果は以下の通り。
▶︎拡散抑制の対象：流言，デマ，フェイクニュースには，大災害などの非常時に不安や恐怖などの社会心理

によって急激に拡散し，人びとの安全を脅かすおそれのあるものがあり，打ち消し報道の対象となる。
▶︎打ち消し報道を行う意味：先行研究によると，社会不安などが高じている非常時に，マスメディアの情報

が状況を曖昧にしか説明できない場合に，流言が拡散する。曖昧さを少しでも払しょくするために，流言
などの打ち消し報道を行う必要がある。

▶︎拡散の実相：「大阪府北部の地震」では，「京阪脱線」の流言が拡散した。Twitter の投稿を見ると，地震発
生直後のツイートは「脱線するかと思った」だった。しばらくすると，「脱線したの ?」という疑問形，「脱線して
いるらしい」という推測のツイートが増えた。やがて「脱線した」という確定的な表現の投稿が現れた。

▶︎ポスト・トゥルース時代に求められるもの：誤情報・虚偽情報には，人びとの生命・安全に関わり，迅速
に拡散抑制をする必要がある「急性」「亜急性」のものと，民主主義社会の健全な世論形成を徐々に蝕む「慢
性」の毒性を持つものとがある。後者の打ち消し報道を行う場合には，その公益性が人びとの納得を得られ
るものである必要がある。

流言・デマ・フェイクニュースと
マスメディアの打ち消し報道
～「大阪府北部の地震」の事例などから～

メディア研究部  福長秀彦
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本稿の目的は，誤情報・虚偽情報の拡散抑
制にマスメディアとしてどう向き合うのかを考察
することにある。

マスメディアは一定の取材力と速報力を持つ
が，拡散の抑制は容易ではない。世の中には
事実かどうかが疑わしい，怪しげな情報が氾
濫している。その中から，いかなる状況のとき
に，どのような種類のものをピックアップして
事実確認を行い，拡散を抑制する報道をする
のか。フェイクニュースとは何か，デマや流言
とどう違うのか。

マスメディアの，誤情報・虚偽情報との向
き合い方には，大まかに言うと，①無視する，
②関連する事柄の正しい情報だけを伝える，
③誤情報・虚偽情報の当事者の発表・記者会
見を伝える，④真偽を確認して打ち消しの報
道を行う，の4 種類がある。②③④には拡散
抑制の効果があるが，④の打ち消し報道を行
うとすれば，その意味合いは何だろうか。本
稿では，まず，これらについて考察してみる。

そのうえで，誤情報・虚偽情報が飛び交った
「大阪府北部の地震」（2018年6月）などを対
象に事例研究を行う。拡散のメカニズムは実際
にはどうだったのか，NHKはどのように打ち消
し報道を行い，その効果や反応はどうだった
のかを検証する。

また，客観的な事実よりも「信じたい」情
報を人びとが信じるポスト・トゥルース（post-
truth）2）やマスメディア不信が指摘される中で，
打ち消し報道に何が求められるのかを考察し
た。

ここでいくつかお断りをしておきたい。まず
用語についてだが，本稿では誤情報を「誤って
伝えられる，事実ではない情報」，虚偽情報は

「ウソの情報」の意味で使っている。それらが，

マスメディアや行政機関によるものである場合
には，一般的な呼び方に倣って「誤報」「虚偽
報道」「虚報」とする。

本稿の誤情報・虚偽情報とは，誤った事実
認識や作り話のうち，社会に拡がりつつあるも
のを指している。個 人々の誤った事実認識や作
り話は，それがインターネットのブログやSNS
などに投稿されたとしても，不特定多数の人び
との間に伝播するとは限らない。人びとの関心
を集めるものでなければ，相手にされないだろ
う。また，本稿で言うマスメディアとは，新聞，
出版，テレビ，ラジオなどの既存のマスコミュ
ニケーションを指している。既存のマスコミを
選んだのは，取材力と情報伝達力が強力なた
めである。

─Ⅱ─誤情報・虚偽情報の類型と
─────フェイクニュースを考える

打ち消し報道の対象となる誤情報・虚偽情
報には，どのようなタイプのものがあるのだろ
うか。また，それらはどのようにして拡散する
のだろうか。

誤情報・虚偽情報は，人びとの間で伝播して
いる，真偽が定かではない情報のうち「事実に
反する」と確認され得たものだ。真偽が定かで
はない情報は，心理学や社会学の先行研究に
よって，うわさや流言，デマなどのタイプに分
類されてきた。タイプによって拡散の範囲や速
度は当然異なる。研究者によってタイプの定義
や分類の仕方は一様ではない。ここでは先行
研究を参考にしつつ，それらのタイプを「うわ
さ系」として分類し，それぞれのタイプの特徴，
発生・拡散の仕方，社会に対する有害性につ
いて筆者なりの解釈を試みる。「うわさ系」以外
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に，マスメディアや行政機関が誤情報や虚偽情
報を流すこともある。それらについても踏まえ
たうえで，フェイクニュースとは一体何かを考察
してみる。

1. うわさ系

①うわさ

筆者は，うわさとは「人から人へと伝わってゆ
く，事実の裏づけのない情報の総称」と解釈
している。うわさには，以下の②〜⑥が含ま
れる。

②流言

うわさのうち，流言とは「不特定多数の人びと
の間に拡がる，事実の裏づけのない情報」を意
味する。拡散の範囲は広い。流言の多くは，思
い込みや疑いなどによる，根拠のない言説が発
生源である。この事実の裏づけがない言説が，
社会に共有されている不安や恐怖，怒り，同情，
嫌悪，偏見などの社会心理によって広範に拡散
すると流言となる。流言の内容が結果的に事実
でないことが確認されれば，誤情報となる。

流言は人びとのフラストレーションが強いほ
ど，速く，広く拡散する。人びとのフラストレー
ションは大災害や大事故，経済危機，戦争な
どの非常時に強くなるから，とりわけ，それら
の際に多くの流言が飛び交う。大災害など緊
急時の流言には，人びとの安全を危うくする
おそれがあるものも多い。これらは社会に対
する有害性が「急性」であり，打ち消し報道
の対象となる。

関東大震災では「朝鮮人が放火や強盗，殺
人などの悪事を行っている」という流言によっ
て，罪のない多くの朝鮮籍の人びとが虐殺さ
れた。

③デマ

デマは一般的には，うわさや流言と区別され
ずに使われることが多いが，原義はデマゴギー

（demagogie）で，本来は政治的な対立者を貶め
るために捏造された虚偽情報のことである。本
稿では，デマを政治的な動機に限らず，「虚偽
情報のうち，特定の人物や組織を誹謗中傷する
意図で捏造されたもの」とする。流言と異なる
のは，悪意による作為性だ。有名な人物や組
織を対象とするデマは拡散の範囲が広くなる。

デマも流言と同様に，人びとのフラストレー
ションに乗じて広く拡散する。戦争時や災害時，
経済危機などの社会の混乱に乗じてデマを拡
散させようとするのは，昔から扇動者の常套手
段であった。デマを否定する当事者の記者会
見などを早めに報道することが，拡散の抑制に
つながる。

④ゴシップ

ゴシップは，「身近な友人や知人，あるいは
有名人といった個人の消息に関するうわさ」であ
る。興味本位で語られ，拡散することが多い。
身近な友人・知人の場合には拡散は交際範囲
に限られるが，有名人の場合には，テレビのワ
イドショーや週刊誌のネタとなって多くの人びと
の間に拡散する。緊急時ではなく平常時に伝わ
る。事実に反するゴシップは，誤情報ないしは
虚偽情報のいずれか，あるいは双方である。

⑤伝説

伝説は，実際に起きた出来事や人物，物，場
所などと結びつけられて「本当にあったこと」とし
て語られる。内容は信ぴょう性があると思わせる

「もっともらしさ」を一応，なにがしかは備えてい
る。地域のうわさが幾世代にもわたって語り継
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がれるうちに伝説になってしまったケースが多い。
拡散範囲は地域限定の場合が一般的である。

歴史的事実に反していることが分かっている
としても，今となってはそれが誤情報なのか，
それとも虚偽情報なのかは判別がつきにくい。
全国各地に伝えられる平家の落人伝説などが
具体例である。

⑥都市伝説

都市伝説（urban legends）とは，この概念
を広めたアメリカの民俗学者のジャン・ハロル
ド・ブルンヴァンによると，現代版の人から人
へ伝えられる伝説である。都市伝説の“都市

（urban）”は都市化が進む現代という意味で，
何も都市部でなくても拡散する。

都市伝説は，あたかも本当にあったことのよ
うに語られる。しかし，話の中身は概して突飛
であり，オチまでつくという物語性を帯びてい
る。その物語性のゆえに，世の中の話題にな
りやすく，人びとの娯楽や気晴らしのネタにも
なる。拡散の範囲は広いが，概して反社会性
はさほど強くない。平時に伝わる。その真偽
が問題とされることは，あまりない。

1978 〜 79年にかけて，全国の小学生の間
に爆発的に拡散した「口裂け女」の話は，都
市伝説の典型例とされている。

2. マスメディアの誤報・虚偽報道

マスメディアが流言やゴシップ，都市伝説な
どを例えばテレビのワイドショーなどで興味本
位に取り上げて拡散させてしまうこともあるが，
マスメディア自身が誤報や虚報を作り出して拡
散してしまうこともある。

このうち誤報は，記者が何らかの出来事を
取材して記事を書く際に，確認が不十分だっ

たり思い込みがあったりして，誤った情報が放
送や紙面に出てしまうことだ。筆者の経験から
すると，ニュースの時間帯が迫っているときや
記者がスクープ記事を書こうと焦っているとき
に誤報が生じやすい。ニュースデスクのチェッ
クも，時間に追われていると粗くなりがちだし，
部下のスクープを何とかモノにしてやりたいとい
う気持ちが強くなる。

マスメディアの虚報は,「虚偽報道」あるい
は「捏造報道」と呼ばれる。これはありもし
ない事実や談話をニュースとしてでっちあげる
ことだ。記者が功名心にかられすぎていたり，
締め切りに追われていたりする場合に起きる。
ニュースデスクがニュースソースや取材の経緯，
記事の論拠などについてしっかり把握していな
いと防げない。

ワシントン・ポスト紙が1980年に掲載し，ピュ
リツァー賞を受賞したルポルタージュ記事「ジ
ミーの世界」3）などが，捏造報道の典型である。

マスメディアの虚偽報道はニュースに対する
人びとの信頼を著しく毀損するものであり，社
会に対する悪影響の度合いが大きい。マスメ
ディアは自らの誤報・虚偽報道を速やかに公表
し，訂正しなければならない。他社の誤報・
虚偽報道であっても社会的な悪影響が切迫し
ている場合には，迅速に打ち消し報道をする
必要がある。

3. 行政機関の誤報・虚報

政府・行政機関も誤報とは無縁ではない。
例えば市町村の防災行政無線も，誤作動や操
作ミスによって地震発生などの誤報がたびたび
起きている。

行政機関，とりわけ政府の虚報は，真実を
自らに都合がいいようにねじ曲げて伝えたり，
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世論誘導のために虚偽のプロパガンダを発表
したりすることだ。これらは，ときに「大本営
発表」と揶揄される 4）。政府・行政機関の虚報
を暴くことはマスメディアの使命である。

4. フェイクニュース

フェイクニュースとは何か。定義はさまざまだ。
英国のケンブリッジ英語辞典はフェイクニュース
を「インターネットや他のメディアを使って拡散す
る，ニュースの体裁をした作り話で，通常は政
治的な意見に影響を及ぼすため，あるいは冗談
として作られるもの」（筆者訳）と定義している。
KDDI用語集では「主にSNSで流布される本物
を偽った虚偽のニュースのこと。政治的あるい
は信条的な世論誘導を目的としたもの，読者を
からかうことを目的としたもの，SNSでのウケを
狙ったものなどがある」としている。

筆者は，フェイクニュースを「何らかの意図
で作られ，拡散している虚偽情報の総称」と
解釈している。今や誰もが，ニュース・情報を
発信しうる時代である。世論誘導や金もうけや
悪ふざけの目的でネット上に投稿されて拡散す
るウソの情報はもちろん，うわさ系の中のデマ，
マスメディアの虚偽報道，行政機関の虚報も
フェイクニュースに該当する。

フェイクニュースも災害などの緊急時に発信
されると，人びとの不安などに乗じて一気に拡
散する。2016年4月の熊本地震では，Twitter
に「動物園からライオンが逃げた」という趣旨
の悪ふざけのフェイクニュース（画像つき）が投
稿され，拡散した。これには，避難行動など
に悪影響を及ぼす反社会性がある。

2016年のアメリカ大 統領選 挙の際には，
「ローマ法王がトランプを支持」などのフェイク
ニュースがSNS上に飛び交ったが，これらの多

くは政治的な世論操作を目的としたもの，ある
いは投稿へのアクセス数を増やして広告収入を
稼ごうとするものであった。緊急時ではないが，
大統領選挙という集団的興奮の中で拡散した。
民主主義社会の健全な世論形成を蝕む反社会
性を持つ。注意を要するのは，ポスト・トゥルー
スや既存のマスメディアに対する不信によって
フェイクニュースが拡がっていったことだ。

ポスト・トゥルースとは，客観的な事実よりも
感情や個人の信条にアピールする情報・ニュー
スが世論形成に強い影響力を及ぼすようになっ
てきた状況を指す。

以上の考察から，マスメディアによる打ち消
し報道の主な対象となるタイプは，強い拡散力
と反社会性を帯びることがある，流言，デマ，
フェイクニュースである。

─Ⅲ─マスメディアが
打ち消し報道をする意味は何か

ここでは，マスメディアが誤情報・虚偽情報
の拡散抑制のために打ち消し報道を行うとす
れば，その意味合いは何かを考察する。

考察には流言の先行研究のうち，G.W.オル
ポートとL.ポストマン，T.シブタニのモデルを
使う。これらは1947年および1966年に発表さ
れた古典的な理論であるが，今日でも誤情報・
虚偽情報の研究書には必ずと言ってよいほど引
用されている定説である。流言を対象としてい
るが，拡散の要因を人びとのフラストレーション
としている点から，デマやフェイクニュースの
考察にも援用できると考える 5）。

インターネットがなかった時代のモデルを
使って，現代のマスメディアの打ち消し報道を
語ろうとすることには批判があるかもしれない。
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確かに，インターネットの登場で，マスメディア
の相対的地位は低下したが，今日なお，マスメ
ディアがニュースの基軸である状況は続いてい
る。ニュースのウェブサイトには，マスメディア
が配信した記事が多数を占めているし，大事
件や大事故が起きれば，人びとは媒体を問わ
ず，新聞社やテレビ局の報道で事実関係を確
認しようとする。マスメディアが報道の主流で
ある限り，これらのモデルは使用可能であると
考える。

1 . オルポートとポストマンのモデル

G.W.オルポートとL.ポストマンはアメリカの
心理学者であり，このモデルは，心理学のア
プローチによるものだ。彼らのモデルによると，
流言が拡散する強さ（流布量）は以下の公式
で表される。

R ～ i × a
この公式の意味は「流言が拡散する量（R: 

Rumor）はそれに関係する各個人にとっての問
題の重要性（i: importance）と，その論点に関
する証拠の曖昧さ（a: ambiguity）の積に比例
する」というものだ。つまり，流言は，人びとが
ある問題を重視しているときに，その問題の論
拠が曖昧であるときに拡がる。iの値（人びとに
とっての問題の重要性）が大きいほど，またaの
値（問題の論拠の曖昧性）が大きいほど，拡散
量Rは増大する。iとaの積であるので，いずれ
かがゼロであれば Rもゼロとなる。つまり拡散
しない。

ここで，曖昧さとは「ニュースがまったくな
いか，あるいは不完全なとき，ニュースが矛
盾した性質のもので信頼しえないとき，または
ニュースに公表された事実が人にある感情的な
緊張を起こさせて，それを信じがたくし，ある

いは信じたくないようにさせるものであるときに
生まれる」とされる。ニュースが理解されない
ときにも曖昧さが生じる。

公式には明示されていないが，拡散の動力
源は社会に共有されているフラストレーション
である。人びとは流言を信じ，伝え合うことに
よって不安や恐怖，怒り，嫌悪などの感情の
ひっ迫を和らげ，感情を正当化しようとする。

2. シブタニのモデル

日系アメリカ人の社会学者であるT.シブタニ
は，流言を「あいまいな状況にともに巻き込ま
れた人びとが自分たちの知識を寄せ集めるこ
とによって，その状況についての有意味な解釈
を行おうとするコミュニケーションであり，こう
したコミュニケーションが繰り返し生じたとき，
これを流言という」と定義した。

大災害や大事故，戦争などによって，マスメ
ディアなど制度的なコミュニケーションチャンネ
ルが完全に破壊されるか損傷すると，人びと
の情報に対する欲求＝需要は増大するが，供
給が追いつかず，流言が発生する。この需給
のギャップは，シブタニの定義からすると，状
況の曖昧さを生み出す。需給のギャップが大き
いほど，つまり状況が曖昧になるほど，流言
が拡散する可能性は大きくなる。

需要は，人びとの集合的興奮が強く，人びと
がその状況を重要だと感じていると増大する。
集合的興奮が強いと，人びとの被暗示性が強く
なり，常軌を逸した流言でも拡散しやすくなる。

流言が拡散する速度は，集合的興奮の度合
いと人びとの間で使われるコミュニケーション
チャンネルへの接触可能性によって決まるとさ
れる。興奮がさほど強くなければ，人びとは通
常の交際範囲を越えてまでコミュニケーション
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しないので，拡散の速度は緩慢なものとなる。

3. マスメディアが拡散を抑制する意味

2つのモデルから言えることは，流言が拡散
するのは，社会が定常状態から離れて変動して
いるか，ないしは変動しようとし，人びとのフラ
ストレーションが顕在化しているときに，マスメ
ディアの情報が状況を曖昧にしか説明できない
場合である。こうなると，「マスメディアは打ち
消し報道とか拡散抑制を云々する前に，適切な
情報をしっかり提供するという，本来やるべき
ことをちゃんとやれ」という意見も出てきそうで
ある。確かに，これはもっともな意見ではある
のだが，大災害や大事件，経済危機などの非
常時に，マスメディアが初動時からパーフェク 
トに状況を報道することは非常に困難である。

筆者の経験からしても，非常事態が突発し，
しかも事態が進行中であるときには，正確な
情報を素早く収集するのは容易ではない。例え
ば大災害の場合には，各地の被害，交通機関
やライフラインの状況などを把握するのに一定
の時間がかかる。その間，ニュースの状況説
明にはどうしても曖昧さが生じてしまう。
「状況の曖昧さを報道で払しょくすることは

無理だ」などと開き直るつもりはないが，努力し
てもなお，曖昧さを回避できないのであれば，
マスメディアにはせめて個々の誤情報・虚偽情
報が拡散するのを抑制する役割があるのでは
ないか。

シブタニのモデルについては，「現代は，情
報が氾濫しているので，需給ギャップによって
流言が発生・拡散するというモデルはもはや通
用しないのではないか」との批判がある。しか
し，筆者としては，シブタニのモデルの需給を
単なる数量としてとらえることには異論がある。

いくら情報が多くても，人びとが真に知りたい
ことに応え，不安や恐怖，誤解，偏見の軽減
につながるような質のものでなければ，供給量
としてはゼロに等しいであろう。マスメディアに
よる拡散の抑制，打ち消し報道は人びとの過
度なフラストレーションを少しでも軽減しようと
するものだ。

4. 打ち消し報道と「公共財としての信頼」

2つのモデルはマスメディアが報道する事実
への人びとの信頼を前提としている。ただし，
オルポートとポストマンは「ニュースに公表され
た事実が人にある感情的な緊張を起こさせて，
それを信じがたくし，あるいは信じたくないよう
にさせるものであるとき」に状況の曖昧さが生
じるとしている。また，シブタニは拡散抑制に
ついて考察する中で「人々は自分の信条や性向
と矛盾しない示唆にだけ反応する」と述べてい
る。これらの記述には，ポスト・トゥルースの
社会心理に通じる面がある。

マスメディアが報道する事実とは何か。社会
学者の清水幾太郎は，事実を①人びとが容易
に確認しうるもの，②容易には確認できないも
の，③①と②の中間で，個々の事実関係は確
認できるが，全体像は把握できないもの，に
分類する。そして，②と③がマスメディアの報
道の対象となるとしている 6）。マスメディアは②
と③の報道に際して，多くの場合，信頼できる
ニュースソースが発表した事実をそのソースの
クレジットをつけて報道する。自前で確認した
際には，自社のクレジットをつける。人びとは
いちいち事実関係を調べる労力＝コストをかけ
ずに，クレジットを信頼することによって，事
実を知ることができる。

社会学者のニクラス・ルーマンによると，ヒ
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トは何らかのシステム（組織・制度）を信頼す
ることで，社会の複雑性に対処する労力を減
らしているという。ルーマンは，信頼のこの機
能を，「社会的な複雑性の縮減メカニズム」と
呼んだ 7）。

このような意味で，マスメディアが報道する
事実は，社会の不特定多数の人びとが共同で
利用する公共財（public goods）の価値を持つ
とされてきた。公共財として共有されるために
は，人びとの信頼が前提となる。

しかし，今や，その信頼が失われつつある 
ように筆者には思える。国内の各種世論調査
を見る限り，新聞・テレビはネットに比べて高
い信頼度を維持している。反面，新聞・テレ
ビへの接触時間は年々減少し，逆にネットへ
の接触時間が増え続けている。そのネット上に
は，大手の新聞社・テレビ局を痛烈に批判し，
揶揄する情報があふれている。「報道が偏向
し，事実が歪められている」との指摘が数多
く見られる。こうしたマスメディア不信の論調
を等閑視してはいられないだろう8）。

マスメディア不信あるいはポスト・トゥルース
の中で誤情報・虚偽情報の打ち消し報道をす
れば，人びとの心理的抵抗（reactance）と反
発（backfire）が予想される。最悪の場合は，
ただ無視されるだろう。

前出の清水は言う。「公の報道こそ一切の真
実を伝えるものであるとの確信が崩れるとき，
流言蜚語はたとえ，いかに荒唐無稽なもので
あろうともイメージを作り出す強力な道として作
用する」9）と。

ここまで，理論的な考察を行ってきたが，こ
こからは，事例研究に移る。非常時と平常時
の実例を見てみる。

─Ⅳ─「大阪府北部の地震」の事例から

2018年6月18日午 前7時58分， 大 阪 府北
部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生
し，大阪市北区，高槻市，枚方市，茨木市，
箕面市の5市区で震度6弱，京都市，亀岡市
など18の市区町では震度5強を観測した 10）。
この地震により，死者4人，重軽傷者434人，
住宅の全半壊96 棟，一部破損2万7,096 棟
の甚大な被害が出た 11）。鉄道などの交通機関
は朝のラッシュ時間帯から終日混乱が続いた。
この地震発生後，さまざまな誤情報・虚偽情
報が拡散した。

2011年の東日本大震災，2016年の熊本地
震でも誤情報・虚偽情報が拡散したが，「大阪
府北部の地震」ではマスメディアなどの報道機
関や自治体，警察が拡散抑制のための注意喚
起を積極的に行った。誤情報・虚偽情報はど
のように拡散していったのか，NHKはどのよう
に打ち消し報道を行ったのか，打ち消し報道
の効果はどうだったのかを検証する。

誤情報・虚偽情報は人びとの対面による口
づて，電話，SNS，あるいはそれらの組み合
わせによって拡散する。SNSのTwitterでは
拡散状況が可視化される。本稿ではもっぱら
Twitter への投稿記録から分析を行う。

1.「京阪脱線」（流言）　

地震発生に伴い，京阪電気鉄道（以下，京
阪電鉄の通称を使用）は京阪線と大津線で運
転中の86本の電車を停止したが，その直後か
らTwitter上に「京阪脱線」という事実無根の
情報が流れ始めた。

図1はYahoo!リアルタイム検索を使って，「京
阪脱線」のキーワードを含むツイートの投稿数
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がどう推移したかを示したものだ（リツイート・
リプライを含む）12）。筆者が検索したのは地震
発生から4日後の6月22日午後10時で，その
時点までにカウントされた投稿数の変動が2時
間刻みで表示されている。図によると，地震
発生直後の午前8 〜 10時までが投稿のピー
クで，投稿数は254件であった。また18日の
投稿総数は549 件となっているが，筆者が検
索するまでの間に削除されたツイート（公式リ
ツイートを含む）が多数あると考えられるので，
実際の投稿数はこれよりもはるかに多かったは
ずである。ただし，投稿数の大まかな推移は
把握できる。

検索をすると，個々のツイートの内容とそれ
ぞれの投稿時間も表示される。表示されたツ
イートのうち，最初の投稿は地震から1分後の
午前7時59分で，投稿数は午前10時過ぎから
減少に転じ，午後8時に一時的に増えたあと
は大幅に減っている。

投稿の内容はどのようなものであったのだろ
うか。検索の結果，最初に現れたのは次のよ
うな投稿であった。

このあとすぐに，

などと半信半疑で問いかけをする投稿が相次
ぐ。脱線が事実ではないとはっきり分かるまで
の間，投稿で一番多いのがこのタイプである。

さらに，「〜らしい」という推測が加わる。

そして，次第に確定的な表現を帯びてくる。

その反面，時間が経つにつれて，情報の信
ぴょう性を疑う投稿も増えてゆく。

「京阪脱線したかとおもた」（午前7時59 分）  

「京阪脱線するかと おもた」（午前8時 02分）               

「京阪脱線したとか聞いたんやけどまじ？」
（午前8時 09 分） 

「京阪脱線してるの？」（午前8時13分）

「京阪脱線？」（午前8時17分）　　

「京阪脱線ってホンマなん？」（午前9時 07分）

「友人から京阪脱線と聞いた」（午前9時 9 分）

「京阪脱線！」（午前9時12分）

「親から電話かかってきて，『京阪脱線してる

から動かんで』ってきたwwww」 
（午前9時51分）

「京阪脱線のソースがみつからない」
（午前9時 02分）

「友達からの京阪情報によると京阪脱線した

らしいので，このままずっとすし詰めあるな」
（午前8時18分）

「京阪脱線してるらしい」（午前8時23分）　

「京阪脱線して完全ストップらしい」
（午前8時26分）

「やばかったです　京阪脱線したらしいです」
（午前9時24分）

図 1　「京阪脱線」のキーワードを含む
投稿数の推移

出典：Yahoo! 検索（リアルタイム）2018 年 6 月 22 日 午後10 時検索

ツイート数の推移

6/15 22:00

6/15 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22

254件
6/22 22:00
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午前9時台には，脱線が事実ではないとはっ
きり言いきる投稿も現れるが，ごく少数である。
そうした投稿が目立って多くなるのは，午前11
時頃になってからである。

この時刻になって，このような投稿が増え
た要因の一つには，打ち消し報道があると考
えられる。オンラインメディアの「BuzzFeed 
News」は午前10時42分，「 大 阪で震 度6弱 
Twitterで『京阪脱線』のデマ広がる」という見
出しの記事を配信した。記事は， ▽京阪電鉄
は全線の被害状況を確認中であるが，午前10
時30分の時点で同社広報には脱線の情報は
入っていないこと， ▽脱線のツイートはいずれ
も「友達に聞いた」などの伝聞形式によるもの
であること，を伝えている。この記事は多数の
ネットユーザーにリツイートされ，引用された。

この4分後の午前10時46分，今度はNHK
生活・防災on Twitterが【誤った情報に注意】
という見出しでツイートした。ツイートの内容は

以下の通りである。

京阪という具体的な社名を出したものではな
かったが，このツイートは1万1,918件リツイー
トされた 13）。
「京阪脱線」の事例は，大地震直後の動揺

や不安といった社会心理によって，事実の裏
づけがない情報が変容しながら拡散してゆく，
流言であると考える。

2.「京セラドーム屋上に亀裂」（流言）

大阪市西区にある京セラドーム大阪（以下，
京セラドームの通称を使用）はオリックス・バッ
ファローズが本拠地とするドーム球場であり，
コンサートやイベント会場ともなる複合施設で
ある。地震発生のあと，Twitter上にはドーム
の屋上に亀裂が入ったという事実無根の投稿
が画像つきで流れ始めた（画像1）。

「京阪脱線はデマっぽいな。画像が出てこな

い」（午前9時24分）

「京阪脱線ってまだ公式的な情報見た記憶な

いなぁ…。」（午前9時32分）

「京阪脱線してるの？ ニュースで出てこな

い…。」（午前9時37分）

「大阪の地震で京阪脱線はデマです。いま

香里園駅にいますが，そんな情報はありま

せん。」（午前9時2分）

「京阪脱線はウソか」（午前11時 00 分）

「京阪脱線はデマですよ」（午前11時 08分）

「京阪脱線とかふざけすぎ」（午前11時 41分）

「やっぱり京阪脱線はデマだったんだ」
（午後1時 06分）

【誤った情報に注意】

「地震で電車が脱線という情報がSNSな

どで見られますが，10時40分現在，JR

と私鉄各社によると地震による電車の脱

線情報はありません。」

画像 1　京セラドーム

“亀裂”とされた
点検用階段

注：2018 年 8 月 10 日午後に筆者撮影
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図2は，Twitter上などで「京セラドームに
亀裂」のキーワードを含む投稿数がどう推移し
たかを示したものだ。検索の日時は「京阪脱
線」と同じく6月22日午後10時であり，2時間
刻みの投稿数が表示されている。

図や投稿時間のデータを見ると，「京セラドー
ムに亀裂」を含む投稿は地震発生から30 分ほ
どしてから現れ始め，午前8 〜 10時には投稿
数がピークに達している。18日の投稿総数は
308件だが，前述のように，実際の投稿数はこ
れよりもずっと多かったと考えられる。

投稿数の推移は「京阪脱線」と同じようなパ
ターンを示しているが，投稿の内容はどうなの
だろうか。

地震直後の午前8時台には，最初の画像つ
き投稿を見た人びとの驚きと衝撃，半信半疑
のツイートが多数見られる。

しかし，地震発生から1時間近くが経つと，
画像で亀裂とされているのは点検用の階段で，
情報が事実無根であるというツイートが増えて
くる。

午後からは，投稿数は急激に減少する。半
信半疑のツイートはほとんど見られなくなり，
代わって事実無根の投稿に対する批判や注意
の呼びかけが大半を占めるようになる。結局，
ドームの管理運営会社によって亀裂がないこと
が確認され，情報が根も葉もない流言である
ことが確定した。

この事例は，屋上の点検用階段を地震の揺
れによる亀裂と見誤った言説が，人びとの動揺

「京セラドームに亀裂やとよ どうするんやろ」
（午前8時28分）

「京セラドームに亀裂はシャレにならん」
（午前8時35分）

「昨日まで試合やってた京セラドームに亀裂

が入ってるって本当？」（午前8時37分）

「京セラドームに亀裂はやべえwww」
（午前8時 41分）

「地震で京セラドームに亀裂!? 想像以上に被

害でかい？」（午前8時54分）

「京セラドームに亀裂入ってるツイートがリ

ア垢で回ってきたけど，あれ階段だと思う

んだ…」（午前 8 時 43分）

「京セラドームに亀裂って言ってるけど，保守

階段やん」（午前8時 47分）

「京セラドームに亀裂? って言われてる画像

流れてきたけど，普通に階段ですよね」
（午前8時58分）

「京セラドームに亀裂入ったとかデマやめろ，

あれ階段やぞｗ」（午前10時 41分）

「京セラドームに亀裂が というツイートは見

間違えによる嘘情報（デマ）なので気をつけ

てください。ただの天井にある階段です!」
（午後0時 49 分）

図 2　「京セラドームに亀裂」のキーワードを含む
投稿数の推移

出典：Yahoo! 検索（リアルタイム）2018 年 6 月 22 日 午後10 時検索

ツイート数の推移

6/15 22:00

6/15 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22

133件

6/22 22:00
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や不安によって流言となって拡散したものと考
えられるが，拡散は人びとのコミュニケーショ
ンを通じて鎮静化していった。

画像によって事実が容易に確認しうるもので
あったこと（前出の清水①），地震発生から一
定の時間が経ち，人びとが次第に冷静さを取り
戻すようになったことが流言の拡散抑制につな
がった。

3.「シマウマ脱走」（フェイクニュース）

地震発生から約1時間後の午前9時16分，
Twitter上には，地震でシマウマが脱走した
とする事実無根のツイートが画像つきで投稿さ
れた（画像2）。使われた画像は大阪とはまっ
たく無関係の過去に撮影されたものであった。
これは，明らかに悪ふざけの虚偽情報であり，
フェイクニュースである。

投稿内容はおよそ荒唐無稽なものであり，
Twitter上の反応を見る限り，ほとんどの人は
これを本気にしなかった。熊本地震の際の，

「ライオン逃げた」のツイートを多くの人が憶え
ていた。

6月18日に投稿された「シマウマ脱走」の

キーワードを含むツイートは1,421件（7月18日
午後8時30 分検索）14）であったが，その大半
はほぼ一貫して，悪ふざけの投稿に対する批
判や憤慨，呆れ，嘲りである。「京阪脱線」や

「京セラドーム屋上に亀裂」の流言と異なり，ツ
イートの内容が時間の経過とともに変質してゆ
く傾向はみられなかった。このため，この事例
については個々のツイートの内容を時系列で説
明することは割愛した。

大阪府警のサイバー犯罪対策課，警備課な
どでは，府民の安全に関わることでもあるとし
て，念のためシマウマ脱走が事実かどうかの
確認を行った。サイバー犯罪対策課ではツイー
トの画像が過去のものを転用したものであるこ
とや，シマウマについての110 番通報がまった
くないことから虚偽情報であると判断した。そ
して午後7時過ぎ，Twitterに以下のような注
意を呼びかける投稿を行った。

災害発生後，警察や自治体などの防災機
関は被災状況の把握や復旧作業，交通規制，
パトロールなどの対応に追われる。悪ふざけで
虚偽情報を流すことは要らざる手間を防災機
関にかけ，本来の業務を阻害する。

シマウマ脱走のツイートは，「単なる悪い冗
談」では済まされない反社会性を持つ。

画像 2　「シマウマ脱走」の虚偽情報に
注意を呼び掛けるニュース映像

出典：NHK 総合テレビより（2018 年 6 月 18 日午後 3 時 55 分放送）

【大阪府警サイバー課からのお知らせ】

現在，大阪府警では，被災状況の把握，

復旧に努めています。

地震の発生以降，「シマウマが脱走した」

等，ネット上で根拠のない不確かな情報が

流されていますが，公共機関の情報を確

認するなど，デマ情報に惑わされないよう

に注意してください。
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 4. マスメディアの打ち消し報道（NHK）

大阪府北部の地震では，大阪府や京都市な
どの自治体も公式のウェブサイトやTwitterな
どで，事実と異なる情報に注意し，不確かな
情報をむやみに拡散しないよう呼びかけた。こ
のうち大阪府は午後3時50 分，ウェブサイトと
Twitter，Facebookで以下のような呼びかけを
行った。

この呼びかけのツイートに対する反応を7月
下旬に大阪府が調べたところ，リツイートは
1,900 件，「いいね」は1,200 件であったが，そ
れらを含めツイートが表示された回数を示すイ
ンプレッションは，通常の14倍以上にあたる
43万件に達していた。

熊本市の大西一史市長も，事実無根の情報
が拡散した熊本地震の経験から，地震発生後
の午前10時過ぎ，Twitterで以下のように注意
を促すツイートをした。

NHKも拡散抑制のため，打ち消し報道を行っ
た。NHK報道局にはSoLT（Social Listening 
Team）というチームがある。TwitterなどSNS
の投稿を常時収集・分析して，その中から社
会的に重要な意味を持つ真実をいち早く抽出
し，迅速でキメ細かい報道につなげてゆこうと
するものだ。東日本大震災でTwitterが被災
地の実情を知るうえで有力な情報源となった経
験から作られた。

地震発生時の18日午前7時58分，SoLTに
は泊まり勤務の2人のメンバーがいた。午前10
時からは交替した5人で端末のディスプレーに
目を凝らした。情報の収集・分析の過程では
真偽が定かではない，怪しげな情報も検出さ
れる。午前10時30 分の時点では「京阪脱線」
や「京セラドーム屋上に亀裂」「シマウマ脱走」
の情報がすでにピックアップされていた。

事実かどうかが疑わしい個々の情報を打ち
消すには，慎重に真偽を確認しなければなら
ない。事実ではないと確認したとしても，さし
て拡散していないときに，打ち消し報道をすれ
ば，逆に伝播を促してしまうおそれもある。タ
イミングを慎重に見計らう必要があるだろう。

「京阪脱線」の流言は午前8 〜 10時頃に急速
に拡散する。このタイミングをとらえ，NHKは
午 前10時46分に生活・防災on Twitterで，
地震による脱線の情報はないことを伝えた。

午後には社会部記者が「京阪脱線」「京セラ
ドーム屋上に亀裂」「シマウマ脱走」はいずれ
も事実無根であることを確認し，生活・防災
on Twitterは午後 2時7分と午後3時36 分に
以下の内容のツイートをした。

事実と異なる情報にご注意ください!

本日7時58分に発生した地震のあと，

SNSでは実際に起こっていない事故など，

事実と異なる情報が発信，拡散されてい

ます。

情報の発信元にはご注意いただき，信頼

できる情報かどうか，十分に確認をしてく

ださい。

また，未確認の情報をむやみに拡散しな

いでください。

【デマにご注意】熊本地震時の経験から，

情報の発信元にはみなさん十分注意して

信頼できる情報なのかどうか？今一度十分

に確認をして下さい。未確認の情報をむ

やみにリツイートせず，情報の真偽を確か

めてから責任をもってツイートして下さい。
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SoLTの責任者であり，生活・防災on Twitter
による発信も行っているNHK報道局ネットワー
ク報道部副部長の足立義則は，ツイートのメッ
セージについては，「〜しないでください」と
いった行動指南型，啓蒙的な表現は避け，あ
くまで事実関係の提示に徹したとしている。行
動指南型のメッセージは，高い津波の襲来のよ
うな，よほどの緊急時でないと受け手の反発を
招くおそれがある。マスメディア不信の中にあっ
てはなおさらである。

NHKが行ったこの2つのツイートに対して，
どのような反応があったのだろうか。リツイー
トはそれぞれ9,403件と1万4,914件，「いいね」
は3,337件と7,507件であった 15）。しかし，返
信のリプライを見てみると，事実無根のツイー
トをした人に対する批判や呆れに交じって，
〇デマと印象操作のNHKが笑止である

〇デマをかえって拡散させている

〇SNSの信用を貶めようとしているのでは

ないか

〇パニックを防ぐための報道規制のようだ

といった趣旨の，不信と反発を露わにした投稿
も散見された。

NHKの総合テレビでは，地震の特設ニュー
スの中で午後3時55 分と午後4時 47分に打ち
消し報道を行った。いずれも「京阪脱線」や

「京セラドーム屋上に亀裂」「シマウマ脱走」は
事実ではなく，大阪府が不確かな情報をむや
みに拡散せず冷静に行動するよう注意を呼び
かけていることを伝えた。

また，夕方の情報番組『ニュース シブ5時』
でも午後5時18分に事実ではない情報が出
回っていることを伝え，前述の熊本市長のツ
イートを紹介した。

マスメディアによる行動指南型のメッセージ
は視聴者の反発を招くおそれがあるから，「未
確認情報を拡散しないように」という大阪府や
熊本市長の呼びかけを報道で紹介することが
できたのは，拡散抑制のうえで効果的であった
と考える。

大災害などの非常時にマスメディアは情報
収集に追われる。限られた人員の中から，真
偽が定かでない情報の確認に人手を割くこと
は決して容易ではない。足立は「人びとの生
命や安全に関わるような，打ち消し報道に値
するものかどうかを見定める必要がある」とし
ている。

─Ⅴ─平常時の打ち消し報道・
────「塩水洗浄ダイエット」の事例から

これまで繰り返し述べてきたように，流言や
フェイクニュースなどは，人びとの不安や恐怖
などが高まる大災害などの非常事態に拡散し
やすい。非常時の流言やフェイクニュースは，
社会のフラストレーションによって爆発的に拡

【地震でデマ情報拡散】

「京セラドーム大阪の屋根に亀裂が入ってい

る」「京阪電車が脱線している」「大阪府の

北部でシマウマが脱走」いずれもこのよう

な事実はありません。

午後2時07分（時刻は筆者）

「京セラドーム大阪の屋根に亀裂」「京阪電

車が脱線」「シマウマが脱走」

取材しましたが，いずれも事実ではありま

せん。デマです。

午後3時36分（時刻は筆者）
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散する傾向があるので目につきやすい。
しかし，平常時にも社会に悪影響を及ぼす

誤情報や虚偽情報があふれている。平常時の
流言やフェイクニュースは拡散の仕方が比較的
緩慢であり，じわりと拡散してゆく。その分，
寿命は長くなりがちだ。これらの拡散抑制に
どう取り組むのかも重要な課題である。

2016年，大手IT企業のDeNAが運営する医
療・健康情報のまとめ記事サイト「WELQ」な
どが公開停止に追い込まれた。根拠が不明確
で，医療法に違反する可能性がある記事がいく
つも掲載されていたためである。

この問題を契機にSoLTは，人びとの健康を
害するおそれがある誤情報・虚偽情報の打ち
消しに取り組むことになる。

その頃，ネット上では，「大量の塩水を一気
に飲んで腸内をキレイにするダイエット方法」＝

「塩水洗浄ダイエット」が若い女性などの間で
話題を集めていた。しかし，危険性も指摘さ
れていた。事実はどうなのか。記者が取材を
始めた。以下に取材のプロセスを記す 16）。
「塩水洗浄」でキーワード検索をすると，ダ

イエット関連の多数の記事に行き着いた。それ
らには「空腹時に1リットル程度の塩水を一気
に飲む」「するとお腹を下して，その結果，腸
が『洗浄』される」などと，塩水洗浄の方法が
説明されていた。効能については「便秘解消
に抜群の効果あり」「塩水洗浄で腸内デトック
ス」「正しく行えばとてもいいことばかりで，副
作用はありません」などと書かれていた。

Twitterを見ると，「体重が減った!」などの
体験が数多く投稿されていた。中には3,000
回以上もリツイートされているものもあり，確実
に拡散していた。しかし，一方で「苦しい」「つ
らい」といった投稿もある。便秘に悩まされて

塩水洗浄を試したことがあるという20 代の女
性を取材した。

この女性はネットの検索で「おなかの痛み
もなく安全」などとする記事が並んでいたの
で，ネットの記事を参考に1リットルのミネラル
ウォーターに10グラムの塩を溶かして飲んだ。
そのうちに胸が苦しくなった。猛烈に気持ち
が悪くなって嘔吐，激しい下痢が続き，1日半
経ってようやく体調が戻ったという。

医療の専門家にも取材したところ，どう見て
も危険だという。専門家は「これだけ大量の水
分と塩分をとると，胃と腸が急激に膨れて，耐
えきれず吐いてしまう。場合によっては胃と食
道の間の粘膜が切れて大量に出血し，吐き出
して，ショック状態に陥ることもありえる。心
臓や腎臓，肝臓の機能が落ちているときには，
心不全や呼吸不全，腎不全などの副作用のお
それがある」と危険性を訴えた。

ダイエット効果があるという記事を掲載して
いた複数のサイトにも，医療の専門家が記事
の監修をしたのかどうか，問い合わせた。

このうち，ある大手のサイトは「当該の記事
はダイエット方法ととらえていたので，医師の
監修は必要ないと考えていた」と回答したが，
その後，医師に監修を依頼して塩水洗浄の記
事を削除した。サイトの中には回答しなかった
り，そもそも問い合わせ先が記載されていな
かったりするものも多かった。

こうした取材の積み重ねに基づいて，NHK
は打ち消し報道を行った。2017年2月6日午後
0時45分，生活・防災on Twitterで以下のよ
うにツイートした。
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このツイートに対する反応は，2017年2月中
にリツイートが1万4,000 件以上，「いいね」が
3,000 件以上に達した。このほか，NHKのサ
イトでは，「NHK NEWS WEB」のNews Up
コーナーや「ソーシャル分断社会」でも「塩水
洗浄ダイエット」の問題を詳しく取り上げた。

一方，テレビでは同年2月7日の『ニュース 
シブ5時』『クローズアップ現代＋』の中で放送
された。一連の打ち消し報道は，健康情報
サイトのチェック体制の甘さや，根拠のない情
報でも上位に表示されてしまう検索エンジンの
アルゴリズムのあり方を改めて問い直すものと
なった。ただ，ネット上にはさまざまな感想に
交じって，
〇テレビだってフェイクの健康情報を流して

いるではないか

という趣旨の投稿も見られた。
NHKが独自に行った打ち消し報道以降，

ネット上の塩水洗浄を紹介する記事は次 と々削
除されていった。

塩水洗浄ダイエットは，何らかの思い込みや
勘違いによる誤った言説が，ダイエットブーム
に乗って拡散した流言と見られる。

─Ⅵ─マスメディア不信や
─────ポスト・トゥルースで
─────何が問われるか

誤情報・虚偽情報には，社会に対して「急性」
「亜急性」的な毒性を持つものと「慢性的」な
毒性を持つものがある。「急性」「亜急性」とは，
放置すれば短時間で人びとの安全や健康，経
済的資産などに悪影響を及ぼすおそれがある
ことを意味する。

Ⅳ章，Ⅴ章で取り上げた流言，悪ふざけの
フェイクニュースは，このタイプに属する。なる
べく早く拡散抑制をする必要があるので，機動
的な取材力と強力な速報力，広範な情報伝播
力を持つマスメディアの役割は重要である。

仮に，「急性」「亜急性」の誤情報・虚偽情
報が何らかの主義・主張・思想などと結びつい
ていれば，打ち消し報道には心理的抵抗と反
発が予想される。Ⅲ−4で述べたように，マス
メディア不信やポスト・トゥルースの状況下で
は，心理的抵抗や反発が強まるであろう。

ただし，その場合でも，生命や安全に関わ
るような緊急性が高い事態で，人びとが自分
たちで真偽を確認できない場合には，打ち消
し報道をとりあえず一時的に，方便的に信用
してみようかという心理が働くことが考えられ
る。ヒトは「社会的な複雑性の縮減メカニズ
ム」（前出ルーマン）を状況に応じて自在に作
動させながら，危機的事態に対応しようとす
るのであろう。

一方，後者の「慢性的」タイプは，平時に
民主主義社会の健全な世論形成を徐々に蝕ん
でゆくもので，例えば，政治や経済，国際問
題，歴史に関する誤情報・虚偽情報である。
2016年のアメリカ大統領選挙の際に拡散した，

【“WELQ騒動後”もあふれる

危険な健康情報】

若い女性を中心に話題になっている「塩水

洗浄」というダイエット。「大量の塩水を一

気に飲んで腸内をキレイにする」というも

のですが，医師は「内臓出血などで命に

関わる危険もある」と警告します。
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世論誘導や広告収入目当てのフェイクニュース
（本稿の類型ではデマを含む）はこのタイプに
属する。「慢性的」タイプに蝕まれた社会では，
人びとの間で事実が「公共財」として共有され
なくなり，さまざまな主義・思想・信条を持つ
人びとがファクトをベースに議論し，最適解を
導き出そうとする民主主義のプロセスが損なわ
れてしまう。

人びとにとって，マスメディアが「慢性的」
タイプの打ち消しをする理由は，「急性」「亜急
性」のものほど分かりやすくはない。だから，
一時的な方便としてマスメディアの打ち消し報
道を信じてみようかという心理は働きにくいの
ではないか。

押しなべて言えば，打ち消し報道を行うの
は，「誤情報・虚偽情報を放置すると公益＝公
共の利益が著しく損なわれるおそれがあるか
ら」なのであるが，個々のケースについてなぜ，
どのようにして公益が損なわれる可能性がある
のか, なぜその情報を選んで打ち消すのか，人
びとが納得しうる説明を明快に行うのは，「急
性」「亜急性」に比べて時間的な余裕があると
はいえ，容易ではない。

最近のマスメディアに対する批判では，マ
スメディアの論調や見解，つまり言論のあり方
についての不信が，報道される事実そのもの
にまで及ぶ傾向が見られる。マスメディア不信
やポスト・トゥルースが高じれば，その傾向は
一段と強まるであろう。このような状況では，
打ち消し報道は何らかの言論を正当化するた
めに行われているという疑いを持たれるおそ
れがある。筆者の言う打ち消し報道とは，あ
くまでも事実関係の誤りや虚偽を正すもので
あって，論調や見解などの価値判断とは無縁
のものだ。ただし，打ち消し報道の対象を選

ぶときには，価値判断が入る。それゆえにこ
そ，打ち消し報道の公益性をいかにクリアな
ものとするかが追求されなければならない。

誤情報・虚偽情報の拡散を抑制する手法と
して近年，世界的に注目を集めているのがファ
クトチェックである。ファクトチェックは，打ち
消し報道とどう違うのか，また特定集団の利
害や主義・主張に左右されない公益性をどの
ような形でクリアにしているのだろうか。

ファクトチェックとは，「言説の内容が事実
に基づいているかどうか，正確なのかどうか
を調べて，その結果を発表すること」であり，

「ニュース記事，インターネット上の記事はもと
より，政治家や有識者など社会的な影響力を
持った人物の言説も対象となる」と定義されて
いる17）。ファクトチェックは主張・見解・認識
の正当性をチェックするものではない。言説の
中で指摘されている事実関係が正確かどうか
を検証する。ファクトチェックの対象を選ぶ際
には公益性が重視される18）。

打ち消し報道とファクトチェックは，いずれ
も，誤情報・虚偽情報の拡散を抑制しようとす
るものであり，もっぱら事実関係を検証の対象
とするものであるが，その内容は根本的に異な
る。打ち消し報道は，真偽が定かでない，拡
散しつつある情報を対象に事実確認を行い，
誤情報・虚偽情報の打ち消しを行うものだ。

一方，ファクトチェックは言説の中で事実と
して指摘されている事柄が本当に事実と言え
るのか，どの程度正確に事実を伝えているの
かを検証し，正確さの格づけ（レーティング）
を判定する。判定結果の公表に際しては，格
づけの根拠となったエビデンスを必ず明示す
る19）。

ファクトチェックの国際的な支援・研究組 
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織 のIFCN（International Fact-Checking  
Network）は，ファクトチェックが順守すべき 
規範（IFCN factcheckers ’code of principles） 
の第一に，非党派性（nonpartisanship）と 
公正性（fairness）を掲げている20）。ここで言
う「非党派性」「公正性」とは，「一方の立場
に偏ったファクトチェックをせず，すべてのファ
クトチェックを同じ基準で，公正に行うこと」
とされている21）。ファクトチェックの団体によっ
ては，いかなる言説を選んでファクトチェック
の対象とするのか，選択の基準なり考え方を
公表しているところもある22）。

このようなファクトチェックが人びとに真に理
解され，普及してゆけば，マスメディアの打ち
消し報道との二重，三重のチェックによって，

「公共財」としての事実をより確かなものとす
ることができるのではないか。また，ファクト
チェックが打ち消し報道を対象とすることもあ
るかもしれない。打ち消し報道が鋼

はがね

のように
鍛えられてゆけばいいと思う。

─Ⅶ─おわりに

本稿は，誤情報・虚偽情報の拡散抑制にマ
スメディアとして，どう向き合うのかを考察し
たものだ。誤情報・虚偽情報のうち，どのよ
うなものを拡散抑制の対象とするのか，マス
メディアが打ち消し報道をする意味とは何かを
考察した。事例研究によって，誤情報・虚偽
情報が拡散する実相と打ち消し報道の効果を
検証した。また，マスメディア不信やポスト・
トゥルースが指摘される中で，打ち消し報道に
何が求められるのかを論じた。考察と検証の
結果は以下の通り。
■流言，デマ，フェイクニュースには，大災害

などの非常時に不安や恐怖などの社会心理
によって急激に拡散し，人びとの安全を脅か
すおそれがあるものがあり，拡散抑制の対
象となる。

■ 先行研究の理論によると，流言が拡散す
るのは，社会不安などが高じている非常時
に，マスメディアの情報が状況を曖昧にしか
説明できない場合である。曖昧さを少しでも
払しょくするために，流言やデマ，フェイク
ニュースの打ち消し報道をする必要がある。

■ 「大阪府北部の地震」では，「京阪脱線」の
流言が社会不安によって拡散した。Twitter
の投稿では，「脱線したかと思った」が「脱
線したのか？」という疑問に変わり，「脱線し
ているらしい」という推測が加わった。やが
て「脱線した」という確定的な表現が現れ
た。平常時にも，人びとの健康を害する誤情
報がネット上で拡散していた。打ち消し報道
は拡散抑制に効果があったが，マスメディア
不信による反発も見られた。

■ 誤情報・虚偽情報には人びとの生命・安全
などに関わり，迅速に拡散抑制をする必要
がある「急性」「亜急性」のものと，民主主
義社会の健全な世論形成を徐々に蝕んでゆく

「慢性的」なものがある。マスメディア不信や
ポスト・トゥルースの状況下で後者の打ち消
し報道を行う場合，なぜ打ち消し報道を行
うのか，その公益性が人びとの納得を得られ
るものである必要がある。

繰り返し述べてきたように，筆者は報道され
る事実が「公共財」としての信頼を失いつつあ
るのではないかと危惧している。「言論のあり
方についての不信が，報道される事実そのも
のにまで及ぶ傾向が見られる」などとも書いた。
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この傾向は一体どの程度，人びとの間に拡がっ
ているのだろうか。また，この先さらに進むの
だろうか。

既存のマスメディアにネットが加わり，情報
量が増大するとともに自由な言論空間が飛躍的
に拡がった。しかし，そのわりに人びとは「信
じられる事実」が少ないと感じているのではな
いか。とすれば，「信じられる事実」に対する
需要が高まっているのではないか。また，そも
そも日本国内でポスト・トゥルースはどの程度
浸透しているのだろうか。社会は分断されてい
るのだろうか。

本稿を書き進むうちに，次 と々こうした疑問
に突き当たった。今後，これらについて質的

（事例研究）と量的（世論調査）の双方から調
査研究を進め，何らかの形で続編にまとめた
いと考えている。

最後になったが，本稿では敬称を略させて
いただいた。ご寛恕いただければ幸いである。

 （ふくなが ひでひこ）

注：
 1） Soroush Vosoughi，Deb Roy，Sinan Aral 

2018 The spread of true and false news online. 
Science, Vol. 359, Issue 6380, pp.1146-1151。

 2） ポスト・トゥルースとは，客観的な事実よりも
感情や個人の信条にアピールする情報・ニュー
スが世論形成に強い影響力を及ぼすようになっ
てきた状況を指す。そこでは人びとは SNS な
どを通じて自分と同意見のグループを形成し，
信じたい情報を収集する。信じたくない情報は
たとえ真実であるとしても捨象してしまう。

 3） 「ジミーの世界」とは，1980 年にアメリカのワ
シントン・ポスト紙に掲載された署名記事。ヘ
ロイン中毒に蝕まれている，ジミーという 8 歳
の少年についてのルポルタージュであったが，

まったくの捏造であることが発覚し，同紙は
ピュリツァー賞を辞退し，記事を執筆したジャ
ネット・クック記者は辞職した。

 4） 「大本営発表」とは太平洋戦争中に陸海軍を統
帥する最高機関の大本営が発表した，戦況に関
する情報のこと。戦況が不利であるにもかかわ
らず，有利であるような虚偽の発表をたびたび
行った。転じて為政者や有力者などが自らに都
合がいいように発表する情報やプロパガンダの
比喩。

 5） G.W. オルポート，L. ポストマン（南博訳）『デ
マの心理学』（岩波現代叢書，1952 年）。タ
モツ・シブタニ（廣井脩・橋元良明・後藤将
之訳）『流言と社会』（東京創元社・現代社会
科学叢書，1985 年）。前者の原題は「THE　
PSYCHOLOGY OF RUMOR」である。邦訳で
は「デマの心理学」となっているが，扱ってい
るのは流言である。

 6） 清水幾太郎『流言蜚語』（ちくま学芸文庫，
2011 年）。

 7） ニクラス・ルーマン（大庭健・正村俊之訳）『信
頼―社会的な複雑性の縮減メカニズム』（勁草
書房，1990 年）。

 8） 「マスメディアという組織に対する信頼」と「マ
スメディアが報道する事実への信頼」とは必ず
しも同じではないが，少なくともマスメディア
という組織を信頼していなければ，それが報道
する事実への信頼もおぼつかないであろう。

 9） 前掲 6。
 10） 気象庁地震火山部「平成 30 年 6 月 18 日 07 時

58 分頃の大阪府北部の地震について」（2018 年
6 月 18 日発表）。

 11） 内閣府「大阪府北部を震源とする地震に係る被
害状況等について」（2018 年 7 月 5 日 18 時 00
分現在）。

 12） Yahoo! リアルタイム検索で「すべてのサイト」を
選 択 すると，Twitter，Facebook，Instagram
の投稿を検索できる。本稿では「すべてのサイト」
を選択した。また，図のグラフ表示には，「15 分
刻みの 24 時間」「2 時間刻みの 7 日間」「1 日刻
みの 30 日間」の 3 つのモードがあるが，本稿で
は 7 日間のモードを選択している。

 13） 7 月 23 日午後 6 時 40 分に Twitter にログイン
して検索。

 14） Yahoo! リアルタイム検索による。この場合に
も後日削除されたツイートが相当数あると考え
られ，実際の投稿数はこれより多かったものと
思われる。

 15） 7 月 23 日午後 6 時 40 分に Twitter にログイン
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して検索。
 16） 取材の経緯は NHK オンライン「ソーシャル分

断社会」シリーズ中の「塩水飲んでダイエット？
あふれる“フェイク”健康情報」（2017 年 2 月
9 日）による。

 17） 立岩陽一郎・楊井人文『ファクトチェックとは
何か』（岩波ブックレット No.982，2018 年）。ファ
クトチェックの定義はさまざまであるが，本稿
では，ファクトチェックの活動を実践し，海外
の動向にも詳しい立岩・楊井による定義を採用
した。

 18） 前掲 17。
 19） 正確さの度合いを示すレーティングは，ファクト

チェックを行う団体・組織によってさまざまであ
るが，検証の結果，言説中の事柄が事実で正確
であれば，その旨を明確に記す。例えば，アメ
リカのファクトチェック団体「PolitiFact」のレー
ティングは，TRUE（真実），MOSTLY TRUE

（ ほとんど が 真 実 ），HALF TRUE（ 半 分真
実），MOSTLY FALSE（ほとんどが間違い），
FALSE （間違い），PANTS ON FIRE（まったく
のデタラメ）の 6 段階である。
The Princ ip les of  the Truth-O-Meter : 
PolitiFact’s methodology for independent fact-
checking による。https://www.politifact.com/
truth-o-meter/article/2018/feb/12/principles-
truth-o-meter-politifacts-methodology-i/

 20） Poynter. IFCN ウェブサイト中の
「The commitments of the code of principles」
「The commitments that signatory organizations 
 abide by are:」
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/
know-more/the-commitments-of-the-code-of-
principles

 21） 前掲 17。
 22） 例えば，前掲 19 の「PolitiFact」は最もニュー

ス価値がある重要な意味を持つものをファクト
チェックの対象に選ぶが，「拡散し，繰り返し
伝えられそうか」など，選定に際して考慮する
事柄を明示している。
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