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町でそれぞれ観測された 2）。
この地震で，北海道内では41人が死亡し，

749人が重軽傷を負った。このうち，最大震度
7を記録した厚真町では，北部の山腹で大規
模な地すべりによるがけ崩れや土石流が多数
発生し，36人が死亡，61人が負傷した。道内
の住宅の被害は，全・半壊が1,671棟，一部
損壊が8,463 棟にのぼった 3）。

ライフラインにも甚大な被害が出た。電気は
地震発生から18分後の午前3時25分，北海

 Ⅰ はじめに

2018 年9月6日，「平成30 年北海道胆
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東
部地震」（以下，北海道胆振東部地震）が起
きた。地震発生は午前3 時 7分，震源は胆振
地方中東部，震源の深さは37キロ，地震の
規模を示すマグニチュードは6.7であった 1）。
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本稿は，「北海道胆振東部地震」で拡散した流言をTwitterの記録から分析し，SNS時代の拡散抑制について
考察したものである。分析と考察の結果は以下の通り。
▶流言の拡散を抑制する基本は，正確な情報を伝え，情報の曖昧さを払しょくすることであるとされている。

NHK はウェブサイトやスマホのアプリで災害情報の多様なコンテンツを提供し，Twitter や二次元コードでそ
れらへの誘導を行った。活字や図表を随時検索できるインターネットのコンテンツにはラジオ放送を補い，情
報の曖昧さを払しょくする効果がある。

▶流言のツイートには，述語が「～らしい」という推定形から「～する」という確定調にトーンが強くなってゆくもの
と，そうでないものがあった。災害再来流言の中には，流言のツイートが噴出するかのように急激に増えるもの
があった。ツイートが急増する際に「LINE で見た」という投稿が現れた。

▶流言を打ち消す否定情報には，拡散抑制の効果があった。否定情報が Twitter 上で浸透してゆく速度は流言
によって異なっていたが，強い恐怖感情を伴った流言を打ち消す場合には浸透のスピードが速かった。

▶ SNS で流言は爆発的に拡散する。メディアは迅速な対応を迫られるが，今後の可能性を予期する流言は取り
扱いが難しく，打ち消し方は複雑なものとなりがちである。デマという言葉は拡散を迅速に抑制する即効性が
あるとされる反面，まだ不確実な流言を全否定してしまったり，流言中の善意の言説までウソと決めつけてしまっ
たりするおそれがある。

「北海道胆振東部地震」と流言の拡散
～ SNS時代の拡散抑制を考える～

メディア研究部  福長秀彦
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道のほぼ全域の約295万戸が停電した。6日中
に復旧できたのは66万戸にとどまり，229万戸
は終日停電が続いた4）。

水道は停電や水道管の破損などのため，安
平町と厚真町の全域で断水，札幌市や室蘭市
など43市町村の一部地域で断水した。交通
機関も，北海道新幹線と在来線が7日午前中
まですべての運行をとりやめるなどマヒ状態と
なった 5）。

放送・通信にも大きな影響が出た。停電が
続いた6日は，ほとんどの家庭でテレビを見る
ことができなかった。放送事業者の施設の中
には，停電のために電波を中継することができ
なくなったものもあった。ラジオの放送は，お
おむね聞くことができたが，停電や伝送設備の
損傷で電波の送受信ができなくなった事業者
や地域があった 6）。

固定電話やスマホなどの携帯端末による通
話は，通話回線の輻

ふくそう

輳や一部損傷などにより，
全般につながりにくい状態が続いた。Twitter
やLINEなどネットへのアクセスは，設備に損
傷がなかったエリアでは可能であった。

しかし，時間が経つにつれて，端末本体の
バッテリー，そして端末と電波信号をやりとり
している基地局の非常用電源が底をつき始め，
次第にアクセスしにくくなっていった。

こうした状況の中で，事実の裏づけのない，
不確かな情報＝流言が飛び交った。それらは，

「電波塔（携帯基地局）の電源が尽きてあと4
時間で携帯端末が使えなくなる」「○○市でこ
れから断水する」「8日に本震が起きる」「地鳴り
がしているので大地震が起きる」などというも
のだった。

先行研究によると，流言の拡散を抑える基
本は正確な情報を伝えることであるとされてい

る。大規模停電によってテレビが視聴不能とい
う事態にNHKはどう対応し，正確な情報を伝
えようとしたのか。流言は，Twitter上でどの
ように伝播していったのか。拡散抑制のどのよ
うなアプローチがなされ，それらは効果があっ
たのか。SNS時代にあって，リアルタイムで拡
散を抑制しようとするときに何が問われるのか。
これらを分析し，考察するのが本稿の目的で
ある。

 Ⅱ 流言とは何か（先行研究）

流言とはいかなるものであるのか，まずは
先行研究を踏まえておくことにする。

1. 流言の定義・拡散のメカニズム

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呼びたい」と定義し
た 7）。三上俊治は「流言（Rumor）というのは，
内容的に根拠のはっきりしない，ニュース性
の高い情報が人から人へと連鎖的に伝達さ
れ，広がってゆく集合現象を指している」と
している 8）。

多くの先行研究によると，流言は，人びと
の憶測や思い込みが事実の裏づけのない情報
となって拡散するものだ。流言の内容が事実
でないことが確認されれば，「誤情報」となる
が，一部は事実であったり，結果的に事実と
なったりすることもある。

流言はどのようにして拡散するのか。G.W.オ
ルポートとL.ポストマンによると，流言が拡散
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する強さ（流布量）は以下の公式で表される9）。

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，かつ，その
問題の論拠が曖昧であるときに拡がる。 i（人
びとにとっての問題の重要性）の値が大きいほ
ど，またa（問題の論拠の曖昧性）の値が大き
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不安や恐怖などのフ
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。

シブタニによると，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10）。この需給のギャップが状況の曖昧さを
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。集合的興奮とは，不安や恐怖などによっ
て人びとが動揺していることを意味する。集合
的興奮が強いと，一般的には人びとの被暗示
性が強くなり，常軌を逸した流言でも拡散しや
すくなる11）。

2. 非常時の流言の種類

大災害や戦争時など非常時に拡散する流言
にはどのような種類のものがあるのだろうか。

R.H.ナップは1942年夏に全米で報告された
約1,000 種の戦時流言を収集し，それらを人び
とが抱いている感情の面から，「不安・恐怖流
言」「願望流言」「分裂流言」の3タイプに分類
した 12）。このうち，不安・恐怖流言は「自軍
の損害が公表よりもはるかに甚大で深刻な事
態になっている」，願望流言は「もうじき戦争
が終わって平和が戻る」といった内容のもので
ある。また分裂流言は憎悪と反感を反映した
もので，「ユダヤ人が徴兵拒否をしている」な
どである。

廣井脩は災害時の流言をそれらの伝播速度
の面から，「噴出流言」と「浸透流言」の2つの
タイプに分類している13）。前者は，人びとの集
合的興奮（動揺）の度合いが強い大災害時に
発生するもので，人びとの日常的なコミュニケー
ションの範囲を越えて，猛烈なスピードで拡散
する。流言としての寿命は概して短い。後者は，
災害の被害が比較的軽微で，人びとの集合的
興奮（動揺）の度合いが比較的おだやかなとき
に発生するもので，友人，知人といった日常的
コミュニケーションの中でじわじわと浸透する。

50 FEBRUARY 2019



拡散のスピードは遅いが，寿命は長い場合が
多い。

関谷直也は，災害時に実際に流布している
流言の類型として，①災害発生前の「災害予知
流言」，②災害発生後の「災害再来流言」，③
災害発生後の「後予知流言」，④災害発生後の

「被害流言」に分類している14）。このうち，③
の後予知流言とは，災害後になって出回る「地
震が起きるかもしれないことは事前に分かって
いた」という流言である。ヒトが五感で捉えた
地鳴りや地震雲，動物の異常な行動など宏

こうかん

観
異常現象と結びつけて語られることが多い。

荻上チキは，東日本大震災で飛び交った流
言をもとに，災害時の流言を❶注意喚起とし
て広まるタイプ，❷救援を促すタイプ，❸支援
活動を評価・論難するタイプ，❹その他のタイ
プの4つに分けている15）。

3. 拡散の抑制

流言の拡散を抑えるためには，マスメディア
などは，まずは正確な情報を人びとに提供し，
曖昧さを払しょくするよう努める必要がある。
しかし，大災害などの初動時には現場が混乱
し，マスメディアや防災機関が初動時から正
確な情報を完璧に伝えきることは非常に困難
である。情報にはどうしても曖昧さが生じてし
まう。流言の発生・拡散を完全に抑え込むこ
とは難しい。

個々の流言に対しては，どのような向き合い
方があるのだろうか。川上善郎は流言を「社
会情報としてのうわさ」としたうえで，流言を
含むうわさへの対処を「無視戦略」「対抗戦略」

「否定戦略」の3つにまとめている16）。
川上によると，このうち無視戦略は，流言

に対していかなる対応もしない。流言の規模が

小さく無視することによって自然に消滅すると
考えられる場合や，流言を否定するとかえって
拡散を促してしまう場合に用いられる。対抗戦
略は，流言を否定しないで，流言とは異なるイ
メージや情報を伝えることだ。流言に関連する
事柄について正しい情報だけを伝えることも対
抗戦略であると筆者は考えている。否定戦略
は流言を明確に否定し，打ち消すことである。
流言の当事者の発表や記者会見，メディアに
よる打ち消し報道は否定戦略である。

 Ⅲ 大規模停電に
              NHK はどう対応したか

Ⅱの先行研究によると，流言の拡散を抑え
る基本は正確な情報を伝えることである。

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，正確な情報が不足し，状況が曖昧にしか
説明されなくなり，流言が拡散しやすくなる。

北海道胆振東部地震では，大規模停電が
長時間続き，被災地の人びとがテレビから情報
を得ることができなかった。被災地でテレビが
長らく視聴不能という事態は，先行研究の言
う「制度的なコミュニケーションチャンネルの損
傷」と考えられる。NHKはこの事態にどのよう
に対応し，正確な情報を伝えようとしたのだろ
うか。

1. ネットのコンテンツ

今回の地震で放送メディアは，インターネッ
トによる災害報道を積極的に行った。NHKと
北海道放送（HBC），北海道文化放送（UHB），
札幌テレビ放送（STV），北海道テレビ放送

（HTB）は，地震の特別番組をネットで同時配
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信した 17）。
NHKは地震発生の直後から，全 7波（総

合テレビ・Eテレ・BS1・BSプレミアム，ラジオ
第1・第2・FM）で通常番組を中断し，災害
報道に切り替えた。このうち，総合テレビと北
海道のラジオ第1の放送は，ウェブの「NHK 
ONLINE」とスマホのアプリ「NHKニュース・
防災」で同時配信を行った。また，大きな被
害を受けた厚真町などのライブ映像もネットで
流し続けた。

図1はNHKがネットで発信した地震関連の
主要なコンテンツを示したものだ。四角で囲っ
てあるのは，ウェブサイトお
よびスマホのアプリ「NHK
ニュース・防災」で提供され
たコンテンツを示す。NHK
のウェブサイトには，NHK 
ONLINEや札幌局のサイト
などの種類があるが，バナー
などによるリンクを相互に貼
りつけて，それぞれのウェブ
サイトまたはスマホのアプリ
から，これらすべてのコンテ
ンツが閲覧できるように構成
されていた。

①と②は放送の同時配信，④～⑧は放送で
伝える情報をネット用に制作したもので，活字
と図表，静止画，ごく短く編集した動画が使わ
れていた。このうち⑤のまとめサイト「ニュース
特設 北海道　震度7」は，動画ニュースや被害
概要，停電時の注意，最新情報8項目（検証，
ライフライン，影響，交通影響，警戒点，被害，
生活・支援，避難）などから構成されていた。

また，⑦の北海道ライフライン情報は，電
力復旧の状況，給水情報，入浴情報，医療
機関の治療，コンビニ・デパート・ガソリンス
タンドの営業，スマホの充電場所やバッテリー

図 1　NHK がネットで発信した主要コンテンツ

画像 1　北海道ライフライン情報（スマホのバッテリー節約方法）

① テレビ放送の同時配信 ⑤ まとめサイト「ニュース特設 北海道　震度7」

② ラジオ第1の同時配信 ⑥ 避難所情報

③ 被災地のライブ映像 ⑦ 北海道ライフライン情報

④ 最新ニュース記事 ⑧ 特集記事（News Up等）

NHK 札幌放送局提供

⑨ Twitter
（最新ニュース・
ライフライン情報等）
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の節減方法など多岐にわたっていた。画像1に
スマホのバッテリー節約方法を紹介したライフ
ライン情報を示す。

2. ネットのコンテンツへの誘導

北海道以外の視聴者が，大規模停電でテ
レビを見ることができない北海道の家族や知
人にライフライン情報などをスマホやタブレッ
ト，携帯端末で伝えることができるようにと，
NHKは放送からネットのコンテンツへの誘導
を行った。放送中の逆 L字画面に二次元コー
ドを貼りつけ，スマホなどで二次元コードを読
み取れば，北海道ライフライン情報などに直接
アクセスできるようにした（画像2）。

逆 L字画面への二次元コードの貼りつけは，
2018 年3月に関東地方に降った大雨の際に初
めて運用された。このときはNHK首都圏セン
ターの特設サイトへ誘導した。それ以降，地
域放送局によっては運用を始めているところも
あるが，全国放送で使われたのは今回が初め
てである。

また，Twitter の「NHK 生 活・防災 」や

「NHK 北海道」などのツイートに，テレビ，
ラジオの同時配信や北海道ライフライン情報
などへのリンクを貼り，各コンテンツに頻繁に
誘導した。

3. スマホのバッテリー節約報道

北海道胆振東部地震では，停電の規模が
広範囲に及んでいることは，地震発生後の比
較的早い段階から分かっていた。しかし，停
電がいつまで続くのか，復旧の見通しはなか
なかはっきりしなかった。NHK報道局のネッ
トワーク報道部によると，電力の復旧が相当
長引くことを明確に察知したのは，道内最大
の火力発電所である苫

とまとう

東厚
あつ

真
ま

火力発電所の
1号機と2 号機で，ボイラー配管が損傷して
いる可能性があるとの情報が入ってきた6日
午前11時過ぎであったという。

この時点以降，NHKはスマホのバッテリー
節約報道に着手した。ネットワーク報道部の
記者がiPhoneとAndroid端末のバッテリー
の消耗を抑える方法をAppleとNTTドコモ
に取材し，記事にまとめた。この記事は午後

から図1の⑤まとめサイト
「ニュース特設 北海道 震
度7」に掲載され，⑦の
北海道ライフライン情報
で画像1の表形式に加工
された。バッテリー節約
の情報はTwitter（NHK
生活・防災，NHKニュー
ス）やFacebook，ラジオ
第1でも伝えた。午後1
時半過ぎに発信を始めた
NHK 生活・防災のツイー
トはたちまち4,068件リツ

画像 2　放送の逆 L 字画面の二次元コード

NHK 総合テレビ 9 月 6 日の画面に加筆

二次元
コード
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イートされ，「いいね」が 5,569 件になった 18）。
また，通信事業者や自治体によるスマホな

どの携帯端末の無料充電サービスについても，
前述の各種コンテンツやTwitterなどSNSで繰
り返し伝えた。このようにスマホなどの充電方
法や充電サービスの場所を詳細に繰り返し報
道したのは，過去の緊急報道では例がない。

4. SNS による情報伝達の呼びかけ

地震発生から約3時間後の午前6時3分，
総合テレビのニュース番組『おはよう日本』で，
キャスターの高瀬耕造アナウンサーが「NHK
が報道する災害情報をSNSなどで北海道の人
たちに伝えてほしい」という異例の呼びかけを
行った。以下にアナウンスコメントを示す。

これ以降も，総合テレビでほぼ同様の呼び
かけが午前10時過ぎまでに3回行われた。こ
のうち2回は札幌放送局からの全国ニュースの
中でアナウンスされた。

しかし，電力が復旧する見通しがはっきりせ

ず，停電が長引くおそれも出てきた。このため，
スマホなどのバッテリー消耗を考慮して，総合
テレビでのこうした呼びかけは，午前10時30
分以降は差し控えられた。

Ⅳ 流言はどのように拡散したのか

北海道胆振東部地震で流言はどのように拡
散していったのだろうか，拡散する過程で流言
は変容したのかどうか，自治体やマスメディア
は流言の拡散にどう対応したのか，流言の打 
ち消しは効果があったのか，などをTwitter
上のツイートや自治体など関係機関への聞き取
り調査などをもとに分析してみる。まず，災害
発生後の「被害流言」（前出Ⅱ-2）を見てみる。

1.「被害流言」

（1）“これから断水する”?

地震発生当日の6日には，道内各地の自治
体で断水 19）の流言が拡散しているのがTwitter 
上で確認された。

断水の流言が発生したのは，札幌市，旭川
市，小樽市，苫小牧市，函館市，北見市，岩
見沢市，帯広市，千歳市，恵庭市，中

なか

標
しべ

津
つ

町，
別
べつかい

海町の12市町で，流言の内容は「全域で断
水する」「○○地域でこれから断水する」「○○
時から断水する」などといったものであった。
これらは，停電によって水道水の供給が止ま
るのではないかという人びとの不安によって拡
散した「被害流言」と考えられる（Ⅱ-2）。

これらのうち，本稿では小樽の断水流言に
ついて検証を試みる。小樽を選んだのは断水
流言に関するツイート件数が多く，流言の変
容を詳細に調べることができると考えたから
である。

　各地で続々と被害の状況が入ってきてい
ますが，この大規模な停電によりまして，テ
レビやラジオで情報を得られない人が多くい
ます。情報がないと不安や怖さが増します。
北海道の揺れが強かった地域に家族や友
人，知り合いがいる方，メールやSNSなど
でライフラインや被害の情報，注意点など
を送ってあげてください。
　NHKがこれから詳しく情報をお伝えして
ゆきます。そのNHKが報じる情報を皆さん
自身が伝えてください。その際，この情報
を近所のお年寄りや障害のある皆さんなど
に伝えるよう，あわせてお願いしてください。
離れたところだからこそできるサポートをお
願いします。
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小樽市は地震の揺れが震度4であったが，
地震後の停電で高台にある塩谷伍助沢地区付
近などの48世帯にポンプで水道水を圧送でき
なくなり，断水するおそれがあった。結果的に
は住民から「断水した」という連絡はなかった。
ところが，その小樽市で「これから断水する」
という事実無根の情報，断水流言が拡散した。

小樽市水道局には6日午前6時頃から，断
水についての問い合わせの電話がかかり始め，
午前8時頃には電話が殺到する状態になっ
た。問い合わせの内容は，「知人から断水の
情報があったが本当か?」「学校からの連絡網
で断水になると言われたけれど事実か?」「町
内会の役員の人が断水すると連絡に回ってい
るが ?」「市役所の職員からの情報として断水
すると聞いたが ?」「今，水が出ているのに，な
ぜ断水になるのか?」などであった。市水道局
によると，各部局の職員10人ほどで電話対応
にあたったが，問い合わせの総数は300 件ぐ
らいにのぼったものと見られる。

小樽市の断水流言はTwitter上でどのよう
に変容し，拡散していったのだろうか。

図2は「Yahoo !リアルタイム検索」を使って，
「小樽 断水」のキーワードを含むツイートの投
稿数が地震発生当日の6日にどう推移したか
を示したものだ（リツイート・リプライを含む）。
検索をすると，個々のツイートの内容と投稿し
た時間が表示される。個々のツイートを時間
帯ごとに集計した。図左端の3 ～ 4時は地震
が発生した午前3 時 7分から4時までの約1時
間に投稿された件数，4時以降は2 時間刻み
の件数である。

検索の時点は地震発生から4日後の9月10
日午後4時半で，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。　

集計の結果，投稿数のピークは午前8 ～ 10
時で 92件，6日の投稿総数は298件であった。
投稿のピーク時間帯は市の水道局に問い合わ
せの電話が殺到した時点と一致する。投稿数
は午後 2 時以降から大幅に減少する。

投稿の内容はどのようなものであったのだろ
うか。

地震発生直後から午前7時頃までは停電に
よる断水を心配して，水を貯めておくなどの用
心を呼びかけるツイートが多い（以下，ツイート
は原文のママ）。

○小樽断水はないけど停電－札幌も停電一

部では断水っぽいです（6日午前3時34分）

○大丈夫ですよ～小樽も停電ですか，，，断水

は大丈夫です?（6日午前3時52分）

○無事確認！家停電だけど，水は出る！小樽

一部断水になってる見たいだけど，，，お互い

図 2　「小樽 断水」のキーワードを含む投稿の推移
（Twitter 2018 年 9 月 6 日）
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（出典）「Yahoo! リアルタイム検索」
2018 年 9 月 10 日午後 4 時 30 分のデータをもとに作成
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午前7時までのツイートを見る限り，「これか
ら断水する」という投稿はない。そうしたツイー
トが多くなるのは午前8時からであるが，8時
台は「断水するらしい」という推定形がほとん
どである。

午前9時頃になると，「らしい」という推定
形に交じって，「10 時半から断水する」という
確定的な表現のツイートが現れる。小樽市職
員や小樽市水道局といった情報源のクレジット
がついたものも出てくるが，事実無根である。

小樽市では，市民から問い合わせの電話が
殺到しているため，午前9時46分，Facebook
で流言を打ち消す情報を発信した。広報広聴
課長がスマホで以下のように投稿した。

小樽市では，6日午後0時42分にFacebook
で再度，打ち消し情報を発信して，コミュニ
ティーラジオの「FMおたる」にも打ち消しの放
送を依頼した。また，市のホームページや消防
車の巡回によって，断水の流言に注意するよう
市民に呼びかけた。夕方には市役所の玄関前
に以下のような手書きの貼り紙を掲示した。

○小樽は10 時半から断水するよ! 近郊のみ

んな気を付けて!! （6日午前9時23分）

○10 時半から小樽断水します，，，♯拡散希

望（6日午前9時 45分）

○小樽市水道局からの情報です。今日の10

時から明日の朝までの断水の可能性が出て

いるそうです。水を今のうちに貯めてくださ

い（6日午前9時52分）

○小樽! 10 時半から断水だからね!!! あと

30分!!! うちはあらゆる入れ物に水入れとい

た!!! （6日午前9時58分）

災害対策連絡室からのお知らせです。
10：30から，新たな断水が発生するとの虚
偽の情報が流れておりますが，水道局から
はそうした状況はないと聞いておりますの
で，ご注意ください。正しい断水について
の情報は，以下の通りです。（以下地名等
は略）

誤報に関する周知
（災害対策室通じて消防に依頼）
小樽市からのお知らせです。

気をつけようね！（6日午前3時55分）　

○断水しているところもあるらしいけど，小

樽は大丈夫 やはり水は常備しとかないと（6

日午前5時5分）

○小樽も断水に備えた方がいいかもね（6日

午前5時 48分）

○小樽断水決定らしいです水溜めたほうが

いいですよ（6日午前7時39 分）

○小樽市全域で午前9 時から断水予定らし

いです（6日午前8時 40 分）

○小樽10 時くらいから断水?（6日午前8時

51分）

○10 時半から小樽断水らしいよ皆飲み物

買わんとヤバいかも（6日午前8時57分）

○小樽市も10 時半で断水です。（6日午前8時

59 分）

○小樽市職員からの情報です。10 時半から

市内断水との事，市としては連絡方法がな

く，拡散の方法を取ったようです。風呂に

水，空き容器に水確保してください。頭か

ら皆さんにお伝え下さいとの事です! ♯拡

散希望（6日午前9時）
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前述の通り，結果的には高台地区で実際に
断水したという連絡はなかった。このほか，小
樽市では午後4時4分にTwitterでも打ち消し
情報を発信した。

打ち消し情報はTwitter上でどの程度浸透し
ていたのだろうか。小樽市が Facebookで最初
に打ち消し情報を発信した14分後の午前10時
から正午までのツイートを見ると，依然として
断水流言の投稿は続いているものの，流言を
否定するツイートも多くなる。

「断水流言のツイート」と流言を打ち消す「否
定のツイート」の割合は午前10 時以降，どのよ
うに変化するのだろうか。それを時間帯ごとに
表したのが図3である。

円グラフに示した「流言」とは，「これから
断水する」「これから断水するらしい」といった
ツイート，「否定」は「断水情報はデマ」「断水
していない」などと流言を明確に打ち消してい
るツイート，「疑問」は「断水するの?」などと
半信半疑で問いかけるツイート，それら以外
のツイートを「その他」に分類した。「その他」
には，流言については言及せず，小樽など道
内各地の断水の現状をまとめたツイートも含ま
れる。

6日午前10時～正午の時間帯には，投稿総
数 75件のうち，流言のツイートが15件（全体
の20％），否定のツイートが24件（32％）で否
定が上回っている。正午から午後 2時にかけて
は，流言はさらに減って3件（7％）となり，否

○小樽のし
（ママ）

10 時半からの断水情報はデマ

です（6日午前10時13分）

○小樽市10：30から断水は虚偽の情報（小

樽市Facebookより）（6日午前10時29 分）

○小樽はあと1分で断水します（6日午前10

時29 分）

○小樽なんですけどー，断水していない，，，!
（6日午前10時39 分）

○小樽断水情報あるけどしてないよね? う

ち使えるけど（6日午前10時 41分）

○これから小樽は断水だって。停電もまだ

しているみたいだし。（6日午前11時32分）

本日，10時30分から市内全域で断水が始
まるとの情報が流れておりますが，これは
誤報で，市がお知らせしているものではあり
ません。
停電によりポンプアップができない高台の一
部で発生しましたが，それ以外の地区で断
水の予定は今のところありませんので，お知
らせいたします。

（注）分類は筆者

図 3　「小樽 断水」のツイート件数の内訳（6 日）
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定は15件（37％）となる。前述の通り，検索ま
での間に流言のツイートはかなり削除されてい
たと思うが，それでも時間を追って流言の件数
が減っていった傾向がうかがえると考える。

6日午前10 時前から午後 2時頃にかけて，
小樽市が Facebookやホームページ，コミュニ
ティーラジオなどで発信した打ち消し情報は，
徐々にではあるが流言の拡散を抑制した。午
後 2時以降は，流言，否定ともに大幅に減り，
その他のツイートが多くなった。

小樽の事例は，事実の裏づけがない不確か
な情報が，人びとが共有する不安によって次
第にそのトーンを強めながら拡散してゆく流言
の典型例であると考える。

小樽市によると，断水流言の影響でコンビ
ニなどの店頭から飲料水がなくなるなどの事態
は確認されなかったが，6日早朝から午前10
時半にかけての水道の使用量は普段の1.5 倍
に跳ね上がったという。殺到する問い合わせ
によって，状況の把握など災害対応に影響が
出たという。

（2）“電波塔の電源が尽きて，
　　 あと 4 時間で携帯が使えなくなる”?

小樽の「断水流言」と同時刻の6日午前8時
以降，Twitter上では「NTTドコモの電波塔
の電源が尽きて，あと4時間で携帯が使えなく
なる」という流言が拡散していた。電波塔とは
スマホなど携帯端末の基地局のこと，電源と
は非常用バッテリーのことを言っている。流言
は停電によって基地局への電力供給がストッ
プするという状況の中で拡散した。この事例
も，小樽の断水流言と同様に不安によって拡
散した被害流言である。

NTTドコモ本社広報部の説明によると，北

海道には同社の基地局が1,000以上ある。基
地局の非常用バッテリーの容量は大小さまざ
まであり，持ち時間は数時間～ 24時間と幅が
ある。役場や消防署の近くなど主要な基地局
には大容量のバッテリーが備えつけられてい
る。たとえ数時間でバッテリーが尽きたとして
も，最寄りの基地局からカバーすることができ
る。ただし，過疎地などにあってカバーできな
い基地局もある。基地局によっては，数時間
でバッテリーが底をつき，送受信が一時的に
できなくなったものもあった。

流言の内容と拡散の推移はどうであったの
か。「電波塔の電源」のキーワードを含むツ
イートを「Yahoo!リアルタイム検索」で検索し
てみた（図4）。集計の方法は小樽の事例と同
様である。検索の時点は10日午後 3時10 分
である。

検索の結果，午前6 ～ 8時の間に投稿され
た2件のツイートは次のようなものであった。

図 4　「電波塔の電源」のキーワードを含む
投稿の推移

（Twitter 2018 年 9 月 6 日）
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（出典）「Yahoo! リアルタイム検索」
2018 年 9 月 10 日午後 3 時 10 分のデータをもとに作成
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いずれも，停電で基地局のバッテリーが持
つのかどうかを心配する内容にすぎない。

ところが，午前9時頃になると，以下のよう
なツイートが現れる。

投稿中の「4時間」という数字には根拠が示
されていない。「基地局によっては」というただ
し書きがないので，ドコモの基地局の電源が
一斉に尽きるのか，それとも一部の基地局の
電源が切れるのかもはっきりしない。「一斉に
尽きるから，携帯端末を充電したところで無

駄だ」という誤解が生じている。
6日午前11時57分，ネットのニュースメディ

アであるJ-CASTがウェブサイトに「ドコモ携
帯が使えなくなるというデマ拡散 広報担当者
が否定」という見出しの記事を掲載した。この
記事によると，NTTドコモ北海道支社広報
室の担当者が取材に対して「少なくとも，あと
24時間は間違いなく持つ状況です」と回答し
たとしている。

しかし，同記事の見出しは6日午後1時 40
分になると「「ドコモ携帯，あと4時間で使えな
くなる」説 北海道支社の広報に聞いた」と変
更される。これについてJ-CASTは，NTTド
コモ北海道支社の広報担当者が「主要な基地
局は24時間程度は持つ状況だが，それ以外
の基地局はどれほどの時間持つかは定かでは
ない」（筆者要約）と回答を修正したためと記
事の中で説明している20）。

6日午後1時4分には，BuzzFeed Newsが
ウェブサイトに「「4時間後に携帯電話が使えな
くなる」はデマ SNSで拡散，ただしすでに不
安定なエリアも」という見出しの記事を掲載し
た。記事は6日午後3時36 分に更新され，見
出しは「北海道地震で拡散「4時間で携帯電
話が使えなくなる」をドコモが否定，ただしす
でに不安定なエリアも」と修正された 21）。

また，BuzzFeed Newsは6日午後1時15分
にはTwitterで以下のように発信した 22）。

○というより，スマホより電波塔の電源持つ

のかってほうが問題かも?（6日午前6時53分）

○スマホの電波塔の電源は自家発電なんだ

ろうか? 今後大丈夫なのかな?（6日午前7時

11分）

北海道で起きた地震を受け，「携帯電話もあ

と4時間程度したら使えなくなる」という情

報が Twitterを中心に拡散していますが，こ

れは間違いです。（筆者名・アカウント略）

【New】「4時間後に携帯電話が使えなくな

る」はデマ ただしすでに不安定なエリアも

○NTTの電波塔の電源切れるみたいで後4

時間たったらもう携帯使えなくなるそうで

す，，（6日午前9時4分）

○電波塔の電源があと4時間しか持たない

らしくて携帯の充電あっても連絡できなくな

る可能性大らしいです（6日午前9時9分）

○電波塔の電源が尽きるからあと4時間く

らいで携帯も使えなくなるってさ! オワタ／

（^o^）＼ （6日午前9時34分）

○ツイッター上でNTT社員からの情報とし，

電波塔の電源供給が数時間しか持たないた

め昼には停波する，という情報が拡散して

います。こちらは正確な情報でしょうか?（6

日午前10時32分）

○とあるツイートで，あと4 時間くらいで電

波塔の電源落ちるから携帯使えなくなると

か見たんだけど，本当なのかな?（6日午前

11時）
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文脈からして記事中の「デマ」は，一般的
に使われている意味のうち，「間違った情報」

「事実に反する情報」を指しているものと思わ
れる。

もしもツイートに「各基地局の電源が一斉に
尽きて，あと4時間でドコモの携帯が使えなく
なる」とはっきり書かれていれば，明らかに「間
違い」であり，容易に「デマ」と言いきること
ができたであろう。しかし，「一斉に」などと
書かれた流言のツイートは見当たらなかった。
このような言説の不確かさこそ流言たる所以
であろう。

ツイートの言説を頭からデマだと決めてか
かれば，充電済みの携帯端末が不意に使えな
くなって困惑することもあり得る。ツイートは
事実の裏づけを欠いた，不確かなものであっ
たが，基地局によっては数時間で電源が底を
ついて携帯端末が使えなくなったケースが現
実にあった。「あと4時間」ではないとしても，
デマとまでは言いきれないのではないかとの
見方もある。

藤代裕之は「「4時間後に携帯が使えなく
なる」はデマなのか?」と疑問を呈し，「安易
な記事化が被災地の混乱を増す」と批判して
いる23）。藤代の指摘は，この事例に限らず，
SNS 時代の流言の拡散抑制を考えるうえで重
要な示唆を含んでいると考えるので，Ⅴで考
察する。

6日午後，Twitterの投稿内容は，午前中
とあまり変わりがない。しかし，時間が経つ
につれて，現在の状況に関するツイートが散見
されるようになる。

夜になると，スマホのバッテリーが心許なく
なってきたためか，投稿は急減し，流言の拡
散も終息へと向かった。

2.「災害再来流言」

（1）“8日に本震が起きる”?

6日早朝以降，気象庁は今後の地震活動の
見通しなどについてたびたび記者会見を行っ
た。中継のテレビカメラを前に地震津波監視
課長が，「地震発生後1週間程度は最大震度
6強程度（7日からは「最大震度7 程度」）の地
震に注意してください。特に，地震発生後 2
～ 3日程度は，規模の大きな地震が発生する
ことが多くあります」などと繰り返し注意を呼
びかけた。

2016 年の熊本地震では，マグニチュード6.5
の地震が発生した2日後に，さらに規模の大
きなマグニチュード7.3の地震が起きた（いず
れも震度7）。これが契機となって，気象庁は
大地震後の注意呼びかけで「本震」「余震」と
いう表現を使うのをやめた。東日本大震災の2
日前には三陸を震源とするマグニチュード7.3，
最大震度5弱の地震が起きている。

もとより地震の発生日時を予知することは，
現在の科学技術では不可能である。だが，北
海道では6日の地震発生直後から「8日に本震
が起きる」という流言が拡散した。これは大

○地域によっては電波塔の電源がなくなっ

ちゃって連絡が取れないみたいですけど…（6

日午後5時26分）

○電波塔の電源がなくなったのかアンテナ

がたたなくなってきたのでしばらくツイッ

ターお休みします。またそのうちにお会いし

ましょう。（6日午後7時49分）

○中
（ママ）

「電波塔の電源が田舎じゃ落ちている

みたいです（親情報）」（6日午後3時16分）
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地震では常に発生する「災害再来流言」である
（Ⅱ-2）。Twitter上で拡散しているのが確認
された。
「8日に本震」のキーワードを含むTwitter

の投稿数が，6 ～ 8日にかけてどのように推移
したのかを示したのが図5である。検索した
のは9月10日午後6時である。投稿のピーク
は6日が午前4 ～ 6時，7日が午後10 ～12 時，
8日が午後 8 ～ 10 時となっている。投稿総数
は3日間で789 件であった。

検索の結果，最初に現れたのは次のような
ツイートであった。

このツイートは， “熊本地震や東日本大震災
のように，2日後（8日）にさらに大きな地震が
起きなければいいが”と単に心配したものに
すぎない。

しかし，すぐに「8日」という日付を特定した
ツイートが出現する。

このあと，正午にかけての投稿は，「くるか
もしれない」という推定形や「くるの?」という
疑問形に交じって，「怖い」などと恐怖感を訴
えるツイートが多く見られる。数は少ないが流
言を戒めるものも見られる。

○9月8日に本震がくるかもしれない。気を

つけて（6日午前4時3分）

○え，9月8日に本震来るの??!（6日午前4

時9分）

○8日に本震くるかもしれんって（6日午前4

時11分）

○8日に本震が来るみたいです（6日午前5時

6分）

○8日に本震めっちゃ怖い。色々備えとい

た方がいいかな（6日午前5時19分）

○なんだか8日に本震が来るとかのツイート

を見かけて絶望を感じる。お魚やPCやフィ

ギュアや…どうすりゃいいんだべか。（6日午前

○東日本大震災と熊本地震を見ると，北海

道もまだ地震続きそうだな，8日に本震と

かやめてくれよ? まじで，まだ死にたくない

よ（6日午前3時59 分）

図 5　「8 日に本震」のキーワードを含む投稿の推移
（Twitter 2018 年 9 月 6 ～ 8 日）
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6日午後0 時23分，BuzzFeed Newsは「「北
海道に8日に本震が来る」は根拠なし ただし
地震への警戒は必要」という見出しの記事を
ウェブサイトに掲載し 24），17分後に同記事が
Yahoo!ニュースで配信された。記事は気象庁
の担当者に取材してまとめたものだ。　

これ以降，同記事を引用したり，流言を「デ
マ」と否定したりする投稿がかなり多くなるの
だが，恐怖感を訴えるツイートも依然として散
見される。

こうした投稿の傾向は 7日に入っても続い
た。7日午後6時13分，NHKはウェブサイト
のNEWS WEBで「「8日に本震」ツイート拡
散 気象庁必ず起きるわけではない」という見出
しの記事を配信した。1分後の午後6時14分，
同記事はTwitterのNHKニュースでも発信さ
れた。続いて午後7時38分，NHK生活・防
災on Twitterは以下のようなツイートを投稿し
た 25）。

このツイートは4,501件リツイートされ，「い
いね」は2,570 件であった 26）。

検索したツイートの内容を見る限り，NHK
がウェブで配信した7日午後6時13分の直後
から，同配信の内容やツイート，先のBuzz 
Feed Newsの記事が繰り返し引用され，「8日
に本震」の情報に怯えるツイートはほとんど見
られなくなった。7日午後6時13分～ 8時の
投稿総数は67件であるが，そのうちの65件

（97％）までが否定のツイートであり，流言の
ツイートは2件（3％）にすぎなかった。このよ
うに，打ち消しの情報が短時間で浸透したの
は，8日が迫り，人びとの間で不安や恐怖が
高まっていたためではないかと考えられる。

8日は午後6時から再び投稿が増えるが，そ
れらの内容はほとんどが否定のリツイートであ
る。

【「8日に本震」ツイートが拡散 気象庁「1週

間は注意が必要」】　

東日本大震災や熊本地震を例に，あす8日

により大きな「本震」が起きるというツイー

トが拡散していますが気象庁は特に8日では

なく，地震発生後1週間程度は常に同じ規

模の地震に注意してほしいとしています。

5時38分）

○いや，8日に本震来るとか言われてるよ

ね。マジで怖いわ（6日午前7時38分）

○注意喚起ならともかく，8日に本震がく

るかのような書き方は良くないです。なに

か根拠でもあるのでしょうか。（6日午前 8 時

40 分）

○「北海道に8日に本震が来る」は根拠な

し ただし地震への警戒は必要（BuzzFeed 

Japan）-Yahoo!ニュース（6日午後1時16分）

○LINEなどでは「自衛隊情報」として「8

時に大きな揺れが予想されている」という

具体的な話も出回っているそうですが，これ

も科学的な根拠はありません。▶「北海道

に8日に本震が来る」は根拠なし ただし地

震への警戒は必要（6日午後 2時38分）

○8日に本震はデマらしい（6日午後 2時46分）

○電気ついたけど 8日に本震くるかもとか

めっちゃ送られてきて生きた心地しない（6

日午後9時8分）

○なんか8日に本震来るとかいうツイートが

流れてきたすごく怖い。私の家，海がめっ

ちゃ近いんだよ。津波が（以下，絵文字は略）

（6日午後9時30分）
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（2）“地鳴りがしているので
大地震が起きる”?

「8日に本震」の流言がようやく沈静に向か
う7日夜以降，「苫小牧で地鳴りがしているの
で大きな地震がくる」という流言が拡散し始め
た 27）。気象庁などの公的機関が苫小牧市で地
鳴りを観測したという事実はない。また，地鳴
りと大地震の因果関係は科学的に証明されて
いない。

一般に地鳴りなどの宏観異常現象は災害発
生後の「後予知流言」で語られることが多い
のだが，今回は「災害再来流言」の中で伝え
られた（Ⅱ-2）。

図6に「苫小牧 地鳴り」のキーワードを含
むTwitterの投稿数の推移を示す（7 ～ 9日）。
検索したのは10日午後 5 時 10 分である。

本来，“地鳴りがした”ということと“地鳴り
がしているので大地震が起きる”ということは
分けて考えなければならないのだが，“大地震
が起きる”という文言がない場合でも，ツイー
トのほとんどが地鳴りは大地震の前兆という
文脈で語られているので，このキーワードで

ヒットした投稿を集計した。
図 6を見ると，「苫小牧 地鳴り」のツイート

件数は7日の夜遅くに急増する。7日午後 10
～ 12 時の投稿内容を見てみる。

○苫小牧で地鳴り起きているらしい，本震

の前兆らしい いやこわすぎやろ（7日午後10

時5分）

○苫小牧で地鳴りしてるらしい，前兆かも

なので要注意。（7日午後10時10分）

○いま苫小牧で地鳴りなってるみたいで近

いうちに本震来るって家内大慌て（7日午後

10時58分）

○え，苫小牧で地鳴りって本当? もうデマ

は本当にやめてほしい。怖いんです。本当に

怖いんです。（7日午後11時25分）

○苫小牧で地鳴りしてるから夜中に大きい

地震くるとか騒がれてるけど本当なの? な

んかもうなにを信じたらいいのかわからな

くて怖い（7日午後11時40分）

○苫小牧のどの辺で地鳴りしてんのさ? 苫

小牧人ですけど，聞こえない（7日午後11時

55 分）

図 6　「苫小牧 地鳴り」のキーワードを含む投稿の推移
　　　　　　　（Twitter 2018 年 9 月 7 ～ 9 日）

　　　　（出典）「Yahoo! リアルタイム検索」2018 年 9 月 10 日午後 5 時 10 分のデータをもとに作成
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投稿からは，「デマではないか」と半信半疑
になりながらも流言に怯える様子がうかがえ
る。ツイートは午前2時を過ぎるといったん小
康状態になるのだが，翌8日の午後6時から
再び急増する。午後6 ～ 9時頃の投稿の特徴
は，自衛隊や海上保安部といったもっともらし
い情報源のクレジットがついたツイートが多く
なることだ。もちろん，自衛隊や海上保安部
の情報というのは事実無根である。

「LINEで情報を聞いた」というツイートが
次 と々投稿されるのも，この時間帯の特徴で
ある。

この頃，8日午後6 ～ 9時にかけて苫小牧
市の災害対策本部には，「地鳴りがして数時間
後に大地震がくるというのは本当か」などと真
偽を確認する電話が殺到していた。当時，災
害対策本部では7人が専従で市民からの電話
に対応していたが，流言の問い合わせを100
件ほど受けたという職員もいた。問い合わせ
の総数は数百件にのぼったものと市では見て
いる。

尋常ではない電話件数に災害対策本部では
「市民の間に相当不安が高まっている」と判断
し，8日午後8時36分にFacebookと市のホー
ムページで地鳴りの流言を打ち消す情報発信
を行った 28）。以下にFacebookの投稿を示す。

【SNS等における情報について】
現在SNS等で，根拠のない情報が拡散さ
れていますのでご注意ください。
具体的には，消防署や自衛隊を騙り「地鳴
り・地響きがなっているので数時間後に大き

○職場LINEで，苫小牧方面で地鳴り云々

の話が回ってきて怖いわぁ（8日午後6時2分）

○またガセ情報ラインきた!苫小牧で地鳴り

してるから，五時間後位に大地震あるって

やつ。（8日午後6時26分）

○教員LINEで，厚真・苫小牧の自衛隊発

信の地鳴り情報が回ってきているのだけど，

その真偽やいかに～（ﾟωﾟ;）～それによる

と大きな揺れがある，とか。( ｰ̀εｰ ́ )（8日

午後7時4分）

○なんかLINEで「厚真や苫小牧で地鳴り」

とか言ってて怖いから水と着替えとりあえず

まとめて飛び出せる準備をしておいた。（後

略）（8日午後8時5分）

○たった今来た情報です。自衛隊情報で，

苫小牧で地鳴りが大きくなっているみたい

で，もしかしたら6 時間以内に地震が起き

る可能性があるそうです（危険）みなさん，

引き継ぎ備えを!!また地震が起きないことを

願います（8日午後6時40分）

○とある知人から厚真に災害派遣に行って

いる自衛隊から先程連絡有りと 苫小牧近辺

での地鳴り，海底十数メートルで活断層の

動きがひどいらしく，午後9 時前後，要注

意らしいです。いつでも避難できるように，

対応よろしくお願いします。とまわってきま

した。♯拡散希望RTお願いします（8日午後

7時31分）

○情報提供! 夕方頃から苫小牧地区で地鳴

り，地響きがなっているようで また大きな

地震が来る可能性があるとの情報が海上

保安部からはいったそうです 念には念をい

れて 今のうちに防災品を備えたり携帯をフ

ル充電したり すぐ逃げられる準備をしてお

いた方がいいかもしれません（8日午後 8 時

55 分）
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Twitter上では，苫小牧市が打ち消し情報
を発信した24分後の8日午後9時以降は，苫
小牧市の公式コメントを引用したり，流言を

「デマ」と否定したりするツイートが大幅に増
え，午後11時以降は流言の投稿は沈静化へ
と向かう。午後9 ～ 11時の投稿総数は122件
であったが，このうち，否定のツイートは83件

（68％），流言のツイートは14件（11％）であっ
た。「8日に本震」の場合ほどではないが，や
はり打ち消し情報は比較的短時間で浸透して
いる。

流言の影響はどうであったのか。苫小牧市
によると，市内の各避難所に避難していた人
の数は，7日から徐々に少なくなり，8日の午後
3時には80人にまで減っていた。それが，同
日午後10時になると3倍以上の246人にまで
急増した。このように避難者数が増えたのは，
流言の拡散によるものと市では見ている。特に
SNSに慣れた若い世帯が多い沼ノ端地区の避
難所では，避難者が8日午後7時にはゼロで
あったのが，午後 10 時には 74 人になった。

このほか，苫小牧の地元新聞社の報道によ
ると「大地震とともに津波がくる」という流言
も出回り，車で高台に逃げた人たちもいたと
いう29）。

「災害再来流言」のこの2例では，小樽の
「断水流言」のように述語が「～らしい」という
推定形から「～する」という確定調に明瞭に変

容する傾向はうかがえなかった。推定形の述
語とともに半信半疑で恐怖感を訴えるものが，
終始一貫して多い。「苫小牧で地鳴り」の場合
には，ツイート件数がまるで噴出するかのよう
に急増する傾向が見られた。

自治体やメディアが発信する打ち消しの情
報がTwitter上で浸透する速度は，被害流言
と比べると速かった。恐怖感情，つまり集合
的興奮の度合いが強い流言の場合は，否定
情報の伝播が速くなる傾向がうかがえる。

Ⅴ SNS 時代の拡散抑制を考える

本稿の事例研究などをもとに，SNS時代の
拡散抑制について主としてメディアの視点から
考えてみる。

1. リアルタイム抑制と流言の時制

TwitterなどのSNSによって，流言は瞬時
に，そして広範囲に拡散する。流言が拡散す
る様子はリアルタイムで可視化される。災害時
の流言の中には，人びとの生命・安全に関わ
り，迅速に打ち消す必要があるものもある。

しかし，自治体や事業者が流言を否定する
情報を直ちに発信するとは限らない。その場
合，メディアは拡散中のリアルタイムで対応を
迫られる。

いま，災害時の流言を動詞の時制によって，
①過去形（～したらしい／～した），②現在進
行形（いま～しているらしい／いま～している），
③未来形（これから～するらしい／これから～
する），の3タイプに分けてみる。

筆者がこれまでに事例研究の対象とした流
言のうち，2018 年6月の大阪府北部の地震で
拡散した「京阪脱線」や「京セラドームの屋上

い地震がくる」「地震計が異常数値を示して
いるので大きな地震がくる」など，不安をあ
おるような情報ですが，これらは全て根拠
のないものですので，冷静な行動をお願い
いたします。（後略）
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に亀裂」（いずれも事実無根）は，①の過去形
のタイプであった。本稿で分析した4例の流言
はいずれも③未来形である。ただ，「電波塔
の電源」の流言は，「一部の基地局のバッテ
リーが尽きて携帯がつながらなくなっている
らしい」という現在進行形のツイートも出てく
るので，②にもあてはまる。

①～③についてメディアによる打ち消し報道
を考えてみる。　

①②を打ち消そうとするときには，過去形
ないし現在進行形で語られている事象が事実
かどうかを確かめる。③の打ち消しに際して
は，未来形で語られている事象が現実に起き
るものかどうか，可能性を確認する。

流言の内容が同じで，時制だけが異なると
して，①～③の各タイプの切迫度を比べると，
②は現在進行形であるから最も切迫感が強い
と考えられる。流言拡散の原動力である人び
との不安や恐怖感を緩和するためには，②も
③と同様に流言の事象が「この先も起きそうに
ないのかどうか」という今後の可能性を確か
める必要が出てくる。

②③はいずれも，可能性が100％「ない」と
言いきれるならば，言説の内容がすべて事実
無根であると打ち消すことができる。しかし，
可能性が少しでもあれば，流言の一部は不確
定となるから打ち消しは「部分否定」の複雑な
ものとなる。

何事によらず，よほど突飛な予測でもない限
り，将来起きる可能性を「絶対にあり得ない」
などと断言するのは難しいものだ。例えば「8
日に本震」は8日に絶対に起きないとは言いき
れない。「地鳴りがして大地震がくる」も，地
鳴りと大地震との因果関係が科学的に証明さ
れていないにすぎない。

小樽市水道局の担当者は，「余震と停電が
続く中で「断水はありません」と断言できるかど
うか，判断が難しかった」と述懐している。結
局，打ち消しのメッセージは「断水の予定は今
のところありません」などの表現にしたという。
「電波塔の電源」にしても，停電復旧の見通

しがはっきりしない中で，あと4時間で携帯端
末が使えなくなる基地局のゾーンが「ない」と
言いきるのは困難であろう。

②現在進行形と③未来形のタイプは，今後
の可能性という不確定な要素を含んでいるの
で，概して保留つき，条件つきの「部分否定」
にならざるを得ない。①と比べると，打ち消し
のメッセージは複雑なものとなりがちだ。流言
をリアルタイムで抑制しようとすれば，これら
②③のタイプと向き合う機会が増えることが予
想される。

2.「デマ」という用語の考察

「電波塔の電源」で「デマ」という用語につい
て触れた。デマという言葉は広い含意を持つ。

デマの原義はデマゴギー（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。関谷はデマを「悪
意ある情報を捏造して伝えること」であり，「語
り手の政治的，経済的，社会的意図を実現す
るために，真実ではないことが意図的に流さ
れる『うわさ』である」としている 30）。デマは作
為のあるウソであるから「虚偽情報」であるが，
流言は作為的なウソではないから「虚偽情報」
にはあたらない。

社会学や社会心理学の分野ではデマは流言
とは異なるとされているのだが，一般的には区
別されずに使われている。「事実に反するうわ
さ」「根拠のないうわさ」や，「流言蜚語」など
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はいずれもデマと称されている。
内閣府は北海道胆振東部地震が起きた9月

6日，Twitterに次のような投稿をしている 31）。

デマはインパクトが強い言葉である。この言
葉が発せられると，「根拠のない不確実な情
報」というよりは「事実無根」という全否定の
ニュアンスが強くなるのではないだろうか。

デマという言葉の使用について，松田美佐
は東日本大震災の際には効果があったとして
次のように述べている。「事実と反する情報を，
いち早く否定するにはわかりやすさが重要であ
る。その際，「デマ」という強く否定的な意味
を持つ言葉が用いられたのは適切であったと
考える」32）。

山口浩はSNSに「何を発信してもよいわけ
ではない」と断ったうえで，SNSは人びとの交
流と自由な意見交換の場であり，不安や憶測
の投稿はむしろ自然であるとしている。事実
の裏づけのない投稿の中には善意で警戒を呼
びかけるものもあり，それらをデマと呼ぶこと
は投稿者を「ウソつき」と罵倒することに等し
いと弊害を指摘している 33）。

北海道胆振東部地震で拡散した流言のツ
イートには，被害の拡大や大地震の再発に
備えて，水や非常用のラジオ，各種防災用品
を用意しておくことなどを呼びかけるものが多
かった。デマという言葉が事実に反する情報
の打ち消しにとどまらず，これら善意の呼び

かけまでスポイルしてしまうおそれはないのだ
ろうか。

SNSによって瞬時に，爆発的に拡散する流
言を迅速に抑制するには，いかなる言葉を用
いればよいのか，デマという用語について議
論を深める時期がきているように思う。

3. 放送の特性と SNS 時代の拡散抑制

災害時には，停電時にも長時間使えるラジ
オが情報収集の基本であるとされている。

北海道胆振東部地震のあとに，NHKが道
内の住民を対象に行ったメディア利用動向調
査（本号の別稿に詳述）などを見ても，ラジオ
による情報収集が断然多く，最も役に立った
ツールの筆頭に挙げられている。ラジオの中に
は手回しで充電できる非常用のタイプもあり，
ツールとしての使い勝手の良さが改めて裏づけ
られた。

一般にラジオによる放送は，字幕などの制
作を伴わないぶん，速報性に優れているが，
情報の随時検索性という点で難がある。リス
ナーは自分が確認したい情報を随時，検索す
ることはできない。それらが放送されるのを
待たなければならない。聞き逃しや聞き間違
い，聞きかじりによる早合点もある。

これはラジオに限らず，放送の特性であり，
テレビの場合にはこの特性を補完するものとし
てデータ放送があるのだが，今回の地震では
停電でデータ放送が使えず，もっぱらネットが
補完機能を担うことになった。

情報の曖昧さを減らすことは，人びとの過
度な不安や恐怖を和らげ，流言の発生や拡散
の抑制につながる。情報の曖昧さを減らすに
は，情報量，内容の正確さに加えて，情報の
伝え方やメディアの特性も関わってくると筆者

【注意喚起】災害時には，インターネット上
に根拠のない不確実な情報いわゆるデマが
投稿されることがあります。公共機関の情
報を確認するなど，こうした情報に惑わされ
ないよう注意してください。
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は考えている。流言など不確かな情報が輻輳
し，人びとが不安に駆られている大災害時に
あっては，個々の視聴者が必要なデータを活
字や表形式でいつでも検索でき，確認できる
デジタルコンテンツが重要な意味を持っている
のではないだろうか。Ⅲで述べたように，SNS
はリンクやシェアの機能によってそれらに容易
にアクセスできる。

流言はTwitterなど SNS上で爆発的に拡散
する。拡散を迅速に抑制するためには，まず
は流言を検出したSNS上で正しい情報の発信
とサイトへの誘導を行い，場合によっては打ち
消し情報を配信することが一番効果的である
と考える。

 Ⅵ おわりに

本稿の目的は，北海道胆振東部地震で飛
び交った流言をTwitterの検索データで分析
し，SNS時代の拡散抑制について考察するこ
とであった。分析と考察の結果は以下の通り
である。
■ 流言の拡散を抑制する基本は，正確な情報

を伝え，情報の曖昧さを払しょくすることで
あるとされている。NHKはネットに放送を同
時配信するとともに，活字と図表，静止画な
どからなる災害情報の多様なコンテンツを提
供した。Twitterや二次元コードなどを使っ
て，それらへの誘導を行った。情報を随時，
検索できるデジタルコンテンツにはラジオ放
送の特性を補い，情報の曖昧さを払しょくす
る効果がある。

■ 被害流言のうち，小樽の「断水流言」は，述
語が「らしい」という推定形から「する」と
いう確定調に変わり，トーンが強くなった。

「電波塔の電源」は「らしい」のまま変化し
なかった。災害再来流言の2例は，「らし
い」という推定形＋「怖い」という恐怖感の
パターンが終始一貫して多かった。「苫小
牧で地鳴り」では，流言のツイートが噴出す
るかのように急激に増えた。急増する際に

「LINEで見た」という投稿が現れた。
■ メディアや自治体が発信した，流言を否定す

る情報には，拡散抑制の効果が見られた。
流言を否定する情報がTwitter上で浸透して
ゆく速度は，小樽の「断水流言」では比較的
ゆっくりとしていたが，「8日に本震」「苫小牧
で地鳴り」では速かった。言い換えると，恐
怖感情の強い，つまり集合的興奮の強い流
言の場合は，そうでない流言に比べて，否
定情報の伝播が速かった。

■ 流言はTwitterなどSNSで瞬時に爆発的に
拡散する。メディアが迅速にリアルタイムで
拡散を抑制しようとすれば，動詞が現在進
行形（いま～しているらしい／いま～してい
る），未来形（これから～するらしい／これか
ら～する）のタイプの流言と向き合う機会が
増えることが予想される。これらは今後の可
能性を見定めることになるので取り扱いが難
しく，打ち消し方は複雑なものとなりがちで
ある。

■ デマという言葉には流言を迅速に打ち消す
即効性があるとされる反面，流言がまだ不
確実な段階で全否定してしまったり，流言に
含まれる善意の言説までウソと決めつけてし
まったりするおそれがある。

筆者は本誌 2018 年11月号に「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～」
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という見出しの拙論を書いた。本稿はいわば
その続編であり，災害時の流言に絞って分析
したものだ。先行研究の部分は，11月号の
記述に加筆した。

本稿で分析した流言のツイートには，「LINE
で聞いた」という投稿も数多く含まれていた。
LINEで発生した流言がTwitter上へと拡散
したのではないかとの見方もあるようだが，
LINEはメールと同様にプライベートのクロー
ズドな情報空間であるので，踏み込んで分析
することができなかった。いずれウェブ調査な
どの量的研究で検証してみたいと思う。

流言のツイートには，述語のトーンが強く
なってゆくものと，そうでないものとがあった。
この差は何であるのか。また，恐怖感情の強
い場合ほど否定の情報が迅速に浸透する傾
向が見られたが，これは普遍的な傾向と言え
るのか。これらの点についても，拡散の社会
心理を探る量的調査によって明らかにしたい
と考えている。

最後に，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） 震源，震源の深さ，マグニチュードはいずれも

暫定値。「平成 30 年北海道胆振東部地震」は気
象庁が定めた名称。

 2） 気象庁「「平成 30 年北海道胆振東部地震」につ
いて（第 9 報）」（2018 年 9 月 20 日）および内
閣府「平成 30 年北海道胆振東部地震に係る被
害状況等について」（2018 年 10 月 29 日 17 時
30 分現在）

 3） 内閣府「平成 30 年北海道胆振東部地震に係る
被害状況等について」（2018 年 10 月 29 日 17
時 30 分現在）

 4） 北海道電力「北海道胆振東部地震対応検証委員
会 最終報告（案）」（概要版）（2018 年 12 月 5 日）

 5） 内閣府「平成 30 年北海道胆振東部地震に係る
被害状況等について」（2018 年 9 月 27 日 18 時
現在）

 6） 総務省「平成 30 年北海道胆振東部地震による
被害状況等について」（2018 年 9 月 27 日）

 7） 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）

 8） 三上俊治「災害情報と流言」廣井脩編著『災害
情報と流言』（北樹出版，シリーズ情報環境と
社会心理 7，2004年）

 9） 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）。原題
は「THE PSYCHOLOGY OF RUMOR」であり，
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。

 10） 前掲 7）
 11） シブタニは人びとの緊張のレベルが高まるにつ

れ，流言の内容について無批判になってゆく一
般的な傾向を示しているが，たとえ緊張のレベ
ルが高まっても，人びとが情報の正確性を確認
しようとし，批判能力が損なわれない場合もあ
り得るとしている。

 12） Knapp, R.H.「A Psychology of Rumor」『Public 
Opinion Quarterly, 8』（1944）

 13） 廣井脩『流言とデマの社会学』（2001 年，文春
新書）
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 14） 関谷直也「災害流言」田中淳・吉井博明編『災
害情報論入門』（2008 年，弘文堂，シリーズ 
災害と社会 7）

 15） 荻上チキ『検証 東日本大震災の流言・デマ』
（2011 年，光文社新書）

 16） 川上善郎『うわさが走る～情報伝播の社会心理
～』（1997 年，サイエンス社，セレクション社
会心理学 16）

 17） このほか，インターネットテレビ局の AbemaTV
は，臨時チャンネルを開設し，給水所や交通情
報などの被災者向け情報を伝え続けた。

 18） NHK 報道局ネットワーク報道部の担当責任者
による記録。 

 19） 一般に「断水」とは自治体などの公的機関の施
設から給水ができない状態を指す。マンション
の場合，受水槽まで水が送られていても，上階
に水をくみ上げるポンプが停電や故障によって
止まれば，非常用の発電機がない限り，上階で
は水が出なくなってしまうが，ポンプを維持管
理しているのはマンションの管理会社などであ
り，こうした個々の建物の事情によるケースは
本稿では「断水」としては扱わない。

 20） https://www.j-cast.com/2018/09/06337927.
html

 21） https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/
keitai-4hours

 22） h t tp s : / / tw i t t e r . c om/b f j news/s t a tus/
1037554745530036224

 23） 藤代裕之「「4 時間後に携帯が使えなくなる」は
デマなのか ? 安易な記事化が被災地の混乱を増
す」（2018 年 9月13日 YAHOO! JAPAN ニュー
ス）
https://news.yahoo.co.jp/byline/fu j i s i ro/
20180913-00096455/

 24） https://www.buzzfeed.com/jp/yoshihirokando/
quake-tweet

 25） https://twitter.com/nhk_seikatsu/status/
1038013586658930688

 26） Yahoo! リアルタイム検索を使用した 9 月 10 日
時点。

 27） 苫小牧市のほかに，「厚真町で地鳴りがして大

地震がくる」といった流言も 8 日夕刻から拡散
しているのが Twitter 上で確認されている。

 28） 苫小牧市ホームページ
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
kurashi/bosai/jishin/keikai/iburitoubujisin.
html

 29） 苫小牧民報 2018 年 9 月 12 日付紙面
 30） 関谷直也『「災害」の社会心理』（KK ベストセ

ラーズ，ワニ文庫，2011 年）。関谷は「うわさ」
を「根拠がはっきりせず，真実かどうかわから
ない話」とし，うわさを「流言」「都市伝説」「ゴ
シップ」「デマ」の 4 つの類型に分類している。

 31） https://twitter.com/cao_bousai/status/
1037538251299479552

 32） 松田美佐『うわさとは何か ネットで変容する
「最も古いメディア」』（2014 年，中公新書）。
無論，この松田の指摘は，流言が事実無根であ
ることが確認されている場合である。

 33） 山口浩『「デマ」と呼ぶのはやめよう』（2018
年 9 月 15 日 YAHOO!JAPAN ニュース）
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamaguchihir
oshi/20180915-00096926/
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