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や健康，経済的資産を損なったり，民主主義
社会の健全な世論形成を蝕んだりして，社会
に悪影響を及ぼすおそれがあるものが多くあ
る。それらが拡散する様子がリアルタイムで可
視化される以上，マスメディアとしては誤情報・
虚偽情報を迅速に否定し，それらに惑わされ
ないよう呼びかける打ち消し報道を行う必要に
迫られることになる。

無論，打ち消し報道を迅速かつ効果的に行
うことは容易ではなかろう。では，具体的にど
のような困難があるのだろうか。筆者は2018
年に起きた大阪府北部の地震や北海道胆

い

振
ぶり

東
部地震などで拡散した誤情報・虚偽情報の打
ち消し報道について，調査研究を行ってきた。
本稿では，これまでの調査研究をもとに，打
ち消し報道を行うに際して留意すべき事柄を
筆者なりに整理してみることにする。そのうえ
で，打ち消し報道の大前提となる「信頼」につ
いて考えてみたい。

最初に断っておくが，本稿でマスメディアを
選んだのは，取材力と情報伝達力が強力で誤
情報・虚偽情報の拡散抑制に一定の影響力が
あると考えたからである。

─Ⅰ─はじめに

筆者はNHK報道のOBで，1975 ～ 91年に
かけて記者の仕事をしていた。筆者の現役時
代にも世の中には事実の裏づけのない怪しげ
な情報“ガセネタ”の類いが氾濫していた。

ガセネタは相手にせず，ひたすら正しい情報
だけを集めては，記事にしていた。巷でうわさ
になっている誤情報や虚偽情報を打ち消す記
事を書いた記憶はない。だいいち，誤情報・
虚偽情報がどれほど世の中に拡散し，人びと
にどんな悪影響を及ぼしているのかを簡単にう
かがい知ることはできなかった。

今も昔も，誤情報・虚偽情報が氾濫してい
ることには変わりはない。しかし，それらが拡
散する様相は激変した。流言やデマ，フェイク
ニュースなどの誤情報・虚偽情報は，インター
ネットやSNSの普及によってかつてないほど広
範囲に，そして瞬く間に伝播するようになった。
しかも，Twitterのリツイートなどによって，そ
れらが社会に拡散してゆくプロセスがリアルタ
イムで可視化される。

誤情報・虚偽情報の中には，人びとの安全
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─Ⅱ─誤情報・虚偽情報の
　　　　　　───────────一般的特性

打ち消し報道を行うにあたって留意すべき
事柄を述べる前に，誤情報・虚偽情報の基本
的な特性を踏まえておきたい。というのは誤情
報・虚偽情報のタイプによって，留意すべき事
柄が違ってくる場合があるからだ。

本稿では誤情報は「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」
の意味で使うこととする。誤情報・虚偽情報は，
市井のうわさ系，マスメディア系，行政系の3
つに大別される。フェイクニュースについては
後述する。

うわさ系とは「巷の人から人へと伝わってい
く，事実の裏づけのない情報群」であり，流言，
デマ，ゴシップ，都市伝説などである。マスメ
ディア系とはマスメディアの誤報と虚偽報道，
行政系とは政府や自治体など行政機関による
誤報の発表，世論誘導のための虚偽の情報操
作などである。

図1は，各タイプを誤情報と虚偽情報に分
け，社会に対する悪影響の度合いを示したも

のだ。マスメディアや行政機関は，情報伝達
力が強力で人びとの生活や世論形成に大きな
影響力を持っているので，それらが発信する
誤情報・虚偽情報が及ぼす悪影響の度合いは，
一般的に見て大きいと考えられる。

行政機関，マスメディアは先行研究で「制
度的コミュニケーションチャンネル」と位置づ
けられている1）。それらが発信する情報を四角
形の枠で囲った。だ円形の枠で囲ったのは市
井の非制度的コミュニケーションチャンネルか
ら発信される情報である。

うわさ系のうち，流言とは，揣
し ま

摩臆測による
根拠のない情報が，人びとの不安や恐怖，怒
りなどの感情によって拡散してゆくものだ。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がある。したがって，
流言のすべてが誤情報であるわけではない。

デマは，日本では流言などと区別されず
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，「特定の

図1　誤情報・虚偽情報の分類と悪影響の度合い
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人物や組織を誹謗中傷する意図で捏造された
虚偽情報」とする。流言と異なるのは，悪意に
よる作為性だ。

ゴシップは，身近な知人や友人，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。社会性はあまりない。事実に反するゴシッ
プは誤情報ないしは虚偽情報である。都市伝
説は，70年代後半に全国の小学生の間に拡散
した「口裂け女」のように，人びとの娯楽や気
晴らしに語られる作り話である。概して反社会
性は強くない。だから，その真偽が問題とされ
ることは少ない。

フェイクニュースの定義はさまざまで，用語と
してはかなりあいまいな使われ方をしているの
だが，概して言えば，「SNSなどネットを通じて
拡散する虚偽のニュースで，悪ふざけや広告代
稼ぎ，信条的な世論誘導を目的とするもの」とさ
れることが多い。これらは，基本的には市井の
非制度的コミュニケーションから発信される虚
偽情報であり，さしあたり本稿では「狭義のフェ
イクニュース」と位置づけることにする（図 2）。

しかし，国家のダミー組織がボット（bot）や
トロール（Internet troll）2）などによって謀略宣

伝や世論操作の虚偽情報を流したり，それら
を党派色の強いマスメディアが流布したりする
ことも，フェイクニュースとして扱われている。
このため，制度的コミュニケーションチャンネ
ルの行政系やマスメディア系が流す虚偽情報
を，市井の狭義のフェイクニュースやデマととも
に「広義のフェイクニュース」と分類した。

誤情報・虚偽情報が社会に及ぼす悪影響の
切迫性を考えると，「急性」「亜急性」「慢性」
が考えられる。「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
産を害するおそれがあることを意味する。一方，

「慢性」とは民主主義社会の健全な世論形成を
徐々に蝕んでゆく誤情報・虚偽情報を指す。

急性・亜急性の場合には，できるだけ迅速
に拡散を抑制する必要がある。機動的な取材
力と強力な速報力，広範な情報伝達力を持つ
マスメディアの役割は極めて重要である。

─Ⅲ─打ち消し報道に際しての留意点

1. 正確な情報は拡散力が弱い

一般に，誤情報や虚偽情報がSNSなどで拡

図2　フェイクニュースの位置づけ
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散するスピードは，正確な情報よりもはるかに
速いとされている。拡散する範囲も誤情報・虚
偽情報のほうが広い。

MIT（マサチューセッツ工科大学）の研究チー
ムが2018年に公表した調査結果によると3）， 
Twitter上で偽のニュースが1,500人のユーザー
に届く速度は，正確なニュースの6倍も速かっ
た。また，偽ニュースのほうが正確なニュース
よりも優に70％はリツイートされやすかった。こ
のように偽ニュースの拡散力が強力なことにつ
いて，MITの研究チームは，偽ニュースのほう
が正確なニュースよりも「novelty（新奇性）」が
あるためではないかとしている。このnoveltyと
いうのはニュース性と同義であろう。

MITの調査で言う正確なニュースとは，誤
情報・虚偽情報を訂正する打ち消し情報その
ものを指しているわけではないが，打ち消し
情報も偽ニュースに比べるとnovelty＝ニュー
ス性が低い。いや，ニュース性が“乏しい”と
言ったほうがよいかもしれない。

最大震度6弱を観測した2018年6月の大阪
府北部の地震では，「京阪（電鉄）の電車が脱
線した」「京セラドーム大阪の屋上に亀裂が入っ
た」といった流言が飛び交った。いずれも事
実無根の誤情報で，NHKなどのメディアが打
ち消し報道を行った。

ニュース性という点から考えてみると，電車
が地震で「脱線した」というのは大ニュースで
あるが，それに比べて「脱線していない」とい
うのはニュース性が乏しい。また，「大規模集
客施設の屋根に亀裂が入った」というのであれ
ば大きなニュースだが，「異常がない」というの
は果たしてニュースと言えるだろうか 4）。  

かつて，マスメディアの間で打ち消し報道が
あまり顧みられなかった理由の一つには，この

ようなニュースバリューの問題があったのでは
ないかと思う。しかし，冒頭で述べたように，
打ち消し報道をしなくても済むような時代状況
ではなくなった。

打ち消し情報の拡散力が弱いというのであ
れば，打ち消し情報を繰り返し丁寧に伝える
必要がある。

筆者のこれまでの調査研究から言うと，災
害時の流言によって人びとが強い恐怖感情を
抱いているときには，流言を打ち消す情報は
比較的速く伝わる傾向が見られた。

2. 打ち消し報道はタイミングを
　 見計らう必要がある

マスメディアは情報伝達力が強力だから，
打ち消し報道をすると，誤情報や虚偽情報を
まだ知らない人びとにまで伝えることになる。

大阪府北部の地震から2か月後に，東京大
学と民間の調査会社のサーベイリサーチセン
ターが共同で行った調査 5）によると，「京セラ
ドーム大阪の屋上に亀裂」の流言を見聞きした
人は有効回答の800人中150人であった。この
流言を知った主なメディアを複数回答で尋ね
たところ，「テレビニュース」が最も多く，次い
で「Twitter」，3番目が「Twitter・Facebook・
LINEを除くSNSやインターネット」などの順で
あった。また，「地震でシマウマが脱走した」
という虚偽情報（フェイクニュース）を見聞きし
た人は800人中146人で，この虚偽情報を知っ
た主なメディアは複数回答で「テレビニュース」
が最も多く，2番，3番とも「京セラドーム大阪」
と同様の順番であった。

打ち消し報道は，拡散している情報が誤っ
ていたり，ウソであったりすることを伝えるとと
もに，それらに惑わされないよう，またそれら
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をほかの人に伝えないよう呼びかけるものだ。
だから，打ち消し報道によって初めて誤情報
や虚偽情報を知った人びとがそれらを拡散す
るとは限らない。

しかし，前述の通り，誤情報・虚偽情報の
拡散力が強いのは新奇性，ニュース性がある
からであり，それに比べて打ち消し情報は新
奇性に乏しい。打ち消し報道の呼びかけが人
づてに伝えられていくうちに脱落し，印象強烈
な誤情報・虚偽情報の部分だけが格好の話題
として伝えられてゆく可能性がある。

そうなると，誤情報・虚偽情報の拡散を抑
制するための打ち消し報道がかえって拡散を促
すことになってしまう。

このような現象を最小限に抑えるためには，
打ち消し報道を行うタイミングを見計らう必要
がある。タイミングが早すぎると，つまり誤情
報・虚偽情報が拡散していないのに打ち消し
報道を行うと，新奇性のゆえにかえってそれら
を広めてしまうおそれがある。タイミングが遅
すぎれば，誤情報や虚偽情報による悪影響を
抑止するのが後手に回ってしまう。

Twitterなど SNSでは，誤情報・虚偽情報
がどの程度拡散しているかがリアルタイムで可
視化される。ある程度以上の拡散が確認でき
た段階で，まずは実際に拡散しているSNSに
打ち消し情報を投稿するのが基本となるであろ
う。そうすれば，誤情報・虚偽情報をまだ知
らない人に広めてしまう可能性を減らすことが
できるのではないか。

3. 打ち消し報道への抵抗・反発もある

繰り返すが，打ち消し報道は，誤情報・虚
偽情報に惑わされないよう，それらを広めない
よう人びとに呼びかけるものだ。誤情報・虚偽

情報と知らずにそれらが事実であると信じ，ほ
かの人に伝えたいと思っている人の「態度変容」
を促すものであるから，打ち消し報道は説得
的コミュニケーションの性格を持つと考える。

自分が信じ，あるいは信じたいと思っている
情報を否定され，他人に伝えたいという気持ち
にブレーキがかけられれば，誰しもそのような
説得に対して「リアクタンス（抵抗）」を感じる
ことがあるだろう。

ただ，リアクタンスがあるとしても，説得者
を信頼していれば，誤情報や虚偽情報を信じ
るのをやめ，ほかの人に伝えるのを思いとどま
る態度変容が可能である。したがって，リアク
タンスを減じ，打ち消し報道を効果的なものと
するためには，メディアに対する人びとの信頼
が非常に重要である。メディアに対する不信
が高じてくると，リアクタンスよりもさらに強烈
な反発が生じ，誤情報・虚偽情報への確信を
逆に強めてしまう「バックファイア効果」が働く
こともある。

大阪府北部の地震でNHKの生活・防災on 
Twitterは次のような，誤情報・虚偽情報を打
ち消すツイートをした。

【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。

　　（2018年6月18日午後 2時7分）

「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。

　　　（2018年6月18日午後3時36分）
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　2つのツイートは，リツイートがそれぞれ
9,403件と1万4,914件，「いいね」が3,337件と
7,507 件であった 6）。しかし，打ち消しのツイー
トに対するリプライ（返信）を見てみると，
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管制のようだ
といった趣旨の，NHKの打ち消し報道に対す
る反発と不信を露わにした投稿が見られた。
　2つのツイートは，「惑わされないでください」
とか「広めないでください」といった行動指南
型の表現は避け，事実関係のみを提示してい
る。「～しないでください」といった行動指南型
のメッセージは，高い津波の襲来時のような，
よほどの緊急時でない限り，リアクタンスやバッ
クファイア効果を招くおそれがある。マスメ
ディア不信の中ではなおさらである。

NHKはTwitter以外にテレビでも打ち消し
報道を3回行っている（2018年6月18日午後3
時55分以降）。これらのニュース原稿では，マ
スメディアによる行動指南型のメッセージが視
聴者の反発を招くおそれがあることから，「未
確認の情報をむやみに拡散しないように」とい
う大阪府や熊本市の大西一史市長の呼びかけ
を伝えている。

熊本市長は，事実無根の情報が拡散した
熊本地震の経験から，大阪府北部の地震でも
Twitterに投稿していたもので，被災体験を持
つ首長の呼びかけをテレビニュースで伝えるこ
とができたのは，打ち消し報道に伴うリアクタ
ンスやバックファイア効果を減じるうえで，効果
があったのではないかと考える。

昨今のマスメディア不信を考えるとき，打ち
消し報道のメッセージには，受け手の心理へ

の配慮が必要となる。

4. 流言のすべてが誤情報ではない

Ⅱでも述べたが，流言とは人びとの揣摩臆
測による根拠のない情報が，拡散してゆくもの
だ。しかし，必ずしもすべてが誤情報とは限ら
ない。流言の一部は事実である場合もあるし，
結果的に憶測が当たって流言が事実となること
もある。災害時などに「飲料水が不足してい
る」という流言が広まって人びとが一斉に買い
だめをしたために，スーパーやコンビニの在庫
が払底し，結果的に流言が事実となってしまう
ということも，まれに起こり得る（予言の自己
成就）。

災害時などに発生する流言は動詞の時制に
よって，ⓐ過去形（～したらしい/ ～した），ⓑ
未来形（これから～するらしい/これから～す
る）の2つのタイプに大別される7）。

大阪府北部の地震で拡散した「京阪電車が
脱線した」や「京セラドーム大阪の屋上に亀裂
が入った」の流言はⓐの過去形のタイプであっ
た。ⓐを打ち消そうとするときには，過去形で
語られている事象が実際に起きたのかどうか
を確認することになる。

一方，2018年9月6日に発生した北海道胆
振東部地震では，「○○市でこれから断水す
る」「（2日後の）8日に本震が起きる」など，ⓑ
未来形のタイプの流言が飛び交った。ⓑを打
ち消そうとするときには，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。

しかし，何事によらず，よほど突飛な予測で
もない限り，将来の可能性を「絶対にあり得な
い」などと断言するのは難しいものだ。
「8日に本震」の例で言えば，8日という特定
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の日付に根拠がないだけなのであって，気象
庁は6日から「1週間程度は最大震度7程度
の地震に注意するよう」呼びかけていた。つま
り，ⓑの未来系のタイプは，将来の可能性と
いう不確定な要素を含むので，打ち消しのメッ
セージは概して“部分否定”の条件つき，保
留つきのセンシティブなものとなりがちだ。

日本国内では，流言も「デマ」と呼ぶのが一
般的である。厳密に言えばデマというのは悪
意による虚偽情報を指すのだが，「根拠のない
不確実な情報」の意味でも使われている。デ
マという言葉はインパクトが強い。打ち消し報
道の見出しに使えば，誤情報・虚偽情報を即
座に否定する分かりやすさがあるだろう。しか
し，その反面で流言のすべてを事実無根やウ
ソと印象づけてしまうおそれがある。デマとい
う言葉の使用には，慎重な配慮が必要である
と考える。

5. 偽画像は巧妙化する 

“Seeing is believing”（百聞は一見にしか
ず）。ヒトはビジュアルな情報を信用しやすい。
偽画像の拡散は，SNS時代の虚偽情報の特徴
とも言える。インドの農村部では，2018年7月
にSNSで児童誘拐の偽動画を見た村人が集団
で，無関係の5人を殺害する事件が起きた。

日本国内では，2016年の熊本地震でTwitter 
に「動物園からライオンが逃げた」という趣旨
の，写真つきのフェイクニュースが投稿された。
写真は外国で撮影されたもので，夜の街をうろ
つくライオンが写っていた。ツイートはたちまち
拡散し，熊本市動植物園には問い合わせの電
話が殺到した。

大阪府北部の地震で拡散した「シマウマ脱
走」のフェイクニュースは，Twitterの投稿に

写真が添付されていた。写真は大阪とはまった
く無関係の，過去に国内で撮影されたものだっ
た（画像1）。偽画像を投稿する動機は，面白
半分の悪ふざけがほとんどだ。

ネット上に虚偽情報などを流して人びとの注
目を集めることを「釣り」というが，マスメディ
アが釣られてしまうこともある。2018 年の西日
本豪雨の際には，アルミ工場の爆発事故の偽
動画を複数の社が本物と真に受けて報道して
しまった。動画は過去に中国で起きた爆発事
故の映像だった。何とかして最新の映像を速
報したいという緊急報道時の心理を突かれた。

偽画像はAIのマシンラーニング（機械学習）
などを悪用して，ますます巧妙化するおそれが
ある。「ディープフェイク（deepfake）」と呼ば
れる偽動画がそれだ。アメリカでは，メディア
や大学などの研究機関がディープフェイク対策
の研究を進めている。

ウォール・ストリート・ジャーナルの研究開
発部門のチーフ，Francesco Marconiと同社
のリサーチフェロー，Till Daldrupによると，
ディープフェイクを作るテクニックには次のよう
なものがある 8）。

（注）2018 年 6月18日放送。画像はツイートに添付されていたもの

画像1　「シマウマ脱走」の虚偽情報などに
注意を呼びかけるNHKニュース
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認したいと思っても，それらが再度放送される
のを待たなければならない。

放送波の特性として，不特定多数の広範な
視聴者に情報をpushする伝播力には優れてい
るが，データ放送以外は情報の随時検索性の
点で難がある。加えて，情報の確認には，音
声や映像を主体とするメディアより活字媒体の
ほうが，何度も読み返すことができるので有利
である。

NHKでは，2018 年の関東地方の大雨や北
海道胆振東部地震の際，テレビ放送の逆 L字
画面に二次元コードを貼りつけ，スマホなどで
ウェブサイトのライフライン情報（活字・表形
式のデータ）などにすぐにアクセスできるように
した。

先行研究によると，流言の拡散を抑える基
本は，まずは正確な情報を伝えることである9）。 
二次元コードを使って視聴者をネット上の正確
なコンテンツに誘導する措置は，随時検索性
に難がある放送波の特性を補い，誤情報・虚
偽情報が拡散するのを抑制する効果がある。
視聴者は自分が見聞きした不確かな情報を
ネットのコンテンツと照合して正誤・真偽を判
断できる。

打ち消し報道は正確な情報提供の次のス
テップであり，個々の誤情報・虚偽情報を否定
するものだ。誤情報・虚偽情報の中には，放
置すれば短時間で人びとの生命・安全を害す
るおそれがある急性の“毒性”を持つものがあ
る。急性の場合には，視聴者が打ち消し報道
の個別の記事をすぐに確認できるのが望まし
い。放送からネットの記事へとダイレクトにアク
セスできれば，さらに拡散抑制の効果が上が
るであろう。

ⓐフェイススワップ（Faceswap）:ビデオに映っ
ている人物の顔を，別人の顔にごく自然に入
れ替えるテクニック。

ⓑリップ シンク（Lip Sync）：唇の動きを別人の
ものにすり替える。音声と組み合わせて，実
際には発言していないことを発言したかのよ
うに見せかけることができる。

ⓒフェイシャル リイナクトメント（Facial re-
enactment）：顔の表情を別人のものに移し替
える。ビデオに映っている人物が怒ったり，
むかついたりしているように見せかけること
ができる。

ⓓモーション トランスファー（Motion trans-
fer）: 身ぶり手ぶりを別人のものに移し替える。
このテクニックを使うと，ビデオ中の人物に，
プロのダンサーの動作をさせることができる
という。

ディープフェイクが政治的な対立者を貶める
プロパガンダやマイノリティーに対するヘイトに
使われ，SNSで拡散するおそれがある。アメ
リカでディープフェイクを見分ける技術の研究
が進められているのは，2020年の大統領選挙
を見越してのことだ。

ディープフェイクを生み出すAIの機械学習の
手法は広く公開されている。日本国内でディー
プフェイク拡散のおそれなしとは言えない。巧
妙な偽動画は，打ち消し報道にとって看過で
きない問題である。

6. 放送の特性と打ち消し報道を考える

ラジオを聞いていて，時には聞き逃しや聞き
間違い，聞きかじりによる早合点をすることも
ある。テレビも基本的に同様である。ラジオ・
テレビで伝えられた情報を視聴者が急いで確
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─Ⅳ─打ち消し報道と信頼

打ち消し報道は人びとの信頼が大前提であ
る。信頼が得られなければ，誤情報・虚偽情
報の拡散抑制はできない。「マスメディアとい
う組織に対する信頼」と「マスメディアの報道
に対する信頼」は必ずしも同じではないが，少
なくとも前者がなければ，後者もおぼつかない
であろう。

欧米では，新聞や放送など伝統的メディア
の信頼度は低下傾向にある。ネットの台頭が主
な原因とされている。日本の新聞・テレビは，
各種の世論調査を見る限り比較的高い信頼度
をキープしている。しかし，若い世代を中心
に伝統的メディアへの接触時間は年々減少し，
逆にネットへの接触時間は増え続けている。
そのネット上には大手の新聞社やテレビ局を痛
烈に批判し，揶揄する投稿があふれている。

「報道が偏向し，事実が歪められている」とい
う指摘が多々見られる。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。

事実かどうかによらず，信じたい情報を信じ
る「ポスト・トゥルース」の風潮やフェイクニュー
スとの関連で，「エコーチェンバー現象」「フィ
ルターバブル」「サイバーカスケード」といった
言葉が使われることがある。

エコーチェンバー現象というのは，SNSなど
で同じ考え方の人びとと交流していると，自分
とそっくりな意見がエコーのように跳ね返って
くるので，意見がどんどん大胆になり先鋭化し
てゆくことを指す。フィルターバブルは，検索
エンジンなどプラットフォームのアルゴリズムに
よって，ネット利用者の興味や関心を引きそう
な情報が優先的に提供される情報環境，サイ
バーカスケードとは，偏った情報選択によって

人びとの考え方が一気に極端化する「集団極
性化」を意味する。

エコーチェンバー現象やサイバーカスケード
の真っただ中にいる人は，伝わってきた情報
や言説が「事実に反するのではないか」と思っ
たとしても，自分が属する集団の凝り固まった
考え方に異を唱えることを差し控えることが多
い。このため，誤情報や虚偽情報が抑制され
ずにSNS上で拡散しやすくなる。

このような偏った情報環境のもとでは，誤情
報や虚偽情報を固く信じ込んでいる人びとが打
ち消し報道に接しても，なかなか信じようとは
しないだろう。無視したり，反発したりするこ
とが予想される。最悪の場合にはバックファイ
ア効果によって，かえって誤情報・虚偽情報へ
の確信を強めてしまうおそれがある。

エコーチェンバー現象やサイバーカスケード
といった概念は欧米で生み出されたものだ。
筆者の知る限り，日本国内で集団極性化のサ
イバーカスケードが明確な形で測定されたこと
はない。

NHK放送文化研究所が2018年6月に行っ
た「情報とメディア利用」に関する世論調査 10）

によると，「自分が知りたいことだけ知ってお
けばいい」という考え方に「あてはまる」「まあ
あてはまる」と答えた人は16 ～ 69歳の回答者
全体（2,369人）では31％，SNSの利用が比較
的多い39歳以下の男女726人中では，38％の
279人だった。そして，279人のうちの80％は

「自分にとっては，数は少なくても決まった情
報源があればいい」に「あてはまる」「まああて
はまる」と答えている。

また，「自分の好きなものに対する情報や
他人の意見は好意的なものだけを知りたい」か

「否定的なものでも知りたい」かを尋ねたとこ
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ろ，「否定的なものでも知りたい」に「近い」「ど
ちらかといえば近い」と答えた人が回答者全体
の60％，「好意的なものだけ知りたい」に「近
い」「どちらかといえば近い」と答えた人が40％
だった。

このデータから，日本でサイバーカスケード
による誤情報・虚偽情報の拡散が起きやすく
なっているのかどうかを判断することは難しい
が，その下地がまったくないとは言いきれない
ように思える。

社会学者のNiklas Luhmannによると，ヒ
トは現代社会にあって何らかのシステム（組
織・制度）を信頼することで，社会の複 雑
性に対処する労 力を省いているという11）。
Luhmannはこの機能を「社会的な複雑性の
縮減メカニズム」と呼んだ。縮減メカニズムの
担い手は，社会が機能的に分化し複雑化する
につれて，馴れ親しみ→人格的信頼→システム
信頼へと変化してきた。

客観的な事実よりも，信じたい情報を信じ
るポスト・トゥルース時代にあっても，ヒトは
状況に応じて縮減メカニズムを自在に働かせ
ながら難題に対処しようとするであろう。

大災害などの緊急時で人びとが強い不安や
恐怖感を抱いているときには，あまり信頼して
いないテレビ局であっても，また信じたい情報
を打ち消す報道であっても，マスメディアの取
材力と専門性を“とりあえず，方便的に”信じて
みようかという心理が働くことが考えられる。

人びとの生命や安全，資産に短時間で悪影
響を及ぼすおそれがある，急性・亜急性タイ
プの誤情報・虚偽情報の場合には，打ち消し
報道はリスク回避という趣旨が分かりやすいの
で，比較的受け入れられやすいのではないか。

一方，「慢性タイプ」の打ち消し報道はどう
だろうか。慢性タイプの誤情報・虚偽情報は
政治や経済，国際問題，歴史といった分野で
多く見られる。それらは往々にして何らかの主
義・主張，思想，党派的利害などと強く結び
ついている。2016年のアメリカ大統領選挙，
翌年のフランス大統領選挙で飛び交った虚偽
情報の多くがこのタイプである。

慢性タイプの打ち消し報道を行う理由は，
さまざまな価値観を持つ人びとが事実をベース
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ないようにするためな
のだが，人びとにとって急性・亜急性のものほ
ど分かりやすくはない。一時的な方便としてマ
スメディアの打ち消し報道を信頼してみようか
という心理は働きにくいのではないか。なぜ，
その情報を選んで打ち消すのか，人びとが納
得しうる理由を明快に説明するのは，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。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。

打ち消し報道の対象を選ぶときには，どうし
ても記者の価値判断が入る。それゆえにこそ，
打ち消し報道の「公益性」をいかにクリアに説
明するかが追求されなければならない。

─Ⅴ─おわりに

筆者は本誌2018年11月号に「流言・デマ・
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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～」，
2019 年2月号に「『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
～」という表題の拙論を書いた。

 本稿は，それら拙論の執筆や調査研究の
過程でノートに書きとめておいた重要と思われ
る事柄のうち，マスメディアの打ち消し報道に
関わる部分を抜き出して文字通り「調査研究
ノート」としてまとめたものである。

流言やフェイクニュースなど誤情報・虚偽情
報の拡散と抑制のメカニズムについては，古く
は社会学や心理学，最近では計算社会科学と
いったさまざまな学問領域からのアプローチが
なされ，知見が積み重ねられてきている。しか
し，マスメディアによる打ち消し報道にフォー
カスした研究は，筆者の知る限り内外を問わ
ず昔から少ない。

いまやマスメディアは，SNS上で爆発的に拡
散する誤情報・虚偽情報をリアルタイムで抑制
する困難に直面している。打ち消し報道の大
前提となる信頼も，欧米などではすでに大きく
揺らいでいるようだ。ディープフェイクに見られ
るように，テクノロジーの進歩によって誤情報・
虚偽情報のテクニックは一段と巧妙化してゆく
おそれがある。　

この先，マスメディアが迅速，的確に打ち消
し報道を行うためには，スキルアップのための
ノウハウの蓄積が欠かせない。そうした思いか
ら書いたのが本稿である。

本稿Ⅱの一般的特性とⅣの信頼のパートは，
2018年11月号の記述を筆者の最新の考え方を
もとにまとめ直したものであることを，最後に
お断りしておく。

（ふくなが ひでひこ）
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