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アジアではソーシャルメディアの普及により，さまざまな誤情報や偽情報が出回っている。こうした中，2019年12
月の上旬，シンガポールで，“APAC Trusted Media Summit 2019”（「アジア太平洋地域・信頼されるメディアサミッ
ト2019」）が開催され，メディア関係者やファクトチェックを行っている団体などからおよそ270人が参加した。いわ
ゆる「フェイクニュース」にどう対抗していくか，そのための最新の知見を共有した。塩﨑と小笠原もこの会議に参加
し，本稿はその報告である。

参加者全員が集まった会合で，GoogleやFacebookなどのプラットフォーム側の対応が紹介されたほか，総選挙
などをきっかけに行われたメディアの垣根を越えたファクトチェック連携での成果や，見えてきた課題などが共有さ
れた。また「ディープフェイク」と呼ばれる本物と見分けのつかない精巧な偽の映像などを使った投稿にも注意を呼
びかけた。発言内容の事実関係を検証するファクトチェックに加えて，真偽が不明なまま出回っている情報を見極め
る「ベリフィケーション」や，そのために有効な無料のウェブサービスやツールを使いこなすためのワークショップな
ども開催された。こうした部分をPart 1として塩﨑が執筆を担当した。

また，アジア各国でメディアリテラシー教育を進める香港大学の鍛治本正人准教授によるニュースリテラシーの
ワークショップも3日間にわたって開催され，およそ60人が参加し，各自の活動報告などを通じて交流を深めた。
Part 2ではその内容を小笠原の要約で紹介する。

1. 会議の概要

2019年12月6〜11日に，Google News Ini-
tiativeや米 Poynter研究所1）などの主催で，
APAC Trusted Media Summitがシンガポー
ルで開かれた。今回は28の国と地域からおよ
そ270人が参加し，いわゆる「フェイクニュース」
にアジア太平洋地域として，どう対応していく
のか，その現状と課題，最新の知見を共有し
た。

2016 年のアメリカ大統領選挙ではソーシャ
ルメディアを通じて誤情報や偽情報が広まり，

選挙の行方を大きく左右したと言われる。こう
した反省を踏まえ，FacebookやGoogleなど
は自らのプラットフォーム上での対策に力を入
れるだけでなく，ファクトチェックを行う団体
や個人などを対象にワークショップや研修会を
催している。今回の催しもその1つである。

7・8日には参加者全員を対象にした会合の
ほか，参加団体による個別のセッションや発
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表などが行われた。個別の発表では，各団体
が手がける活動について内容を紹介したほか，
日常の検証活動に役立つスキルの共有を目指
した。

2. アジアのフェイクニュース対策の現状

フェイクニュースの蔓延は，世界的な問題で
あり，アジアも例外ではない。ソーシャルメディ
アの急速な普及によって，より深刻な状況にあ
る。今回の会合は，その対策の一環でもある。

ただし，フェイクニュースという用語はなる
べく使わないという雰囲気があった。「フェイク
ニュース」という用語が権力側によってメディア
側への攻撃に利用されていることが背景にあ
る。代わって，misinformation（誤情報）や
disinformation（偽情報）という用語が意識
的に使われていた。

2019 年は，インドネシアやフィリピン，イン
ドなどで大統領選挙や国政選挙が実施され
た。それに向けてファクトチェックをメディアど
うしが連携して行うところも増えてきた。　　
　そもそもアジアには，主要メディアに対する
不信感が根強くある。筆者が記者時代に，現
地の特派員として取材した2014 年のインドネ

シア大統領選挙を例にとってみると，大手の
テレビ局が，それぞれ関係の深い候補者を応
援し，対立候補を攻撃していた。

2019 年には各国とも状況はさらに悪化し，
ソーシャルメディアによる誤情報・偽情報が流
布された。結果的に，民主的な選挙を実施す
るための判断に必要な情報が有権者に届きに
くくなっている。

そうした中，インドネシアやフィリピンで行
われた，メディアの垣根を越えて連携してファ
クトチェックにあたる動きが，広がりを見せて
いる2）。

今回のサミットでは，それぞれが持ち寄った
知見が共有された。

3. プラットフォームの対策

参加者全員を対象にした会合の中で，Google， 
Facebook，LINEの担当者も登壇した。それ
ぞれ誤情報・偽情報について，すでに公にさ
れている対策や施策を含めて説明を行った。

このうちFacebookは，偽アカウントの閉鎖
を進めているほか，情報が怪しい場合，ユー
ザーに知らせるサービスを展開している。その
ために第三者によるファクトチェックを行っ

ているが，すべて，IFCN（International 
Fact-Checking Network）の認定を受け
た団体に依頼している。ファクトチェックを
行う団体がIFCNの認定を受けるには， ▼

無党派（non-partisan）で公平であること，

▼ 財源と組織の透明性， ▼ 訂正の方針の
公開，といったIFCNが掲げる5つの原則
に適合しなければならない 3）。Facebook
の担当者は，こうしたパートナーが45の
言語で55以上あると明らかにした。
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また偽の情報が含まれていそうな投稿をさ
まざまな兆候から特定しており，2019 年に行
われたインドネシアやフィリピンなど 7つの国
の選挙の際に実施したという。

さらに，LINEの担当者からは，誤情報や
偽情報をなくすためのキャンペーンを展開し，
各地でワークショップなどを開催したことも報
告された。それによると，タイ，インドネシア，
台湾で合わせて670人を超える参加があった
という。

Facebook，LINEとも多くのユーザーに情
報を届けるプラットフォームの責任として，ファ
クトチェッカーを支援し育てることが重要だと
の認識を示した。

4. ファクトチェックとベリフィケーション

ファクトチェックされる対象としては，政治
家や有名人が発した言説やデータが多い。団
体によって評価の仕方に違いはあるものの，

“正”“誤”“ミスリード”などの表現を用いて判
定結果を公表する。しかし，対象はそれに限
られているわけではない。ソーシャルメディア
を通じ，日々，さまざまな情報が流れ，興味
を持ったユーザーがそれを取り上げ，真偽不
明のまま流通させ，結果として誤情報・偽情
報が広がっていく。

この類いの情報の中には，発信者が不明
だったり，使われている映像やデータが加工さ
れたりしているものがある。「ディープフェイク」
と呼ばれる，本物と見分けのつかない精巧な
偽の映像なども含まれる。ファクトチェックが
必要な対象ではあるものの，今回のサミットで
は，それらの事実関係を明らかにする作業は，
ベリフィケーション（Verification，検証）と呼

んで区別していた。
個別のセッションの中でもディープフェイク

に関する危険性が指摘された。
NPOのWITNESS 4）の担当者は，「seeing 

is believing? （百聞は一見にしかず?）」と題し
て，ある動画を上映した。

動画は，インドで，オートバイに乗った2人
組に子どもが誘拐されたという内容として公開
されていた。ところが，この動画はパキスタ
ンで，子どもの安全について呼びかけるキャ
ンペーンとして作られた映像が改変されたもの
だったという。「子どもが誘拐された」という
シーンは，キャンペーン動画の終盤にある，子
どもたちが立ち去ったあとの様子が加工され
ていたと説明した。

WITNESSの担当者は，「ディープフェイク」
まではいかないまでも，画像を反転させるなど
の「シャローフェイク」は，以前から存在して
いると指摘するとともに，ジャーナリストやファ
クトチェッカーが身につけるべき課題を列挙し
た。まず，反転した映像を見つけるツールなど
を使いこなせるようにし，そのうえで，ディープ
フェイクなどを見破れるよう，ジャーナリストの
能力を日ごろから高める必要性についても指摘
した。さらに，フェイクニュースがいかに広まっ
ているかという実態と，これに対抗できる検知
ツールを配布するプラットフォームがあることに
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ついても人々に伝えるべきだとして，「“百聞は
一見にしかず”ではない」と締めくくって，注意
を喚起していた。

こうしたツールを活用して，誤情報・偽情報
に対抗していくワークショップも開かれ，筆者
も参加したのでその一部を紹介する。

5. “オシント”を活用せよ

“オシント（OSINT）5）”という言葉がある。
Open Source Intelligenceの略語で，もとも
とはいわゆる諜報＝スパイ活動の分野で使わ
れてきた。

人間（HUMAN）を介して行う情報収集は
ヒュミント（HUMINT）と呼ばれ，電話の盗
聴や暗号の解読はシギント（SIGINT）と呼ば
れる。これに対して，新聞や雑誌などに掲載
されている公開情報（OPEN SOURCE）を丹
念に拾う活動がオシントである。

そしてファクトチェックの世界でも，オシントが
注目されている。ただし，Intelligenceの部分
は，Investigationの語が使われることがある。

通常のファクトチェックでも，政治家が発し
た言葉や数値について，ネット上に公開されて
いるデータなどを利用して，事実関係を突き合
わせたり，掘り下げたりして，情報の誤りを見
つけていく。

さらに，ベリフィケーションの分野でも，ネッ
ト上で公開されているさまざまなサービスや
ツールを駆使して偽情報・誤情報を暴いてい
くことができる。

筆者が参加したワークショップは12月10・
11日の2日間にわたって開かれた。講師を務
めたのは，ウェブ上で，ベリフィケーションに
役立つツールやリンクを集めたサイトを公開し

ているOSINT Essentials 6）のオーウェン・ス
ウィーニー（Eoghan Sweeney）氏である。

スウィーニー氏は，ワークショップの冒頭，
「ツールは便利である。
速度と効率性をもたら
し，熟練技を必要とし
ない」と訴えた。しか
し，それ以上に重要
なのは，「何ができる
か，何ができないか，
どうやって稼 働 する
か」だと強調した。

最初に紹介されたのは，イギリスBBCの報
道内容を批判する第三者の投稿だった。

ある事件の発生について「BBCは13時55
分に起きたと報じているが，警察の発表は7
時55 分となっている。BBCの報道内容は信じ
られない」と指摘していた。

これについてスウィーニー氏は，プラット
フォームが使っている日時設定の違いに起因
するものだと説明した。

スウィーニー氏によると，こうした齟齬が起き
るのは，プラットフォームの仕様の違いに基づ
くとしている。Twitterに表示される日時は個
人が使用している端末のタイムゾーンあるいは
太平洋標準時となっている。また，Facebook
はパソコンのタイムゾーン，YouTubeは常に太
平洋標準時，Instagramは太平洋標準時と
UTC（協定世界時）と異なっているためだと
指摘した。引用する際にはそもそもの原典に
あたるべきだというところから，ワークショッ
プは始まった。

ベリフィケーションの際に有効なさまざまな
無料サービスやツールの使い方なども紹介さ
れた。それらは，OSINT Essentials にリンク
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が貼られている。
そのうえで，スウィーニー氏は，次のように

強調する。
• ツールを過信するな

• 何をしているかを理解せよ

• 探して，比較して，代替品を探せ

ネット上で公開されているサービスやツール
には，それぞれ長所，短所があるという。さ
らに，今は使えていたとしても，突然サービス
が打ち切りになることもあるという。実際に，
そうしたことも起きていて，無料で使えていた
ものに突然，高い料金が設定されることもあっ
たという。

スウィーニー氏のワークショップの中で，ウェ
ブページをアーカイブするサービスが紹介され
た。ファクトチェックやベリフィケーションの対
象となるページは，いつまでも公開されている
とは限らない。

そこで，そうしたウェブページを保管してお
けば，あとからでも検証が可能となる。

よく使われるフリーアーカイブサービスとして
次のようなものを例に挙げていた 7）。
• Wayback Machine

• Archive.today

• Webrecorder

ただし，サービス内容や使いやすさに違いが
あり，テストや比較を行うことが重要だと指摘し
ていた。

また検索エンジンの応用的な使い方を身に
つける必要性も強調していた。

Googleの場合，一般的な検索のほかに，
Advanced Searchというものがある。検索す
るサイトそのものを指定する「site:（検索する
サイト名）」や，PDFがあるページだけを拾う
ように指定する「filetype:pdf（検索語）」とい

うものなどがあり，効率的な検索につながると
いう。ただしスウィーニー氏によると，検索エ
ンジンによって，発見できる対象に偏りがある
とのことだった。そのため，Googleで見つから
なかった場合，BingやYahoo!，DuckDuckGo, 
Million Shortなどでも試すよう勧めていた。

検索エンジンには，画像検索というサービ
スもある。ワークショップの最後には，画像検
索などを使って，クイズ形式でベリフィケーショ
ンを体感する訓練も行われた。

どこかの競技場の観客席のような場所に，
スポーツチームの名前のような垂れ幕がかかっ
ている写真が紹介された。

手がかりとなるのは，チームの名前らしき文
字列である。まずは，その文字を検索すると，
スポーツチームに関する情報が出てくる。次
に，そのスポーツチームの本拠地を検索したう
えで，Googleマップを使って，スタジアムの衛
星写真を検索する。さらに画像を拡大していく
と，観客席の特徴的な色が認識できるように
なる。このようにして，一見，どこかわからな
い場所を，映像の中にある手がかりから手繰
り寄せていく。

ネット上に流通する，いたずら目的やクリッ
ク目当ての情報を取り除いたり，警告したりす
るためには，さまざまなスキルやセンスが必要
なことが，ワークショップから実感できた。

6. 参加したファクトチェッカーの思い

今回は，ファクトチェックを行っているメディ
アのジャーナリストや，メディア関係の研究者，
そしてファクトチェックを手がけるNGOなどの
団体のメンバーが参加した。いずれも最新の
知見の獲得やネットワーク作りが参加の目的で
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ある。筆者もその1人であるが，今回の会合で
自身の肩書として「ファクトチェッカー」と名乗
る人たちと初めて名刺を交換した。

そうしたファクトチェッカーのうち，台湾と
モンゴルから参加した2人に，参加した理由
などを後日，インターネット通話で改めて尋ね
た。

台湾ファクトチェックセンター（台灣事實査
核中心）8）のチーフエディターを務める陳慧敏
氏は，2020 年1月に行われた台湾総統選挙で
多くのファクトチェックを手がけた。陳氏らは
2018 年11月にIFCNの認証を受けて活動し
ているが，フルタイムでファクトチェッカーとし
て活動しているのは陳氏を含め4人だという。

活動を始めた当初は週に1〜2 本の記事し
か出せなかったと振り返る。だが，その後本
数は増えていき，2019 年 8月には1か月に21
本になったという。ただし，そのうち政治関連
は4本だけだった。しかし投票が近づいた12
月には全体の27本のうち17本が政治関連の
誤情報・偽情報だった。また春節の休暇中も
新型コロナウイルス関連の誤情報・偽情報があ
り，2020 年1月には38 本の記事を公表したと
いう。陳氏は「結果によってはメディアから攻
撃されることもあり，とてもストレスがかかる
が，ミスの指摘は財産である」として，ファク
トチェックの意義を強調する。

もう1人，モンゴルから参加したタミル（Tamir）
氏は，2020 年に予定される総選挙で偽情報
が増えることを踏まえ，今回の催しに参加した
という。タミル氏は，ファクトチェックを手がけ
るNGO，MCIR（Mongolian Center for Inves-
tigative Reporters）の発起人の1人である。
MCIRの常勤スタッフは4人で，テレビや新
聞，雑誌を含めた16のメディアの編集部局と，

ファクトチェックに関する活動を展開している
という。タミル氏に話を聞いた2月11日現在，
モンゴルでは新型コロナウイルスは確認されて
いないが，クリック目当ての偽情報がたくさん
出回っているという。タミル氏は，今回のサ
ミットで，医療関係の誤情報や偽情報につい
て，医師とジャーナリストが共闘している事例
もあることを知り，とても参考になったと評価
した。

ディープフェイクを含め，誤情報・偽情報を
流す側も，いかにして見破られないかに知恵
を絞っている。いたちごっこの様相を呈してい
るが，会合の参加者らは，今回得た知見や新
たに築いたネットワークを生かしながら，アジア
各地で奮闘している。

 （しおざき たかとし）

注：
 1） https://www.poynter.org/media-news/fact-

checking/
 2） 青木紀美子（2019）「インドネシア大統領選で偽

情報検証にメディア連携」『放送権研究と調査』
2019年6月号，p96
https://www.nhk.or.jp/bunken/research/
focus/f20190601_6.html

 3） https://ifcncodeofprinciples .poynter.org/
know-more/the-commitments-of-the-code-of-
principles

 4） WITNESS
https://www.witness.org/

 5） 小谷賢（2012）『インテリジェンス―国家・組織
は情報をいかに扱うべきか』筑摩書房，p.67-68

 6） OSINT Essentials
https://www.osintessentials.com/

 7） Wayback Machine
    https://archive.org/web/

Archive.today
http://archive.ph/
Webrecorder
https://webrecorder.io/

 8） 台湾ファクトチェックセンター
https://tfc-taiwan.org.tw/
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1. ニュースのリテラシーに注目

今回にサミットでは，初めてニュースリテラ
シーに関するワークショップが開催された。ア
ジアでもフェイクニュースや誤情報・偽情報の
蔓延が大きな問題になっている。こうした状
況に対し，各国ではどのような課題を抱え，
どのようなリテラシー教育やコンテンツが必要
となっているのか。アジアの現状を把握する
ため，筆者は3日間のワークショップに参加し
た。ニュースに焦点をあてるリテラシー教育，
またアジア各国の参加者の議論から見えてき
た，欧米とは異なるリテラシーを取り巻く現
状や課題について報告する。

2. ワークショップの概要

ワークショップが開催されたのは，メイン
のフェイクニュース対策関連のサミットに続
く12月9 〜 11日である。講師は，香港大学
ジャーナリズムメディア研究センターの鍛治本
正人准教授 1），研究員のサマンサ・スタンレー

（Samantha Stanley）氏 2）が務めた。鍛治本
氏は，アジア各国でフェイクニュースの現状を
調査するとともに，Straplineというプロジェク
トで，アジア向けにさまざまなニュースリテラ
シーを教える動画や教材を開発し，発信して
いる。

ワークショップには，インドネシア，ミャン

マー，フィリピンなど，アジア各国のメディア
リテラシー活動団体，ジャーナリスト，教育関
係者など60人ほどが参加した。フィリピンか
ら参加したある新聞記者は，イスラム過激派
組織のプロパガンダや過激なテロ思想から若
者を守るため，リテラシー教育が必要と話して
いた。またインドネシアから参加した教師も，
地域にイスラム系の学校もあり，子どもたちが
過激な思想に染まらないようリテラシーを教え
たいと参加していた。またインドでジャーナリ
ズムを教えているという大学教授は，ジャーナ
リズム専攻の若者ですら新聞も読まずに，公
共メディアではなくネットの情報に依存してい
るため，リテラシー教育を普及させなければな
らないと話していた。さらに同教授によると，
都市の郊外では文字が読めない人も少なくな
く，動画や画像の情報をうのみにして拡散さ
せてしまい，さらにクリックすると業者から金
銭がもらえるケースもあり，特に識字率の高く
ない農村地域では問題が深刻になっていると
のことだった。

ワークショップの内容は，基本的なニュース
リテラシーの考え方，定義やねらいを押さえな
がら，各国で開発されている教材やツールを
使い，議論しながら実践的に学んでいくとい
うものだった。例えば，複数のニュース項目を

“たくさんの人にクリックしてもらう”目的で順
番を組んだり，参加者で疑似デモ行進をして，
その写真を撮影・編集しヘッドラインをつけた
り，また与えられた情報の信ぴょう性を確認し
ながらニュース原稿を書くといった具体的な演
習も行われた。最終日には，実際にリテラシー
教育の普及に携わっている参加者から，活動
報告も行われた。

	アジアで求められる
	ニュースリテラシー

　小笠原晶子 　

Part 2
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3. ニュースリテラシーの位置づけ

次に，ワークショップのプログラムについて，
具体的にポイントを絞って紹介したい。

冒頭，鍛治本氏から説明があったのが，
ニュースリテラシーの位置づけである。ユネ
スコが教師用カリキュラムとして作成している
資料では，メディア情報リテラシーの対象と
して，広告，テレビ，ゲーム，コンピューター
など14の分野が挙げられている。ニュースリ
テラシーもそのうちの1つである。鍛治本氏
は，ニュースリテラシーはメディアリテラシー
と共有する部分もあるが，ニュースに特化し
た教え方が必要であると説明した。鍛治本
氏はニュースリテラシーについて，アメリカの 
Stony Brook UniversityのCenter for News 
Literacy 3）の定義を引用しながら，“the ability 
to use critical thinking skills to judge the 
reliability and credibility of information, 
whether they come via print, television or 
the internet.”（ニュースリテラシーとは，批判
的に考えるスキルを使い，出版物，テレビ，イ
ンターネットなどの情報の信頼性，信ぴょう性
を判断できること〈筆者私訳〉）と説明した。

つまり，情報の真偽を判断する能力やス
キルが重要となってくる。したがって，ファ
クトチェックの手法を学ぶことも必要であり，
ニュースリテラシーとファクトチェックの関係
性がまず参加者の間で共有された。

4. ニュースリテラシーを教える

では，どんなファクトチェックの手法を教
えればよいのか? 教材の例として紹介され 
たのが，Center for News Literacyが開発し，

ウェブサイトで公開しているコンテンツである。
センターは，ピュリツァー賞受賞歴もあるジャー
ナリストのハワード・シュナイダー（Howard 
Schneider）氏が創設した。ウェブサイトにはさ
まざまなリテラシーを学ぶためのツールや教
材が有償・無償を含め豊富に格納されている。

 

また，アメリカを代表するジャーナリズム研究
所の1つ，Poynter研究所のウェブサイトにも
豊富な情報や教材がそろっている。

 

ワークショップでその一例として紹介された
のが，トランプ大統領の国連でのスピーチの
ファクトチェックであった。「アメリカは私が大
統領に選出された日以来，とてもうまくいって
いる」「失業率は過去16 年で最低だ」「株価は
いつも，記録的に高値だ」といったトランプ氏
の発言を材料に，ファクトチェックが可能か，
事実なのか，それとも意見なのかを判断する。

「とてもうまくいっている」という表現はあいま

（Center for News Literacy のウェブサイトより）

（Poynter 研究所 Fact-Checkingより）
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いで，データをもとにファクトチェックすること
はできないが，一方，株価，失業率は具体的
なデータをもとにファクトチェックが可能であ
る，という具合に，ファクトチェックの基本を
学べるようになっている。

昨今ではディープフェイクの問題も深刻に
なっている。フェイク画像やフェイク動画を見
分けるツールとして，Google imageや，また
Part 1でも触れたOSINTなどが紹介された。
これらのツールはディープフェイク対策に有効
なだけではない。実際に，こうしたツールを
使いこなし，BBCがカメルーンの農村で起き
た母子銃殺事件について，SNS上に投稿され
た動画から，場所，日時を突き止め，使われ
た銃のタイプや衣服から犯人を特定した事例
も紹介された。 

さらにファクトチェックに加え，情報の価値
を判断する能力も重要だ。それを支援するツー
ルとして，「A NICE」というキーワードが鍛治
本氏から紹介された。

「A NICE」を踏まえ，面白いグループワー
クも行われた。よく知られているグリム童話
の『白雪姫』をいわば『白雪姫毒殺未遂事件』
に仕立て，参加者数名が警察，白雪姫，鏡，
お妃，こびとなどの登場人物の役に扮する。
警察役が事情聴取を行い，白雪姫は当時の
情報，こびとは目撃情報，お妃はアリバイな

どをアドリブで証言する。残りの参加者は，
誰の話が最も信ぴょう性があるか，「A NICE」
に基づいてチェックしながらニュース原稿を書
く。犯人はお妃という結論はもちろん知ってい
るのだが，それぞれの証言の裏づけ，証拠が
あるかなどを考えると，断定した書き方はなか
なか難しい。ニュースのテキストの裏側で何が
起こっているかを体感できるグループワークで
あった。

5. 議論から見えてくる各国の事情

ワークショップの中で，特に興味深かったの
は，鍛治本氏が提示するニュースリテラシー
に関するキーワードをめぐる議論であった。

その1つが「ジャーナリズム」。鍛治本氏から
「ジャーナリズムがなかったらどうなるか？」と
いう問いが発せられた。参加者から「プロパ
ガンダが蔓延する」「人々の生活は困難になる」
といった意見の一方，「ジャーナリストは注目を
集めるために書いている」「ビジネスのために
書いている」といった批判的な意見もあった。
さらに「ジャーナリストのバイアスはどうしたら
いいのか？」といった根本的な問題提起もあっ
た。アジアでは，国によって軍が政権を掌握
したり，国営放送が情報を独占したり，政府
が情報統制したりしているといった状況があ
り，ジャーナリズムが健全な役割を果たしてい
ない国もある。その場合，どの情報を信頼し，
頼りにすればよいのか? アジアでニュースリテ
ラシーを普及させる難しさの一端を感じた。

またSNSの普及で，ニュースか広告かの
境界がわかりにくくなっている“information 
neighborhoods”の問題も提起された。新聞
は“ジャーナリズム”に属するはずだが，イン

A ＝Authoritative? （権威があるか？）

N＝Named? （名乗っているか？）

I ＝Independent? （独立しているか？）

C＝Corroborate? （裏づけがあるか？）

E ＝Evidence? （証拠，根拠があるか？）

（鍛治本氏のワークショップ資料より筆者作成）
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ドの参加者からは「新聞社の収入のほとんど
が広告。広告と紛らわしい記事が多い」「サプ
リメントの広告なのに記者の名前まで連ねて
ある」といった声も上がった。記事広告は「広
告」と明示しなければならない。しかし，鍛
治本氏によるとSNSでは広告記事も「広告」
の文字を外して本文だけシェアされてしまい，
ニュースとして拡散するリスクがあるというこ
とだった。

もう1つ，興味深い議論が展開されたキー
ワードが「プロパガンダ」であった。政治体制
が異なる国々から参加者が集まっているだけ
に，さまざまな意見が交わされた。「プロパガ
ンダはネガティブだ」「政府は選挙にプロパガ
ンダを使う」「国はアラブ系，アフリカ系など
多様な人々で構成されているのに，プロパガ
ンダは民意を一極化させ，多様性を許さない」

「感情に訴え，意思決定に影響を与える」とす
る批判的な意見から，「プロパガンダは長い歴
史がある。コミュニケーションの1つ」「プロパ
ガンダは必要だ。建設的な目的で全体を動か
す利点があり，ポジティブなマネージメントだ」
と肯定的にとらえる発言もあった。

プロパガンダか否か，民主的な選挙の実
現には情報を批判的に判断する能力は不可欠
だ。しかし，国によっては政治的な話題を批
判的に分析する土壌がなかったり，さらには
批判が許されない現状がある。政治について
は，とりわけ欧米流のニュースリテラシーを普
及させることに，高いハードルがあることを実
感した議論であった。

6. アジアでさまざまな活動も

ワークショップの最後に，自国でメディアリ

テラシーの普及を行っている参加者から活動
報告があった。国によってテーマは異なるが，
それぞれ高い使命感を持って活動を展開して
いることがわかった。まず，長年軍事政権下
に置かれていたミャンマーであるが，今，ネッ
ト上にさまざまな誤情報がはびこっているとい
う。在日ミャンマー人に聞いたところ，勝手に
ニュースを集めて掲載している自称ニュースサ
イトも少なくないという。2012年に設立され，
ネット上の情報を知る権利の普及を目指してい
るMIDO （Myanmar ICT for Development 
Organization）では，メディアリテラシーの普
及のため，さまざまなイベントを開催するとと
もに，教育番組『MIL KYI』シリーズを制作
し，テレビで放送しているという。また誤情
報や偽情報問題が深刻なインドからは，今回
のワークショップに複数の活動団体が参加し
ていた。ジャーナリストを中心に設立された団
体BOOMでは，政治，社会や医療情報に関
するファクトチェックやリテラシー教育の普及を
行い，英語，ヒンディー語，ベンガル語で発
信している。

 

また，オーストラリアの公共放送ABCの元
ジャーナリストで，オーストラリアRMIT大学
でジャーナリズムを教えているティト・アンビヨ

（Tito Ambyo）氏は，ユニークなプロジェク

BOOM　https://www.boomlive.in/
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ト“Fact Check your mum.”を展開している。
これは“I love you.”と言う母親を，子どもが
ファクトに基づいてチェックするというもの。子
どもは事実確認だけでなく自分のルーツや家
族の歴史も学ぶ機会になるという。さらに，イ
ンドネシアの大学Universitas Indonesiaの教
授でメディア教育を行っているデフィ・ラフマワ
ティ（Devie Rahmawati）氏は，若者が過激な
思想に染まらないよう，リテラシーの普及活動
を行っている。Klinik Digitalなどのプロジェ
クトで，各地でイベントやワークショップを展
開している。メディアリテラシーに関心を持っ
てもらうため，イベントでは食事を出したり，土
産もつけたり，著名人を招いたりと，さまざま
な仕掛けで若者の参加を促しているということ
だった。

フィリピンでも30年の歴史を持つジャーナリ
ズム研究所Asian Institute of Journalism 
and Communicationが，香港大学やGoogle，
インドネシアやタイの団体と共同でMedia Lite-
racy Creative Labというプロジェクトを展開
している。ニュースの制作現場をリポートで
紹介する番組など，メディアリテラシー教育
が目的の動画コンテンツも複数制作し，啓蒙
活動を続けていることが紹介された。

7. アジアのニュースリテラシーの行方

ニュースリテラシーの普及には，リテラシー
教育の中でも，とりわけファクトチェック，す
なわち複数の情報をクロスチェックできる環境
が必要だ。しかし，アジアでは国によって，
政治体制や情報に対する規制も異なり，さら
に識字率，教育レベルの格差の問題もある。
アジアでは，欧米流のリテラシー教育を踏ま

えながら地域に合った異なる手法の開発が必
要であろう。今回，ワークショップに参加し，
高い問題意識を持って活動している個人，団
体が多数存在することがわかった。鍛治本氏
は，こうした人々，団体との連携も進めてい
る。SNS上のフェイクニュース問題が深刻化す
る中，シンガポールなど，国によっては政府が
情報規制を強めようという動きもある。民間の
イニシアチブで，デジタル空間を民主的な情報
共有の場として維持できるのか，その鍵となる
ニュースリテラシーは各国でどう普及させるべ
きなのか，アジアの動向を引き続き注視して
いきたい。

 （おがさわら あきこ）
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