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デマ1に関して重要なことがある．しかも，だれ
もがうすうす感じているが，それが指摘される
ことは滅多にない．それは，デマが面白いとい
うことだ．ウィットに富んだユーモアから，時
には眉をしかめるブラックなものまで，読むと
ニヤリとしてしまうものが多い．そういうデマ
をつい人に言いたくなる．逆に言えば，とりた
てて面白くないデマは淘汰される可能性があ
る．本研究は，この＜⾯⽩さ／情報として魅⼒
＞という観点で，デマを議論する．

を持って拡散されているとされている．この場
合，もし事前に，伝達内容が虚偽であることを
認識していれば，デマは拡散しないはずである．
しかし，ソーシャルメディア上の実際のデマ
はどのようなものであろうか？和歌山大学と
奈良先端科学技術大学院大学で共同研究開発
を行っている 流言情報クラウド から収集した
50 のデマとその虚偽に見える程度（以降，でた
らめさ，と呼ぶ）を表 1 に示す
表 1: 50 のデマとそのでたらめさ（何%の人間がでたらめ
だと思ったか？100 (%) は全員がでたらめだと判定した

近年，Twitter などのソーシャルメディアが急
速に普及している．ソーシャルメディアは，も
はや，電話や電子メールと同じような社会の基
盤インフラの 1 つになりつつあると言えよう．
しかし，一方で，情報漏洩やデマ，流言の拡散
などの問題も抱えている．デマについては，研
究の歴史が古く，これまで多方面から考察がな
されてきた(Knapp 1944) (オルポート and ポス
トマン 2008)．なぜ流言が拡散するのかについ
ても，既報が多い．中でも，有力なのが善意か
らのデマ拡散である．一般に人々がある情報を
他者に伝える場合，その情報を正しいと思って
伝えていることが多い．つまり，本人がでたら
めだと思う話を（悪意をもって）伝えているの
ではなく，善意の情報提供が結果として，デマ
となってしまったとする考えである (川上善郎
1997)．
他 に も ，曖昧な状況に巻き込まれた人々が，
自分たちの知識や情報を寄せ集めることによ
り，その状況について意味のある解釈を行おう
とするコミュニケーションがデマであるとい
う考察もある (佐藤健二 2007)．
いずれにしても，デマは有用な情報を含んで
いるようにみえ，それを共有するための必要性

デマ）

1

なる．本研究では，十分な根拠 がなく，その真偽が人々
に疑われている情報をデマと呼ぶ．

デマと類似した表現として流言，噂，風評などがある
が，これらの定義の違いについては諸説あり, 文献に異
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結果，平均すると 64%もの人々がこれらを，
でたらめなデマだと判定している．中には 100%
でたらめだというものもある．このような明ら
かに虚偽であると容易に判明する情報が，必要
性を持って拡散されたとは考えにくい．では，
なぜこれらの情報は拡散されるのであろう
か？
100%でたらめな情報には，以下のような行為
が含まれている：
l iPhone を電子レンジでチンする
l アロンアルファを舐める
l スピリタスを一気飲みする

l 野菜を洗濯用洗剤で洗う
いずれも，やろうと思えば実行可能だが，実行
したことがある人は滅多にいないであろう．大
きな害がないのも特徴的である．
「野菜」を「小
猫」に置き換えて，これを洗濯用洗剤で洗うこ
とを想像すると，とたんに単なる悪趣味な発言
になる．
議論は，今後の課題としたいが，100%でたら
めだという情報は，つい周りの人に伝えたくな
る情報としての魅力に富んでいるようにみえ
る．この情報としての魅力とは何なのであろう
か？ 面白さと言ってもよいが，さらに，正確を
期すならば，毒にも薬にもならない無邪気さの
ようなものがそこあるように感じる．
最後に，応用面からの研究の必要性も付記す
る．従来から，デマの訂正が困難であることが
指摘されていた（図 1）．これは＜情報としての
魅⼒＞という観点からは，自然に説明できる．
つまり，デマは面白いが，デマの訂正は面白く
ないからなのである．もし，本当にデマを訂正
しようとすると，当初あったデマよりも，魅力
的な事実を明るみに出すような訂正を行う必
要がある．創造的で独創性のある発言こそがデ
マを訂正できるとすれば，その文才は極めて実
利的な才能となるかもしれぬ．

材料・方法
本研究の材料は，流言情報クラウド(Miyabe,
Miura et al. 2012)上で収集した 2012 年 6 月 22
日 か ら 1 年間のデータを用いた．まず， 2012
年 6 月 22 日から 2013 年 6 月 21 日までに
訂正キーワードをもとに収集・抽出した訂正情
報から以下の手順でデマを抽出した．
l

流言マーカーを含むツイート群を収集す
る．ここでいう流言マーカーは，以下の文
字列とする：
デマ，嘘，ツリ，釣り，偽情報，ガセ，
ネタ，誤報，都市伝説，ウソ，狂言，迷
信，間違い，いたずら，チェーンメール

l

ここから，
“「~」というデマ”のような，流
言部分が明示的な訂正情報については，パ
ターンマッチングにより訂正情報に含ま
れる流言部分を抽出する．

このようにして得られたデマについて，10 名
（共著者を含む）により，それぞれのデマにつ
いてその尤もらしさ，「この情報は正しいと思
いますか？」を質問し，集計した．
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