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深層断面／ホント？　ウソ？　ＡＩがフェイクニュース判定−「計算

社会科学」への期待

(2017/3/21 05:00)

ＳＮＳトラブル防止に活用

トランプ米国大統領の影響で計算社会科学（ＣＳＳ）という学問が勃興しようとしている。ＣＳＳは世論や

スキャンダルのインパクトを計算科学で解き明かす研究だ。米大統領選を通して、つぶやきやフェイクニュー

ス、米国民の右往左往など一連のログがとれた。介入とその影響、最終的な投票結果までデータがそろい解析

できるようになった。そしてＣＳＳを駆使したトランプ陣営の勝利が決め手になり、この学問は投資を集める

と期待される。ＣＳＳは日本では東日本大震災を機に開発された。時を経て再び脚光を浴びようとしている。

（小寺貴之）

拡散者を解析、デマ早期収束／情報リテラシー高まらず…

【東北大が技術化】

「６年前の我々とほぼ同じことを米国が繰り返している」と東北大学の乾健太郎教授は振り返る。乾教授ら

は震災後にＳＮＳ上に流れたデマの検出や伝搬経路解析技術を開発した。東日本大震災では救援物資の過不足

やうがい薬が安定ヨウ素剤の代わりになるなどの情報が飛び交った。ＳＮＳ上の膨大なテキストを人工知能

（ＡＩ）技術で読み込み、対立するつぶやきや訂正情報を拾い、デマの早期収束を目指した。この技術は米大

統領選で問題になったフェイクニュースの特定や拡散抑制にも応用できる。

ホットリンク（東京都千代田区）の榊剛史マネージャー・東京大学客員研究員はＳＮＳ上で情報を拡散する

ユーザー属性を解析した。おたくや活動家など特定のコミュニティーの中で拡散しているか、コミュニティー
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トランプ大統領は、ＳＮＳの情報発信力を有効に活用

し、大統領選で勝利した（米フロリダ州での演説、Ａ

ＦＰ＝時事）

を選ばず広く拡散しているか可視化した。榊マネージャーは「フェイクニュースの拡散主体やコミュニティー

ごとの拡散しやすいトピックスがわかれば対策を打てる」と説明する。

【反対情報を避ける】

デマやフェイクニュースの拡散解析はスキャンダルポリティク

スの可視化につながる。スキャンダルが伝搬するネットワークと

その影響力がわかれば効果的に選挙戦を戦える。ただ米大統領選

ではフェイクニュースの影響は限定的だったようだ。米スタンフ

ォード大学はフェイクニュースが選挙結果を変えたなら、一つの

フェイクニュースにテレビＣＭ３６本に相当する影響力が必要と

試算した。榊マネージャーは「フェイクニュースより偽情報が流

れたというニュースの方が拡散されやすい」と指摘する。

ＣＳＳはコミュニティーのネットワーク構造分析も重要なテー

マだ。ＳＮＳは国民の分断を加速させ、トランプ勝利につながっ

たと言われる。その原因の一つは確証バイアスだ。人間は自身の

持つ仮説や信念に即した情報を信じ、反対する情報から身を置き

やすい。自らの信念に寄り添うニュースやメディアを選択し、心地よい情報環境をつくってしまう。香港城市

大学の小林哲郎准教授は「インターネットで誰でも知識にアクセスできれば社会全体のリテラシーが高まると

いう研究者の期待は見事に裏切られた」と振り返る。

情報環境ができあがると意見が固定化されていく。小林准教授が１３年の参院選を解析すると、橋下徹大阪

市長（当時）のツイートを１カ月間フォローしたユーザーは日本維新の会に対する好感度が上昇した。政治的

争点に関する態度や知識には効果はないが、繰り返し接点を持つ相手に好意的になった。

【実態把握難しい】

もともと人間が集まって議論すると、意見が極端になる（極化）ことが知られている。議論は参加者が互い

に知らない重要な情報を共有することが目的だが、実際に議論してみると皆が知っている知識の確認に多くの

時間が使われる。中央大学の安野智子教授は「集団極化はＳＮＳ上でもみられる。ただユーザーがアカウント

を使い分けるため実態把握が難しい」と説明する。

一方ＳＮＳ側も反論する。フェイスブックは１０００万人以上のユーザーデータを解析。保守派とリベラル

派のニュースがネットワークを拡散して読まれる過程を調べた。結論は、理想的ではないがユーザーは横断的

なニュースに触れている。リベラル派はリベラル派の友人が多くニュースも偏るが、それは友人や家族などの

人脈によるものだった。ＳＮＳは解析と介入ができるぶん、既存メディアよりも適正化しやすいのかもしれな

い。学習院大学の遠藤薫教授は「分断説はまだまだ検証が足りない。一面だけを切り取って論証している」と

指摘する。

民意変化を素早く察知／世論操作の懸念も

【要素技術出てきた】

ＳＮＳで社会がどう変化しているか、まだ結論は出ていない。ただＣＳＳでおぼろげながら世論や民意が見

えてきたことは確かだ。日和見層の特定やスキャンダルポリティクスに効果を発揮する。世論の動的な変化を

計測できれば、従来の世論調査よりも素早く民意の変化に対応できる。

そこで世論形成をシミュレーションする研究も進んでいる。電気通信大学の栗原聡教授は大量の単純なＡＩ

に情報をやりとりさせるマルチエージェント型シミュレーションで、ニュースの拡散と個人の変心を再現して

いる。「まだ萌芽的な段階だが要素技術はそろいつつある」という。

そしてテキスト解析ＡＩの要約技術や論点抽出技術と対話ＡＩを組み合わせると、会話にニュースやトピッ

クスを混ぜて発信するＡＩが作れる。栗原教授は「気に入ってフォローしていた相手が対話ＡＩだったという

ことは未来の話ではない」と強調する。ＡＩのツイートへの対応からトピックスへの賛否を推定し、政治キャ

ンペーンなどの介入効果も測れるかもしれない。

小林准教授は「米国では住民の投票履歴など、あらゆるデータを総動員して日和見層を特定。選挙活動を繰

り広げた」と振り返る。この世論操作にも使える技術に対して日本の研究者は保守的だ。東北大の乾教授は

「世論を知る重要な判断材料だが慎重な議論が必要」と指摘する。

【社会的意義ある研究を】

日本では再生医療の意識調査など、ソフトなテーマに応用され

ている。奈良先端科学技術大学院大学の若宮翔子博士研究員らは

ｉＰＳ細胞への期待や懸念を解析した。「ＳＮＳ上の誤解拡散を

防いだり、迅速に訂正する支援システムに応用したい」という。
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お知らせ
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介特設ページ開設

【来場登録開始】モノづくりフ

ェア2017（10/18‒20・福岡）

第10回 経営者「環境力」大賞

候補者募集（11/15迄）

『機械技術9月号』‒小径エンド

ミルによる超精密・微細加工技

術（25日発売）

セミナースケジュール

3ステップ式 構内物流カイゼンの具体的

な進め方 —陥りやすい物流改革の勘違いと

是正方法を理解し、構内物流で生産統制

を行う

食品造粒の実務 ～造粒事例とトラブル対

策～

IoT×ロボット×デザイン思考でつくる新

製品・新サービス
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VACUUM2017 真空展

難加工技術展＆表面改質展2017

第2回 FASE関西2017

PR

出展希望の方は事務局へ：

2017部品供給装置展（11月

東京）

【来場募集】ＦＡＳＥ関西－

食品工場自動化・安全機器展

（10/11‒13・大阪）
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偏った解釈や感情をあおる表現、憎悪や見下す表現を

ＡＩ技術で特定することで、ＳＮＳ上のいじめやヘイ

トニュースへの対応にも活用できる（ブルームバー

グ）

ツイート  LINEで送る マイクリップ登録する 記事を利用する

東北大学 ホットリンク 東京大学 香港城市大学 電気通信大学 奈良先端科学技術大学院大学

一番最初に読む設備保全の本 正しい検図 －自己検図・社内検

図・３Ｄ検図の考え方と方法－

乾教授はいじめやヘイトニュースへの対応を進める。フェイク

ではないが偏った解釈や感情をあおる表現、憎悪や見下す表現を

ＡＩ技術で特定する。事態が深刻化する前に手を打てるようにな

るかもしれない。乾教授は「社会的意義のある研究を目指すべき

だ」と力を込める。

(2017/3/21 05:00)
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新刊／日経ビジネス編『ヤマト正伝　小倉昌男が遺したもの』(17/08/28)

新刊／鳥原隆志著『捨てる「思考」で生産性が劇的に上がる　残業ゼロの仕事のルール』(17/08/28)

書店だより(17/08/28)

紀伊国屋書店ベストセラー(17/08/28)
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定価（税込） 2,160円  

正しい検図 

－自己検図・社内検図・３Ｄ検図

の考え方と方法－

中山聡史  
定価（税込） 2,376円  

決定版！「調達・購買」戦略の教

科書 

坂口孝則  
定価（税込） 2,700円  
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日産、コネクテッドカー専門の

デザイン組織を新設

＜名将に聞くコーチングの流儀

#06＞　トヨタ自動車硬式野球

部元監督・廣瀬寛氏

あのカンロ飴が大人向け高級グ

ミに挑む

専門紙・海外ニュースヘッドライン

専門紙

【鉄鋼新聞】一般・店売り向け薄板、１０月出

荷で一段高へ
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Ｄ・岡田伸一副社長〉＝ＪＦＥＳの実力経常

益、通期１６００億円に大幅回復へ

【鉄鋼新聞】「阪和興業・創立７０周年」＝

「３つのＳ」にこだわり

↓もっと見る

シェア 0

あわせて読みたい

鹿島が四角形のシールドマシン投入－トンネル工事掘削断面最小限に

トヨタ、２年連続首位−第１１回企業力ランキング

ホンダ、ディーゼル開発を縮小−ＰＨＶ・ＦＣＶにシフト

２０１６企業力ランキングに見る（下）巨大企業除いた上位、「特徴ある強さ」で高得点
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決定版！「調達・購買」戦略の

教科書

きちんと学ぶレベルアップ機械

製図 －ベテラン設計者が教える

基本から実践まで－

よくわかるＳＯＬＩＤＷＯＲＫ

Ｓ演習 －モデリングマスター編

－＜改訂第2版＞

今日からモノ知りシリーズ トコ

トンやさしいバルブの本

【セミナー】ディープラー

ニングを使った画像処理入

門（9/25・東京）

【来場募集】コメダ、グリ

コ千葉アイスクリームの事

例を紹介（9/6・名古屋）

【来場募集】真空展－

VACUUM2017（9/6‒8＠

パシフィコ横浜）

【工業用地分譲情報】全国

自治体・事業者の優良工業

用地情報を掲載した企業立

地支援サイト

【招待券予約開始】洗浄総

合展（11/29‒12/1・東

京）

「大学発ベンチャー表

彰」：超高断熱軽量ガラス

の可能性を秘める素材ベン

チャー

【来場募集】難加工技術展

＆表面改質展（9/6‒8@パ

シフィコ横浜）

中国市場向けにPR：「日

中モノづくり総覧2017」
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