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偽情報とメディア操作を調査する 
文：クレイグ・シルバーマン 

クレイグ・シルバーマンは BuzzFeed News のメディアエディターで、プラットフォーム、オンラインの誤情報、

メディア操作を扱う世界的な専門家集団を率いています。彼は「検証ハンドブック」と「調査報道のための検証

ハンドブック」を編集しており、「Lies, Damn Lies, and Viral Content: How News Websites 

Spread (and Debunk) Online Rumors, Unverified Claims and Misinformation［嘘、とんでも

ない嘘とバイラルコンテンツ：Web サイトはどのようにオンラインの噂、未確認の主張や誤情報を広める（または

検証する）か］」の著者でもあります。 

 

2019 年 12 月、Twitter ユーザーの@NickCiarelli は、［民主党の］大統領選［候補者に名乗りを上げ

た］マイケル・ブルームバーグ［元ニューヨーク市長］の支持者によるダンスを撮影したとして動画を公開しまし

た。しらけた様子の動画は、たちまちリツイートと「いいね」を集め、そのほとんどはそれを嘲笑して喜ぶ人たちか

らのものでした。この動画は最終的に Twitter で 500 万回以上再生されました。  

 

Ciarelli はプロフィール欄に、ブルームバーグ陣営のインターンと書き込み、その後のツイートには、動画の

予算を承認したとされる陣営スタッフからの電子メールのスクリーンショットといった証拠とされるものが含まれ

ていました。しかし、Google で Ciarelli の名前をざっと検索したところ、彼は過去に風刺動画を制作したこと

があるコメディアンであることがわかりました。では、陣営スタッフからのメールは?それは Ciarelli のコメディ

の相棒、ブラッド・エヴァンスが送ったものだったのです。その情報も Google で検索しただけでわかりました。

しかし、最初の数分、数時間のうちは、この不快な動画は陣営が公式に制作したものだと考える人もいました。 

 ニューヨーク・タイムズの著名な政治記者、マギー・ハバーマンは、ブルームバーグの以前の市長選運動を取

材したジャーナリストたちは、それを一蹴しない理由があるとツイートしました。 



 

知識にはさまざまな形態があり、この新しいデジタル環境では、ジャーナリストはたとえそれが自分の実体験

であっても特定の情報源に頼りすぎることに注意しなければなりません。どうやら、ブルームバーグと彼の選挙

活動を知る一部の記者は、動画が本物である可能性があると感じたようです。一方、ブルームバーグについて

何も知らず、動画を情報源という基準で判断したジャーナリストは、すぐに正しい答えを見つけることができまし

た。この場合、単にそれをシェアした男性の名前を Google で検索しただけです。 

ブルームバーグを取材した経験が悪いということではありません。私たちはいつでも、自分が知っているとい

う思い込みに惑わされる可能性があるということです。場合によっては、自分の知識と経験に足を取られること

さえあります。私たちは、リツイートや閲覧数といったデジタル指標や、それらを操作しようとする試みに騙され

ることもあります。 

ブルームバーグの動画同様、Twitter のプロフィールやメールのスクリーンショットなど、コンテンツや主張を

裏付けるように見える、誤解を招くシグナルを作り出す手間はほとんど掛かりません。これらは、コンテンツを拡

散するのに役立ちます。リツイートやお気に入りが増えれば増えるほど、動画が本物だと信じる人も増えます。 

もちろん、これよりもはるかに悪意のある例があります。Ciarelli と違って、情報操作や偽情報キャンペーン

の背後にいる人々は、その策略を明らかにすることはほとんどありません。しかし、ジャーナリストを含むすべて

の人にとって、この事例は、品質と信頼を簡単に操作できる情報環境がいかに混乱と苛立ちに満ちたものであ

るかを教えてくれます。 

信頼は社会の基盤です。信頼はすべての取引に情報を提供し、円滑にするものであり、人間のつながりと関

係の要です。しかし、デジタル環境では、端から信頼して運用することは危険です。 

もしあなたが、ある動画をリツイートする Twitter アカウントがすべて実在の人物によるものだと信じている

なら、早晩騙されることになるでしょう。製品のレビューがすべて実在する顧客からのものであると信じたら、あ



なたはお金を無駄にするでしょう。ニュースフィードのすべてのニュース記事が必見で、公平に選択されている

と思うなら、あなたは誤った情報を得ることになるのです。 

すべての人がこの現実を認識すべきですが、ジャーナリストにとっては［なおのこと］不可欠です。私たちは、

注意を喚起し、メッセージを拡散増幅させ、国家やその他の強力な勢力の意思に私たちを従わせるべく準備さ

れた資金力のあるキャンペーンの標的にされています。 

幸いなことに、調査の機会を作り出すのに不可欠なもの［本書］が登場しました。このハンドブックは、トップジ

ャーナリストや研究者の知識と経験を活用して、デジタルメディア操作、偽情報、情報操作の調査を実行するた

めのガイダンスを提供します。 

私たちは、複雑で急速に進化する情報エコシステムの中で活動しています。それに対応するには、私たちの

仮説を検証し、敵を追跡し、予測し、オープンソースの調査と伝統的な報道技術のベストプラクティスに基づい

て構築された、同様に進化するアプローチが必要です。デジタルとデータ主導の世界には脆弱性があり、ジャー

ナリストはそのあらゆる側面を疑って精査し、市民を正確で信頼できる情報に導くスキルを発揮しなければなり

ません。また、ジャーナリストは、私たちを搾取しようとする悪者やキャンペーンにうっかり加担したり、証拠の裏

付けもないのに国家のために働く人を指弾したりしてしまう危険性も考慮すべきです。 

このハンドブックは、この仕事を効果的かつ責任を持って行うために必要なスキルとテクニックをジャーナリ

ストに身につけさせることを目的としています。また、ジャーナリストが一般の人々に情報を提供し、悪者を暴露

し、私たちの情報環境を改善するのに役立つ質の高い仕事を提供できるようにする理論、文脈、考え方の基礎

知識を提供します。しかし、最初に理解すべきことは、正しい考え方でこの仕事にアプローチしない限り、実践的

な知識とツールは役に立たないということです。 

その考え方とは、デジタル環境内のすべてのものがゲーム化され操作される可能性があることを理解し、そう

する動機を持つさまざまな人々や団体を認識することです。この環境における利点は、常にではないものの、多

くの場合、データ、相互作用、つながり、その他のデジタルな「パンくず」の痕跡を追えることです。また、その多く

は、見方さえ知っていれば、一般に公開されているのです。 

デジタルを調査する上では、何事も額面通りに受け取らないことです。定量化可能でデータ駆動型と思われ

るもの(例えば、シェア、リツイート、トラフィック、製品レビュー、広告クリックなど)は、簡単かつ頻繁に操作され

ることを理解してください。すなわち、ジャーナリストはメディア操作と情報操作の中心的存在で、標的にされた

り攻撃されたりするだけでなく、誤った情報や虚偽の情報を広める重要なチャンネルと見なされていることを認

識すべきです。そしてそれは、あなたとあなたの同僚に、あなたが信頼できる正確な情報を提供し、虚偽、操作

されたコンテンツ、トロールキャンペーンを助長しないために必要な考え方、技術、ツールを備えることでもある

のです。 

この考え方の中核にあるのは、デジタル調査のパラドックスです。すなわち、何も信頼しないことによって初め

て、私たちは信頼すべきものと信頼すべきでないものを区別できます。また、その結果、私たちがサービスを提

供するコミュニティが信頼できる仕事を生み出すことができるようになるのです。 

それに加えて、［本書の］章やケーススタディで繰り返し強調されているいくつかの基本［理念］があります。 



 敵の立場で考えよう。プラットフォームやデジタルサービスの新しい機能はそれぞれ、何らかの方法で悪用さ

れる可能性があります。イデオロギー、政治、経済、その他の理由で環境を操作しようとする人の立場に立

つことが大切です。デジタルコンテンツやメッセージを見るときは、その作成と拡散の動機を考えてみましょ

う。また、デジタル環境で注目を集め、収益を得る方法を見つけることを生業とする人物、デジタルマーケテ

ィング担当者、その他の人々が使用する最新の技術に遅れを取らないことも不可欠です。 

 アクター、コンテンツ、行動、ネットワークに焦点を当てよう。目標は、アクター、コンテンツ、行動を分析し、そ

れらがネットワークとしてどのように機能しているかを文書化することです。これら四つを互いに比較して見

極めることで、あなたは自分が見ているものを理解できるようになるのです。複数の章とケーススタディに

あるように、基本的なアプローチは、単一のコンテンツまたは Web サイトなどのエンティティから始めて、そ

れをピボットし、行動やその他の接続を通じてより大きなネットワークを識別することです。これには、プラッ

トフォーム間、および場合によっては異なる言語へのコンテンツとアクターのフローを調べることが含まれま

す。 

 監視および収集。メディア操作や偽情報を特定する最善の方法は、それを不断に探ることです。既知の関係

者、トピック、および関心のあるコミュニティの継続的な監視と追跡が不可欠です。スプレッドシート、スクリ

ーンショットフォルダ、または Hunchly のような有料ツールを使用して、検索結果を保存し、整理します。 

 出典に注意しよう。特定のアカウント、コンテンツ、またはより大規模な情報操作の背後に誰がいるのかを正

確に特定できない場合があります。異なる動機を持つ関係者が同じような方法で行動し、同じ種類のコンテ

ンツを作成または増幅できることが理由の一つです。データへのアクセスがはるかに確保され、より多くのリ

ソースを持つプラットフォームでさえ、帰属を誤ることがあります。最も成功し、説得力のある証拠は、通常、

デジタル証明と内部ソースからの情報を組み合わせたものであり、オンラインと従来の調査［報道］の理想

的な組み合わせ［がもたらすもの］です。国家やその他の関係者が進化し、彼らの指紋を隠す新しい方法を

見つけるにつれて、それはさらに困難になっています。帰属をたどることは至難の業で、それを間違えると、

そこまでの慎重な作業がすべて損なわれます。 

最後に、この版の前に公開された二つのハンドブックについての注記です。本書は、「検証ハンドブック」初版

と「調査報道のための検証ハンドブック」に基づいています。ともに、ソーシャルメディアを監視し、画像、ビデオ

およびソーシャルメディアアカウントを検証し、検索エンジンを使用して人、企業およびその他のエンティティを

識別するための基本的なスキルを提供するものです。このハンドブックの章やケーススタディの多くは、読者が

これまでの出版物、特に最初のハンドブックに示された基本的な知識を持っていることを前提に書かれていま

すので、あなたがついていけないと感じる場合なら、最初のハンドブックから始めてください。 

さあ、仕事を始めましょう。 

 

 

 



情報障害の時代 
文：クレア・ウォードル 

クレア・ウォードルは、 デジタル時代における信頼と真実に関する課題に取り組むジャーナリスト、学者、技術者

を支援する世界的な非営利団体 First Draft の戦略と研究を主導しています。ハーバード大学ケネディ行政

大学院のメディア・政治・公共政策に関するショーレンスタインセンターフェロー、コロンビア大学ジャーナリズム

大学院トウ・センター・フォー・デジタルジャーナリズム Tow Center for Digital Journalism のリサーチデ

ィレクター、UNHR（国連難民機関）のソーシャルメディア責任者なども務めています。 

 

ご存じのように、嘘や噂、プロパガンダは新しい概念ではありません。人間には常に人を欺く能力があり、捏

造されたコンテンツが市民を惑わせ、政府を不安定にし、株式市場を高騰させた歴史的事例があります。新し

い点は、誰もが簡単に説得力のある嘘や誤解を招くコンテンツを作成でき、そのコンテンツが世界中に飛び火

するスピードが速いことです。 

私たちは、欺瞞には複雑さが含まれることを知っています。一つのサイズですべてに対応できるわけではあり

ません。例えば、家族内の喧嘩を収拾しようと言った無邪気な嘘は、より多くの有権者を獲得しようとする政治

家による誤解を招く発言と同じではありません。国家が支援するプロパガンダキャンペーンは、月面着陸に関す

る陰謀［論］とは違うのです。残念なことに、ここ数年の間に、ここで説明したカテゴリに該当しそうなものはすべ

て「フェイクニュース」と呼ばれるようになりました。これは世界的に広まった単純な用語であり、多くの場合、翻

訳の必要はないでしょう。「残念」というのは、私たちが目にしている複雑さを説明するにはひどく不十分だから

です。欺瞞的なコンテンツのほとんどは、ニュースを装ってさえいません。それは、ミーム、動画、画像、または

Twitter、YouTube、Facebook、Instagram 上の協調活動です。そして、そのほとんどはフェイクではあり

ません。誤解を招くものか、よりありうるのは本物であっても、［本来の］文脈から外れて使用されているもので

す。 

最も影響力のある偽情報は、一部に真実を含んでいます。真実であるものを取り上げ、それに誤ったラベル

を付けたり、本当は 3 年前のものを新しいものとして共有したりします。おそらく最も問題なのは、フェイクニュ

ースという言葉が、主に政治家とその支持者によって、世界中のプロの報道機関を攻撃する武器になっている

ことです。この言葉に不満を抱いた私は、共著者ホセイン・デラクシャンと共に「情報秩序の混乱」という言葉を

作りました。2017 年に「情報秩序の混乱」と題する報告書を書き、このトピックに存在する用語の課題を探りま

した。この章では、この問題を理解し、批判的に議論するための重要な定義的側面をいくつか説明します。 

「情報秩序の混乱」の７類型 

同年、私は情報秩序の混乱にさまざまなタイプがあることを PR しようと、以下の７類型を設定しました。 



 

風刺/パロディ 

当然ながら、多くの人が私のこの類型論に風刺を含めることに異論を唱え、私もこれを含めることに苦慮しま

した。しかし残念なことに、偽情報の発信者は、コンテンツが「ファクトチェック」されないように、またコンテンツか

ら生じるあらゆる損害の責任を逃れる方法として、意図的にコンテンツを風刺に分類します。文脈や手がかり、

または思考の近道(ヒューリスティック)が排除された情報エコシステムでは、風刺コンテンツは読者を混乱させ

がちです。米国人は The Onion が風刺サイトであることを知っているでしょうが、Wikipedia によると、世界

に 57 の風刺ニュースサイトがあることも知っていますか?もしあなたがその Web サイトが風刺であることを

知らず、Facebook のフィードでぱっと読んだら、簡単に騙されてしまうでしょう。最近、Facebook は風刺を

ファクトチェックしないことにしましたが、この分野で働く人たちは、意図的な策略が風刺を装っていることを知

っています。実際、2019 年 8 月、米国の Snopes は「なぜ風刺をファクトチェックするのか」という記事を書い

ています。［それによると、］風刺と称するコンテンツはファクトチェックを回避し、時間の経過とともに元のコンテ

キストが失われることがよくあります。［そうすると］人々はコンテンツが風刺であることに気づかず、真実である

と信じてシェアや拡散しかねないのです。 

誤った関連付け 

これは昔クリックベイトと呼ばれた手法で、センセーショナルな見出しでコンテンツを主張し、［読んでみると］

見出しが実際の記事やコンテンツと著しく乖離していることに気付くというものです。ニュースメディアは偽情報

の問題は悪者が引き起こしたものだと考えがちですが、私は、報道業界の悪しき慣習や慣行が情報秩序の混

乱を増大させているという認識が重要だと思います。 

誤解を招くコンテンツ 



これは、ジャーナリズムや政治において常に問題視されてきました。元の文章からごく一部を抜き出したり、特

定の主張を裏付ける統計を作ったり、データセットがどのように作成されたかを考慮しなかったり、写真をトリミ

ングして特定の出来事を構成したり。こうした誤解を招く行為は決して新しいものではありません。 

誤った文脈 

これは私たちが最も多く目にするコンテンツです。ほとんどの場合、本物の画像が新しい画像として再共有さ

れるときに発生します。ニュース速報で古い画像が再掲されることがありますが、見出しが現在の出来事に適

合するような古い記事が新しいものとして共有されることもあります。 

なりすましコンテンツ 

これは、よく知られたブランドや名前のロゴが、虚偽のコンテンツと共に使用される場合です。ヒューリスティ

ックを巧みに利用する戦略的なものです。コンテンツを判断する最も強力な方法の一つは、そのコンテンツが信

頼している組織や個人によって作成されたものであるかどうかを見ることです。したがって、信頼できる報道機

関のロゴを写真またはビデオに追加することで、ユーザーがチェックせずにコンテンツを信頼する可能性を高め

ているのです。 

操作されたコンテンツ 

これは、本物のコンテンツが何らかの方法で改ざんまたは加工されている場合です。2019 年 5 月のナンシ

ー・ペロシの動画がその例です。米国下院議長の演説が撮影された数時間後、彼女が酔ったように話している

動画が出現しました。再生速度が遅くなっていて、彼女はろれつが回らないように見えました。これは強力な戦

術です。なぜなら、これは本物の映像に基づいているからです。人々が彼女は［確かに］その場で演説したと知

っていれば、一層コンテンツを信頼するようになります。 

捏造コンテンツ 

このカテゴリは、コンテンツが 100%捏造されている場合を対象としています。これは、全く新しい偽のソーシ

ャルメディアアカウントを作成し、そこから新しいコンテンツを拡散するといった場合です。このカテゴリには、人

工知能を使ってありもしない言動をさせた動画や音声ファイルを作成するディープフェイクも含まれます。 

意図と動機を理解する 

これらのタイプは、汚染された情報環境の複雑さを説明するのに役立ちますが、意図の問題には取り組んで

いません。意図は、この現象を理解する上で重要な部分です。そのためにデラクシャンと私はベン図を作りまし

た。誤情報と偽情報、そして私たちが作った三つ目の用語「悪意ある情報［マルインフォメーション］」の違いを説

明するためです。誤情報と偽情報はどちらも虚偽のコンテンツです。しかし偽情報は金銭的、風評的、政治的、

物理的に損害を与えようとする人たちによって作られ共有されます。誤情報もまた虚偽ですが、共有する人たち

はそれが虚偽であることに気づきません。これはニュース速報に接して人々が噂や古い写真を共有し、その出

来事とは関係がないことに気づかないといったよくあることです。マルインフォメーションは本物の情報ですが、



それを共有する人たちは害を与えようとしています。2016 年の米大統領選でのヒラリー・クリントンの電子メー

ルの流出はその一例です。リベンジポルノの共有もそうです。 

 

意図は特定の情報を理解する方法の一部であり、これらの用語は重要です。虚偽や誤解を招くコンテンツを

作成する動機は主に三つあります。一つ目は、国内外を問わず政治［によるもの］です。外国政府が他国の選挙

に干渉しようとしている可能性があります。国内なら、ある陣営が相手を中傷するために「汚い」戦術をとってい

る可能性があります。二つ目は金銭的なものです。サイトに広告を掲載してお金を稼ぐことができます。大げさ

な見出しのついた煽情的で虚偽の記事でも、URL をクリックさせることができれば、お金を稼ぐことができま

す。［保守とリベラルの］政治的スペクトルの両側の人々は捏造された「ニュース」サイトを作り、クリック数を増

やして収益を上げることについて話しています。最後に、社会的・心理的要因もあります。ジャーナリストをだま

せるか、Facebook 上で人々を路上に動員して抗議させたり、女性をいじめたり嫌がらせをしたりするイベント

を作りたいなどの単純な欲求に突き動かされる人もいます。特定のアイデンティティを誇示したい一心で、誤っ

た情報をシェアする人もいます。例えば、「これが真実でなくても構いません。Facebook 上の友人に、〇〇候

補をどれほど嫌いか強調したいだけです」と言う人がいるのです。 

増幅のトランペット 

この広範なエコシステムを真に理解するためには、すべてがいかに複雑に絡み合っているかを知る必要があ

ります。誤解を招くようなコンテンツや虚偽のコンテンツを見て、それがそこで作られたものだと信じる人があま

りにも多いのです。残念なことに、偽情報を最も効果的に活用する人は、その細分化された性質を利用する方

法を理解しています。また、噂や陰謀、虚偽のコンテンツは共有されない限り、害にはならないことも覚えておい

てください。共有されるからこそ有害なのです。そこで私はこのイメージを作りました。私はこれを「増幅のトラン



ペット」と呼びます。これは、偽情報の発信者が連携してエコシステム内に情報を流す方法を表現しています。

 

［匿名掲示板］4Chan や Discord(ゲーマーがコミュニケーションのために使うアプリ)などのスペースにコ

ンテンツが投稿されることがあまりにも多いのです。これらのスペースは匿名であり、ユーザーは無条件で投稿

できます。これらのスペースはたいてい、「特定のハッシュタグをトレンドにする」とか、「Facebook のイベント

にこのミームで反応する」など、［活動の］調整に関する詳細を共有するために使われます。その後、多くの場

合、［こうした］調整は大規模な Twitter DM グループや WhatsApp グループに移動し、ネットワーク内のノ

ードがコンテンツをより広範な人々のグループに拡散します。それから、Gab、Reddit、YouTube などのサイ

トのコミュニティに移動することもあります。さらに、コンテンツは Facebook、Instagram、Twitter などのよ

り主流のサイトで共有されることもあります。 

そこまでいけば、プロのメディアに取り上げられることが多くなります。コンテンツの出典に気づかず、十分な

チェックなしに報道するか、またはコンテンツ［の素性］を見破って報道するかです。いずれにしても、偽情報の

発信者はそれを成功と見なします。噂や誤解を招く主張を不注意な見出しで報道することや、虚偽のコンテンツ

が記事に埋め込まれていることを指摘することは、［彼らの］計画を助長します。虚偽の拡散を促し、噂に酸素を

供給します。First Draft では、ティッピングポイントという概念を説明します。ジャーナリストにとって、デマを

あまりにも早く報じることは、噂にさらなる悪影響を加える可能性があります。［一方、］報道が遅すぎれば、噂

が定着してしまい、手がつけられなくなります。ティッピングポイントの見極めは困難です。場所、トピック、プラッ

トフォームによって異なります。 

まとめ 

言葉は重要です。この現象は複雑で、私たちの使用言語によって違いが生じます。「フェイクニュース」という

表現を、プロのメディアの劣悪な報道行為と同一視するオーディエンスが増えていることを示す学術的な調査

結果があります。実際にはフェイクコンテンツではないかもしれない場合や、フェイクだと思わない人々によって

知らないうちに共有されている場合、すべてを偽情報だと記述することは何が起こっているのかを理解する妨



げとなります。私たちは「情報秩序の混乱」の時代に生きています。それはジャーナリスト、研究者、情報のプロ

フェッショナルにとっての新たな課題を生み出しています。報道するか否か?見出しをどう付けるか?動画や画

像を効果的に検証するには?検証するタイミングは?ティッピングポイントをどのように見極めるか?これらはす

べて、情報環境で働く人々が直面する新たな課題です。実に複雑なのですよ。 

  



メディア操作のライフサイクル 
文：ジョアン・ドノバン［日本ではジョーン・ドノバン表記と混在］ 

ジョアン・ドノバン博士はハーバード大学ケネディ行政大学院のメディア・政治・公共政策に関するショーレンス

タインセンターのリサーチディレクターです。 

 

一握りの強大なグローバルテクノロジープラットフォームが、社会に情報を提供する従来の手段を破壊した現

代において、メディア操作と偽情報キャンペーンは今や、すべての政治・社会制度の脅威です。デマや捏造は、

政治工作員、ブランド、社会運動、および無所属の「トロール」が混在しながら伝播されています。彼らは公共の

対話に影響を与える新しい技術を開発・改良し、地域、国、世界規模で大混乱を引き起こしています。メディア

操作と偽情報は社会が直面する重要な問題だということは広く認識されてきています。しかし、偽情報とメディ

ア操作を定義し、検出し、記録し、論破することは、攻撃がジャーナリズム、法律、技術などの専門分野にまたが

っているため、依然として困難です。したがって、メディア操作をパターン化された活動として理解することは、そ

れらの調査、暴露、［影響の］緩和に取り組む上での重要な第一歩となります。 

メディア操作と偽情報の定義 

メディア操作を定義するために、まず用語を二つに分けて考えましょう。最も一般的な形として、メディアはコ

ミュニケーションの成果物です。物理、デジタル［双方］の媒体におけるテキスト、画像、音声、動画が含まれま

す。メディア研究では、どんな物もある出来事を記録した証拠として使用できます。重要なのは、メディアは個人

がコミュニケーションを目的として作成するものだという点です。メディアは個人間で何らかの意味を伝達する

ものの、その意味の解釈は常に関係的で［幅が］あり、文脈の中に位置付けられます。 

メディアが操作されていると主張することは、メディアは個人が何らかの意図された意味を伝達するために作

るという単純な定義を超えるものです。メリアム・ウェブスター辞典では、操作とは「目的を果たすために、巧妙

または不正な手段によって変えること」と定義されています。一つの人工物がどんな目的で作られたのかを正確

に知ることは難しい場合がありますが、調査員は、誰が、何を、どこで、どのように伝達したかを特定し、配布プ

ロセスの一部として操作的な戦術が用いられたかどうかを判断することができます。こうした戦術には、個人の

アイデンティティまたは人工物の出典を隠すこと、人工物の意味や文脈を隠したり変えたりするために編集する

こと、および bot やスパム送信ツールなどを連携させてアルゴリズムを騙すことが含まれます。この文脈では、

偽情報はメディア操作のサブジャンルであって、政治的目的のために意図的に虚偽の情報を作成し、流布する

ことを指します。技術者、専門家、学者、ジャーナリストおよび政策立案者は、偽情報の特徴的なカテゴリについ

ての合意が不可欠です。というのも、偽情報に対抗するには、一致団結しなければならないからです。 



ハーバード大学ケネディ行政大学院ショーレンスタインセンターの「テクノロジーと社会変動」研究チーム

(TaSC)は、メディア操作キャンペーンのライフサイクルをマッピングするために、ケーススタディのアプローチを

採用しています。この方法論は、時空を超えてメディアの成果物を追跡し、複数の関係性を導き出すことで、操

作キャンペーンの順序、規模、範囲を分析し、もつれた混乱を整理しようとするものです。その一環として、私た

ちはメディア操作キャンペーンのライフサイクルを概観する資料を制作しました。これは、ジャーナリストがメディ

ア操作と偽情報を特定、追跡、暴露しようとする際に役立ちます。 

メディア操作キャンペーンのライフサイクル 

ライフサイクルには五つのアクションポイントがあり、メディア操作の戦術を定性・定量的な方法で記録できま

す。ただし、ほとんどの操作キャンペーンは、この順序で検出されるわけではありません。調査する場合は、これ

らのアクションポイントのいずれかを探し出し、ライフサイクルの前後をたどります。 

ケーススタディ:「内部告発」 

メディア操作キャンペーンがどのように展開されるのか、また、ライフサイクルの早い段階でジャーナリストや

プラットフォームが倫理的な行動を取れば、操作の取り組みが阻止できることを示すため、ドナルド・トランプ大

統領の［弾劾調査の発端となった］ウクライナ疑惑を巡る内部告発者に対するソーシャルメディア上の活動を検

証してみましょう。 

 

計画立案と種まき (ステージ１、２) — 陰謀説のメディアエコシステム内では、内部告発者の身元は明らかにな

っており、その名前はブログ、Twitter、Facebook、YouTube の動画やディスカッションフォーラムに出回っ



ています。固有名詞がキーワードやハッシュタグの代わりに、検索可能な個別のデータポイントとして機能する

のが理想的です。この事例では疑惑の人物の名前と写真を広めようとする総力戦が展開されました。しかし、そ

の名前は、右派や陰謀論のアカウントや団体からなるこのオンラインメディアのエコーチャンバーに閉じ込めら

れてしまったようです。陰謀論者のインフルエンサーが、内部告発者とされる人物の名前をメインストリームに押

し込もうと躍起になったにもかかわらず、彼らは自らのフィルターバブルから抜け出すことができなかったので

す。それはなぜでしょう? 

ジャーナリストや活動家からの反応 (ステージ 3) — これに対し、左派・中道のメディアは、内部告発者とされる

人物の名前を掲載せず、彼［の身元］が暴露されたとする主張を広めることもありませんでした。主要なメディア

は、技術や政治の担当記者にとってはニュース価値のある話であっても、この人物の名前がソーシャルメディア

のエコシステムの中で流通していると注意を喚起することを控えました。この動きを取り上げた人たちは、この

名前を流通させる行為がいかに内部告発者の訴えをめぐる議論を操作しようとするものであるかを強調し、大

半が名前の拡散を避けました。これは、内部告発者を含む情報源の匿名性を守る特別な義務があると信じるジ

ャーナリストの倫理観によるところが大きいと言えます。 

情報エコシステムの変化(ステージ 4) — 主要なジャーナリストは彼の名前を公にはしませんでしたが、内部告

発者の名前とされる「Eric Ciaramella」はユニークなキーワードです。それを検索した人々は、陰謀の影響を

受けたさまざまなコンテンツを引き出すことができました。倫理的なジャーナリストが、大量のトラフィックを集め

られるネタを事実上拒否したことに加えて、各プラットフォーム企業は、内部告発者とされる名前をキーワードと

して使用したコンテンツを積極的に調整するようになりました。YouTube と Facebook は彼の名前を使用し

たコンテンツを削除し、Twitter は彼の名前がトレンドに載せないようにしました。［一方、］Google 検索では、

彼の名前を調べることができ、陰謀論ブログへの数千のリンクが表示されました。 

 

操作者による調整 (ステージ 5) — ［メディア］操作者たちは誤報の拡散を防ごうとするこれらの試みにいら立

ち、戦術を変えることにしました。内部告発者とされる人物の名前を含むコンテンツを宣伝する代わりに、以前に

彼の名前を使って流した画像に似た、別の白人男性(眼鏡を掛け、あごひげを生やしています)の画像を流し始

めたのです。これらの新しい画像は、内部告発者が体制派の民主党員の友人であり、したがって党派的な動機



があるという「ディープステート」の陰謀説と結びついていました。しかし、これは、億万長者の投資家で慈善家

でもあるジョージ・ソロスの息子で、しばしば陰謀論の標的とされたアレクサンダー・ソロスの画像でした。 

メディアの注目を集めることができなかったため、トランプ大統領の Twitter アカウント

@RealDonaldTrump は、内部告発者とされる人物の名前を掲載した記事をリツイートし、彼の 6800 万人

のフォロワーに対して「CIA の内部告発者は本物ではない!」と強調しました。最初のツイートは、彼の選挙運動

の公式アカウント@TrumpWarRoom からのものです。その後、多くの主要メディアを含む報道が相次ぎまし

たが、いずれも内部告発者とされる人物の名前を削除したり、隠したりするのに苦労することになりました。上院

の弾劾公聴会では、多くの人々が内部告発者の証言を求め、彼の名前は他の重要証人とともに呼ばれることに

なり、他の名前を検索する際に遭遇する可能性が高まりました。このようにして、メディア操作の新しいサイクル

が始まるのです。 

内部告発者の名前についての質問が増え、彼の個人的、職業的な動機についての陰謀説がブログに溢れて

います。これらのツイートを報道したジャーナリストたちは、このような行為が将来の内部告発者を委縮させか

ねないとして、証人への威嚇を議論する一方、トランプ大統領が内部告発者とされる人物を暴露する動機にま

つわるゴシップを報道するような、悪趣味な好奇心に陥ることもあります。一部のメディア組織がエリートの責

任を追及しようとすることは賞賛に値するものの、プラットフォーム企業が、自社の製品がメディア操作や偽情

報の拡散に悪用される政治的ツールとなっていることを自覚しない限り、それは不可能な作業です。 

 

ライフサイクルの文書化 

メディア操作者たちは、ソーシャルメディア上に名前と写真を掲載して「連鎖的な反応」を演出し、最終的には

大手メディアに増幅させ、プラットフォームにそれをトレンドにさせ容易に目に付くようにしようとしました。しか

し、プラットフォームとジャーナリストの判断と行動によって、内部告発者とされる人物を主流に押し上げる試み

は、ニュース価値のある人物［トランプ大統領］が問題を取り上げるまで、ほとんど失敗していたのです。多くの

報道機関が倫理的ガイドラインを遵守しようと努力している一方で、ソーシャルメディアはすでに、メディアのア

ジェンダを設定し、危険な陰謀を引き起こす強力な武器になっています。 



しかし、一般的にみて、このケーススタディは、ジャーナリストが偽情報キャンペーンを否定しようとしてそれを

増幅してしまい、プラットフォーム企業がオーディエンスに正確な情報を提供する従来怠ってきた義務を果たす

取り組みを大きく改善したものです。全体的な変化は有望ですが、エリートに対する説明責任はいまだ欠けて

います。ジャーナリストや調査員にとって、メディア操作キャンペーンを発見し、記録し、暴露するのは極めて重

要です。この超党派的な状況で、デマキャンペーンを名指しすれば、大量のトロールや不必要な注目をもたらす

可能性もあります。偽情報の内容や文脈に対処するには、キャンペーンがどのように始まり、変化し、終わるの

かを厳密に科学的に文書化する必要があります。また、キャンペーンが終わったと思いきや、それが新しい始ま

りとなる可能性があることを認識しなければなりません。 

 

  



1. ソーシャルメディアアカウントの調査 
文：ブランディ・ザドローズニー 

ブランディ・ザドローズニーは NBC の調査報道記者で、主にインターネット上の誤情報、偽情報、過激主義を

取材しています。 

 

私のほとんどの記事には、ソーシャルメディアを使った調査が含まれています。プロフィールから最新ニュー

ス、さらには長期にわたる調査に至るまで、ソーシャルメディアのプラットフォームは、対象者の実生活-家族、友

人、仕事、個人的な政治［活動］や友人関係-を知る最良の方法であるとともに、秘密の考えや隠されたオンライ

ンアイデンティティをのぞく窓を提供します。人々はますますオンラインで生活するようになり、対象のソーシャル

プロファイルを見つけて検索するツールはどこにでもあります。同時に、普通の人も悪人も、自分の痕跡を隠す

ことにかけては賢くなっています。一方、Facebook のようなソーシャルメディア・プラットフォームは、プライバ

シー侵害や有害なイデオロギーがプラットフォーム上に蔓延しているという否定的な報道に対応して、ジャーナ

リストや研究者がストーリーを発見して人々を特定するために頼りにするツールを閉鎖しています。 

次の章では、ソーシャルアカウントを調査するための中心的なアプローチをいくつか紹介します。ツールは現

在私が使っているものですが、そのうち Facebook に駆逐されるか、より良いものに取って代わられるでしょ

う。この分野に長けている記者は、目的に到達する独自のプロセスとガジェットを持っているものですが、あら

ゆる種類の報道と同じく、執念と(オンラインでの)靴の革［底をすり減らす努力］が最高の結果をもたらします。

何千ものツイートを読み、Google の［検索］結果を最後までクリックし、ソーシャルメディアのウサギの穴に飛び

込むつもりで「これは誰?」という質問に答えるのに役立つ小さな経歴の手がかりを集めましょう。 

ユーザー名 

私たちの手元にあるのはユーザー名だけということもありますが、ほとんどの場合、それが足がかりになるの

で心配は無用です。Reddit で最も人気がある悪質な男性向けコミュニティの一つを構築した、ニューハンプシ

ャー州の共和党議員（当時）がそうでした。Reddit の The Red Pill(現在は隔離されている)の設計者を暴く

調査は、「pk_atheist」というユーザー名から始まったのです。  

 



ユーザー名にこだわりがあって、さまざまなプラットフォームやメールプロバイダーで同じものを使う人もい

ます。ニューハンプシャー州議会議員のように、セキュリティを重視する人は、新しい作戦ごとに使い捨ての

ユーザー名を作ります。 

 

いずれにせよ、検索しているユーザー名を入力してみるべきサイトはいくつかあります。最初に、ユーザー名

を Google［検索］に突っ込みます。大規模なソーシャルプラットフォームを敬遠する若者たちは、コメント欄やレ

ビュー、フォーラムなど、意外な場所に情報や他のアカウントにつながる痕跡を残す傾向があります。 

Google 検索に加えて、独自サービスを使用します。お金がかかるので、ニュースルームの予算次第では、ア

クセスできない場合もあります。Nexis は公文書や裁判所の文書には最適ですが、残念ながら電子メールや

ユーザー名には力が及びません。米国内だけなら、人物調査にも役立ちます。Pipl と Skopenow は、電話番

号や不動産登記などの「現実世界」の情報と、メールやユーザー名などのオンライン記録を相互参照できる最高

のツールの一つで、どちらもグローバルに機能します。これらの有料検索エンジンは、電話や不動産の記録を提

供することが多いですが、アカウントが閉鎖された後も残る Facebook や LinkedIn のプロフィールを識別す

ることもできます。また、古いブログや Amazon のウィッシュリストなど、人々がほとんど忘れてしまったような

アカウントを結びつけることができます。これは、人が何を読み、何を買い、何を欲しがっているかを知りうる金

鉱です。しかし、これらのツールは誤りが多く、このツールから調査を開始し、他の手段で検証を続けることにし

ています。 

 

自分のサブジェクトに属していそうなユーザー名やメールを見つけたら、namechk や namecheckr など

のオンラインツールに入力して、複数のプラットフォームでそのユーザー名が利用可能かどうか試します。これら

のツールはマーケター向けですが、調査対象のユーザー名が他の場所にも存在するかどうかを確認するのにも

便利です。もちろん、あるユーザー名が複数のプラットフォームで登録されているからといって、これらのアカウ

ントがすべて同一人物のものとは限りません。しかし、プラットフォームを横断的に調査するには素晴らしい出発

点です。 



 

さらにユーザー名をチェックするには haveibeenpwned.com や Dehashed.com があり、漏えいされ

たユーザー情報を検索して手早くメールアドレスの検証や新しいリードを提供することができるそうです。 

写真 

ユーザー名だけでは不十分です。写真ほど説得力のあるものはありません。プロフィール写真は、異なるアカ

ウント間で本人確認を行うもう一つの方法です。Google の画像検索も良いのですが、他の検索エンジン、特

にロシアの Yandex の方が良い結果を得られることがあります。私は、Reveye という Chrome の拡張機能

を使っています。この機能を使うと、画像を右クリックして、Google、Bing、Yandex、［カナダの画像検索エ

ンジン］Tineye など複数のプラットフォームで一致する画像を検索することができるのです。また、Search 

by Image という拡張機能には、画像内の画像を検索できるキャプチャ機能がついています。 



 

 

もちろん、画像検索には問題があります。前述の検索エンジンは、Twitter 上の画像を見つけるのが苦手

で、Instagram や Facebook などのサイトの検索結果を表示するにはほとんど役に立ちません。私はさまざ

まな人の画像を目にすることが日常的にあります。何度モニターに目を細めて、同僚に「これ、同じ人?」と尋ね

たことでしょう。私は自分の目を信じていません。ほくろや顔の毛、顔立ちなど写真同士の特徴を比較すること

もいいですが、最近では、「Face++」のような顔認識ツールに２枚の写真をアップロードして、確認することも

できます。この例では、10 年前の写真でも私を明確に識別することができました。また、Twitter と

Facebook のソーシャルメディアのプロフィール写真で同僚のベン・ステイラーを認識し、別人が映った写真を

判別しました。 



 

 

 

トロールや詐欺師を追跡していると、彼らがプロフィール写真を隠そうとしてしたり、偽の写真を使ったりして

いることに気付くことでしょう。写真を編集して反転させれば、彼らのプロセスをリバースエンジニアリングでき

るかもしれません。しかし、道標になり得るのはプロフィール写真だけではありません。人々が自分や家族のプ

ライバシーを意識し、配慮するようになった今でも、自慢したい写真を共有する傾向は根強いのです。私は車や

家、ペットなどの写真を基に人々を特定してきました。このように、写真はアカウントとその背後にいる人々を結

ぶ手段となり、対象人物の周囲にネットワークを構築することができます。これはソーシャルメディアアカウントを

調査する一般的な手法です。例えば、オハイオ州デイトンのバーの外で 9 人を射殺した男のソーシャルアカウン

トを確認しようとした時のことです。彼の Twitter アカウントは、彼の政治的信条を知る手がかりを提供しまし

たが、ハンドルネームの@iamthespookster は、当局が公表した彼の本名とは全く異なっていました。犠牲者

の一人は彼の弟でしたが、トランス男性であることをカミングアウトしておらず、名前も公的な記録にないこと

が、重要人物の特定を一層困難にしました。しかし、彼と彼の家族のプロフィールには至る所に犬の写真があ



り、弟の未報告だったアカウントのバナー画像にも登場していたのです。

 

 

 



その画像で役に立ったのは犬だけではありません。画像は犯人の父が撮ったもので、彼の個人と家族のアカ

ウントを特定する手掛かりになりました。もしあなたが Facebook や Twitter のアカウントを持っているなら、

プロフィールで明らかにしたり、自ら投稿したりしていなくても、あなたの誕生日を知ることができます。生年月

日は、速報段階で警察が提供する最初の個人情報の一つです。対象のアカウントで誕生日と思われる日付に

スクロールし、誕生日のお祝いを探すことで、かなり確実にソーシャルメディアのアカウントを絞り込めます。たと

え彼ら自身のページに何もなくても、前述のコナー・ベッツのように両親が彼らの子供の誕生日について投稿す

ることはよくあることです。Twitter についても同じことが言えます。誕生日を喜ばない人はいないので。 

 

 

ソーシャルプラットフォームが提供するものの中で最も優れている Twitter の高度な検索ツールを使えば、

特定の投稿をさらに簡単に見つけることができます。私は自分の誕生日を明らかにしたことはほとんどありませ

んが、親愛なる同僚からのお祝いツイートを見つけることができました。 



 
誕生日はほんの一例です。冠婚葬祭、祝日、記念日、卒業式など、ほとんどの人生の節目がソーシャルメディ

ア上で祝われています。これらは、アカウントを検索、調査する手掛かりとなります。Facebook の検索ツール

では、これらのキーワードや他のフィルターを使って検索することができます。同社がプライバシーに重点を置く

ようになる前よりは利用されなくなっていますが、今も存在しています。私のお気に入りの一つは

whopostedwhat.com です。 

人間関係 

ソーシャルメディア上の交流から、その人を判断することができます。オンラインで交流している人を調べれ

ば、生活や傾向について多くのことがわかります。私が最初に Twitter に参加したとき、私はフォローしてもら

おうと夫と親友にも登録してもらいました。仕事でアカウントを調べている時、私はそのことを考えています。プ

ラットフォームはあなたが一人でいることを望んでいないので、アカウントを開くとアルゴリズムが起動します。

携帯電話の連絡先リスト、既存アカウントの連絡先リスト、現在地、その他の要因を基に、プラットフォームはフ

ォローすべきアカウントを提案します。そのため、アカウントの最初期のフォロワーや友人を見ることは常に有益

な情報となります。TweetBeaver は、大規模なアカウント間のつながりを調査したり、小規模なアカウントのタ

イムラインやお気に入りなどをダウンロードしたりするのに適したツールです。API にアクセスできる開発者な

ら、大規模なデータセットも大丈夫です。 

https://www.whopostedwhat.com/


 

ドナルド・トランプのアカウントによって 2 回リツイートされたと自慢する極右の人気匿名 Twitter アカウント

「The Columbia Bugle」を見てみましょう。 

 

 



編集者を名乗るマックス・デラージの最初のフォローは、サンディエゴに特化したニュースとスポーツのア

カウントです。Columbia Bugle の多くのツイートは、トランプのサンディエゴでの集会やカリフォルニア大

学サンディエゴ校のイベントの動画が含まれており、このアカウントの人物がサンディエゴ近郊に住んでいる

ことはほぼ確実でしょう。 

 

 



 

新規の調査では、Twitter の履歴を最初からたどるのがよいと思います。Chrome 拡張機能の自動スクロ

ールを使うこともできますし、Twitter の高度な検索を使用して、アカウントが登場した最初の数ヶ月間に期間

を限定することもできます。 

 

このアカウントは最初の半年、何もツイートしていませんね。 



 

Columbia Bugle のアカウントの背後にいる人物は、以前のツイートを消した可能性があります。これを確

認するために、このアカウントに言及しているツイートを探してみましょう。 

 

これらの会話から、ColumbiaBugle が 1 年目のツイートを削除したことが分かります。その理由は不明

で、このアカウントが最初にやり取りしたアカウントからは多くの手がかりが得られません。最近削除されたツイ

ートは、Google のキャッシュから検索できます。削除された古いツイートは、Internet Archive の

Wayback Machine や別のアーカイブでアクセスできることもあります。手動アーカイブサイト

Archive.today は、大学生がキャンパスでトランプ大統領支持のメッセージを書くイベントに参加した

ColumbiaBugle の削除されたツイートをいくつか見つけ出しました。このように、アーカイブされた可能性の

ある特定のアカウントの全ツイートを見るには、アカウント名の後にアスタリスクを付け、［検索窓に］URL プレフ

ィックスで［入力すれば］検索できます: 



 

 

オンライン活動と無縁の生活を送る人はめったにいません。例えば、私と NBC ニュースの同僚は、２016 年

の［米大統領選］投票日に、最もバイラルで誤解を招くような詐欺投票を申し立てたツイートをした極右トロール

を、近所の知人の協力を得て取り上げたことがあります。 



 

このツイートは@lordaedonis という人物から発信されたものですが、彼の地元の人々は過去のツイートに

対して彼の本名で返信していました。このツイートは、クレムリンの支援を受けた Twitter アカウントによって拡

散され、最終的には何百万人もの目に触れ、もうすぐ大統領になる人物［トランプ］によって宣伝されたのです。 

 

私は、影響力のある匿名のソーシャルメディアアカウントの背後にいる実在の人物を明らかにする記事がお

気に入りです。これらの裏アカウントは、アルゴリズムへの依存度が低く、公的な生活から逃れるために慎重に

作られています。公開アカウントとは別に家族や友人と連絡を取り合ったり、個人的または政治的な理由で公言

できないアイデアや意見を伝えたりできるのです。 

ジャーナリストのアシュリー・ファインバーグは、ジェームズ・コミーやミット・ロムニーのような著名人の裏アカ

ウントを暴く、この種の面白いストーリーの妖精のようなゴッドマザーです。彼女の［手法の］秘訣は、コミーとロ

ムニーがフォローしたくなるような家族のささやかなアカウントを見つけて、それらをスクロールし、本物ではな

いように見えるが、コンテンツや友人、フォロワーのネットワークが実在の人々と一致するアカウントを見つける

というものでした。 

偽アカウントにご注意 



それぞれのプラットフォームには個性があり、検索機能も高く、ニュース状況に応じて利便性が異なります。

ただし、ソーシャルメディアアカウントには注意が必要です。信頼はしても、検証を怠らないというルールを常に

適用しましょう。ジャーナリストを騙して楽しむ人々がいます。特にニュース速報の状況では、常に偽のアカウン

トが作られ、その多くは記者を引きつける不吉な、あるいは脅迫的な投稿をしています。この偽の Instagram

アカウントは、カルフォルニアのソーガス高校で起きた銃乱射事件の後に、犯人の名前を使って作成されまし

た。Twitter のスクリーンショットで注目を集めましたが、バズフィードが後に犯人のものではないことを明らか

にしました。 

 

騙されないためには、［取材］対象者、その家族や友人、法執行機関、ソーシャルメディアの PR などにソーシ

ャルアカウント［が本物かどうか］確認しましょう。最後に、そしておそらく最も重要な注意点として、これらのステ

ップには正しい順序はありません。私はしばしばウサギの穴に誘導されて、とんでもなく多くのタブを開く羽目に

なっています。Google ドキュメントに手順を記録したり、検索履歴をすべてキャプチャする Hunchly のような

有料ツールを活用したりして、再現できるシステムを作ることが、人々とオンライン上の生活との関係を明らかに

し、その結論をストーリーに仕立てる鍵となるのです。 

  



1a. ケーススタディ：Facebookアカウントの調査で、プロパガ

ンダ拡散を試みるフィリピンでの協調行動が明らかになった 
文：バーニス・タンチュコ、ジェマ・バガヤウア・メンドーサ 

約 20 年にわたりプロの ジャーナリストとして活躍するジェマ・バガヤウア・メンドーサは、［フィリピンのユース

サイト］ラップラーの調査・戦略責任者です。ファクトチェック部門と、ネット上の偽情報や誤報に関する調査を率

いています。 

バーニス・タンチュコはラップラーの調査チームの一員で、フィリピンのファクトチェックや偽情報ネットワークの

研究をしています。 

 

2016 年秋、投資アナリストのジョン・ヴィクトリーノが、ラップラーにフィリピンの不審な Facebook アカウン

ト 26 個のリストを送ってきました。私たちはそのアカウントの調査と監視に取り掛かり、すぐにプロフィールの詳

細部分が虚偽であることを突き止めました。数週間にわたる調査の結果、この 26 のアカウントから広がる、ペ

ージ、グループ、アカウントのはるかに広範なネットワークを明らかにすることができました。 

これらのアカウントは、彼らが関係していた一連のページやグループとともに、最終的に Facebook によっ

て削除されました。また、これらのアカウントは、ラップラーが Facebook 上の情報の流れを監視するツール「シ

ャークタンク」を作成するきっかけとなりました。この作業は、Facebook 上のプロパガンダや情報操作がフィリ

ピンの民主主義にどのような影響を与えるかについての調査記事シリーズの基礎となりました。このシリーズ

は、26 の偽アカウントの活動を調査したもので、Facebook がフィリピンで政治的偽情報を広め、嫌がらせや

フィリピンの民主主義を弱体化させるためにどれほど悪用されているか、継続的に報道するきっかけとなりまし

た。このケーススタディでは、26 のアカウントを調査し、それを使ってより大規模なネットワークを明らかにした

方法を検証します。 

身元確認とソックパペットの摘発 

一連のアカウントを調査する最初のステップは、それらが実在の人物とつながっているかどうかを確認するこ

とでした。この部分では、昔ながらのファクトチェックが必要で、私たちはスプレッドシートを作成して、リストされ

た個人情報、彼らが気に入ったページ、その他の情報など、アカウントに関連する詳細を追跡することから始め

ました。例えば、Facebook ユーザーのムティア・バウティスタは、フィリピン最大のテレビネットワーク ABS-

CBN の「ソフトウェアアナリスト」を自称していました。ラップラーが同社に確認したところ、彼女が従業員ではな

いことが分かりました。 



 

画像検索ツールを使用して、26 のアカウントの多くが有名人やタレントのプロフィール写真を使っていること

がわかりました。バウティスタは韓国のポップグループ「少女時代」のイム・ユナ、下のリリー・ロペスのアカウント

は韓国の女優キム・サランの画像を流用しています。 

 

 

別のアカウント、ルビミン・カンシオのプロフィール画像はポルノサイト softcorecams.com からのもので

あることが、画像検索ツール TinEye によって明らかにされました。  

 



アカウントの背景画像もプロフィールと同様の流用が行われています。下のジャスミン・デ・ラ・トーレのアカウ

ントの背景画像は、リリー・ロペスのものと同じです。 

 

 

また、26 のアカウントは興味深いことに、友達よりもグループの数が多いのです。フィリピンでは、ほとんどの

人が海外に友人や家族がいるので、これは珍しいことです。Facebook は基本的に、人々が家族や友人と連

絡を取るためのコミュニケーション・チャンネルとして機能しています。そのため、彼らは膨大な数のグループに

所属するのではなく、多くの友人を持つ傾向があります。当時公開されていたバウティスタの友人リストには、

17 人しかいませんでした。実際、私たちが特定した 26 のアカウントのそれぞれには、2016 年当時 50 人未

満の友人しかいなかったのです。しかし、バウティスタは、フェルディナンド・マルコス・ジュニア副大統領候補

(当時)の選挙運動グループ、海外のフィリピン人コミュニティ、売買グループなど、数万～数十万人規模の 100

以上のグループのメンバーでした。これらのグループを合わせると、Facebook のメンバーは 230 万人を超

えます。以下は、最も大きなグループの一覧で、フォロワー数も記載しています。また、バウティスタがこれらの

グループに行った投稿のリストも含まれています。  



 

これらの観察結果や関連データを組み合わせることで、このアカウントはソックパペット［靴下人形］（特定の

見解を支持するために作られた架空の人格）であると結論づけました。 

マルコス支持者のネットワーク 

これら 26 のアカウントの最初のプロフィール写真や初期の投稿の日付から、2016 年 5 月の選挙に向けて

2015 年の第４四半期に作成されたようだということがわかりました。また、1970 年代にマルコス政権下で行

われた戒厳令による虐待が至る所で記録されていることを否定する内容を一貫して主張していることもわかり

ました。また、元独裁者の息子で副大統領候補のフェルディナンド・「ボンボン」・マルコス・ジュニアのライバルを

攻撃しているアカウントもありました。 

下の例では、ムティア・バウティスタが、ボンボンの政敵レニー・ロブレド副大統領（当時）が、2 番目の夫であ

る故ジェシー・ロブレド内務・地方政府長官と結婚する前に、活動家と結婚していたという、今では誤っていると

明らかにされた主張を披露しています。バウティスタは、「レニー・ロブレドはジェシーに会う前に反ボンボン・マ

ルコスのティーンエージャーと結婚していた?」という見出しの記事を、「マルコス・インターナショナル・パワー」と

いうグループに投稿し、次のようにコメントしました。“Kaya ganun na lamang ang pamemersonal 

kay [Bongbong Marcos], may root cause pala.” (「だから反マルコス派なのね。これが根本的な原

因」)。ラデン・アルファロ・ペイアスなるアカウントも同日、句読点に至るまで一言一句同じコメントと共にこの記

事を「ボンボン・マルコスに忠誠を誓う Facebook の戦士たち」というグループに投稿しました。 



 

偽のアカウントは、リンクを持つグループにスパムを送信するためによく使われますが、その際、同じテキスト

を再利用していることがわかります。当時、Facebook グラフ検索を使用して、グループ内のユーザーの公開

投稿を見ることは可能でした。しかし、Facebook が 2019 年に多くのグラフ検索機能を止めたため、特定の

ユーザーが何をシェアしているか知るためには、グループごとに検索する必要があります。 

接続されたWebサイト 

アカウントが共有したコンテンツを分析した結果、26 のソックパペットが Okay Dito (OKD2.com)、Ask 

Philippines (askphilippines.com) や why0why.com といったサイトを宣伝していることが分かりまし

た。OKD2.com はマルコス一族とロドリゴ・ドゥテルテ大統領に有利なデマやその他の宣伝を多数掲載してい

ます。現在は三行広告サイトを装っています。しかし 2016 年 9 月、ソックパペットのおかげもあって、このサイ

トのコンテンツは Facebook で 1 万 1900 回シェアされました。 これらのサイトを通じて、ラップラーは２６のア

カウントを操る人形遣い、ラデン・アルファロ・ペイアスという人物を特定するに至りました。 

人形遣いの追跡 

ラップラーが監視している多くのサイトと同様に、OKD2.com の現在のドメイン登録記録は非公開です。著

者や所有者も明らかではなく、Web フォーム以外の連絡先もありません。幸いなことに、私たちはドメイン履歴

から、サイトに関連する個人を特定することができました。domaintools.com を使用すると、2015 年 7 月時

点で、OKD2.com は、バタンガス州タナウアン市民のラデン・ペイアスという人物の名前で登録されていること

がわかりました。また、私たちは、OKD2.com が、26 のアカウントが共有している askphilippines.com や

why0why.com などの他の Web サイトと同じ Google AdSense ID を共有していることもわかりました。

私たちは、これらのサイトのソースコードを表示し、「ca-pub-」で始まる一連の数字を確認し、これらのサイトの

AdSense ID を確認しました。Google AdSense の各アカウントには、「ca-pub-」で始まる一意の ID が

与えられ、アカウントにリンクされているサイトの各ページにはこのコードが記載されています。 

ドメイン履歴とともに、26 のアカウントのうちの一つがラデン・アルファロ・ペイアス(非公式)と呼ばれている

ことも確認しました。また、「realradenpayas」というユーザー名の別のアカウントはいくつかのソックパペット

と交流していました。 



例えば、彼はマルコス政権下での戒厳令による残虐行為を否定する記事にリンクしたルビミン・カンシオの投

稿にコメントしました。ペイアスは本アカウントで、彼は戒厳令時代、高校生で、誰かが殺されたり拷問されたり

したという話は「聞いたことがない」と言っています。 

 

シャークタンクをジャンプスタートさせる 

これらの 26 の偽アカウントとそのリーチから、ラップラーは「シャークタンク」データベースを作成し、公共の

Facebook グループやページからのデータ収集を自動化することにしました。2019 年 8 月現在、ラップラー

は数百万人のフォロワーを持つおよそ 4 万件のページを追跡しています。一連の不審なアカウントの調査とし

て始まったものが、虚偽の情報やプロパガンダを広め、政治をゆがめ、国家の民主主義を弱体化させる何千も

の偽および本物のアカウント、グループ、ページのネットワークの継続的な調査に変化していきました。 

  



1b. ケーススタディ: Facebookで最大の Black Lives 

Matterページが偽物であることを証明した方法 
文：ドニー・オサリバン 

ドニー・オサリバンはテクノロジーと政治の接点を取材する CNN 記者です。CNN の調査部門と密接に協力し

て、米国の有権者を対象としたオンラインの偽情報キャンペーンの追跡と特定を行っています。 

 

２017 年の夏から秋にかけて、ロシアによるソーシャルメディアを通じて米国の有権者に影響を与えようとし

た企みの詳細を世界が知りつつあった中で、Black Lives Matter 運動が、クレムリンの分断工作の主要な

標的の一つであることが明らかになりました。CNN の同僚と私は何ヶ月もかけて、ロシアがソーシャルメディア

上で最大の BLM(Black Lives Matter)アカウントをいくつか運営していることを報告した。BLM の活動家

たちと話をしていると、私は時々こう聞かれることがありました。「Facebook で最大の Black Lives Matter

のページを運営しているのは誰か知っている?」 

驚くべきことに、この国で最も著名な BLM 活動家や現場の指導者を含め、誰もその答えを知らなかったの

です。一部の人々は、このページがロシアから運営されているのではないかと当然疑っていました。しかし、私

たちは、それはロシア人でも米国人でもなく、オーストラリアの白人男性によって運営されていたことを突き止め

ました。 

「Black Lives Matter」というシンプルなタイトルのこのページは、合法的なものに見えました。2018 年 4

月の時点で、約 70 万人のフォロワーがいました。警察の残虐行為と不平等に関する記事へのリンクを一貫し

て共有し、オンライン募金活動を行い、BLM の商品を販売するオンラインストアも運営していました。 

 

この規模のページが匿名で運営されることは珍しくありません。一部の活動家は、自分の名前をページに載

せて、トロールの注意を引いたり、抗議活動を止めようとする法執行機関から監視されたりするリスクを避けよ

うとするのです。米国外では、活動家がページを匿名で運営できることは、デジタル社会運動にとって重要であ

り、いくつかの運動の鍵となっています(ロシアが利用したのもまさにこの点で、この BLM が関係しているとい

う疑いに拍車を掛けました)。 



私がこの謎のページに注目し始めた頃、フリーランスの研究者であり、優れたオンライン探偵であるジェレミ

ー・マスラーが情報を提供してくれました。マスラーは、この巨大な BLM の Facebook ページが一貫してリン

クしていた Web サイトのドメイン登録記録を見ていたのです。これらのドメインは個人で登録されていました

が、そのうちの一つが、2016 年のある期間、オーストラリアのパースにいるイアン・マッケイという白人男性のも

のであることが分かりました。 

 

マスラーがマッケイに連絡すると、彼は趣味でドメインを売買しているので、そのページとは何の関係もない

と言いました。数ヵ月後、中年の組合役員であるマッケイに電話すると、同じような言い訳をしました。しかし、そ

の時には、マッケイは何十もの Web サイト名を登録しており、その多くが BLM に関するものであることが分か

っていました。 

自らの疑念や、何人かの活動家からの警鐘があったことを差し置けば、マッケイの説明は信じられなくもない

ものでした。ドメイン名には価値があり、人々は常にそれを売買しています。彼は BLM 運動とは関係のないド

メインも登録・販売していたので、彼の言い分はさらに信憑性を帯びていました。しかし、その後、奇妙なことが

起こりました。電話の数分後、Facebook のページが消滅したのです。Facebook が削除したのではなく、そ

れを運営していた人物が削除したのでした。怪しいと思ったマスラーと私はさらに調べ始めました。 

この Facebook ページは数週間後に再開され、BLM のための資金調達キャンペーンを宣伝するようになり

ました。ある例では、テネシー州メンフィスの活動家のために資金を集めると称していました。しかし、私が現地

の活動家に話を聞いたところ、誰もその募金について何も知らず、そのお金がどこに行ったかも知りませんでし

た。他の活動家は、このページを詐欺として Facebook に報告したとさえ言っていました。しかし、フェイスブッ

クは行動しませんでした。 



 

 

そのページが利用していた複数のオンライン決済・資金調達プラットフォームに連絡を取り始めると、それら

の企業は規則に違反しているとして、資金調達者を削除し始めました。［しかし］ユーザーのプライバシーを理由

に、どの決済会社も私に寄付金の行先を提供しませんでした。これはよくある課題です。プラットフォームやデジ

タルサービス［の運営企業］は、プライバシーポリシーを理由に、アカウント所有者の名前や連絡先情報を報道

機関に開示することはほとんどありません。 

後に処理された支払いの一部に詳しい情報筋から、少なくとも一つのアカウントがオーストラリアの銀行口座

と IP アドレスに結び付いていることを知りました。別の情報筋によると、約 10 万ドルが調達されたといいます。

詐欺師や悪人がより洗練されるにつれて、オープンソースの情報だけでは解明できないストーリーは増えつつ

あり、オフレコ情報を提供してくれるテック企業の情報源を開拓することがますます重要になってきています。 

私はこの情報を Facebook に持ち込み、このページがオーストラリアにリンクされている証拠があること、決

済会社が調査後にキャンペーンを削除したこと、そして資金の一部がオーストラリアに流れたことを伝え、コメン

トを求めました。広報担当者は「コミュニティ基準に違反するものは何もなかった」と言いました。 

Facebook の調査と広報担当者の対応についての懸念を私がより上級の社員に伝え、記事の公開直前に

なってようやく同社は行動を起こし、ページを削除しました。マッケイの勤務先だったオーストラリアの労働組合



は、CNN の報道を受けて独自の調査を開始しました。その週のうちに、マッケイと、同じく詐欺に関わったとい

う別の役員を解雇したそうです。 

この記事で特に注目すべきなのは、マスラーと私が記事制作に使用した一連のテクニックです。Wayback 

Machine のようなアーカイブサイトを活用し、このページがリンクしていた Web サイトの外観と、私たちが目

に留める前のページそのものを見ることができました。マスラーがマッケイに連絡を取った途端、関係者が自分

たちの痕跡を隠そうとしたので、これは非常に役に立ちました。 

一方、DomainTools.com を含むドメイン登録を追跡するサービスを使用して、マッケイが登録したサイト

を調査し、彼の直接の連絡先を見つけました。マスラーはまた、（今は使用できなくなった）Facebook グラフ検

索を広く使用して、Facebook グループでページを宣伝するために設定された偽の Facebook アカウントを

追跡しました。オープンソース情報の調査や、ドメイン記録へのアクセスに使用されるようなオンライン調査ツー

ルの使用は、重要な手段ですが、それらだけではありません。マッケイに電話を掛け、非公開情報を提供してく

れる情報源を開拓するという単純な行為-伝統的なジャーナリズムの手法-が、この詐欺を暴く上で重要だった

のです。 

 

  



2. 患者第１号を見つけ出す 

文：ヘンク・ヴァン・エス 

ヘンク・ヴァン・エスはポインター［研究所］の国際的なファクトチェックネットワークの調査員で、データからス

トーリーを見つけ出すことに長けています。インターネットリサーチ、ソーシャルメディア、マルチメディアの分野

で世界中のメディア関係者を訓練しています。NBC、バズフィード、［英国民放最大手の］ITV、Global 

Witness、SRF、Axel Springer、SRF、多数の NGO や大学などが彼のクライアントです。彼の Web サイ

ト whopostedwhat.com と graph.tips は、ソーシャルメディアのフィルタリングに多用されています。

Twitter のアカウントは@henkvaness です。 

 

カナダ人客室乗務員のガエタン・デュガは、何十年もの間、米国にエイズを持ち込んだ最初の男、「患者第１

号」とされてきました。本や映画、数え切れないほどの報道によって、彼は「北米で 70 万人以上の命を奪うこと

になる疫病をもたらした最大の悪役」と呼ばれるようになったのです。しかしそれは事実ではありませんでした。

CDC の調査官ビル・ダロウはデュガにインタビューを行い「カリフォルニア州外」という意味の「患者 O」として

ファイリングしました。それはすぐ数字の「０」と誤読され、つい最近まで誤報の連鎖反応が続いていたのです。 

正しい検索方法を知らなければ、ジャーナリストは［このように］誤った患者第１号に注目することがあります。

この章では、表面的な検索結果を排除し、より深く掘り下げることで、オンライン上の一次資料を見つけるため

の方法を紹介します。 

1.一次資料を参照することのリスクとその解決方法 

ジャーナリストはオンラインの一次資料が大好きです。新聞記事、科学的研究、プレスリリース、ソーシャルメ

ディア、その他のあらゆるものが「患者第１号」を指示しているように見えるのです。政府の公式サイトで基本的

なキーワード検索を実行すると、「あなたが見ているものが、彼らが得たもの」と思い込みがちです。これはたい

てい、真実ではありません。ここで例を示します。米国証券取引委員会（SEC）は、米国市民と全世界のビジネ

スマンが財務情報を検索する情報源です。sec.gov で「オランダの警察」というフレーズが最初に出現する場

所を検索するとします。SEC の内蔵検索エンジンによると、以下の結果が出ます。 

 

「２０１６年の文書１件」。では、SEC がオランダの警察について［初めて］言及したのはこれなのでしょうか？ 



 

違います。sec.gov で最初に言及されたのは、12 年前の 2004 年で、機密解除された暗号メールでし

た。 

 

sec.gov の検索バーからの検索結果には、たとえ Web サイトに直接由来するものでも、この情報は表示さ

れません。なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?一次ソースからの検索エンジンを盲信すべきではあり

ません。検索エンジンは、Web サイトおよび関連データベースの実際のコンテンツに対して誤った印象を与える

可能性があります。適切な検索方法は、「一時ソースの検証」を行うことです。 

一次ソースのチェック 

ステップ１：障害のあるリンクを確認する 

SEC の検索結果は１件しかありません。 

 

障害を解消しましょう。まず、リンクの最初の部分である 「https://www 」を削除してください。そのあとの

最初のバックスラッシュ（/）に注意してください。この場合、「litigation/」という単語の前にあります。 

「sec.gov」が必要としている部分です。 

ステップ２: 「site:」を使う  

汎用検索エンジンに移動します。「Dutch police」で始まり、「site:」の後に URL(スペースなし)が続きま

す。これは元のソースがすべてを表示しているかどうかを調べるものです。 



 

特定のフォルダを含める 

これで、「一次資料の公式」を自分のニーズに合わせることができます。ニュージャージー州裁判所のサイトに

あるプレスリリースにアクセスしてみましょう。マーサー郡弁護士会が主催した「法の日」イベントがいつ行われ

たのか調べたいのですが、どのプレスリリースのタイトルにも見当たりません。「マーサー郡弁護士会」を含むタ

イトルはないのです。 

 

インデックスされていないプレスリリースが詰まったこの URL をご覧ください。 

 

広報資料は「/public」フォルダに格納されています。だから Google 検索にはここまで必要です。 

 

ほら、たどり着きました。 

 

フォルダを予測する 

中国には生態環境部があります。ドイツのシーメンス社に関する英語の文書はあるのでしょうか？下の式を

入れれば、中国語と英語の文書の検索結果が表示されます。 



 

英語の文書だけを見たい場合は、リンク先に英語という単語が使われているかもしれません。試してみてくだ

さい。このようにうまくいきますよ。 

 

2. 文書の痕跡を追う 

必要な情報が Web ページにないように見えても、Web サイトがホストする文書に含まれていることもありま

す。ここでは、Google の検索式を使って文書の痕跡を追う方法を紹介します。 



 

ロス・マッキトリックは［カナダ］オンタリオ州のゲルフ大経済学部准教授です。2014 年に、彼は気候変動懐

疑派のグループのためにプレゼンテーションを行いました。その会合の招待状を探してみます。5 月 13 日に開

催され、「Friends of Science (FOS)」が主催するその年の第 11 回目の昼食会だったことがわかっていま

す。これらの用語を Google で検索しても、何も出てきません。 

 

なぜでしょう？招待状という言葉が、多くの招待状には入っていないからです。インタビューという言葉も同

じです。ほとんどの地図にだって、地図という言葉は［タイトルに］明示されていません。私のアドバイスはあれこ

れ推測せず、心をしっかり落ち着けることです。 

ステップ 1: 文書タイプを設定する 

オンライン招待状の共通点を見つけてください。多くの場合、PDF です。「filetype:pdf」で検索すると、

見つかることがあります。 

ステップ 2: （気候）中立［のように偏りない目］であれ 

あなたは招待状の正確な文言を知りません。しかし、あなたは、YouTube の動画が 2014 年 5 月 13 日

のイベントのものだったということを知っています。招待状に日付が記載されている可能性があります。

(May 13 と May 13th という、基数と序数の両方を検索してください。)  

ステップ 3: 誰が関わっている? 

主催者は「Friends of Science」でその Web サイトは friendsofscience.org ということは知っていま

す。この三つのステップを組み合わせれば、Google の検索はこのようになります。 



 

［検索結果の］冒頭にはイベントの案内が出てきます。 

 

カルガリーを拠点とする FOS は、気候変動を否定する団体というレッテルを貼られることが多く、石油・ガス

業界から資金提供を受けています。では、FOS とその支援者・資金提供者のネットワークに関する詳細情報を

調べるには、どうすればいいのでしょうか？ 

ステップ 1: ターゲットを含める 

「Friends of Science」はあまりにも多くヒットするので、「カルガリー」も含めて検索しましょう。 

ステップ 2: 「filetype」を含める 

公式文書［の検索］には filetype：PDF としておくことをお勧めします。 

ステップ 3: ターゲットのWebサイトを除外する 

「-site:friendsofscience.org」を追加して、ターゲットの Web サイト Friendsofscience.org を除外

します。彼ら以外の情報を見つけるのに役立ちます。最終的なクエリはこうです。 



 

オウンサイト以外の公式文書を検索対象としたため、賛否両方の人が出てきました。 

 

3. 一次ソースとなるようにソーシャルメディアをフィルタリングする 

YouTube 

YouTube の検索ツールは１年前以上の動画をフィルタリングすることができません。2014 年 10 月 11 日

のプラハでのツアーの動画を見つけたい場合、これが障害となります。 

 

これを解決するには、Google 検索画面の一番右にある「ツール」メニューを利用して、「期間を指定」を選び

ます。そして、任意の日付や期間を選択します。これで、必要な結果が得られました。 



 

Twitter 

「site:」検索コマンドは強力ですが、Twitter を検索する場合は失望するかもしれません。例えば、私が検

証ハンドブックに言及したツイートを、次のクエリで検索してみます。 

 

しかし、この記事を書いている時点では、たった 1 件しかヒットしません。Google のような一般的な検索エ

ンジンは、Twitter や、Facebook や Instagram のような大きなプラットフォーム上の何兆もの投稿から、質

の高い結果を探すのは難しいのです。Twitter の場合は、「高度な検索」機能を使い、ここに示すようにキーワ

ード、ユーザー名、期間を追加することが最善手です。 

 



 

検索結果ページの上部にあるメニューの「最新」をクリックすると、結果を逆時系列順に表示することができ

ますので、忘れずにクリックしてください。デフォルトでは、Twitter は話題のツイートとみなされるものから結

果を並べ替えます。 

Facebook 

Facebook で「site:」を使うのも理想的とは言えませんが、ネイティブな検索ツールをニーズに合うよう

にすることはできます。例えば２０１９年３月にブルックリン市民によるイチゴケーキに関する投稿を見たいと

します。以下のステップを踏んでください。 

Step 1: クエリの入力 

 

Step 2: 「投稿」をクリックする 

 

Step 3: 場所を決める 



 

Step 4: 日付を選択する 

 

すると、こうなります。 

 

Instagram 

ある日付の特定の場所での投稿を Instagram で検索するには、私のサイト whopostedwhat.com にア

クセスし、クエリを入力してみてください。 

 
  



3. bot、サイボーグ、不正な活動を見抜くには 
文：ヨハンナ・ワイルド、シャルロット・ゴダール 

シャルロット・ゴダールはベリングキャットの調査員兼トレーナーです。前職はカリフォルニア大バークレー校人権

センターで、国際人権団体のために世界の紛争に関するオープンソースの学生向けの指導をしていました。 

ヨハンナ・ワイルドもベリングキャットのオープンソース調査員で、デジタル調査のための技術やツール開発にも

力を注いでいます。 オンラインジャーナリズムで働いていたこともあり、以前は（ポスト）紛争地域のジャーナリ

ストと仕事をしていました。東アフリカのジャーナリストを支援し、Voice of America の放送を制作したこと

があります。 

 

２０１９年８月下旬、ベリングキャットの寄稿者で BBC アフリカ・アイの調査員であるベンジャミン・ストリックは

#WestPapua と#FreeWestPapua というハッシュタグを広めるツイートを分析していたところ、異常な行

動をしているアカウントがあることに気付きました。これらのアカウントは、西パプア［州］での紛争が国際的に注

目されつつある時期に、インドネシア政府寄りのメッセージを広めていました。このころ、インドネシアの支配から

の自由を求めて地元の独立運動が街頭で行われ、インドネシア警察とデモ参加者の間で衝突が発生していま

した。ストリックが見たアカウントには、奇妙な類似点がいくつかありました。やがて彼は、これらが協調的な不

正行為の初期の兆候だったことを悟ります。しかし、最初は小さなことに気付くことから始まったのでした。その

一つは、多くのアカウントがプロフィール写真を盗用していたことです。例えば、マルコと名乗るこのアカウントを

見てみましょう。 

 

Yandex の画像検索ツールを使うと、このアカウントのプロフィール写真は以前から他の Web サイトで別

の名前で使われていることが分かります。この写真を使ったアカウントで「マルコ」という実在人物に結びつくも

のはありません。このことから、少なくともこのアカウントが本当の身元を隠しているものであることは明らかに

なりました。 

https://yandex.com/images/


 

彼は身元を偽るだけではなく、これらのアカウントが類似した、あるいは同一のコンテンツを公開し、しばしば

互いにリツイートし合っていることも発見しました。さらに注目すべきことに、ツイートのタイムコードパターンが

正確に同期しているものもありました。例えば、@bellanow1 と@kevinma40204275 は、ほとんどが特定

の時間帯の 7 分か 32 分にツイートしていました。 

 

生身の人間がこうしたリズムでツイートすることは考えにくく、アカウント間でのツイート時間の同期と、写真の

偽装によって、こうしたアカウントが実在の人物によるものではなく、自動化された bot だという可能性は高ま

りました。ストリックはこうした疑わしいアカウントのパターンを分析した結果、これらのアカウントは親インドネシ

アの Twitter 上に構築された bot ネットワークの一部で、西パプアの紛争に関する一方的で誤解を招く情報

を広めていると結論付けました。(これらのアカウントが属していた大規模なネットワークについては、第 11 章 B

のケーススタディ「西パプアでの情報操作の調査」で詳しく説明しています）。 

Botって何? その答えは意外に複雑 



西パプアのケースは、ソーシャル bot を利用した情報操作の唯一の例ではありません。もっと広く知られ、批

判されている例もありますが、そのやり方の核心は類似しています。bot は、人間から与えられたタスクを自動

的に実行するソフトウェアアプリケーションです。良いことをするか悪いことをするかは、完全に「オーナー」次第

です。Facebook、Twitter、LinkedIn などのソーシャルネットワークで活動する bot が一般によく知られて

います。これらのプラットフォームでは、特定のイデオロギー的メッセージを拡散し、特定のトピック、人、コンテン

ツ、またはハッシュタグに対する支持が高まっているように見せかけるために使用されることがあります。 

ソーシャルメディア bot はおおむね、スケジュール bot、ウォッチャーbot、アンプ bot の三つに大別されま

す。それぞれのタイプには特定の目的があり、どの種類の bot を調べたいのかを知ることは重要です。それぞ

れの目的には異なる言語とコミュニケーションパターンが伴います。偽情報の文脈では、アンプ bot を調べるこ

とが最適でしょう。 

アンプ bot は、その名の通り、コンテンツを増幅して拡散し、オンライン世論を形成することを目的としていま

す。個人や組織が実際よりも多くのフォロワーを持っているように見せかけることもできます。その力は数の多

さにあります。アンプ bot のネットワークは、ハッシュタグに影響を与えたり、リンクやビジュアルコンテンツを拡

散したり、集団でスパムを送信したり、オンライン上の個人に嫌がらせをして信用を落としたり、物議を醸した

り、四面楚歌に陥っているように見せたりすることができます。 

多くの bot が連携すればするほど、よりそれっぽくなり、オンライン世論を形成しやすくなります。偽情報を拡

散する増幅ボットは、ハッシュタグキャンペーンや、リンク、動画、ミーム、写真、その他のコンテンツ形式でニュ

ースを共有することで偽情報を拡散します。ハッシュタグキャンペーンでは、bot が常に同じハッシュタグ、また

はハッシュタグのセットを連携してツイートします。Twitter のトレンドアルゴリズムを惑わし、特定のハッシュタ

グをトレンドトピックリストに追加できれば成功です。例えば、「#Hillarysick」は、［米］大統領選の直前の

2016 年 9 月、ヒラリー・クリントンが何かにつまずいた際、bot によって広く拡散されました(ハッシュタグキャ

ンペーンは bot なしの方が効果的なこともあることは注意が必要です。ドーンが調査したパキスタンにおける人

間の「ハッシュタグミル」を参照してください)。 

bot の購入や作成は比較的簡単です。わずか数百ドルかそれ以下で bot 群を販売するサイトは無数にあり

ます。しかし、洗練された人間のような bot ネットワークを構築し、管理することは至難の業です。 

Botの見分け方 

 開発者や研究者は、アカウントが自動化されているかどうかを評価するために多くのツールを作成してきまし

た。これらのツールは情報の収集に役立ちますが、単独のツールからのスコアは決して決定的なものではなく、

これだけで記事や結論を出すべきではありません。インディアナ大学の研究者によって開発された

Botometer は最も有名なツールの一つです。さまざまな基準に基づいて、Twitter アカウントとそのフォロワ

ーが bot である可能性のスコアを計算します。 

 



Reddit では、ジェイソン・スコブロインスキーがリアルタイムのダッシュボードを作成しました。選択した掲示

板に対して設定すると、コメントが bot、トロール、人間のいずれによるものかを評価します。  

 

例外はあるものの、一般に公開されている bot 検出ツールは、ほとんどが Twitter 用です。Facebook を

含む多くのソーシャルネットワークが、API(アプリケーションプログラミングインターフェイス)を制限しており、

一般の人々がデータを分析して使用してそのようなパブリックツールを作成することは困難だからです。 

前述したように、bot 検出ツールは優れた出発点ですが、それだけを根拠にすべきではありません。精度に

ばらつきがある理由の一つは、100%確実に bot を識別するための普遍的な基準リストが存在しないことで

す。また、何を bot として分類するのかについてもほとんど合意が得られていません。オックスフォード大学のイ

ンターネット研究所の Computational Propaganda Project の研究者たちは、1 日 50 回以上投稿する

アカウントを「高度に自動化されている」と分類しています。［米シンクタンク］大西洋協議会のデジタル・フォレン

ジック研究所は、「1 日に 72 ツイート(10 分に 1 回、12 時間連続)は［bot の］可能性があり、1 日に 144 ツイ

ート以上はその疑いが濃厚となる」と考えています。 

偽情報キャンペーンが bot によって行われているのか、動機付けられたり、報酬を受けたりしている人間が

特定のトピックに関する大量のコンテンツを投稿しているのか見分けることは、多くの場合困難です。例えば、

BBC は、ボリス・ジョンソンを支持するコンテンツを拡散する、似たような Facebook メッセージを２０１９年１１

月に投稿したアカウントは、ソーシャル bot を装った人々が管理していることを突き止めました。 

また、一部が自動化され、一部を人間が管理するソーシャルメディアアカウント「サイボーグ」に遭遇すること

もあります。サイボーグは、自然な動作と不自然な動作が混在しています。ジャーナリストは、適切な証拠と分析

なしに、疑わしいアカウントを［安易に］bot と断定してはいけません。誤った告発はあなたの信頼性を損なうか

らです。 

さまざまなタイプの bot、サイボーグ、および多くの投稿を繰り返す人間のアカウントを見分ける方法は、一つ

のタイプの疑わしいアカウントだけを特定しようとするのではなく、すべての不正または bot のような行動を監

視することです。例えば、［無料アプリ］Bot Sentinel は、疑わしい行動を示す(米国の)Twitter アカウントを

含むデータベースを公開しています。作成者は、ソーシャル bot を個別に検索するのではなく、「Twitter の規

則に繰り返し違反しているアカウント」を収集しました。 



 

不正行為を調査する手順 

ソーシャルネットワーク上の不正で自動化された可能性のある行動を特定するために、次のようなアプローチ

を提案します。 

1.アカウントに不審な動作がないか手動で確認します。 

2.これをツールの使用やより技術的なネットワーク分析と組み合わせます。 

3.彼らの活動、コンテンツ、交流している他のアカウントのネットワークを調査します。これを本人または本人

が知っていると主張する人に接触を試みるといった、従来の報道手法と組み合わせます。 

4.bot や不正行為を専門とする外部の専門家に相談します。 

疑わしいアカウントを手動で評価する方法を学ぶためには、Twitter やその他のソーシャルネットワーク上の

自動アカウントの典型的な不審点を理解することが重要です。 

ソーシャルメディア上の bot にはアイデンティティが必要です。作成者は、自分の[bot の]アカウントをできる

だけ説得力のあるものにしたいと考えていますが、大規模なネットワークを運営しようとしている場合、信頼性

の高いプロフィールを設定・維持するには時間がかかるのです。アカウントが多ければ多いほど、それらを本物

に見せかけるのは困難で、これが失敗を招きます。多くの場合、作成者は最低限のプロフィールで間に合わせ

ており、優れた研究者はこれを見抜けます。そのポイントを紹介します。 

プロフィール画像がない 

(ベンジャミン・ストリックの西パプアの調査のように)プロフィール写真の盗用や、プロフィール写真が全くな

いことは、真正ではないことを示している可能性があります。作成者は一度に多くのアカウントを作成したいの

で、写真のコレクションを入手する必要があり、たいてい他の Web サイトからコピーします。しかし、そうするこ

とで矛盾が生じる。例えば、プロフィール写真は男性なのに、ユーザー名は女性なら、何かがおかしいと判断す



る指標になりえます。この問題を回避するために、多くの bot 作成者は漫画や動物をプロフィール写真にします

が、この戦術は、本物でないアカウントや bot を検出する別の方法を生み出しただけです。 

自動的に作成されたユーザー名 

次に、名前とユーザー名を確認します。Twitter のハンドルネームは一意であるため、希望するユーザー名

がすでに取得されていることがよくあります。これは一般人なら不便で済みますが、短期間に 50、500、または

5000 アカウントを作成しようとすると、［ユーザー名をいちいち考えるのは］実に大変です。 

bot の作成者は、未使用のユーザー名を簡単に見つける戦略を展開しようとします。以下の条件が当てはま

れば、ユーザー名を自動的に作成するスクリプトの産物かもしれません。 

 

同じ数の文字と数字で構成されたユーザー名の複数の Twitter アカウントがあれば、各アカウントのフォロ

ワーリストを手動で検索して、ネットワークを特定することができます。 

 



この例では、アカウントには他にも共通点があります。すべて 2019 年 9 月に作成されたものです。他のシグ

ナルと組み合わせると、アカウントがすべて同一人物によって同時に作成されたことを示すことができます。 

アカウントの活動と登録からの時間が一致しない 

新しいアカウントに比較的多くのフォロワーがいる場合や、短期間に大量のツイートをしている場合は、さらに

疑う必要があります。古いアカウントが非常にアクティブなのに、フォロワー数がほとんどない場合も同様です。 

 

このようなアカウントに遭遇した場合は、アカウントのツイート・アクティビティをより詳細に分析します。ページ

の上部にあるツイート数を取得し、これをアカウントの活動日数で割ります。たとえば、2019 年 11 月 11 日時

点で 3489 ツイートし、2019 年 8 月 15 日に作成されたアカウントがあるとします。3489 を 89(活動日)で

割ると、1 日あたり 39.2 ツイートになります。ツイート数が多すぎたり、非現実的だったり、［毎日は］維持できな

いように見えませんか? 

不審なツイートパターン 

もう一つの要素は、ツイートのリズムです。人間は普通、ツイートする日や時間帯に多少の偏りがあるもので

すが、月、火、水曜にだけ投稿し、その他の曜日に全く沈黙している可能性は低いです。特定のアカウントにつ

いてこれらのパターンを可視化したい場合は、ルカ・ハマーが開発したアカウント分析ツールをチェックしてくだ

さい。 

 



 

調査の一環としてのビジュアライゼーション 

bot ネットワーク全体の活動をよりよく理解するために、Gephi のような可視化プラットフォームを使用する

ことができます。ベリングキャットの貢献者でもあるベンジャミン・ストリックは、このツールを使用して、インドネ

シア寄りの bot ネットワークに属する Twitter アカウント間のつながりを分析しました。多数の Twitter アカ

ウント間のつながりを視覚的に表現することで、写真左側(赤の部分)の構造が際立っていることに気づいたの

です。 

 

この部分を拡大することで、どの Twitter アカウントがこの特定の構造に属しているかを確認することがで

きました。 

 



それぞれの赤い点は Twitter アカウントを表し、線はそれらの間の関係を表します。通常、［フォロワー数

の］小さなアカウントは中央の大きな点の周りに配置されます。これは、アカウントが影響力のあるアカウントと相

互作用していることを意味します。ただし、上記の構造内のアカウントは、そのような相互作用からは外れてい

たのです。ストリックは、これらの異常なアカウントの動作を分析してみることにしました。 

ソーシャル botの未来：私たちは彼らを出し抜けるか？ 

ソーシャル bot の技術はここ数年でさらに進歩し、これらの小さなソフトウェアアプリケーションは人間の行動

をよりうまく装えるようになりました。［ソーシャル bot は］人間が長い会話をしたとしても bot を相手にしてい

ると気づけない洗練されたオンラインコミュニケーションを行うことができると予測できる段階に達しつつありま

す。しかし、現時点では、高度な機械学習機能を備えたソーシャル bot が存在する、あるいは実装されていると

いう証拠はありません。今のところ、多くの偽情報キャンペーンは、比較的単純なアンプ bot からのサポートを

受けているようです。 

ドイツのビーレフェルト大学でプロジェクト「Unbiased Bots that Build Bridges[政治上の懸け橋とな

る不偏不党の bot]」に取り組む研究者オーレ・プッツ博士は、「人々と実際に会話し、特定の政治的立場に引き

込むことができる洗練されたソーシャル bot は、あまり存在しないはずです」と述べています。彼によると、ソー

シャルネットワーク上での不正行為を一般の人々に認識させる最善の方法は、アカウントを疑わしくさせるすべ

ての要素を分類し、重み付けする検出方法を用いることです。例えば、「このアカウントはニュースをリツイート

するのにスクリプトを使用していて、他のアカウントを自動でフォローし、人間にはありえないパターンでツイート

している」。 

現時点では、アカウントの行動、コンテンツ、相互作用、パターンを系統的に分析することが、不正な行動を特

定するための最善の方法であることに変わりはありません。ケーススタディの章では、香港の抗議行動に関連し

た疑わしい Twitter ネットワークのさまざまな要因を分析した方法について、より詳細かつ技術的に説明しま

す。 

 

  



3a. ケーススタディ: 香港で抗議活動が行われていた期間に、

Twitterで自動化された活動が行われていた証拠を見つける 
文：シャルロット・ゴダール、ヨハンナ・ワイルド 

［人物紹介は前章と同じ］ 

 

2019 年 8 月、Twitter は、香港の抗議デモに関する偽情報の拡散を助け、「国家が支援する協調的な作

戦」の一部だったとして数千の Twitter アカウントを削除したと発表しました。間もなく、Facebook と 

YouTube も、抗議活動に関する協調的な不正行為に関わったアカウントを削除したと声明を発表しました。

Facebook や YouTube とは異なり、Twitter は削除したアカウントのリストを公開し、活動をさらに調査す

る機会を提供しました。ベリングキャットのワークショップ参加者とともに、私たちのチームは、Twitter に残され

た香港の抗議行動に関する Twitter コンテンツを調査し、連携した不正行動の兆候を特定することにしまし

た。 

不審な活動を発見する 

まず、今回の騒動に関連するハッシュタグを検索してみました。「香港暴動」というキーワードで検索すると、

多くのツイートがヒットし、中には複数のハッシュタグが含まれているものもありました。親中派のアカウントやコ

ンテンツに焦点を当てたのは、Twitter がすでに不正な活動を発見していたためです。キーワードは、以下のよ

うなものを試しました。 

“香港の恥”-警察 -政府 

こうすると、「香港の恥」というフレーズを含み、警察や政府という単語を含まない検索結果が得られます。目

的は、「香港警察の恥さらし」といったツイートを除外し、「香港デモ隊は恥さらし」などのツイートを残すことでし

た。他の検索キーワードは、親中派の Twitter アカウントがデモ参加者を表現する常套句「香港のゴキブリ」や

「香港暴徒」でした。これらの検索キーワードとその他の検索キーワードを使って、最近の香港に関するツイート

で、リツイートや「いいね」が多くついているものを調べました。検索キーワードに「min_retweets:500」または

「min_faves:500」を追加するだけで、エンゲージメントでフィルタリングすることができます。こうすれば、少な

くとも 500 件のリツイートまたは「いいね」が付いたツイートだけを取得することができます。 

次に、そのツイートに言及した Twitter アカウントを調べました。例えば、中国国営メディア環球時報の中国

語版と英語版の編集長胡西錦はこんなツイートをしていました。 



 

各エンゲージメント数の横にある「リツイート」「いいね」のハイパーリンクをクリックすると、該当するアクション

を行ったアカウントのリストが表示されます。 

 

私たちの仮説は、真正ではない親中派アカウント親中派の偽アカウントが、中国の著名な国営メディア関係

者のツイートを増幅させているというものでした。その際、ユーザー名の後ろに 8 桁の数字が入っているものが

多く、これは Twitter が登録サインアップ時に自動で生成するデフォルトのユーザー名をユーザーがそのまま

使っていることを示しています。彼らの行動や特徴をさらに調査する必要がありそうです。 

 

 

 



 

 

 

これらのアカウントを調べてみると、フォロワー数はごくわずかで、フォローしているアカウントも少なく、経歴

はなく、他人のツイートをリツイートするばかりで自分のツイートはほとんど送信せず、始終デモに反対する内容

ばかりを宣伝していることがわかりました。また、これらのアカウントの作成日が 2019 年 8 月頃と非常に新し

いことにも気づきました。Twitter は削除した親中派アカウントのリストを公開していたため、それらの作成日

を確認し、同様の傾向を示しているかどうかを確認することができました。 

オンラインオープンソースコミュニティに貢献しているコーダー、ルイージ・グベロの協力を得て、シンプルな

Python スクリプト（コードは彼の GitHub にあり、彼についての詳細はこちら）を使い、データのパターンを特

定することにしました。下のグラフは、削除されたアカウントがすべて最近数カ月に作成されたものであり、私た

ちが調査していたアクティブなアカウント群の特徴と一致していることを示しています。 

 

プロセスの自動化 

疑わしい特徴や行動を示すツイートのサンプルを特定できたので、次はより大規模な分析です。そのために

は、ある程度の自動化が必要でした。ベリングキャットワークショップのある参加者はソフトウェア開発のバック



グラウンドがあったので、ちょっとした JavaScript のコード、正規表現(\w+\d{8})を記述して、特定のツイ

ートをリツイートしたり「いいね」したりしたアカウントのユーザー名を抽出し、そのユーザー名リストの中からあ

るパターンにマッチするユーザー名だけを素早く抽出できるフィルタリングできるようにしました。そのパターン

とは、名前の後に 8 桁の数字が続くものです。 

Web 開発者ツールをブラウザに直接提供する Chrome の開発者ツールコンソールでこのコードを読み込

むと、特定のツイートの「リツイート」または「いいね」のハイパーリンクをクリックするたびに、バックグラウンドで

［計算が］実行され、そのパターンに合致するユーザー名を強調表示した結果が返されます。こちらでご覧いた

だけます。さらに、彼のスクリプトを使って、他の著名な親中派ツイートと相互作用しているアカウントを調べるこ

とができました。香港の抗議デモのさなか、中国系アメリカ人女優の劉亦菲は警察を支持するウェイボーの投稿

をシェアしたため、ソーシャルネットワーク上の一部の人々は彼女の新作［主演］映画「ムーラン」のボイコットを

呼びかけました。しかし、多くの Twitter アカウントがハッシュタグ#SupportMulan を使って、女優と彼女の

映画を支持していることにも気づきました。そこで、ムーランを支持するツイートをリツイートしたり、「いいね」を

押したりしたユーザーをスクリプトで調べてみることにしました。 

 



 

パターンに合致するアカウント名を集め、その作成日を特定しました。その結果、ほとんどのアカウントが 8 月

16 日に作成されたことが判明しました。 

 

以下のように、プロフィールの「参加」情報にカーソルを合わせるだけで、アカウントの正確な作成日時を収集

することができます。 

 



これらのアカウントが共有するコンテンツを手作業で分析し始めるとすぐに、リストにあるアカウントはすべて

亦菲を支持し、香港のデモ隊に反対するツイートをしていることがわかりました。 

 

リストにある多くのアカウントは、8 月 17 日または 18 日以降は活動を停止し、ここでも連携を示す要素が

見受けられます。休眠に至った理由は定かではありませんが、Twitter がアカウント作成者にログインのため

の追加認証を要求し、作成者がそれに応じられなかったのかもしれません。また、Twitter が親中派アカウン

トの停止を開始した後、アカウント作成者がこれ以上疑惑を持たれたくないために、ツイートを止めたという可

能性もあります。しかし、数カ月後、私たちはそのうちのいくつかが再び活動していることに気づきました。今

度は、亦菲と彼女の映画「ムーラン」についてのポジティブなメッセージを広めているのです。 

 

また、他のユーザー名パターンや作成日がある「ムーラン」支持者のアカウントで、彼女を支持するメッセージ

を継続的に広めているものも#SupportMulan や#liuyifei といったハッシュタグが含まれるツイートを検

索して発見しました。 



 

 

 



 

 

 



 

 

香港のデモ隊を批判していたアカウントは、Twitter からブロックされるのを避けるためか、女優と彼女の映

画の宣伝に戦略を変えたようです。この事例では、手動と自動の手法を組み合わせることで、疑わしい

Twitter アカウントのネットワークを迅速に発見できることを紹介しています。また、プラットフォームがアカウン

トの削除を発表した後でも、追加のアカウントや活動を探索することができることも示しています。 

この事例研究では、簡単な検索技術とアカウント欄の詳細を基に、協調的な不正行為に関与していることを

強く示す大規模なアカウント群を特定することができました。 

 



4. ニュース速報におけるフェイクと情報操作を監視する 
文：ジェーン・リトビネンコ 

ジェーン・リトビネンコはバズフィードのシニア記者で、偽情報、サイバーセキュリティ、オンライン調査を担当して

います。ソーシャルメディア［での情報］操作キャンペーン、暗号通貨詐欺、金銭的動機から偽情報を広める悪質

業者を摘発してきました。また、危機的な状況下で、幅広いオーディエンスがアクセス可能なファクトチェックを

提供する活動も行っています。ウクライナのキーフ出身で、現在はカナダのトロント在住です。 

 

ニュースが報道されてから、記者や関係者が事態を十分に把握できるまで、数時間から数日かかることもあ

ります。初期の証拠や詳細がソーシャルネットワークやその他のオンラインプラットフォームに流れ始めると、悪

者が分裂や不信を引き起こしたり、消費者の関心を集めて手っ取り早く儲けようとしたりすることがあります。ま

た、善意の消費者や他の情報源が、意図せず誤情報や誤解を招く情報を流すこともあります。事件の発生直後

は、感情が高まっている状態でニュースは不十分なので、ジャーナリストは速報を効果的に監視、検証し、必要

であれば誤りを指摘する能力が必要です。偽のツイート、画像、ソーシャルメディアのアカウントや記事は数分で

作成できますが、本物の情報はそれに追い付くのは難しいのです。 

ニュース速報を監視し、検証するために重要なことは、それ［情報操作］が起こる前に強固な基礎を築くことで

す。つまり、前回の検証ハンドブックで説明されている基本的な検証スキルをしっかりと身につけ、ソーシャルネ

ットワークやプラットフォームを監視する方法を理解し、自分や同僚が標的にされた場合にどう対応するかを知

っておくことです。記者は、オンラインの安全を決して後回しにすべきではありません。 

ニュースが流れたら、まずは主要な影響を受けるコミュニティを特定することです。2018 年のフロリダ州パ

ークランドの高校で起きた銃乱射事件では、記者たちは教室内に閉じ込められた生徒たちに何が起こっている

のか、Snapchat のマップから動画を探し回りました。一方、2017 年のハリケーン「イルマ」では、被害を受け

た人々が情報を探そうとした Facebook に注目することがカギとなりました。それぞれのソーシャルネットワー

クが、出来事が起きた際にどのように機能しているかを［あらかじめ］理解しておくことが不可欠です。 

この章では、記者がニュース速報を監視し、誤りを明らかにするツールに焦点を当てます。どのツールもあら

ゆる状況に対して万能ではないのですが、誰が影響を受けるのかを理解することで、どの場所に最も焦点を当

てるべきかがわかります。 

三つのポイント 

プラットフォームや記者が偽情報と躍起になって戦う中、悪者は発見されないよう戦術を進化させてきまし

た。それでも、コンテンツと行動の一貫したパターンのいくつかは繰り返し出現しています。 

1.加工された画像や文脈から外れた画像。浸水した高速道路を泳ぐサメという悪名高いイメージは、何年も前

から流布され、人々を騙し続けています(これは検証ハンドブック第１版のケーススタディでも取り上げました)。

以前は否定された写真や動画であっても、ファクトチェッカーや検証者がゾンビデマと呼ぶように、［何度も蘇っ



てくるので］要注意です。デジタルプラットフォーム上では、画像はテキストよりも早く広がるので、画像に焦点を

当てることは実り多いものになりそうです。 

 

2019 年にウォルマートで起きた［米国テキサス州］エルパソでの銃乱射事件の際、極右活動家たちが容疑者と

関係のない古い YouTube の動画を広めようとしました。 

2. 偽の被害者や加害者。YouTube 本社銃撃事件の際、SNS には容疑者の虚偽の主張が散見されました。

2018 年の米中間選挙では、［トランプ］大統領は不法移民による投票というデマを拡散しました。大きなニュー

スが速報されると、たいてい偽の犯人が現れます。 

 

2018 年のパークランド銃乱射事件では、［FOX ニュースの人気キャスター］ビル・オライリーの偽アカウントが

容疑者の偽名を広めようとしました。 

3. ハラスメントとブリゲーディング。厳密には偽情報ではありませんが、悪者は一般的に、ニュースイベントに

関わる人々を黙らせるために嫌がらせをしようとします。これは、ある集団がその出来事に注目しており、この先



さまざまな［情報］戦術を試みる可能性があることを示すサインでもあります。「ブリゲーディング」とは、複数の

人々が協力して、コンテンツを賞賛したり、けなしたり、ユーザーにコメントを殺到させたりすることで、あたかも

関与や反応の大きなうねり［がある］印象を与えることを指します。 

 

2019 年の民主党党首討論の後、［多数の］匿名アカウントがカマラ・ハリスの人種について同じメッセージを拡

散しました。 

［記事の］アーカイブと公開のベストプラクティス 

デマを探す前に、ドキュメントのフォルダを設定し、見つけたものを記録するスプレッドシートを開きます。発

見したデマや関連するコンテンツのスクリーンショットをすぐに撮り、そのページをアーカイブします(Web ブラ

ウザの拡張機能 Archive.org は、コンテンツをアーカイブするための無料かつ迅速で効果的なツールです)。

コンテンツの URL とアーカイブされた URL を必ずスプレッドシートに記録してください。そうすれば塵も積も

れば山となるという言葉通り、見つけたコンテンツに立ち返り、［偽情報の］パターンを探すことができるようにな

ります。 

偽情報や関連ページの拡散を避けるため、記事やソーシャルメディアの投稿には、オリジナルではなく、必ず

アーカイブされた URL へのリンクを張ってください。また、画像に「False」や「Misleading」といった明確なラ

ベルを透かしとして入れ、適切な文脈で拡散されインデックス化されるようにしてください。記事は、虚偽の内容

ではなく、真実の内容が見出しやキャッチコピーになるよう執筆しましょう。研究によれば、虚偽の情報を繰り返

すと、その内容が定着してしまうのです。あなたの役割はデマの繰り返しを最小限にし、正確な情報へと誘導す

ることです。 

キーワードと場所の特定 



出来事の進行に合わせて、場所と関連するキーワードをリストアップします。場所については、市、州、郡、お

よび都市の愛称や影響を受ける地域など、関連する地域用語に留意してください。選挙中は、郡または関連す

る選挙区の名称も使用する必要があります。この情報は、ジオタグ付きの投稿を監視し、その場所に関する言

及を検索するために使用されます。また、警察や消防署、政治家、地元の報道機関など、関連する地方自治体

のソーシャルアカウントを特定し、監視を開始することも忘れずに。次に、キータームを特定します。被害者、容疑

者、銃撃犯、洪水、火災、関係者の名前、「探している」といった一般的な言葉など、キーワードとは別に、その状

況下で人々が使うはずの言葉を考えてください。もし、あなたが監視しているイベントに遭遇したことを投稿して

いる信頼できるアカウントを見つけたら、そのユーザー名を記録し、フィード全体を読んでください。友人やフォ

ロワーのリストに目を通すことも、その地域で影響を受けた可能性のある人を見つけるのに役立ちます。なお、

ストレスの多い状況では、場所や名前のスペルを間違うことがあります。たとえば、2019 年にカリフォルニア州

で発生したキンケイドの［山］火事の際、オートコレクト機能によって、［Kincade ではなく］#kinkaidfire とツ

イートした人がいました。よくあるスペルミスを検索してみたり、デバイスでキーワードを入力し、どのような候補

がポップアップするか見たりして、オートコレクトのミスの可能性を探してみてください。 

 

また、このタイミングで、関連する場所にいる知人や、嫌がらせや偽情報の標的となる可能性のあるコミュニ

ティの一員に、オンラインで見かけたものを尋ねるのもよいでしょう。オーディエンスには、その出来事に関連す

る偽情報やその他の問題あるコンテンツに目を光らせていることを伝えるとよいでしょう。ニュースルームのソー

シャルメディアチームと連携し、監視している情報について共有し、何か注目すべきものを見たかどうかを確認

します。 

キーとなる画像ツール 

1. 画像検索 

画像検索は欠かせないツールです。Web ブラウザの Chrome で、画像を右クリックして「Google で画像

を検索」を選択すれば、簡単に画像検索ができます。しかし、別のツールで画像検索をするのも良いアイデアで

す。拡張機能の InVID をインストールすれば、画像を右クリックし、様々なツールで検索することができます。

［ドメイン調査サービス］Domain Tools が作成したこの画像検索比較表は、異なる画像［検索］ツールの長所

と短所を示しています。 



 

InVID 

InVID は、無料のブラウザ拡張機能で、動画の解析と検証を支援するのに最適なプラットフォームです。ユー

ザーが URL を［検索］エンジンに貼り付けると、その動画からサムネイルを抽出します。このサムネイルから画

像検索を実行し、動画が Web 上のどこに出現したかを確認することができます。 

 

2. TweetDeckで検索 

Twitter を検索するには、検索やリスト用の独自カラムを作成できる TweetDeck を使うのが一番です。

関連するリストを見つけ、複製することは、状況を把握するための鍵です。Google を使えば、簡単な方法で

Twitter のリストを検索することができます。検索エンジンに site:twitter.com/*/lists と入力し、「アラバマ

州の記者」といったキーワードを引用符で囲んで追加します。最終的な検索文字列は次のようになります。 

site:twitter.com/*/lists "アラバマ州の記者" 

すると、他の Twitter ユーザーが作成した、タイトルに「アラバマ州の記者」というフレーズを含むリストが表

示されます。必要なリストを見つけたら、TweetDeck に追加できるように複製する必要があります。このアプ

リ（http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php）を使えば、好きなだけ複製できます。

ユーザーの追加や削除が自由にできるので、フォローするよりもリストを複製するのが理想的です。 

 

http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php


 

TweetDeck のカラムに見つけたリストを追加するのと並行して、キーワードだけでなく画像や動画も常時

監視できるように、特定の検索フィルターを持つカラムを作りたいものです。複数のキーワードを探すには、

"Kincade" OR "Kinkade "のように、キーワードを引用符で囲み、"OR "で挟みます。また、無関係な結果

をもたらす特定の単語を除外することもできます。ほとんどの人は、自分のツイートに場所によるタグ付けをしな

くなったので、そのフィールドは空白にして、より広い［検索の］網をかけることができます。 

 



 

検索結果を絞り込みたい場合は、「from」欄を出来事発生の 1～2 日前に設定すると、ツイートを見逃すこと

がなくなります。それでも検索結果が多すぎる場合は、エンゲージメントでフィルタリングして、他の人が「いい

ね」やリツイートをした投稿だけを表示させることもできます。また、キーワードを別々の列に分割してみるのもよ

いでしょう。例えば、ある列に場所、別の列には他のキーワードを入れます。私は通常、容疑者や被害者の名前、

そのスペルミス［の可能性がある名前］の 3 列に分けています。最後に、ツイートの量が非常に多い場合は、最

適なキーワードで新しい列を作成し、「Tweet content」フィルターの「表示」オプションを設定して、写真と動

画のみを表示するようにするとよいでしょう。こうすることで、バイラルなビジュアルや新規のビジュアルを発見し

やすくなります。 

3. CrowdTangle 

CrowdTangle は Web アプリとブラウザの拡張機能で、ニュースルームは無料で使用することができま

す。(ニュースルームがアクセスできるように設定されていない場合は、同社にお問い合わせください)。 

ダッシュボードを設定して、Facebook、Instagram、Reddit を横断的に監視できる強力なツールです。ま

た、キーワードで検索したり、投稿時間、言語、エンゲージメントなど、多くのフィルターを設定したりできます。

CrowdTangle は、特に Facebook のモニタリングや、ソーシャルメディア上で URL が投稿された可能性の

ある場所をチェックするのに便利です。アクセスできるようになったら、app.crowdtangle.com にアクセスし

て、「Create New Dashboard」をクリックすれば、すぐに始められます。アクセス権がなくても、ブラウザの拡

張機能は誰でも無料で使用することができます。 

CrowdTangle: Facebookの投稿を検索する 

左サイドバーの「Saved Searches」をクリックし、次に「New Search」をクリックします。Facebook で

は、ページを検索する方法とグループを検索する方法の二つがあります。私は両方を行うことをお勧めします。

キーワードはカンマで区切れば好きなだけ入力できます。次に、投稿を見る方法を設定することができます。例

えば、最新、最も人気のある、オーバーパフォーミング（特定のページの通常よりも多くのエンゲージメントを受



け取った投稿の測定値）です。私は、状況に応じてこの三つを使い分け、バイラルコンテンツや新しいコンテンツ

をチェックしています。 

また、特定の期間や種類で投稿をソートすることもできます。CrowdTangle は最近、投稿されたページの

所在地で検索する機能を追加しました。「英語」をクリックし、「国」を選択すると、例えば米国内にあると宣言し

ているページからの投稿のみを選択することができます。また、逆にイラン、ロシア、サウジアラビア、フィリピン、

インドなどに拠点を置くページからの投稿を検索することもできます。画像や動画を使った投稿は、より拡散し

やすく、より魅力的なので特に注意が必要です。一度、関連する検索結果を設定したら、必ず保存して、何度で

も呼び出せるようにしてください。 

 

CrowdTangle: リスト 

CrowdTangle は、TweetDeck と同様に、興味のあるページや公開グループのリストを作成することがで

きます。左サイドバーの「リスト」から「リストを作成」をクリックすると、設定したキーワードにマッチするページや

グループ、URL のあるページを監視することができます。また、CrowdTangle には、「Explore」タブをクリッ

クすることで閲覧できる、あらかじめ作成されたリストが多数用意されています。Twitter と同様に、取材対象

のイベントに関するページやグループのリストを作成することで、情報環境を把握することができます。 

 

CrowdTangle: リンク検索 



もう一つの関連する CrowdTangle の機能は、リンク検索です。

https://apps.crowdtangle.com/search/にアクセスし、興味のあるコンテンツの URL またはキーワード

を貼り付けます。CrowdTangle は、Facebook、Instagram、Reddit、Twitter でそのリンクを共有する

人のトップ欄を表示します(Twitter の検索結果は過去 7 日間に限定されています)。コンテンツがどのように

広まっているか、さらに調査すべきグループや個人がいるかどうか、虚偽を明らかにするほどコンテンツが広ま

っているかどうかを理解するのに役立ちます。デマを否定するタイミングに単純なルールはありませんが、以下

のような質問をするのがよいでしょう。最初の共有者のネットワークの外まで広がっているか？権威ある人物に

よって共有されているか？大きな関心を呼んだか？(無料のブラウザ拡張機能は、リンク検索ツールと同じデー

タを提供し、どちらも CrowdTangle のフルアカウントなしで誰でも無料で使用できます)。 

 

4. Instagram.com 

Instagram は、ハッシュタグやジオタグが付けられた投稿を監視するのに便利な所です。ユーザーが写真

にタグ付けしている可能性のある関連する場所を調べ、ジオタグには近隣やランドマークも含まれることを忘れ

ないでください。ニュースに関与していると思われる人物を見つけたら、その人のアカウントをクリックし、ストー

リーを見るようにしましょう - 通常の Instagram の投稿よりもはるかに人気があります。また、他の潜在的な

目撃者のコメントに目を通し、彼らの投稿と一緒に使用されている可能性がある新しいハッシュタグに注意して

ください。誰かの Instagram のストーリーをアーカイブしたい場合、ストーリーをダウンロードできる

storysaver.net のようなサイトを使ってみてください。 

5. SnapMap 

Snapchat でのデマは珍しいですが、その公開マップ機能はデマの検証や論破に役立ちます。まず、

map.snapchat.com にアクセスし、関心のある場所を入力します。これは、コンテンツが投稿されている場所

のヒートマップを表示します - 明るい場所ほど、そこから多くのスナップが来ていることを意味します。便利なス

ナップを保存するには、右上の「…」をクリックし、「共有」を選択します。そのスナップの URL をコピーして、後

で見ることができます(スクリーンショットも撮っておきましょう）。 



 

まとめ 

その場で慌てないように、各ツールの使い方を事前に練習しておくことが肝心です。偽情報は、感情に訴え、

報道の空白を利用するものです。そのことを念頭に置いて、ネット検索をしましょう。また、同僚の助けになるよ

うな正確な情報に出くわすことも多いでしょう。また、現場の記者に遠慮なく助けを求めてください。 

騒動が収まった後、保存しておいた画像や投稿を見返すとよいでしょう。その場では、公共に奉仕するジャー

ナリズムとしては個々の虚偽を強調したいところですが、その後、テーマやパターンが見えてきたら、それを把握

する必要があります。人種や性別によって標的にされた人はいたのか？小規模な匿名アカウントから始まった

デマが主流になったのか？ソーシャルメディア企業の対応で特に良かったり悪かったりした点は？まとめ記事を

作成することで、デマ拡散の目的や方法を読者に十分に理解してもらうことができます。また、ニュースルーム

のリサーチツールとしても、次にニュースが発生したときに、どのような点に注目すればよいかを示すことができ

ます。 

 

  



5. 画像の検証と発問 
文：ハンナ・ガイ、ファリダ・ビス、サイモン・フォークナー 

ファリダ・ビス は Visual Social Media Lab のディレクターで、マンチェスター・メトロポリタン大学デジタル

メディア学部の教授です。学術およびデータジャーナリズムの分野が専門で、ネット上の誤報の拡散を中心に研

究しています。世界経済フォーラムの「ソーシャルメディアに関するグローバルアジェンダ協議会」（2013～16

年）、「情報とエンターテインメントのためのグローバル未来協議会」（2016～19 年）の委員を務め、オープンデ

ータ・マンチェスターのディレクターを務めています。 

サイモン・フォークナーはマンチェスター・メトロポリタン大学講師（美術史・視覚文化）です。特に行動主義と抗

議運動に焦点を当て、画像の政治的な使用と意味について研究しています。また、Visual Social Media 

Lab の共同ディレクターでもあり、ソーシャルメディア上で流通する画像の分析に関連する手法の開発に尽力

しています。 

ハンナ・ガイ はマンチェスター・メトロポリタン大学の博士課程に在籍し、ソーシャルメディア上の偽情報の拡散

における画像の役割について研究しています。 Visual Social Media Lab のメンバーであり、現在のプロジ

ェクトでは、Black Lives Matter 運動の発生時に Twitter で共有された画像や、カナダの学校［での事件］

における誤報と戦うためのビジュアルメディア・リテラシーについて研究しています。 

 

ソーシャルメディア上のコミュニケーションは、今や圧倒的にビジュアルなものとなっています。写真や動画は

説得力があり、これまで以上に簡単に作成でき、強い感情的反応を引き起こすことができます。その結果、誤報

や偽情報を流す強力な手段にもなっているのです。 

これまで、誤報や偽情報の見地から画像について取り上げた議論は、検証技術に焦点を当てたものか、より

最近ではディープフェイク動画に偏ってきました。次章で取り上げるディープフェイクを検討する前に、ローテク

を駆使した、特に文脈を無視した誤解を招く写真や動画の利用について理解しておくことが重要です。 

言論に影響を与え、操作しようとするビジュアルが広く使われていることを考えると、ジャーナリストは画像検

証の基礎知識と、画像がどのように、そしてなぜ使われているかを吟味する能力を身につけなければなりませ

ん。本章では、後者のスキルを身につけることに焦点を当て、Visual Social Media Lab で開発されたフレー

ムワークを使用しています。 

検証の積み重ね 

Visual Social Media Lab では、オンライン画像が社会の中でどのような役割を果たしているかを理解す

ることに重点を置いています。主に静止画を対象としていますが、これには写真、合成画像、ミーム、グラフィック

画像、スクリーンショットなど、さまざまなタイプの画像が含まれます。視覚的な誤報や偽情報に対処するために

は、独自の戦略が必要です。今日まで、ジャーナリストによる画像の検証は、画像が自分たちの考えているもの

であるかどうかを確認することに重点を置いてきました。トルシャール・バロットは、「検証ハンドブック」第１版



で、画像検証の四つの基本原則を紹介しており、今でも大変役立つものです。［ファクトチェック推進団体］

First Draft のビジュアル検証ガイドは、これらの原則に沿って写真や動画に関する［以下の］五つの質問を紹

介する、もう一つの有用なリソースです。 

オリジナルを確認しましたか？ 

誰が撮影したのかご存知ですか？ 

この写真が撮影された場所をご存知ですか？ 

この写真が撮影されたのはいつ頃でしょうか？ 

なぜこの写真が撮影されたのか、ご存知ですか？ 

写真や動画の調査に役立つ標準的なツールとしては、InVID、Yandex 画像検索、TinEye、Google 画像

検索、Forensically などがあります。これらの検証方法は、画像の出典に着目しています。 

この方法は依然として重要です。しかし、誤報や偽情報、さまざまな形のメディア操作で頻繁に使われる戦略

やテクニックを分析していくと、画像が誰によってどのように使われ共有されるか、また問題のある画像をさらに

増幅させてしまう可能性のあるジャーナリストの役割を考慮することが大切であることが分かります。 

標準的な画像検証の先に進むために、私たちは美術史の手法と、誤報や偽情報のコンテンツ用に特別にデザ

インされた質問を組み合わせました。私たちのフレームワーク「ソーシャルメディア画像を調査するための 20 の

質問」は、First Draft とジャーナリストが共同で設計し、ジャーナリストが画像調査に使用できる追加ツールで

す。 

ソーシャルメディア上の画像を解析する 



 

タイトル通り、このフレームワークは、あらゆるソーシャルメディアの画像（静止画、動画、GIF など）に適用で

きる２0 の質問と、誤報・偽情報のさまざまな側面を深く掘り下げることを目的とした追加の 14 問で構成されて

います。質問の順番は決まっていませんが、まずこの五つの質問を取り上げるとよいでしょう。 

［これは］何ですか？ 

何を示していますか？ 

誰が作ったのですか？ 

どんな意味を持っていましたか？ 

現在はどういう意味を持っていますか？ 

質問 1～3 は、従来の検証方法と同様で、どのような画像（写真、動画など）であるか、何が写っているか、誰

が作ったかなどを立証するものです。しかし、質問 4 と 5 は、それと別次元です。この質問では、画像が示すも

のだけでなく、画像の使用によって生じる誤認を含むあらゆる意味について考察します。質問 4 と 5 を同時に

考えることで、画像の意味の変化や、再利用によって画像に付与された意味それ自体が重要であることに注目

することができます。これは画像が新しい文脈でどのような意味を持つようになるか、それによって画像が示す

ものがどのように誤認されるか、さらにそのような誤認がどのような影響を与えるかという問いにとどまりませ

ん。このアプローチは、検証というよりも、美術史や写真論などの分野で行われているイメージの意味の分析に

近いものなのです。 



このフレームワークを開発し、ジャーナリストに使ってもらった当初、「画像についてここまで詳細に考えたこと

はなかった」という声がよく聞かれました。また、画像は複雑なコミュニケーション形態であり、画像とその意味を

問うには明確な方法が必要であることを認識するのに役立ったという声も多く聞かれました。 

ほとんどの場合、画像で何が起こっているかを包括的に理解するために、フレームワークの 20 の質問すべて

に答える必要はありません。質問項目は、理解を補うためにあるのです。私たち自身の仕事では、メディアから

大きな注目を集め、精査されている複雑なニュース画像やビデオを扱うときに、特に有用であることがわかりま

した。実際にどのようなことができるのか、英国と米国で話題になった三つのケーススタディをご紹介します。 

ケーススタディ 1: 限界点（2016 年６月） 

 

［これは］何ですか？ 

2016 年の EU［離脱を問う］国民投票時に英国独立党（UKIP）がキャンペーンの一環として使用したポスタ

ーです。フォトジャーナリストのジェフ・ミッチェルが 2015 年 10 月に撮影した、難民危機の写真が使用されま

した。 

何を示していますか？ 

クロアチアとの国境からスロベニアのブレージツェ難民キャンプまで、同国警察に護送されるシリアとアフガニ

スタンの難民の大行列。ポスターはトリミングしたものを使い、"BREAKING POINT: The EU has failed 

us all［EU は我々すべてを失望させた］" "We must break free of the EU and take back control 

of our borders［EU から自由になり、国境管理を取り戻さなければならない］" というテキストを追加してい

ます。難民が一斉に押し寄せてくるように見え、視覚的なインパクトは強烈です。 

誰が作ったのですか？ 

UKIP が Brexit キャンペーンで採用した、エジンバラの広告会社 Family Advertising Ltd. 

どんな意味を持っていましたか？ 



UKIP は内容を偽ったのではなく、スローガンを加えることでさらに意味を重ねました。既存の反移民・人種

差別感情を利用し、EU の国境政策に関する根拠のない主張と暗喩を駆使し、移民と難民に対するさらなる恐

怖を引き起こすことに重点を置いていました。 

現在はどういう意味を持っていますか？ 

2019 年 11 月、選挙組織 Leave.EU は英国総選挙に向けて、Twitter で UKIP の 2016 年のポスター

に言及した上でこの写真をきっちりトリミングして移民反対の画像として使用しています。 

他にどんな質問をするのが有効ですか？ 

行為者は公式ですか？それとも非公式なものですか？画像の作成と流布の主要な行為者である UKIP は

公式の政党であり、通常誤報や偽情報と関連付けられるタイプの行為者ではありません。 

他の画像との類似や関連はありますか？このポスターをナチスのプロパガンダに例える人もいます。これは、

以前の反移民のイメージと、2016 年 5 月に UKIP が使用した EU からの移民に焦点を当てたものと同様に、

行列を描いた英国の政治ポスターの長い歴史の両方に共鳴しています。 

三つのポイント 

公的な政党や政治家は、誤った情報を広める行為者である可能性があります。 

誤報には、必ずしも偽の画像や、画像に写っているものの誤認が含まれるわけではありません。時には、より

広範な状況を誤って伝えるメッセージの裏付けとして画像が使用されることもあります。 

誤報の中には、検証だけでは済まないものもあります。どのように情報操作に使われているのか、そのような

実像が何を意味するのか、批判的に検証する必要があるのです。 

この件に関するメディアの報道例 

Nigel Farage's anti-migrant poster reported to police — The Guardian 

Brexit: UKIP's 'unethical' anti-immigration poster — Al-Jazeera 

Nigel Farage accused of deploying Nazi-style propaganda as Remain crash poster 

unveiling with rival vans — The Independent 

ケーススタディ 2: ウェストミンスター橋の写真（２０１７年３月） 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/brexit-anti-immigration-ukip-poster-raises-questions-160621112722799.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/brexit-anti-immigration-ukip-poster-raises-questions-160621112722799.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farage-brexit-poster-vans-eu-referendum-london-remain-breaking-point-a7085396.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farage-brexit-poster-vans-eu-referendum-london-remain-breaking-point-a7085396.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/nigel-farage-brexit-poster-vans-eu-referendum-london-remain-breaking-point-a7085396.html


 

これは何ですか？ 

メディアから大きな注目を集めた、テキサス州の白人の男性が運営していると思われる Twitter アカウント

のツイートです。このアカウントは後にロシアの Internet Research Agency が運営し、誤報・偽情報の拡

散に利用されていたことが判明しています。このツイートは、ロンドンで発生したウェストミンスター橋のテロ事

件（2017 年 3 月 22 日）直後の写真を共有したものです。 

何を示していますか？ 

テロ事件で負傷し、地面に倒れている人の横を通り過ぎるイスラム教徒の女性。投稿には、女性がわざと負

傷者を無視していると主張するイスラム嫌悪と、あからさまな反イスラムのハッシュタグが含まれています。 

誰が作ったのですか？ 

Twitter アカウント「@SouthLoneStar」を運営していた Internet Research Agency の職員です

が、ツイート当時は IRA のアカウントであることは知られていませんでした。写真そのものは報道カメラマンの

ジェイミー・ロリマンが撮影したものです。 

どんな意味を持っていましたか？ 

2017 年 3 月の時点では、テキサス州の右派ユーザーのツイートに見えました。彼はこの写真を、ムスリム女

性が怪我人を気にしていないことを示していると解釈し、この事例がイスラム教徒に関するより大きな真実を語

っていると示唆したのです。 

現在はどういう意味を持っていますか？ 

今日では、このツイートは、テロ攻撃に便乗し Internet Research Agency が意図的にイスラム嫌悪の偽

情報を流したことを示す証拠となっています。 



他にどんな質問をするのが有効ですか？ 

どのような反響があったのでしょうか。このツイートは、主要メディアから大きな反響を呼びました。何十もの

英国の新聞が、場合によっては複数回、このツイートについて報道したのです。これらの記事のほとんどは

@SouthLoneStar を非難するものでしたが、このツイートはソーシャルメディアの枠を超え、主要［メディア］

のオーディエンスに届きました。画像が拡散した後、写真の女性は、当時テロに取り乱していたと語り、「衝撃的

で［感覚を］麻痺させるようなテロ攻撃の余波を目撃して打ちのめされただけでなく、私の服装を見過ごせなか

った人々、憎悪と外国人嫌悪に駆られた人々が、ソーシャルメディア上に私の写真を貼り付けているのを見つけ

たショックにも対処しなければなりませんでした」と述べています。 

他の画像と似ていたり、関連性があったりしますか？最も多く出回っている画像は、この女性を撮影した 7

枚の画像のうちの 1 枚です。他の画像では、彼女が取り乱しているのがはっきりわかるのですが、それを取り上

げるメディアはほとんどありません。 

どのくらい広く、どのくらいの期間流されたのでしょうか？主要メディアの注目を集めたことで、このツイート

は広く拡散されました。しかし、数日のうちに、炎上はおおむね収まりました。2017 年 11 月、

@SouthLoneStar が Internet Research Agency によって運営されていることが判明し、再び取り上げ

られました。この時は、3 月と比較して、主要メディアでの流通は格段に小さくなっています。 

三つのポイント 

視覚的な偽情報は、常に完全に虚偽であるとは限らず、真実に基づいた要素を含むこともあります。写真は

本物だが、その文脈は操作され改竄されており、読者や視聴者が、女性がその瞬間に実際に何を考えていたか

を知らないことに依存しているのです。 

ジャーナリストは、たとえ肯定的な意図をもってしても、このような感情を煽り、議論を呼ぶような、潜在的に

有害な偽情報を報道すること、そして注目を集めることについて、慎重になるべきです。 

偽情報に基づく報道を正し、事件の真実の姿を最も目立つようにすることにもっと注意を払うべきです。11

月の報道が限られていたため、このツイートがロシアの偽情報であることに気づかなかった読者がいたかもしれ

ません。 

この件に関するメディアの報道例 

People are making alarming assumptions about this photo of ‘woman in headscarf 

walking by dying man’ — Mirror 

‘Who is the real monster?’ Internet turns on trolls who criticised ‘indifferent’ Muslim 

woman seen walking through terror attack — Daily Mail 

British MP calls on Twitter to release Russian ‘troll factory’ tweets — The Guardian 

ケーススタディ 3: リンカーン記念堂での対立（2019 年１月） 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/people-making-alarming-assumptions-photo-10081905
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/people-making-alarming-assumptions-photo-10081905
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/people-making-alarming-assumptions-photo-10081905
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4342438/Trolls-blast-Muslim-woman-seen-walking-attack.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4342438/Trolls-blast-Muslim-woman-seen-walking-attack.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4342438/Trolls-blast-Muslim-woman-seen-walking-attack.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4342438/Trolls-blast-Muslim-woman-seen-walking-attack.html
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/14/british-mp-calls-on-twitter-to-release-russian-troll-factory-tweets


 
これは何ですか？ 

コビントン・カトリック高校の生徒たちが［人工妊娠中絶に反対する］「いのちの行進」に参加した様子と、他の

ネイティブアメリカンと共に「先住民族の行進」に参加した先住民のネイサン・フィリップスの映像です。 

何を示していますか？ 

コビントン・カトリック高校の生徒の一人とフィリップスとの対立。二つのデモはプラザに集結し、MAGA ハッ

トをかぶった生徒の大群がフィリップスと対峙しているように見えます。１人の先住民族の長老が、若いオルタナ

右翼のいじめっ子たちに囲まれている構図を描いています。 

誰が作ったのですか？ 

この動画は、先住民族の行進の参加者が最初に Instagram にアップロードしたものです。これは 20 万回

近く再生されました。数時間後、動画は Twitter にアップロードされ、元のアカウントが削除される前に 250 万

回の再生を記録しました。その後、この動画はさまざまなソーシャルメディアに再投稿され、主要メディアの注目

を集めました。24 時間以内に、このビデオに関するいくつかの記事が掲載されました。 

どんな意味を持っていましたか？ 

ネット上では、フィリップスと生徒が直接対決し、生徒がフィリップスをバカにしたり、罵倒したりしているとい

ったストーリーが展開されました。 

現在はどういう意味を持っていますか？ 

動画の数日後に出てきた、この場面のもっと長いバージョンでは、もっと複雑な構図が描かれていました。記

念堂は黒人のユダヤ人グループが蟠踞し、コビントンの生徒や「先住民族の行進」の参加者を含む通行人を嘲

笑していたのです。このため、三つのグループの間で激しいにらみ合いが起こり、フィリップスがなだめようとし

たとされます。最初の動画はこの場面からスタートしています。 

他にどんな質問をするのが有効ですか？ 

どのような文脈の情報が必要なのでしょうか？ 



より長い動画と、黒人のユダヤ人［グループ］が［その場に］いて、積極的に対立を煽っていたという［背景］知

識がなければ、すべての文脈が失われてしまいます。学生たちが人種差別的なことを言ったとされていますが、

このような事態を招いた原因は、単にオルタナ右翼の 10 代の若者が先住民の老人を囲んだというだけではな

く、もっと複雑なことです。 

SNS ではどこでシェアされたのでしょうか？ 

この動画は、もともと「先住民族の行進」に参加した人が Instagram でシェアしたものでしたが、その注目度

は限定的でした。その後、他のユーザーによって Twitter や YouTube に再アップロードされたことで、認知

度が大きく高まり、主要メディアの注目を確保することができました。したがって、注目されたのはこれらの再ア

ップロードによるものであり、Instagram の元の動画によるものではありません。 

三つのポイント 

このような感情的なビジュアルがネット上で瞬く間に拡散すると、文脈を見失い、表面的で反射的な物語に支

配されてしまいがちです。振り返ってみると、最初の記事は論争をあおり、間違ったシナリオをさらに押し進めた

と指摘するジャーナリストもいました。このことは、適切な調査が行われなければ、主要メディアは意図せずして

誤情報の拡散を続けてしまう可能性があることを示唆しています。この動画がネット上で急速に広まったため、

多くの主要メディアがソーシャルメディア上で推し進められたシナリオに「騙され」、それ以上の調査を行わなか

ったのです。多くのニュースサイトが、真実が明らかになった時点で記事の撤回や訂正を余儀なくされ、中には

訴訟を起こされたサイトもありました。 

この件に関するメディアの報道例 

Native American Vietnam Vet Mocked And Surrounded By MAGA Hat-Wearing Teens — 

UNILAD 

Outcry after Kentucky students in Maga hats mock Native American veteran — The 

Guardian 

Fuller video casts new light on Covington Catholic students' encounter with Native 

American elder — USA Today 

結論 

ソーシャルメディア上で共有されるものの多くは、視覚的なものです。ジャーナリストは、重要なコンテンツや

意図を掘り起こすために、画像を吟味する能力を備えていなければなりません。視覚的な誤報はあっという間

に広がるので、ジャーナリストはことさら慎重に行動し、画像関連の記事を公開する前には入念に調査すべきで

す。「ソーシャルメディア画像を調査するための 20 の質問」は、ジャーナリストが画像を調査する際、特にストー

リーの中核部分が視覚的なものである場合に使用できる追加ツールです。このフレームワークのすべての質問

がすべての画像に適用できるわけではありませんが、五つの基本的な質問は強力な出発点となり、より正確で

より詳細な報道を展開するために、基本的な検証スキルを構築する道を開くでしょう。 

補足 

https://www.unilad.co.uk/news/native-american-vietnam-vet-mocked-and-surrounded-by-maga-hat-wearing-teens/
https://www.unilad.co.uk/news/native-american-vietnam-vet-mocked-and-surrounded-by-maga-hat-wearing-teens/
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/20/outcry-after-kentucky-students-in-maga-hats-mock-native-american-veteran
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/20/outcry-after-kentucky-students-in-maga-hats-mock-native-american-veteran
https://www.usatoday.com/story/news/2019/01/20/covington-catholic-students-full-video-shows-viral-protest-new-light/2635085002/
https://www.usatoday.com/story/news/2019/01/20/covington-catholic-students-full-video-shows-viral-protest-new-light/2635085002/
https://www.usatoday.com/story/news/2019/01/20/covington-catholic-students-full-video-shows-viral-protest-new-light/2635085002/


以下は、「20 の質問」のフレームワークから、特に誤報・偽情報に焦点を当てた 14 のプロンプト質問を含む、

質問の全リストです。この章で述べたように、最初に問うべき便利な五つの質問があります。これらの質問は、

誤報・偽情報の発信者、メッセージ、媒介者のいずれかに関連するものです。 

発信者 (A) - 誰が画像を作成し流布したのですか、またその動機は何ですか？ 

メッセージ (M) - 画像はどのような形式で、どのような特徴があるのでしょうか？ 

媒介者（I）-メッセージはどのように解釈され、どのような反応が起きましたか？ 

 

フレームワーク作りで［以下の文献を］参考にしました: 



1. The "Interrogating the work of Art" diagram (Figure 2.4, p.39), in (2014, 5th 

Edition), Pointon, M. History of Art: 

A Student’s Handbook, London and New York: Routledge. 

2. "Questions to ask about each element of an example of information disorder" 

(Figure 7, p. 28), in (2017), Wardle, C. and Derakshan, H., Information Disorder: 

Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of 

Europe report DGI(2017)09. 

  



6. ディープフェイクと新たな操作技術をどう考えるか 
文：サム・グレゴリー 

サム・グレゴリーは［人権擁護団体］WITNESS (www.witness.org) プログラムディレクターで、動画とテク

ノロジーを使って人権擁護に尽力する人々を支援しています。受賞歴のあるテクノロジストで、［権利を主張し

にくい状況にある人々の代弁者で］擁護者であるとともに、新形態の AI による誤報・偽情報の専門家であり、

行動主義とジャーナリズムに対する新たな機会と脅威に関する活動を率いています。また、AI とメディアに焦点

を当てた Partnership on AI の専門家グループの共同議長も務めています。 

 

2018 年夏、［ニューヨーク州立大学］オールバニ校を拠点とするディープフェイク研究の第一人者である呂思

偉教授は、ディープフェイク動画のペルソナは不自然なまばたきをするという論文を発表しました。この主張は

すぐに Fast Company、New Scientist、Gizmodo、CBS News などで取り上げられ、多くの人がこれで

ディープフェイクを見抜く強固な方法を手に入れたと思い込んでしまったのです。しかし、論文発表から数週間

以内に、教授のもとに、ディープフェイクのペルソナが人間のようにまばたきをしている動画が届きました。今日

では、この見分け方は有用でも正確でもありません。当時は使用されている学習データの問題で、ディープフェ

イク作成アルゴリズムのアキレス腱でした。しかし、数カ月もしないうちに、それは有効ではなくなりました。 

このことは、ディープフェイクの検出と検証に関する重要な真実を示しています。技術的なアプローチは、合成

メディアの技術が欠陥を補うまでは有効です。［つまり、］完璧なディープフェイク検出システムは決して存在し

ないのです。では、ジャーナリストはディープフェイクをはじめとする合成メディアをどのように検証すればよい

のでしょうか。 

まず、このような「いたちごっこ」に似た作業を理解し、技術がどのように進化しているかを意識することが必

要です。次に、ジャーナリストは、コンテンツの一部が悪意を持って操作されたのか、あるいは合成されたのかを

調査するための基本的な検証技術やツールを学び、適用する必要があります。検証ハンドブック第１版や First 

Draft のビジュアル検証に関する資料で詳述されている画像・動画検証のアプローチは打ってつけです。最後

に、ジャーナリストは、何かをディープフェイクだと偽って主張することがますます一般的になっている環境に、す

でにいることを理解しなくてはなりません。つまり、写真や動画の真偽を確認する能力は、それが操作されたこと

を証明する能力と同じくらい重要なのです。 

本章では、こうしたディープフェイクを検証するための端的なアプローチについて解説しますが、まずはディー

プフェイクと合成メディアについての基本的な理解を深めることが重要です。 

ディープフェイクや合成メディアとは何か? 

ディープフェイクは、誰かの顔や声、行動をリアルに再現することができる新しい映像操作［技術］です。ディ

ープフェイクを使えば、誰かが言ってもいないことを言ったように見せかけることができます。ディープフェイクの

作成は容易になって、作成に必要なソース画像も少なく済み、商品化も進んでいます。現在、ディープフェイク

は、特定の人物の顔を使った非合法な性的画像や動画の作成に使用されているため、圧倒的に女性に影響を



与えています。しかし、ディープフェイクは、社会全体やニュース収集・検証プロセスに、より広範な影響を与え

ることが懸念されています。 

ディープフェイクは、人工知能（AI）を利用した合成メディア生成技術の中で開発されたものの一つに過ぎま

せん。この一連のツールや技術により、実際には行っていないことを行ったり、言ったりする人物をリアルに表現

したり、存在しない人物や物体をリアルに作成したり、起こったことのない出来事を表現したりすることができる

のです。 

今では、合成メディア技術を使って、こんなことができるようになりました。 

⚫ 動画内のオブジェクトの追加と削除。 

⚫ 映像の背景条件を変えます。例えば、夏に撮影した動画を冬に撮影したかのように見せるために、天候

を変更します。 

⚫ 特定の個人の唇や表情、体の動きなどをリアルに映像で表現し、シミュレートして制御します。ディープフ

ェイクの話題は顔に集中しがちですが、同様の技術を全身や顔の特定部位に適用することも行われてい

ます。 

⚫ 特定の人物の声をリアルに再現するシミュレーションを生成します。 

⚫ 既存の音声を、異なる性別や特定の人物の「音声スキン」で修正することができます。 

⚫ 実在しない人物の写真を、リアルに、しかし完全にフェイクで作成します。同じ手法で、ハンバーガーや猫

などの偽物を作ることも可能です。 

⚫ リアルな顔を別の人物に移す、通称ディープフェイク。 

これらの技術は、主にディープラーニングと呼ばれる人工知能と GAN（Generative Adversarial 

Networks［敵対的生成ネットワーク］）と呼ばれるものに依存していますが、それだけにとどまりません。 

合成メディアコンテンツを作るには、まず、フェイク対象の人物やアイテムの画像やソースを集めることから始

めます。GAN は、二つのネットワークを使って、実在の人物のシミュレーション映像や顔の入れ替えといったフ

ェイクを生成するのです。一つ目のネットワークは、もっともらしい模擬画像を生成し、二つ目のネットワークは、

模擬画像を検出するために動作します。この検知データは、模擬画像を生成するネットワークにフィードバックさ

れ、画像の質を改善することができます。 

2019 年後半の現在、これらの技術の多く、特にディープフェイクの作成には、引き続き、かなりの計算能力、

モデルのチューニング方法の理解、そして最終結果を改善する大がかりなポストプロダクション［による］CGI

が必要です。しかし、現在の制限を考慮しても、人間はすでにシミュレーションされたメディアにだまされていま

す。例えば、「FaceForensics++」プロジェクトの研究では、新しい音声トラックに誰かの口［の動き］を合わせ

るために使用される、唇の動きの修正の痕跡を、人間は確実には検出できないことが示されました。つまり、人

間は本来、合成メディアによる操作を検知する能力を備えていないのです。 



また、音声合成が予想以上に早く進み、実用化されていることも特筆すべき点です。例えば、Google 

Cloud Text-to-Speech API を使えば、テキストを取り込んで、リアルな人間の声に変換することができま

す。また、最近の研究では、インタビュー映像の中で、テキストと映像・音声を組み合わせた編集が行われる可

能性に注目が集まっています。 

その上、あらゆる技術的、商業的なトレンドは、説得力のある合成メディアを作ることがより簡単に、より安価

にできるようになることを示しています。例えば、下の画像は、顔生成技術の進歩の速さを示しています。 

 

このようなネットワークはネズミ算式［に発達する］ため、偽造や検知の成功例などのデータが流れると、時間

の経過とともに［画像の質は］改善されます。このため、検出方法の有効性には相当の注意が必要です。 

現在のディープフェイクと合成メディアの状況 

ディープフェイクや合成メディアは、非合法な性的画像以外では、まだ広まっていません。DeepTrace Lab

が 2019 年 9 月時点の普及状況を報告したところによれば、ディープフェイクの 95％以上がこのタイプで、芸

能人、ポルノ女優、または一般人が関与していることがわかりました。さらに、本物のコンテンツをディープフェイ

クとして無視したり、攻撃したりする人々も現れ始めています。 

WITNESS が主導したワークショップでは、市民メディア、プロのジャーナリスト、ファクトチェッカー、誤報・

偽情報の研究者、OSINT 専門家など、さまざまな市民社会の参加者とともに潜在的な脅威のベクトルについ

て検討しました。そして、新しい形の情報操作が既存の脅威を拡大し、新しい脅威を導き、既存の脅威を変化さ

せ、他の脅威を強化する可能性のある分野に優先順位をつけました。また、ジャーナリスト、ファクトチェッカー、

オープンソース調査員に対する脅威や、彼らの仕事に対する潜在的な攻撃も確認されました。また、「フェイクニ

ュースである」という表現に付随して、「ディープフェイクである」という表現にまつわる課題も浮き彫りにしまし

た。 



参加者はどのような状況でも、ファクトチェックと検証のための既存のアプローチを踏まえディープフェイクを

見極めることが大切だという点で合意しました。彼らは、ディープフェイクや合成メディアは既存の陰謀や偽情

報キャンペーンに統合され、その分野における進化した戦術（と対応）を利用すると推測しています。 

ここでは、具体的な脅威を紹介します。 

⚫ ジャーナリストや市民活動家は、女性や少数派を主な標的とする既存のオンライン・ハラスメントや暴力

を土台に、その評判や信用を攻撃されます。インドの著名なジャーナリスト、ラナ・アイユーブの事例のよ

うに、合成動画を使った女性ジャーナリストへの攻撃はすでに多数行われています。 

⚫ 公人は、いわゆる信頼できるドッペルゲンガーの他の使用と同様に、非合意の性的イメージとジェンダー

に基づく暴力に直面するでしょう。 地方の政治家は特に脆弱です。なぜなら、地方の政治家は画像が豊

富にある一方、国レベルの政治家のように合成メディアの攻撃から身を守る組織的な体制が整っていな

いからです。また、地方から全国へと波及する報道において、地方政治家はしばしば重要な情報源とな

るからです。 

⚫ ニュース、政府、企業、NGO のブランドを、編集やその他の方法で改ざんし、コンテンツに添付すること

で、既知のブランドを利用します。 

⚫ 操作されたユーザー生成コンテンツをニュースサイクルに組み込む試み。ソースハッキングや操作された

コンテンツを重要なタイミングでジャーナリストに共有するといった他の手法と組み合わされています。通

常、その目的は、ジャーナリストにコンテンツを伝播させることです。 

⚫ ロイターUGC チームが指摘したように、1 カメ遠隔中継や、紛争地など検証困難な状況での素材収集な

ど、取材・報道プロセスの弱点を活用します。 

ディープフェイクが一般的になり、大量に作ることが容易になると、メディアの検証機関やファクトチェック機関

が検証すべきコンテンツで溢れかえることになりかねません。このような事態が発生すると、検証機関や事実確

認機関の負担が大きくなり、業務に支障をきたす恐れがあります。報道機関や検証機関には、何が真実で、何

が改ざんされていないのかを証明する圧力がかかるでしょう。権力者は、コンテンツがフェイクだと主張すること

で、そのコンテンツに対してもっともらしい否認権を行使する機会を得ることになります。 

ディープフェイクを検証するための出発点 

メディアフォレンジックと新しいディープフェイク技術の両方の性質を考えると、改ざんされたという証拠がな

いことは、決定的な証拠にはならないことを受け入れなければなりません。ジャーナリストや調査員は、写真、動

画、音声に対して慎重な懐疑心を持つ必要があります。ディープフェイクに対する知識と恐怖が増すにつれて、

これらのメディアはより頻繁に疑惑の目にさらされることを想定しなければなりません。また、メディアのフォレン

ジックツールに精通することも不可欠です。 

このような観点から、ディープフェイクや合成メディア操作の分析・検証のアプローチには、以下のようなもの

が必要です。 



⚫ 合成メディアに由来する不具合や歪みがないか、コンテンツを精査します。 

⚫ 既存の映像検証・フォレンジックアプローチを適用します。 

⚫ 新しい AI ベースのアプローチやフォレンジックアプローチが利用可能な場合はそれを活用します。 

⚫ ［その他の］不具合や歪みがないかを確認します。 

これは、特に技術の進化を考えると、ディープフェイクやその他の合成メディアの改変を特定するには最も堅

牢性の低いアプローチです。とはいえ、質の低いディープフェイクや合成コンテンツは、目に見える形でエラーを

示すことがあります。［こうした］ディープフェイクの見分け方としては、以下のようなものがあります。 

⚫ 額・髪の生え際や、顔が一定の可動域を超えて動くと歪みます。 

⚫ 歯のディテールに欠けています。 

⚫ 過剰なほど滑らかな肌。 

⚫ まばたきがありません。 

⚫ 頭や表情に動きがなく、話者が固まっているように見えます。 

⚫ 人が正面を向いている状態から横を向くと不具合が発生します。 

これらのグリッチの中には、フレーム単位で分析することで見えてくるものもあるため、一連のフレームを抽出

して個別にレビューすることが有効です。前方・側方の動きの不具合については、この限りではありません。これ

らは一連の流れの中で見るのが最適ですので、両方のアプローチを行う必要があります。 

既存の映像検証手法の応用 

文脈がずれていたり編集されたりしている動画などは、他の形態のメディア操作や安直なフェイクと同様に、

確立された検証手法に基づいたアプローチも必要です。既存の OSINT の検証方法はまだ使いどころがあり、

ハンドブック第１版で取り上げた画像や動画の検証を専門とする章やケーススタディが良い出発点となります。

現在、ほとんどのディープフェイクや改変は完全に合成されたものではなく、既存の動画に変更を加えることに

依存しているため、動画のフレームを使った画像検索によって他のバージョンを探すことができます。また、

Google ストリートビューの同じ場所の画像と風景やランドマークが一致しているかどうか、動画で確認するこ

とができます。 

同様に、コンテンツがどのように、誰によって、どのように共有されているかを理解することで、画像や動画を

信頼できるかどうかの情報が得られる可能性があります。コンテンツの出所、日付、時間、動機を特定すること

は、そのコンテンツが実際の出来事や人物を記録しているかどうかを判断するために不可欠です(このアプロー

チの基礎は、First Draft のガイドを参照してください)。そして、従来通り、動画に登場する人物に連絡を取

り、コメントを求め、その真偽を裏付ける、あるいは反論するための具体的な情報を提供してもらえるかどうか

を確認することが重要です。 



また、政府、学術機関、プラットフォーム、journalistic innovation lab は、合成メディアの検出を支援す

る新しいツールを開発しており、メディアのフォレンジックツールの利用可能性を広げています。ほとんどの場

合、これらのツールは、ベストプラクティスに基づく検証アプローチを補うものとなります。InVID や

Forensically などのツールは、出所ベースの画像検証と限定的なフォレンジック分析の両方に役立ちます。こ

の分野の無料ツールは以下の通りです。 

⚫ FotoForensics：画像のどこに要素が追加されたかを確認するエラーレベル解析機能を備えた画像フ

ォレンジックツールです。 

⚫ Forensic:クローン検出、エラーレベル解析、画像メタデータなど、さまざまな機能を備えたツール群で

す。 

⚫ InVID: 動画のフレーム分割、複数の検索エンジンでの逆引き検索、フレームや画像の拡大・縮小、静止

画へのフォレンジックフィルタの適用が可能な Web ブラウザ拡張機能です。 

⚫ Reveal Image Verification Assistant：画像改ざん検出アルゴリズムに加え、メタデータ解析、

GPS ジオロケーション、EXIF サムネイル抽出、Google による画像検索との連携機能を備えたツール

です。 

⚫ Ghiro：オープンソースのオンラインデジタルフォレンジックツールです。 

なお、これらのほぼすべてが、映像ではなく画像の検証を想定しています。これはフォレンジック分野での弱

点であり、動画の場合、解析のために単一の画像を抽出する必要がありますが、InVID はこれを支援すること

ができます。これらのツールは、例えば動画内のオブジェクトを削除したり、追加したりした高解像度の非圧縮ビ

デオで最も効果的です。圧縮、再保存、ソーシャルメディアや動画共有プラットフォームでの共有が繰り返される

と、その有用性は低下してしまいます。 

既存のビジュアルフォレンジックの問題にとどまらず、ディープフェイクに対処するための新しいフォレンジック

ツールを探している場合、一つの選択肢として、学術的に共有されているツールを見ることができます。ナポリ

大学の主要なある研究センターは、カメラの指紋［というべき固有のノイズを検出する］Noiseprint や、画像の

継ぎ目を検出する Splicebuster［といったツールに加え］、動画内のコピーと削除を検出するコードをオンライ

ンで提供しています。 

合成メディアの進歩に伴い、手動および自動の新しいフォレンジックが改良され、ジャーナリストやファクトファ

インダーが使用する既存の検証ツールと併用されるとともに、プラットフォームベースのアプローチに統合される

可能性があります。ジャーナリストは、利用可能なツールについて最新の情報を得る努力をする一方で、それら

に過度に依存しないようにすることが重要です。 

AIを活用した、メディアフォレンジックの新たなアプローチ 

2020 年初頭の時点では、テストをパスした市販の GAN ベースの検出ツールはありません。しかし、年内に

はプラグインとして、あるいはプラットフォーム上のツールとして、ジャーナリスト向けのツールが市場に投入され



るはずです。これらのツールを含むメディアフォレンジックの現状調査については、ルイーザ・ベルドリーヴァの

「メディアフォレンジックとディープフェイクの概観」をご覧ください。 

これらのツールは、一般的に、GAN ベースの合成メディアのトレーニングデータ（例）を備え、これを使用し

て、同一または類似の技術を使用して生成された他の例を検出することができます。例えば、

FaceForensics++などのフォレンジックプログラムは、既存の消費者向けディープフェイクツールを駆使して

生成した大量のフェイク画像を、フェイク検出を行うためのアルゴリズムのトレーニングデータとして使用しま

す。つまり、最新の偽造手法やテクニックには効果がない可能性があるのです。 

これらのツールは、現在のフォレンジック技術よりも、GAN で生成されたメディアの検知にはるかに適してい

ます。また、合成の進歩に対応した新しい形のメディアのフォレンジックツールをも補完します。しかし、合成メデ

ィアの進化の特質を考えると、これらのツールは完全なものではないでしょう。重要なことは、合成の特徴は、他

の検証アプローチとダブルチェックし、裏付けを取る必要があるということです。 

ディープフェイクや合成メディアは急速に進化しており、その技術は広く利用され、商品化され、簡単に使える

ようになってきています。フェイクを作成するために必要なソース・コンテンツは、予想以上に少なくなっていま

す。新しい検出技術が登場し、プラットフォームやジャーナリスト／OSINT 向けツールに統合される一方で、検

証のアプローチとしては、画像／映像に対する既存のアプローチを軸に、画像操作を検出できるフォレンジック

ツールでこれらを補完することが最適です。人間の目を過信することは、強固な戦略ではないのです。 

 

  



7. クローズドグループやメッセージアプリの監視と報道 
文：クレア・ウォードル  

クレア・ウォードルは、デジタル時代における信頼と真実に関する課題に取り組むジャーナリスト、学者、技術者

を支援する世界的な非営利団体「First Draft」の戦略的方向性と調査を主導しています。ハーバード大学ケ

ネディスクールのメディア・政治・公共政策に関するショーレンスタインセンターのフェロー、コロンビア大学ジャ

ーナリズム大学院トウ・センター・フォー・デジタルジャーナリズムのリサーチディレクター、UNHR（国連難民機

関）のソーシャルメディア責任者などを歴任しています。 

 

2019 年 3 月、マーク・ザッカーバーグは、Facebook が「プライバシー保護に軸足を移す」、つまり

Facebook グループを重視すると表明しましたが、これは、人々がプライベートな空間で少人数の人とコミュニ

ケーションすることに惹かれつつあるという認識からでした。ここ数年、この領域で働く私たちにとって、ソーシャ

ルコミュニケーションにおける少人数グループの重要性は増しています。この章では、さまざまなプラットフォー

ムとアプリケーションを説明した上で、これらの空間を監視することの難しさを語り、最後にこの種の仕事の倫理

について議論します。 

さまざまなプラットフォームとアプリケーション 

［英国の代理店］We Are Social の最近の調査では、Facebook と YouTube が継続的に優勢であるこ

とが示されていますが、その次に人気のある三つのプラットフォームは WhatsApp、FB メッセンジャー、

WeChat です。 

 

世界の多くの地域で、チャットアプリが多くの消費者の主要なニュースソースになっており、特にブラジル、イ

ンド、スペインなどでは WhatsApp が主流となっています。世界的には WhatsApp や FB メッセンジャーが

人気ですが、別のサービスが優勢な国もあります。例えば、イランではテレグラムです。日本では LINE、韓国で

はカカオトーク、中国では WeChat です。 



 

これらのサイトは、暗号化、グループまたはブロードキャスト機能、アプリ内商取引などの機能が若干異なって

います。 

Facebookのクローズドグループ 

Facebook グループには、公開、非公開、秘密の三つのタイプがあります。公開グループは検索で見つける

ことができ、誰でも参加することができます。非公開グループは検索で見つけることができますが、参加するに

は申請が必要です。秘密グループは検索で見つけることができず、参加するには招待される必要があります。

Facebook のアルゴリズムが推奨していることもありますが、すでに知っている人たちや、同じ視点や興味を持

つ人たちと一緒に過ごすことを選ぶ人が増えているため、人々は Facebook グループに集まることが多くなっ

ているのです。 

Discord 

［統計市場調査サービス］Statista によると、2019 年 7 月の Discord の月間アクティブユーザー数は 2

億 5000 万人（Snap は 2 億 9400 万人、Viber は 2 億 6000 万人、Telegram は 2 億人）です。

Discord はゲームコミュニティに人気がありますが、近年は「サーバー」（Discord におけるグループの一種）に

集まって偽情報キャンペーンをたくらむ場としても知られています。 

Discord やいくつかの非公開 Facebook グループは、あなたをそのグループに受け入れる前にある質問を

します。これらの質問は、あなたの職業、宗教、政治的信条、ある社会問題に対するあなたの態度についてかも

しれません。 

暗号化、グループ、チャンネル 



これらのプラットフォームやアプリケーションがこれほど普及している理由のひとつは、さまざまなレベルの暗

号化を提供していることです。WhatsApp と Viber は現在最も安全で、エンド・トゥ・エンドの暗号化を提供し

ています。テレグラム、FB Messenger、Line などでは、暗号化［機能］をオンにすると、暗号化が可能になり

ます。ある種のアプリには、多数の人に情報を共有するグループやチャンネルがあります。最大の WhatsApp

グループは 256 人を収容できます。FB メッセンジャーのグループは 250 人を収容できます。テレグラムでは、

グループはプライベートでも公開検索可能で、200 人を収容することができます。この数に達すると、スーパー

グループに変換され、最大 7 万 5000 人が参加できるようになります。テレグラムには、アプリ内の放送機能で

あるチャンネルもあります。チャンネルを購読して、そこで投稿されている内容を見ることはできますが、自分の

コンテンツを投稿することはできません。 

継続的なモニタリング 

クローズドメッセージングアプリで誤情報が流通していることは間違いありません。［しかし、］何が共有されて

いるかを見る方法がないため、ソーシャルメディアサイトよりもこれらのプラットフォームで誤情報が多いかどう

かを評価することは困難です。とはいえ、インド、フランス、インドネシアの有名な事例が示すように、それが問題

であることは明らかです。そして米国では、2019 年 8 月の［テキサス州］エルパソや［翌年発生したオハイオ

州］デイトンでの銃乱射事件の際、テレグラムや FB メッセンジャーで噂やデマが流れた事例があります。 

問題は、ジャーナリスト、研究者、ファクトチェッカー、医療従事者、人道主義者が、誤った情報を監視するた

めに、こうしたクローズドグループに参加すべきかどうかということです。もし、このようなグループに入るべきだ

としたら、倫理的に安全な方法で仕事を進める方法はあるのでしょうか？ 

この作業を行うには大きな課題がありますが、それ［自体］は可能です。しかし、これらのアプリを使用する多

くの人々は、監視されないように細心の注意を払っていることを心に留めてください。彼らは、暗号化されてい

るから使っていて、一定レベルのプライバシーを期待しているのです。プライバシーの担保は、このようなスペー

スで活動する人にとって、最優先です。たとえ、あなたがこれらのスペースに参加し、監視することができたとし

ても、これらのグループの参加者に対してあなたが持つ責任を認識することが最も重要です。 

検索テクニック 

これらのグループには、それぞれ異なる検索プロトコルがあり、検索は難しい場合があります。Facebook の

グループについては、Facebook 検索内でトピックを検索し、グループでフィルタリングすることができます。よ

り高度なブール検索演算子を使用したい場合は、キーワードを使用して Google で検索し、

site:facebook.com/groups を追加してください。 

テレグラムの場合、Android 携帯であればアプリで検索できますが、iPhone ではできません。

https://www.telegram-group.com/ のようなデスクトップアプリがあります。Discord についても同様

に、https://disboard.org/search のようなサイトがあります。 

参加・参画の意思決定 



前述のとおり、これらのグループの中には、参加に際して質問をするものがあります。これを試す前に、これら

の質問にどう答えるかについて、編集者やマネージャーと相談する必要があります。自分が誰で、なぜそのグル

ープに参加するのか、正直に話すべきでしょうか？意図的に曖昧にして参加する方法はありますか？そうでな

い場合、自分の身元を隠すという決断をどう正当化しますか（これは、あなたがジャーナリストであると名乗れば

身の危険が生じるようなグループに参加する場合に必要なことかもしれません）。もしアクセスできたら、そのグ

ループに何か貢献するつもりですか？それとも、他の場所で裏付けできる情報を見つけるために、ただ「潜ん

で」いるつもりですか？ 

グループからのコンテンツの自動収集に関する決定 

他のサイトに貼られたリンクを検索することで、「オープン」なグループを見つけることが可能です。これらは検

索エンジンに表示されます。そして、計算機的な手法で、これらのグループからコンテンツを自動的に収集する

ことも可能です。ブラジルやインドの選挙を監視している研究者がこの方法をとっていますし、他の組織でも同

様のことをやっているそうです。 

この手法により、組織は複数のグループを同時に監視することができます。重要な点は、この方法で発見でき

るグループはごく一部であり、そのようなグループは広く会員を獲得しようと必死になっている傾向があるた

め、すべてのグループを代表しているわけではない、ということです。また、個人的には倫理的な問題がありま

す。しかし、データを保護し、他者と共有せず、メッセージを非特定化することで、採用できるガードレールがあり

ます。このような作業を行うには、業界横断的なプロトコルが必要です。 

情報受付窓口 

もうひとつの方法は、一般の人たちからコンテンツを送ってもらう「窓口」を設置することです。ポイントは、シ

ンプルで明確な行動への呼びかけと、そのコンテンツをどのように使用するかを説明することです。単にトレンド

をモニターするためなのですか、それとも送られてきた内容を調査した上で、誤った情報を指摘するつもりなの

でしょうか。 

クローズドなメッセージングアプリとの連携に大きな影響を与える倫理的な問題に話を戻すと、コンテンツを

単に「奪う」のではなく、言い換えれば「抽出する」ことが重要です。あらゆる研究が示しているのは、自分の情報

がどのように使われているのか分からないと、オーディエンスが情報を送り続ける可能性が著しく低くなるとい

うことです。人々は、自分がパートナーとして扱われていると感じれば、より積極的に協力するようになるので

す。 

しかし、もう一つの問題は、デマのコンテンツを送ったり、一個人や小さなグループが同じコンテンツをたくさ

ん送って、実際よりも大きな問題に見せかけたりすることで、トラフィックを易々と欺くことができるということで

す。 

クローズドなメッセージンググループを報道することに関する倫理 

コンテンツを見つけたら、それをどのように報道するかが問題です。どのように見つけたかについて、透明性

を確保すべきでしょうか。コミュニティ・ガイドラインの一環として、多くのグループが、グループ内で議論された



内容を外部に共有しないように求めています。もしそのグループが偽情報でいっぱいだった場合、あなたがそ

れを報道することでどのような影響があるでしょうか？他のグループやオンラインスペースで発見したことを裏

付けられますか？もし報道すれば、あなた自身、同僚や家族の安全を危険にさらすことになりますか？ネット上

では、こうした手口を使う闇の集団がジャーナリストや調査員を「晒す」（またはそれ以上の行為）ことをしかねな

いことを忘れないでください。 

結論 

クローズドなメッセージングアプリやグループからの報道、またはそれに関する報道は課題が山積みですが、

これらのソースは情報が共有される場としてますます重要になるでしょう。最初のステップとして、この章で説明

した疑問について考え、同僚や編集者に相談し、この種の報道に関するガイドラインがニュースルームにない場

合は、作成に取り掛かりましょう。このような報道の方法について、標準的なルールはありません。ストーリー、プ

ラットフォーム、記者、編集方針によって異なります。しかし、この種の報道を始める前に、詳細を入念に検討す

ることが重要です。 

 

  



7a. ケーススタディ: 病院でのボルソナロ 
文：セルジオ・リュドケ 

セルジオ・リュドケはジャーナリストであり、ブラジルの公共政策に関する噂を共同で調査する２４のメディア組織

の連合体、Projeto Comprova の編集者です。2018 年、Comprova はブラジルの大統領選挙に際して、ソ

ーシャルメディアやメッセージングアプリで共有された不審なコンテンツを検証しました。 

 

ブラジル大統領選を 1 カ月後に控えた 2018 年 9 月 6 日、極右候補のジャイル・ボルソナロが、リオデジャ

ネイロから 200 キロ離れた人口 56 万人の都市ジュイス・デ・フォーラの繁華街で選挙イベントを開きました。

ブラジル大統領選の第 1 回目の世論調査でボルソナロが首位に立ってから 1 週間が経っていました。高等選

挙裁判所が、それまで世論調査で首位を守っていたルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ元大統領の立候補を禁じ

たため、彼が１位になったのです。しかし、ボルソナロは、世論調査で最も［支持率が］近い 4 人の候補者のうち

3 人に、決選投票のシミュレーションで負けていました。ボルソナロ陣営にとって、テレビでの選挙放送で 1 日 9

秒放送できるブロックが 2 つしかないことが気がかりでした。ブラジルの選挙規則は、ラジオ局やテレビ局は政

党に広報のための時間を与えることを義務づけています。この時間は、前回の下院選挙で各政党が獲得した議

席数に応じて配分されます。ボルソナロ［の所属政党］は議席数が少なく、無料で放送される時間はごくわずか

でした。そのため、ソーシャルネットワーク上の支持者に頼ったり、街頭で有権者と直接コンタクトを取ったりする

必要があったのです。 

ジュイス・デ・フォーラでは、以前訪れた他の都市と同様に、ボルソナロは支持者に肩車されて行進に参加しま

した。大勢の支持者に背負われて行進していましたが、突然、行進は中断されました。群衆の真ん中で、一人の

男が手を伸ばし、ボルソナロを刺したのです。ナイフはボルソナロの腹部に深い傷を残し、ソーシャルネットワー

ク上でパンドラの箱が開かれました。 

噂や陰謀論が広がり、ボルソナロを刺したアデリオ・ビスポ・デ・オリベイラが、2016 年に解任されたジルマ・

ルセフ元大統領の政党とつながっていると非難する声も上がりました。犯人がルラの隣に立っている偽の写真

も登場しました。ビスポが左翼政党「Partido Socialismo e Liberdade（PSOL）」に所属していたことや、

彼の弁護士が報酬の出所を言おうとしないことは、陰謀論的な主張を助長しました。 

同時に、ボルソナロを貶めようとする動画やメッセージも SNS で人気を博しました。「刺されたのは自作自

演」「ボルソナロは実はがん治療のために入院していた」「公開された手術の写真は偽造されたもの」などという

悪質な内容もありました。 

この事件により、ボルソナロは選挙活動から撤退することになったのですが、世論調査で有利な立場を得るこ

とになりました(もちろん、最終的にはボルソナロが選挙に勝利したのですが…）。 

ミナス・ジェライス［連邦］大学が開発した WhatsApp グループ監視プログラム「Eleições sem Fake」

は、襲撃事件から約 2 週間後の 9 月 19 日に、ある音声が流布していることを突き止めました。この音声は、同

プロジェクトが監視している 300 近いグループのうち 16 のグループで共有されており、中にはボルソナロ支

持者もいました。同日、私たちの組織である Comprova には、読者から音声の裏付けを求める声が

WhatsApp で届き始めました。 



1 分強の音声では、ボルソナロに似た声の怒った男性が、息子のエドゥアルドとみられる人物と口論し、病院

に拘束されていることを訴えています。この録音では、男性は「この劇場」にはもう耐えられないと語り、すべて

が演技であることを示唆しています。当日もボルソナロはサンパウロのアルベルト・アインシュタイン病院の準集

中治療室にいました。診断書によると、熱はなく、栄養剤の点滴を受けており、腸の機能も回復しているとのこと

でした。 

Comprova は、この録音の元のソースを見つけることができませんでした。まだ WhatsApp で最大 20 の

会話を転送できた時代だったので、この音声は主に WhatsApp を通じて急速に拡散し、すぐに他のソーシャ

ルネットワークにも広まりました。そのため、元の発信元を追跡することは不可能になったのでした(WhatsApp

はその後、メッセージを転送できるグループ数を［５に］制限しています)。 

録音の作者を特定できなかった Comprova は、従来型の調査に注力し、Instituto Brasileiro de 

Perícia（ブラジル科学捜査研究所）の専門家に協力を求めました。専門家はバイラル録音と 2018 年 4 月の

インタビューでのボルソナロの声を比較し、ボルソナロの声はソーシャルネットワークで共有されている録音の声

ではないと結論付けました。専門家は、録音の男性の声、話し方、言語マーカーを定性的に分析しました。そし

て、それぞれの声と音声のサンプルについて、これらのパラメータを比較しました。この分析では、母音と子音の

パターン、話すリズムとスピード、イントネーションパターン、声質、話し手の癖、特定の単語や文法規則の使用

などを調査しました。 

例えば、下の画像は、喉頭で発生した音が通過する声道の振動によって生じる音程「フォルマント」を周波数

解析したものです。声道内の空気は、その大きさや開口部の形状によって異なる音程で振動しています。画像

は、母音「a」、「e」、「o」を用いてフォルマントを周波数解析したものです。緑色の母音は WhatsApp で取得し

た音声サンプルに対応し、青色の母音は襲撃の数日前に行われたボルソナロのインタビューから取得したサン

プルに対応します。 

 

追加分析の結果、WhatsApp の音声の話し手は、サンパウロ州の田舎出身の典型的なアクセントを持って

いることが判明しました。しかし、これはボルソナロの話し方には現れませんでした。比較したサンプルでは、共

鳴、調音、発話速度、音韻のずれに違いが検出されました。Comprova は 2 人目の専門家に相談しました。こ

の専門家も、録音された声はいくつかの理由でボルソナロのものとは異なると結論付けました。声のトーンはボ

ルソナロより少し鋭く見えるそうです。また、話すペースも、ボルソナロの入院先で録画された別の映像より速い

と指摘しました。 



もう一つ、この音声が偽物であるという結論を補強する要素が、録音の質の悪さです。経験豊富な専門家に

よると、これは典型的なニセモノの手口だといいます。音声や映像、写真の解像度を下げると、解析が難しくなる

のだそうです。ボルソナロ側の反応として、息子のフラビオとカルロスは SNS に、この音声は「フェイクニュー

ス」だと投稿しています。 

もしこの音声が今日流れたとしたら、おそらくこの声がボルソナロのものであると思う人はいないでしょう。選

挙前、テレビには 1 日 18 秒しか映らず、入院や治療のために選挙討論会を欠席していたため、現大統領の声

はそれほど知られていませんでした。そのため、捏造された音声が多くの人を騙す機会が生まれたのです。 

しかし、1 年以上経った今でも、ボルソナロ支持団体やボルソナロの選挙団体が、本物だと証明されればボル

ソナロを破滅させかねないこの音声をなぜ共有したのか、理解に苦しみます。なぜ、これらの団体がこの内容を

熱心に共有したのか、その理由は完全には分からないでしょう。とはいえ、［この事例は］目立つ主張をするコン

テンツは、ソーシャルメディア上で急速に拡散するという事実を、強力に補強するものです。 

 

  



8. Webサイトを調査する 
文：クレイグ・シルバーマン 

クレイグ・シルバーマンはバズフィードのメディアエディターで、プラットフォーム、オンラインの誤報、メディア操

作を扱うグローバルな専門部署を率いています。「検証ハンドブック」と「調査報道のための検証ハンドブック」を

編集し、「Lies, Damn Lies, and Viral Content: How News Websites Spread (and Debunk) 

Online Rumors, Unveri ed Claims and Misinformation」の著者でもあります。 

 

メディア操作者は Web サイトを、収益を得るため、電子メールやその他の個人情報を収集するため、ある

いはオンライン上に拠点を築くために使用します。ジャーナリストは、［そうした］Web サイトを調査する方法

を身に付け、可能であれば、ソーシャルメディアのアカウント、アプリ、企業、その他の事業体が関与している

可能性のある、より大規模な活動につなげる必要があります。 

テキスト、画像、あるいはサイトそのものが時間の経過とともに消えてしまう可能性があることを忘れない

でください（特に、関係者と接触し、質問を始めた後は）。一番いいのは、ワークフローの一環として、

Wayback Machine を使って対象サイトの重要なページを保存することです。もしページが正しく保存さ

れない場合は、archive.today などのツールを使用します。こうすることで、あなたが見つけたものの証拠

としてアーカイブされたページにリンクし、偽の/誤った情報を広めるサイトに直接リンクすることを避けること

ができます(Hunchly は、作業中に Web ページの独自のアーカイブを自動的に作成できる優れた有料ツ

ールです)。これらのアーカイブツールは、サイトが時とともにどのように変化してきたかを調査するためにも

不可欠です。また、Wayback Machine ブラウザ拡張機能をインストールしておけば、簡単にページをアー

カイブし、以前のバージョンを見ることができるのでおすすめです。 

もう一つの便利なブラウザ拡張機能は Ghostery で、ページに存在するトラッカーを表示することができ

ます。これは、サイトが Google Analytics ないし Google AdSense ID を使用しているかどうかをすば

やく識別でき、以下に説明するテクニックのいずれかに役立ちます。 

この章では、Web サイトを調査する際に分析すべき四つのカテゴリ、すなわち、コンテンツ、コード、分析、

登録、接続要素について見ていきます。 

コンテンツ 

ほとんどの Web サイトは、そのサイトが何であるかについて、多少説明があるものです。会社概要のペー

ジやフッターにある説明など、まずはそこから始めるとよいでしょう。同時に、明確な情報がない場合は、その

サイトが急いで作成されたか、所有者や目的について詳細を隠そうとしている可能性があります。 

Web サイトのコンテンツは、「about」を読むだけでなく、誰が運営しているのか、目的は何か、より大きな

ネットワークやイニシアチブの一部であるかどうかを判断するために、徹底的に調べます。例えば、以下のよ

うなものがあります。 

⚫ about ページでオーナーや法人を明記していますか。それがない場合は、ご注意ください。 

https://towcenter.columbia.edu/news/lies-damn-lies-and-viral-content-how-news-websites-spread-and-debunk-online-rumors-unverified
https://towcenter.columbia.edu/news/lies-damn-lies-and-viral-content-how-news-websites-spread-and-debunk-online-rumors-unverified
https://towcenter.columbia.edu/news/lies-damn-lies-and-viral-content-how-news-websites-spread-and-debunk-online-rumors-unverified


⚫ トップページやその他のページの一番下にある著作権表示に、企業や個人を記載していますか？ 

⚫ プライバシーポリシーや利用規約の中に、名前、住所、会社名などが記載されていますか？それらの名

前や会社は、フッターや about、サイト上の他の場所に記載されているものと異なっていませんか？ 

⚫ そのサイトが記事を掲載している場合、傍線部やクリックできるリンクがあるかどうかを確認します。リン

クが張られている場合、そのリンクが著者のページにつながっているかどうか、またその著者の経歴やソ

ーシャルアカウントへのリンクなど、より詳しい情報が掲載されているかどうかを確認します。 

⚫ そのサイトには、関連するソーシャルアカウントがあるでしょうか？トップページの上下左右に小さなアイ

コンが表示されていたり、Facebook ページへの「いいね」を促す埋め込みがあったりします。

Facebook や Twitter のアイコンが表示されている場合は、マウスをその上に置いて、ブラウザの左下

に表示される URL から確認できます。急ごしらえのサイトでは、テンプレートに ID をわざわざ記入しな

いことがよくあります。その場合、ユーザー名のない facebook.com/というリンクが表示されるだけで

す。 

⚫ このサイトには、製品、お客様の声、その他の人々や企業など、関連性があり、調べる価値のありそうな

ものが掲載されていますか？ 

⚫ トップページ以外のページもぜひ確認してください。すべてのメインメニューをクリックし、フッターまでス

クロールすると、訪問する価値のある他のページが見つかります。 

コンテンツを検証する上で重要なのは、それがオリジナルかどうかということです。サイトの「about」やそ

の他のテキストが、他の場所からコピーされていないでしょうか？そのサイトは、誤った、あるいは誤解を招く

ような情報を流布していませんか。あるいは特定の議題を押し付けようとしていませんか？ 

2018 年、私はモバイルアプリやコンテンツサイトに加え、シェルカンパニー、架空の会社や従業員を巻き

込んだ大規模なデジタル広告詐欺のスキームを調査しました。私は最終的に、このスキームに関連する 35

以上のサイトを発見しました。私が多くのサイトを特定した方法の一つは、あるサイトの About ページのテキ

ストをコピーして、Google の検索ボックスに貼り付けることでした。すると、まったく同じ文面のサイトが約

20 件ヒットしました。 

 

 



また、これらの詐欺師たちは、広告のパートナー候補がデューデリジェンスに［サイトを］訪れた際、正規の企

業に見えるようにフロント企業のサイトを作り込んでいました。その一例が、Atoses という会社です。そのホー

ムページには、数人の従業員の顔写真が掲載されていました。Yandex の画像検索（顔の画像検索に最適で

す）で、そのうちの数人がストック画像であることがすぐに判明しました。 

 
また、Atoses はサイトのフッターにこんな文章を載せていました。「私たちは、ビジネスを成長させ、オ

ンラインメディアとユーザーの間に永続的な関係を築く、美しく便利で、つながりを尊重するエコシステム

をつくります」 

同じ文章が、少なくとも二つのマーケティング会社のサイトに掲載されています。 

 

従業員［の写真］にストック画像を使用し、サイトに盗用したテキストを掲載している企業は、その主張とは異

なるものであることがわかります。サイトの記事からテキストをコピー＆ペーストして、Google や他の検索エン

ジンに入力するのも良い方法です。ニュースソースと称するサイトが、アウトレットを盗用しているだけの場合も

あります。 



2019 年、私は forbesbusinessinsider.com という、テック業界専門のニュースサイトを装ったサイトに

遭遇しました。実際には‐なんとも愉快なことに‐私が書いた偽のローカルサイトについての記事など、さまざまな

アウトレットから記事を大量に盗用していたのです。 

もう一つの基本［的な方法］は、サイトの URL を Google で検索することです。例えば、

「forbesbusinessinsider.com」といった具合です。これにより、そのサイトのページがどれだけインデックス

されているかを知ることができ、また、他の人がそのサイトについてレポートしたり、その他の話題にしていたりし

ている例も出てくる可能性があります。また、Google ニュースのメインページを開き、検索ボックスに

「forbesbusinessinsider.com」と入力すれば、そのサイトが Google ニュースに掲載されているかどうか

を確認することができます。 

別の方法は、サイトの URL を Twitter.com や Facebook.com の検索バーに貼り付けることです。そう

すると、人々がそのサイトにリンクしているかどうかがわかります。ある調査の際、dentondaily.com というサ

イトに出合いました。トップページには 2020 年初頭の記事がいくつか掲載されているだけでしたが、Twitter

で検索してみると、以前は盗用されたコンテンツを発信しており、それに気づいた人たちから苦情が来ていたこ

とがわかりました。これらの古い記事はサイトから削除されましたが、ツイートは以前の振る舞いを示す証拠とな

りました。 

 

サイトのコンテンツを掘り下げた後は、それがどのように広がっていくかを把握しましょう。ここでは、二つのツ

ールを紹介します。BuzzSumo と CrowdTangle です。 

2016 年、私は研究者のローレンス・アレキサンダーと協力して、海外から運営されているアメリカの政治ニュ

ースサイトを調べました。私たちはすぐに、北マケドニアの町ベレスから運営されているサイトを突き止めました。

ドメイン登録の詳細（後述）をもとに、この町から運営されている 100 以上の米国の政治サイトを特定できまし

た。私は、これらのサイトのコンテンツがどの程度人気があるのか、またどのような記事を掲載しているのかを把

握しようとしました。最も活発と思われるいくつかのサイトの URL を取り上げ、BuzzSumo で検索を作成しま

した。このツールは、Web サイトのコンテンツが Facebook、Twitter、Pinterest、Reddit でどれだけのエ



ンゲージメントを獲得したかによってランク付けされたリストを表示することができます(無料版もあるものの、有

料版の方がはるかに多くの結果を得られます）。 

Facebook で最もエンゲージメントの高いこれらのサイトの記事は、完全に虚偽であることがすぐにわかりま

した。これにより、重要な情報と、これまでのレポートとは異なる切り口を得ることができました。下の画像は、

BuzzSumo の基本的な検索結果画面で、特定のサイトの Facebook、Twitter、Pinterest、Reddit のエ

ンゲージメントと、2016 年のいくつかの偽記事のサンプルを一覧にしています。 

 

サイトのコンテンツが Facebook、Twitter、Instagram、Reddit でどのように広がっているかを確認する

もう一つの方法は、無料の CrowdTangle ブラウザ拡張機能をインストールするか、その Web ベースのリン

ク検索ツールを使うことです。どちらも同じ機能ですが、ここでは Web 版を使ってみましょう(これらのツールは

無料ですが、アクセスには Facebook アカウントが必要になります)。 

BuzzSumo と CrowdTangle の大きな違いは、BuzzSumo にサイトの URL を入力すると、そのサイトで

最もエンゲージメントの高いコンテンツが自動的に表示される点です。CrowdTangle は、サイト内の特定の

URL を確認するために使用します。つまり、buzzfeednews.com と入力すると、CrowdTangle ではその

ページのみでのエンゲージメント統計が表示されますが、BuzzSumo ではドメイン全体をスキャンしてそのトッ

プコンテンツを表示するのです。もう一つの違いは、CrowdTangle のリンク検索ツールと拡張機能は、過去

7 日間の Twitter のエンゲージメントを表示することです。BuzzSumo は、サイト内の記事について、

Twitter での全時間帯のシェアをカウントして表示します。 



例えば、トロントで［水道水に病原菌が混入した際に出される］煮沸勧告が出たという古いフェイク記事の

URL を CrowdTangle のリンク検索に入力してみました(このサイトは後にその記事を削除しましたが、この

記事を書いている時点ではまだその URL は有効です)。CrowdTangle によると、この URL は公開後、

Facebook で 2 万件以上のリアクション、コメント、シェアを獲得していることがわかります。また、このリンクを

共有したページや公開グループの一部も表示され、Instagram、Reddit、Twitter の同様のデータを表示す

るオプションも提供されています。ご注意を。Twitter タブでは、過去 7 日間のツイートのみが表示されます。 

 

Facebook の総インタラクション数の多さは、私たちが目にするページやグループの小さなリストにはあまり

反映されていないことに注意してください。これは、少なくとも、最初に公開されたときにリンクを広めた重要な

ページのいくつかが、後に Facebook によって削除されたためです。CrowdTangle はアクティブなアカウン



トからのデータのみを表示し、ある URL を共有した全ての公開アカウントを表示するわけではありません。こう

した制約があるとはいえ、特定のソーシャルメディアアカウントと Web サイトのつながりを明らかにできるのは、

信じられないほど便利なことです。同じ Facebook ページが一貫して-または独占的に-あるサイトからのコン

テンツを共有している場合、同じ人々がどちらも運営しているからかもしれません。このような場合、そのページ

を調べてサイトと情報を比較し、関係者やその動機を特定できる可能性があります。CrowdTangle にリスト

アップされた Facebook のリンク共有結果のいくつかは、Facebook グループで記事を共有する人々のもの

である可能性もあります。リンクを共有したアカウントに注目し、そのサイトの他のコンテンツが拡散されていな

いかどうかを確認します。ここでもまた、関連性がある可能性があります。 

登録 

Web 上のすべてのドメイン名は、その作成と履歴に関する基本情報を保存する中央データベースの一部で

す。場合によっては、ドメインを登録する費用を支払った個人または団体に関する情報を見つけることができま

す。この情報は、多くの無料ツールで提供されている Whois 検索で引き出すことができます。また、長期にわた

ってドメインを所有していた人、それがホストされているサーバー、およびその他の有用な詳細などの追加情報

を引き出すことができる、無料または低価格の優れたツールがいくつか存在します。 

注意点としては、ドメインを登録する際に、個人情報を保護するための費用は比較的安価であるということで

す。ドメインの Whois 検索を行った結果、登録者として「Registration Private」、「WhoisGuard 

Protected」、「Perfect Privacy LLC」などの記載があった場合、それはプライバシー保護されていることを

意味します。このような場合でも、Whois 検索を行うと、ドメインが直近で登録された日付、有効期限、サイトが

ホストされているインターネット上の IP アドレスが分かります。 

DomainBigData は、ドメイン名とその履歴を調査するのに最適な無料ツールです。URL の代わりにメー

ル［アドレス］や人名、企業名で検索することもできます。その他にも、DNSlytics、Security Trails、

Whoisology などの手頃なサービスをブックマークしておくとよいでしょう。素晴らしいけれど、より高価なオプ

ションである Iris は DomainTools の商品です。 

例えば、DomainBigData に dentondaily.com を入力すると、プライバシー保護が施されていることが

確認できます。登録者名は「Whoisguard Protected」と表示されます。幸い、2019 年 8 月という最近の時

期に登録されたことが確認できます。 

  



 

別の例として、DomainBigData で newsweek.com を検索してみましょう。所有者がプライバシー保護

のための費用を支払っていないことがすぐにわかります。会社名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番

号が出てきました。  



 

また、この企業は 1994 年 5 月からこのドメインを所有しており、このサイトは現在、IP アドレス

52.201.10.13 でホストされていることがわかります。次に注目すべきは、企業名、電子メール［アドレス］、IP

アドレスがそれぞれリンクとして強調表示されていることです。つまり、Newsweek LLC に属する他のドメイ

ン、domains@ibtimes.com、同じ IP アドレスでホストされている他のサイトにつながる可能性があるという

ことです。このようなリンクは調査上非常に役立つもので、同じ人物や団体が所有する他のドメインを調べるこ

とは常に重要なことなのです。 

IP アドレスについては、全く関係のないサイトが同じサーバーでホストされていることがあるので注意が必要

です。これは通常、人々が彼らのサイトのために同じホスティング会社を使用しているためです。一般的には、

同じサーバーでホストされているサイトが少ないほど、［実際の］つながりがある可能性が高いと言われていま

す。しかし、それは確実ではありません。［したがって、］単一のサーバーに何百ものサイトがホストされているな

ら、それらのサイトには所有者のつながりがない可能性があります。しかし、たとえば、サイトが九つあり、そのう

ちの一つに個人的な登録情報がある場合、他の八つのドメインの Whois 検索を実行して、共通の所有者がい

るかどうか、その人物が調査対象のサイトも所有している可能性があるかどうかを確認する価値はあります。あ

る Web ドメインではプライバシー保護のためにお金を払うのに、他のドメインではそれを怠る人がいるかもしれ



ません。IP、コンテンツ、登録情報を使ってサイトのつながりを調べることは、ネットワークとその背後にある人物

や企業を特定するための基本的な方法です。次に、Web ページのコードを使ったサイトリンクの別の方法につ

いて見てみましょう。 

コードと解析 

この方法は、ローレンス・アレキサンダーが開発したもので、まず Web ページのソースコードを表示し、その

中に Google Analytics や Google AdSense のコードがあるかどうかを検索します。これらは、Google

が提供する非常に人気の製品で、それぞれ、サイトの所有者が Web サイトの統計情報を追跡し、広告から収

入を得るためのものです。サイトに組み込むと、すべてのページに、所有者の Analytics または AdSense ア

カウントにリンクされた固有の ID が付与されます。複数のサイトを運営している場合、同じ Analytics や

AdSense のアカウントを使って管理することがよくあります。このため、調査員は、ソースコードから同じ ID を

見つけることで、一見すると別々のサイトに見えるサイトを結びつけることができます。幸いなことに、それは簡

単です。 

まず、目的の Web サイトにアクセスします。ここでは、dentondaily.com を使用します。Mac 版 Chrome

で、「表示」メニューから「デベロッパー」を選び、「ソースを見る」を選択してください。新しいタブが開き、そのペ

ージのソースコードが表示されます(PC 版 Chrome では、ctrl-U を押してください)。 

 

Google Analytics の ID はすべて「ua-」から始まり、続いて数字の羅列になっています。AdSense の

ID は、「pub-」と数字の羅列です。この ID は、ページ上で「検索」を実行すれば、ソースコードから見つけるこ

とができます。Mac の場合は command-F、PC の場合は ctrl-F を入力します。すると、小さな検索ボックス

が表示されます。「ua-」または「pub-」を入力すると、ページ内のすべての ID が表示されます。 



 

ID が見つかったら、それをコピーして、SpyOnWeb、DNSlytics、NerdyData、AnalyzeID などのサー

ビスの検索ボックスに貼り付けてください。各サービスから異なる［検索］結果を受け取ることが多いので、結果

を比較することが重要です。下の画像では、SpyOnWeb は同じ AdSense ID を持つ三つのドメインを発見

しましたが、DNSlytics と AnalyzeID はさらにいくつかのドメインを見つけたようです。 

 

過去に ID があったサイトでも、現在は存在しないことがあります。そのため、これらの ID が記載されている

とされる他のサイトでも、同じビューソースのアプローチを使用して、ID が現存することを必ず確認してくださ

い。なお、AdSense と Analytics の ID は、Wayback Machine でアーカイブされたサイトにはまだ存在し

ます。したがって、現存するサイトで ID が見つからない場合は、必ず Wayback Machine を確認してくださ

い。これらのサービスはすべて、ある程度の［検索］結果を無料で提供しています。しかし、特にあなたの［調べ

たい］ID が他のサイトに多数存在する場合、完全な結果を得るには有料サービスが必要となります。 



ソースコードの検証に関する最後の注意点です。HTML や JavaScript、PHP などの一般的な Web プロ

グラミング言語が分からなくても、全ページをスキャンする価値はあります。例えば、同じデザインのテンプレー

トを使い回している場合、ページや Web サイトのタイトルを変更するのを忘れてしまうことがあります。このよう

な単純なミスが、接点を与えてくれるのです。Atoses のようなフロント企業を使った広告詐欺スキームを調査

しているうちに、FLY Apps という会社に興味を惹かれました。その単ページのサイトのソースコードを見てみ

ると、コードのトップ付近に「Loocrum」という文字が平文で書かれていました（強調表示の部分）。 

 

この単語をググると、FLY Apps とまったく同じデザインの Web サイトを使い、同じ内容のものもある

Loocrum という会社がヒットしました。Whois 検索で、loocrum.com の登録に使われたメールアドレスは、

私が以前特定した他のシェルカンパニーの登録にも使われていることが分かりました。この FLY Apps と

Loocrum のつながりは、FLY Apps を運営している 4 人がこの計画全体に関連していることを示す重要な

追加証拠となりました。そしてそれは、ソースコードをスクロールして、場違いな平文の単語を探すだけで明らか

になったのです。 

結論 

上記のようなアプローチやツールを駆使しても、時には行き詰まることがあるかもしれません。しかし、Web

サイトにはさらなる調査の入り口となるつながりや手段の手掛かりがある場合が多いのです。すべてのリンクを

クリックし、コンテンツを研究し、ソースコードを読み、そのサイトのクレジットは誰のものか、誰がそれを共有して

いるのかを確認し、何が起こっているのかを明らかにするために、考えられることは何でも調べてみてください。 

 

  



9. ソーシャルネットワーク上の広告を分析する 
文：ヨハンナ・ワイルド 

ヨハンナ・ワイルドはベリングキャットのオープンソース調査員で、デジタル調査技術やツール開発にも力を注い

でいます。 オンラインジャーナリズムの経歴があり、以前は（紛争後の）地域ジャーナリストと仕事をしていまし

た。東アフリカのジャーナリストを支援し、Voice of America の放送を制作したこともあります。 

 

あなたがソーシャルメディアのタイムラインで見る広告は、公共交通機関で隣に座っている人が見る広告と同

じではありません。住所、性別、年齢、あなたがネットワーク上で「いいね」を押したり、共有したりしたものに基

づいて、あなたは［スペイン南部］マラガの豪華なホリデー・スイートの広告を示され、隣の人は日本のモバイル

ゲームの広告を見ているかもしれません。 

ユーザーをターゲットグループに分類し、生活環境や興味に合った広告を表示するマイクロターゲティング

は、選挙の際に大きな関心事となっています。選挙運動が、ごく一部の人をターゲットにして、恐怖や憎しみを煽

ったり、誤った情報を流したりすることが懸念されるからです。一般に、ソーシャルネットワークに掲載される政治

家の広告は、ファクトチェックの対象にはなりません。例えば Facebook は 2020 年 1 月、Facebook のコミ

ュニティ基準を遵守する限り、いかなる政治的広告も許可し続けることを明言しています。つまり、特定のユー

ザーグループが、重要な政治的・社会的トピックに関する偽情報を含む広告のターゲットにされる可能性がある

のです。 

最近まで、ジャーナリストや研究者が、さまざまなユーザーを対象とした広告について洞察を得ることは、ほぼ

不可能でした。透明性の欠如に対する社会的な批判を受け、いくつかのソーシャルネットワークは広告ライブラ

リを作成し、誰でもそのプラットフォームで公開されている広告の情報を確認できるようにしました。 

特に、Facebook のライブラリは、利用可能なすべての広告を表示していないと非難を浴びています。その

ため、これらのライブラリを使用する際は、タイムライン上に表示されているすべての広告がライブラリにも表示

されているかどうか、時間をかけて確認してください。それでも広告ライブラリは、より透明性を高めるための重

要なステップであり、ジャーナリストやその他の人々にデジタル広告を調査するエキサイティングな新しい方法

を提供するものです。以下のテクニックは、Google、Twitter、Facebook などの主要なプラットフォームに掲

載された広告の調査を始める際に役立ちます。 

Google 

Google のアドセンターは、その透明性レポートの中にうまく隠されています。このリンクから政治広告のセク

ションにアクセスすると、EU、インド、米国の Google および YouTube の広告に関する情報が表示されま

す。各地域のページでは、国の一覧とレポート開始以降の広告費総額が表示されます。 

 



 

国をクリックすると、その国の広告データベースを掲載したページが表示されます。 

 

結果は、日付、金額、広告がユーザーに表示された回数（インプレッション）でフィルタリングすることができま

す。動画、画像、テキストベースの広告の結果を表示したい場合は、広告のフォーマットでフィルタリングできま

す。また、最大の支出者を見つけるのも簡単です。例えば、レポート開始以降、2020 年 1 月までに英国で行わ

れた最大の政治広告キャンペーンを表示したい場合は、以下のように「ソート」のカテゴリを「支出 - 高～低」に

変更するだけでよいのです。 

  



 

当然のことながら、最大の広告購入は総選挙の直前と当日、2019 年 12 月 12 日に行われました。また、

保守党はたった 1 日だけ流した二つの YouTube 広告に、それぞれ 5 万ポンド以上投資していることがわ

かります。一方、労働党は、Google の検索結果ページに、有権者が投票所を探すのに役立つとするツール

の広告を 5 万ポンド以上かけて掲載しました。 

 

キーワードで検索することもできます。NHS（国民保険サービス）と入力すると、2019 年 11～12 月、労働党

と保守党が Google 検索広告を購入して、互いの NHS に関する計画を批判していることが分かります。 

 

広告主の名前をクリックすると、透明性レポート開始以降に Google 広告に費やした金額の合計も確認する

ことができます。2020 年 1 月時点の英国 2 大政党の場合は、こんな感じです。 



 

 

また、その支出を時系列で見ることができます。左は保守党、右は労働党の支出パターンを示しています。 

 

 



広告データベースをさらに分析したい場合は、下にスクロールすると「データのダウンロード」という緑色のセ

クションがあり、CSV 形式でデータをダウンロードすることができます。 

 

こうすれば、Google Sheets や Excel などのスプレッドシートプログラムにデータをインポートし、追加の

フィルタリングや分析を行うことができます。 

Facebook 

Facebook の広告ライブラリは二つに分かれています。「すべての広告」と「社会問題、選挙または政治関

連」です。「すべての広告」をクリックすると、キーワードなしで、名前だけで特定の広告主を検索することができ

ます。例えば、ドイツの極右政党 AfD を支持する内容をよく掲載する Deutschland Kurier の広告を見た

い場合、その名前を入力すれば、Facebook がそのテキストを含むページを推薦してくれるのです。 

 

検索結果では、同党が 2019 年 3 月から 2020 年 1 月にかけて、ドイツ国内で 3654 ユーロ相当の広告

を出稿したことがわかります。 



 

結果ページでは、検索対象の国を正しく（または必要なすべてを）選択し、Facebook、Instagram、

Messenger、Facebook Audience Network のいずれの広告を表示するかを選択するようにしてくださ

い。Audience Network は、Facebook が運営する広告ネットワークで、Facebook のプロパティ以外のモ

バイルアプリや Web サイトに広告を掲載するものです。ほとんどの場合、組織の広告の全体像を把握するため

には、すべてのプラットフォームを横断して検索することが最適な選択となるでしょう。個々の広告では、「広告の

詳細を見る」ボタンをクリックすると、さらに詳しい情報を見ることができます。  



 

この場合、Deutschland Kurier は、気候変動に抗議する人々を「ソロスの少年兵」と呼ぶこの広告に 100

ユーロ未満を費やし、5000 から 1 万のインプレッションを獲得し、そのほとんどが 45 歳以上の男性に表示さ

れたのです。広告ライブラリの検索の二つ目のオプションは、「社会問題、選挙または政治関連」に関する広告の

アーカイブである当該のデータベースを選択することです。このオプションの大きな利点は、好きなキーワードで

検索できることと、この種の広告が Facebook によってアーカイブされていることです。例を見てみましょう。 

サドグルは、インドの有名な神秘主義者で、自分はどの政党とも関係がないと言っています。彼は、現政権が 

「ベストを尽くす」ことを支援することが自分の義務だと述べています。「すべての広告」のセクションで彼の名前

を入力すると、Facebook はサドグルの個人的な Facebook のページを表示します。 

. 

 

これは、サドグルが公開した、ヨガや瞑想のコースを宣伝する非政治的な広告の一部を示しています。 



 

それでは、これは置いておいて「社会問題、選挙または政治関連」の検索バーにも名前を入れてみましょう。 

 

結果は一変します。他のアカウントが公開した、サドグルの名前に言及がある広告のコレクションを見ることが

できるようになったのです。 

 
インドの与党である民族主義政党 BJP の広告では、サドグルが論争となっている市民権改正法案への支持

を表明する映像が流されています。この法案は、インドの近隣諸国からの不法移民がより簡単にインド国籍を



取得することを可能にするものの、イスラム教徒には同じ機会を与えないというものです。この広告は、インド

で広く議論されているサドグルと BJP の関係の可能性を示す一つのヒントとなっています。この例では、

Facebook の広告ライブラリを使用して、調査に重要な情報を追加する方法を紹介しました。また、各国の政

治的広告から重要な洞察を抽出する Facebook 広告ライブラリレポートもご覧ください。 

Twitter 

2019 年末、Twitter は政治的な広告を禁止することを決定しました。しかし、ソーシャルネットワークの広

告透明化センターを使用して、過去 7 日間の非政治的な広告に関する情報を得ることは可能です。キーワード

検索機能がないため、広告の検索は面倒です。検索を開始するには、右上のボックスで、特定のユーザー名や

ハンドルネームを入力します。 

 

過去 7 日間に広告があった場合、その広告が表示されるようになりました。 

 



The Financial Times を検索すると、「How native speakers can stop confusing everyone 

else［ネイティブスピーカーが他の人を混乱させないためには］」という記事への関心を高めようと［する広

告が］、有料で行われたことがわかります。このツイートは 2019 年 12 月 3 日のものですが、Twitter の

広告情報では、この有料プロモーションが正確にいつ行われたのか、詳しくはわかりません。検索を高速化

するには、ちょっとしたコツが必要です。実行したら、ブラウザで URL を見てみましょう。 

 

URL は常に同じ構造で、末尾に Twitter のハンドル［ネーム］が付きます。最後の部分を削除して、別のハ

ンドルネームに置き換えるだけです。 

 

ページを更新すると、ベリングキャットの広告情報が表示されるようになります。そのアカウントが過去 7 日間

に広告を掲載していない場合、「This account hasn't promoted any ads in the last seven days.」

というメッセージが表示されます。過去 7 日間の広告しか見ることができないので、気になるアカウントが広告

を出したかどうか頻繁に確認し、新しい広告を見るたびにスクリーンショットを撮っておくのがベストです。 

Snapchat 

「Snap political ads library」は、政治広告、［社会］問題広告、アドボカシー広告に関する洞察を提供し

ています。後者は、「地域、国、世界レベルで議論の対象となっている、または公共的に重要な問題や組織に関

する広告」と定義されています。例えば、移民、教育や銃などのトピックです。ライブラリには年別の一覧がありま

す。 

 

その年の広告に関するすべての情報を含むスプレッドシートをダウンロードすることができます。スプレッドシ

ートの内容は、一見するとあまり面白くなさそうですが、実に興味深いのです。各行が［個々の］広告を表し、誰

が広告を出したか、それに費やした金額、さらにはユーザーをマイクロターゲットにするためにどのような特性が

選ばれたかがわかります。 

 



 

上記の例では、広告主は「冒険好き、芸術・文化好き、ビーチ好き・サーファー、美容好き、読書家・熱心な読

者、大学関係者、グルメ、ヒップスター・流行好き、政治ニュースウォッチャー、アウトドア・自然好き、ペット・動物

好き、慈善家、世界を旅する人、女性のライフスタイル」をターゲットとしたかったとします。他のプラットフォーム

では、広告ライブラリにこのようなターゲティング情報を提供していません。また、スプレッドシートには、実際の

広告を見ることができる URL も記載されています。この例では、スイスで行われる LGBT 差別撤廃に関する

投票を支援するために、レインボーフラッグを無料で注文するよう促すメッセージが見つかりました。 

LinkedIn 

LinkedIn は、そのプラットフォーム上で政治的な広告を許可しておらず、広告ライブラリも持っていません。

幸いなことに、プラットフォーム上の特定の企業の広告について洞察を得るための別の方法があります。企業の

LinkedIn ページにアクセスすると、左側のカラムの一番下に「広告」というタブが表示されます。 

 

そのタブをクリックすると、LinkedIn は、その会社が過去 6 ヶ月間に掲載したすべての広告のリストを表示

します。この機能を使って、大紀元時報が Facebook で広告掲載が禁止された後も、LinkedIn で広告を掲

載していることが確認できました。同社の二つの広告は、「米国の報道機関は真実を伝えていない」と主張し、

大紀元時報を「独立」していて「無所属のメディア」と主張して特色を PR していました。 



 

 

正確な公開日の表示はないものの、広告をクリックすると（これは LinkedIn に登録しなくても機能します）、

配信先のサイトがより具体的な日付を提示してくれることがあります。大紀元時報の広告では、「2019 年 9 月

23 日」、「2019 年 12 月 18 日更新」と書かれたテキストにつながった。」と日付があり、オンラインになった時期

を推定することができました。 

 

広告ライブラリは、その隠された特徴を知れば、簡単かつ強力なデジタル調査の武器になり、ソーシャルメディア

に存在する人物や組織を調査する際に確認すべき重要な要素になります。 

  



10. プラットフォームを超えたアクターの追跡 

文：ベン・コリンズ 

ベン・コリンズは偽情報、過激派、インターネットを担当する NBC ニュースの記者です。 過去 5 年間、陰謀論、

ヘイトコミュニティ、外国人による情報操作キャンペーン、プラットフォームの不具合などの増加について報道し

てきました。かつて The Daily Beast に勤務し、彼のチームは 2016 年の米国選挙中にロシアのトロールファ

ーム［情報工作組織］である Internet Research Agency が作成したアカウント、グループ、リアルイベント

を発見しました。 

 

2019 年 8 月 3 日、パトリック・クルシウスは［テキサス州］エルパソのウォルマートに入り、白人至上主義を

掲げて 22 人を銃殺しました。彼は事件前、近年、白人民族主義者の集う場となっている匿名掲示板、

8chan.net の政治掲示板にある政治討論板に信条を投稿していたのです。4chan と 8chan の政治掲示板

はほとんど放置され、2019 年夏には、8chan は暴力的な白人至上主義者のコンテンツや議論の集まる場所と

なっていたのです。このような背景もあり、8chan のユーザーは、新しい暴力的な投稿があると、投稿の下にコ

メントを追加したり、メディアや法執行機関にオンラインで情報を提供したりして、当局やジャーナリストに警告

することがありました。エルパソの銃撃犯が最初に信条を投稿したとき（最初は間違った添付ファイルとともにア

ップされました）、あるユーザーは「Hello FBI」と答えました。その後、FBI を呼ぶコメントの真下に［改めて］正

しい添付ファイルが投稿されました。 

このような報告は、悲劇に見舞われたジャーナリストにとって重要な情報となり得えます。いくらか慈悲深いユ

ーザーは、Reddit や Twitter のような、よりオープンで主流の Web 上の部分で、銃撃事件の前に行われた

マニフェストや疑わしい書き込みを指摘するでしょう。4chan や 8chan では、関連する投稿やコメントを見逃

しがちなので、これは不可欠なことなのです。4chan や 8chan のような匿名プラットフォームは、ネット上の誤

報やトロールの生態系において重要な役割を担っています。そこで人々はしばしば共同してキャンペーンの立

案や調整を行うからです。Reddit は、ユーザーが実質的に匿名であるもう一つの人気のある場所で、多様な

オンライン・コミュニティをホストしています。趣味の話やニュース、イベントについての議論に役立つ、厳しく管

理されたサブレディットもあれば、基本的に放任で、憎悪がとどまるところを知らないものもあります。ジャーナリ

ストは、こうしたコミュニティのすべてを監視し、報告する方法を知り、その複雑な運営方法を知っておくことが

不可欠なのです。 

そこで、4chan や 8chan（あるいはその新形態である 8kun）を使って取材する必要がある場合に守るべき

五つのルールを紹介します。 

1. 4chan や 8chan の情報は信用してはいけません。 

2. 4chan や 8chan の情報は信用してはいけません。 

3. 4chan や 8chan の情報は信用してはいけません。 

4. 犯罪やトロール、偽情報に関わる有益な情報（あるいはその証拠）が 4chan/8chan で見つかるかもしれ

ません。 

5. 4chan や 8chan の情報は信用してはいけません。 



記者にとって、ルール 1、2、3、5 に従うことがいかに重要か、たとえそれがルール 4 に即して重要な情報の

入手が一部妨げられるとしても、私はいくら強調してもしきれません。これらのサイトは、文字通りトロールのた

めに作られ、敵とみなされる人々について風刺や虚偽を広め、疎外された人々について嘘を押し通し、時には、

10 代の若者とはどんなものかという実話を装った上辺だけ興味を引く嘘を投稿する場となっています。 

このことは、白人至上主義者や［不本意な禁欲主義者］インセルをはじめとする若い男性の銃撃犯たちの鬱憤

を吐露する場として利用されてきたことからも明らかです。もう一回だけ言います。もし情報の出所が 4chan

や 8chan（8kun という名前に変わっただけなので、以後 8chan と呼びます）なら、混沌を産み出し、記者を

混乱させるための嘘である可能性が非常に高いです。詳細を聞くスレッドに踏み込むのはやめましょう。何も書

き込まないでください。暇な人に狙われますよ。 

声明の確認 

だからこそ、こうしたコミュニティのメンバーが声明やその他のニュース性のあるコンテンツ［の存在］を告げる

努力をすることは、とても有益なことなのです。私がエルパソの［事件に関する］声明の存在を知ったのは、

8chan の「Hello FBI」というコメントがきっかけでした。銃乱射事件の報道の直後、「El Paso 4chan」と「El 

Paso 8chan」というキーワードで Twitter を検索してみました。「都市名」 + 「8chan or 4chan or 

incels.co」と検索するテンプレートは、同様の事象が発生した場合に役立ちます。Twitter で検索したところ、

数人のユーザーが犯人の 8chan の投稿のスクリーンショットを共有していましたが、ほとんどのユーザーはそ

の投稿を 4chan の誰かのものと偽っていたのです。そこで、私はその投稿を探す必要がありました。 

8chan の書き込みを最速で検索する方法は？Google です。銃乱射事件の余波で、「site:8ch.net」で検

索した後、犯人の 8chan 投稿とされる文章の一部を追加してみたところ、「site:8ch.net」がヒットしました。

(注：4chan は一定期間を過ぎると自動的にサーバーから投稿を削除しますが、自動アーカイブサイトが存在

します。最も包括的なものは 4plebs.org と呼ばれる。アーカイブされた 4chan の投稿は、URL の 4chan

を 4plebs に置き換え、「boards」の接頭辞を取り除くだけで見つけることができます。例えば 

boards.4chan.org/pol/13561062.html は 4plebs.org/pol/13561062.html で見つかります) 

銃撃事件の際には、「site:4chan.net + 'manifesto' or 'fbi'」を検索し、Google の検索オプションで

時間帯を過去 24 時間に制限してみると有益かもしれません。[4/8]chan ユーザーは、投稿への返信で、す

でに犯人を密告しようとしているかもしれないのです。 

最初の検索戦略では、該当する 8chan の投稿が見つからなかったので、これはデマだと思いましたが、何

か腑に落ちませんでした。Twitter のスクリーンショットに写っている投稿には、ユーザーID と投稿番号が記載

されていたので、フェイクではなく、本物だと思ったのです。8chan ちゃんねるでは、各投稿はユニークなユー

ザーID からなり、その ID はアルゴリズムで生成され、投稿日の横に表示されます。このシステムにより、ユーザ

ーは固定 ID を持つことができ、スレッド内で自分を特定することができます。ちなみにこのユーザーID システ

ムは、Q アノン陰謀説の「Q 」が実際に本人であることを知らしめるためのものです。ユーザーは、投稿時に ID

欄にユーザー名を入力し、その後に#、パスワードを入力することで、事実上の永久ユーザー名とパスワードを

作成することができます。 

このユーザーID のおかげで、犯人の名前が書かれた PDF を間違えて投稿した人と、その 2 分後に声明を

［正しい方法で］投稿した人が同一人物だとわかりました。どちらの投稿も、ランダムに作成された同じユーザー

ID：58820b を共有していたのです。 



ユーザーID の次にあるのが投稿番号で、これは各投稿に固有の URL を作成する、やや永続的な代物で

す。Twitter で共有されたエルパソの声明のスクリーンショットには、「No.13561062」という投稿 ID が含ま

れていました。この場合、8ch.net/pol/res/13561062.html という URL が作成されます。この URL は、

4chan でも 8chan でも使用することができます。しかし、URL を検索しても、その投稿は出てきませんでし

た。削除されたのではないかと思いました(後で知ったのですが、8chan のオーナー、ジム・ワトキンスは、その

内容を知らされてから削除したそうです)。 

投稿が消えてしまったので、最後の望みは、その重要性を認識している誰かによってアーカイブされているこ

とでした。ありがたいことに、機転を利かせた 8chan ユーザーが、アーカイブサイト archive.is にその投稿を

保存してくれていました。archive.is の「保存されたスナップショットをアーカイブで検索する」ボックスに URL

を貼り付けると、マニフェストの投稿が実在することが判明し、閲覧できるようになったのです。 

しかし、「8chan」に最初に投稿されたのはいつなのか、という新たな問題が発生しました。エルパソの犯人が

犯行に及ぶ前に投稿されたことを確認するために、正確なタイムスタンプが必要だったのです。 

4chan も 8chan もタイムスタンプをローカライズしているので、アーカイブサイトから実時間を導き出すの

は面倒な作業です。幸いなことに、これを回避する確実な方法があります。タイムスタンプを右クリックして「要

素を調べる」をクリックすると、サイトのソースコードが表示され、「<time unixtime='[数字]'」で始まるセク

ションがハイライトされます。この数字をコピーして、unixtimestamp.com などの Epoch/Unix タイムスタ

ンプコンバータに貼り付けると、UTC 時間での秒単位の投稿タイムスタンプが得られます。UTC 時間から現

地時間への変換により、投稿は銃撃が始まる数分前の中部時間午前 10 時 15 分だったことが判明しました。 

この作業により、8chan の投稿が、人種差別による国内テロ事件の正当な証拠品であることを確認すること

ができました。 

プラットフォームを超えたアクターの追跡 

2017 年、失脚したオルタナ右翼のミロ・イアンノプロスの［一味である］元「ゲーマーゲート・リサーチャー」

（いわゆるプロのネットストーカー）レーン・デイビスは、自宅で父親を殺害しました。デイビスは両親と口論にな

り、911 コールの記録では、犯行直前に極右のインターネット過激派の専門用語を口にしていたことが判明して

います。彼は両親を「左翼の小児性愛者」と呼び、父親が警察を呼んで、デイビスをまだ住んでいた実家から追

い出させたそうです。デイビスはネット上で「Seattle4Truth」と呼ばれ、YouTube の動画で、リベラリズムの

原動力だと信じる架空の秘密の小児性愛者の輪に頻繁に言及していました。彼の名前で YouTube にアップ

されたある動画のタイトルは、「進歩的イデオロギーと小児性愛の深い絆」でした。ネット上の過激派を追跡する

記者にとって理想的なシナリオは、複数のプラットフォームで同じユーザー名を使う犯人であり、デイビスの場合

はそうでした。彼は YouTube や Reddit で Seattle4Truth と名乗り、その投稿からさらに陰謀論に傾倒し

ていく思考をたどることができました。 

911 コールの記録では、彼は両親と口論になり、犯行直前に極右のインターネット過激派の専門用語を口に

していたことが判明しています。彼は両親を「左翼の小児性愛者」と呼び、父親が警察を呼んで、デイビスをまだ

住んでいた実家から追い出させたそうです。デイビスはネット上で「Seattle4Truth」と呼ばれ、YouTube の

動画で、リベラリズムの原動力だと信じる架空の秘密の小児性愛者の輪に頻繁に言及していました。彼の名前

で YouTube にアップされたある動画のタイトルは、「進歩的イデオロギーと小児性愛の深い絆」でした。ネット

上の過激派を追跡する記者にとって理想的なシナリオは、複数のプラットフォームで同じユーザー名を使う犯人

であり、デイビスはまさにそうでした。彼は YouTube や Reddit で Seattle4Truth と名乗り、その投稿から



さらに陰謀論に傾倒していく思考をたどることができました。どうやって発見したのでしょう？Reddit のユーザ

ー名の URL 「reddit.com/u/[username]」に seattle4truth と入力するだけです。最新の投稿、最も人

気のある投稿、最も「論争を呼んでいる」投稿（アップボートとダウンボートの回数の組み合わせで投稿をランク

付けしている）でソートすることができます。 

ユーザー名を素早く調査する方法の一つは、Namechk を使用することです。同一人物がこれらのアカウ

ントを運営しているとは限りませんが、ユーザー名がどこで使われているかを確認する効率的な方法なので、

掘り下げて調査することができます。興味のあるユーザー名を Google で検索することもできます。 

また、ターゲットが活動している可能性がある超ニッチなインターネットコミュニティーのようなものを意識

することも重要です。2017 年にニューメキシコ州で起きた学校での銃乱射事件の犯人、ウィリアム・エドワー

ド・アチソンは、主に嫌がらせ特化型の「KiwiFarms」のユーザーから@satanicdruggie と特定されてい

ます。ユーザーによると、彼は時に過激なレトリックをホストすることもある何でもありのミームサイト、

Encyclopedia Dramatica で活動していたそうです。 

アチソン Encyclopedia Dramatica で活動していただけでなく、SysOp、つまり管理者でありパワーユ

ーザーでもありました(私たちは、アチソンと Skype を中心としたリアルな関係を築いたサイトのユーザーに、

そのアカウントが彼のものであることを確認しました。アチソンは、アカウントが凍結されると、自発的に自分の

他のアカウントをユーザーに紹介していました)。Google で「site:encyclopediadramatica.rs + 

[username]」という文字列を使って彼のユーザー名を検索すると、彼は Satanic Druggie のほか、「未

来の学校銃撃者」や［コネチカット州で２０１２年に起きた］サンディフック［小学校銃乱射］事件の容疑者の名

前である「アダム・ランザ」といった名前でも通っていることが判明しました。 

彼の Web 上の投稿履歴から、学校での銃乱射事件への執着が明らかになりましたが、［これは］事件の

後、警察でさえ発見できなかったのです。ここで再度強調しておきたいのは、複数のプラットフォームでユーザ

ー名が存在しても、そのアカウントが同一人物によって作成されたものであることは保証されないということ

です。有名な例では、悪名高い極右の偽情報屋イアン・マイルズ・チョン、マイク・セルノヴィッチ、InfoWars、

GatewayPundit が、［フロリダ州］ジャクソンビルのテレビゲーム大会で 2 人を殺し、10 人を負傷させた男

は反トランプだと主張しています。その理由とは？犯人のデイビッド・カッツはオンラインゲームのトーナメント

で「Ravens2012Champs」というユーザー名を使っており、Reddit の反トランプユーザーも同様のユー

ザー名「RavenChamps」を使っていたからです。 

その報道は、不正確であると同時に息を呑むようなものでした。InfoWars の見出しは、「ジャクソンビルの

Madden［ゲームイベントでの］銃撃犯は Reddit で［トランプ支持者］Trumptards を批判していた」で、そ

の記事は、彼が「トランプ支持者を憎んでいた」と主張しました。 

しかしその後、RavenChamps は、パベルというミネソタの工場労働者で、まったく別人であることがわか

りました。「俺は生きているぞ」と事件の数時間後、Reddit に書き込んだのです(本物の犯人は虐殺を行った

後、自殺しました)。ユーザー名だけでなく、多くの情報が必要ですが、法執行機関に問い合わせたり、公的な

記録を調べたり、電話をかけたりする際に、調査を進めるための重要な出発点となります。 

キャンペーンをリアルタイムに近い形で追跡する 



偽情報やメディア操作のキャンペーンは、しばしば Reddit や 4chan 上で水平展開され、中にはリアルタ

イムで追跡可能なものもあります。 

例えば、4chan は何年も前から、好みの候補者を後押しするためにオンライン世論調査を不正に操作す

るビジネスを行ってきました。2016 年、4chan の投稿者は、大半のユーザーが好むドナルド・トランプ候補

が登場した討論会をきっかけに、全国および地域のニュースサイトが実施する世論調査のリンクを繰り返し投

稿しました。 

Google の検索ツールで「過去 1 時間」の投稿をフィルタリングし、「site:4chan.org 'polls'」を検索す

ると、4chan ユーザーがリアルタイムで操作しようとしている投票について優れた洞察を得ることができま

す。 

これは次の選挙サイクルまで続いています。4chan の世論調査［工作］は、The Drudge Report と

NJ.com の世論調査で、彼らが「Mommy」と呼ぶタルシー・ギャバードを押し上げました。単純な Google

検索を使えば、あるユーザーが他のユーザーに「彼女に力を貸せ」と言った後で、投票結果がリアルタイムで

変化するのを誰でも見ることができました。 

Reddit の便利な「上昇」機能のおかげで、Reddit の r/The_Donald コミュニティなどのサイトでは、活

発な荒らし工作がさらに見えやすくなっています。「reddit.com/r/[subreddit-name]/rising」と入力す

ると、ある時間帯に subreddit 上で異常に勢いを増している検索結果を表示します。 

また、reddit.com/r/all/rising で、注目されているすべての投稿を見ることができます。これは、ほとん

どの Reddit コミュニティのすべての投稿をインデックス化するものです。隔離されたサブレディッツは、攻撃

的なコンテンツや他のコミュニティを標的とした荒らし行為を行う有害なコミュニティで、検索対象外です。

Google ではインデックスされませんが、「reddit.com/r/[サブレディット名]/rising」はそれらも検索でき

ます。隔離は、中央集権的なオーディエンス以外のトロールキャンペーンのリーチを制限するのには効果的で

すが、悪質な行為者がそうした場でどのように組織化されているかを追跡するのは難しくなります。 

全体として、大きな政治的ニュースや悲劇、選挙の際には、r/the_donald のようなトロールキャンペーン

で知られるコミュニティが台頭してきていないか監視しておくとよいでしょう。 

現実には、これらのプラットフォームが悪質な行為者を阻止するために行っていることが、記者にとって重

要な仕事を難しくしていることもあるのです。ツールは助けになりますが、その多くは手作業であり、アルゴリ

ズムやコンピューターでは再現できない検証のアプローチが必要です。結局、このような仕事はコンピュータ

ーに取って代わられることはありません。私たち次第なのです。 

  



11. ネットワーク解析とアトリビューション 
文：ベン・ニモ 

ベン・ニモは Graphika の調査ディレクターで、大西洋協議会のデジタル・フォレンジック研究所非常勤上席研

究員です。専門は、大規模なクロスプラットフォームにおける情報・影響力行使の研究。余暇は水中で過ごすた

め、電話には出られません。 

 

情報操作の疑いがある場合、調査員にとって重要なことは、操作の規模がどの程度で、どこまで広がっ

ているかということです。これは、情報操作の影響度を測ることとは別の問題で、情報操作［を試みる人

物や団体］そのものが運営するアカウントやサイトを見つけ出すことが肝心なのです。報道の前にできる

だけ多くの情報操作内容を押さえておくべきです。というのも、報道されるや否や、運営者は他のアセット

を削除したり放棄したりして、隠れることが予想されるからです。 

チェーンの最初のリンク 

どんな調査でも、最初の手がかりを見つけるのが一番難しいものです。多くの場合、関係するユーザ

ーや（まれに）ソーシャルメディア・プラットフォームからの情報提供が足がかりになります。デジタル・フォ

レンジック研究所がロシアのソーシャルメディア・プラットフォーム fektion」の存在を明らかにするために

行った作業は、Facebook からの情報提供で始まりました。Facebook が、同社のプラットフォーム上で

21 の疑わしいアカウントを発見した半年後、Graphika、Reuters、Reddit が、同じ作戦に基づく英国

選挙への干渉の試みを明らかにしたことで、作業は山場を迎えました。米国の退役軍人を標的にした偽

情報の調査は、ベトナム［戦争］退役軍人会の職員が、会の Facebook ページに実際の倍もなりすまし

のフォロワーがいることに気付いたのがきっかけでスタートしました。 

チェーンの最初のリンクを特定するための単一のルールはありません。最も効果的なのは、不自然な

点を探すことです。例えば、テネシー州を拠点としながらロシアの携帯電話番号で登録された Twitter

アカウント、ニジェールを拠点としながらセネガルやポルトガルで管理されている Facebook ページなど

です。ある YouTube アカウントは 2019 年に親中的なコンテンツを大量に投稿し、再生回数 100 万回

に達していると誇示するものの、その再生回数のほぼすべてが 2016 年にアップロードされた英国のシッ

トコム［シチュエーションコメディ］のエピソードからきている、ということもあり得ます。 

アメリカの外交政策に焦点を当てた匿名の Web サイトも、ロシア連邦極東軍管区の財務局に登録さ

れているものかもしれません。シェークスピア風のこなれない英語で書かれた「MI6諜報員」のインタビュ

ー記事である可能性もあります。ポルノサイトへの誘導とジェイン・オースティンの［長編小説］「分別と多

感」の不完全な引用を織り交ぜた Twitter のアカウントなのかもしれません。このようなシグナルは、時

間をかけてじっくりと考えるのがコツです。調査員やジャーナリストは時間に追われることが多いので、

「ちょっと変だな」と思っても、そのシグナルを否定してしまいがちです。しかし、多くの場合、奇妙なことに

は理由があるものです。時間を割いて「何か変だな」と言ってみることが、新しい［情報］操作を発見する

第一歩になるかもしれません。 

アセット、行動、コンテンツ 



アカウントや Web サイトなどの最初の手掛かりを特定した後は、それがどこにつながるかを見極めるこ

とが課題となります。ここで重要なのは、［Graphika の CIO］カミーユ・フランソワが提唱する「偽情報

ABC」にならった三つの質問です。 

⚫ 初期のアセットに関する情報は？ 

⚫ アセットの挙動はどうでしたか？ 

⚫ どのような内容を投稿したのでしょうか？ 

最初のステップは、当初のアセットに関するできるだけ多くの情報を収集することです。Web サイトで

あれば、いつ、誰によって登録されたのでしょうか？Google Analytics のコードや AdSense 番号、メ

ールアドレスや電話番号など、識別可能な機能はありますか？これらの質問は、lookup.icann.com、

domaintools.com、domainbigdata.com、spyonweb.com といったサービスが提供する過去の

WhoIs レコードを参照することで確認することができます。 

 

「若者分析グループ」を名乗るサイト NBeneGroup.com の Web 登録の詳細、ロシア連邦極東軍管区財務

局へ登録されている（lookup.icann.org より） 

サイトの情報は、より多くのアセットを検索する手掛かりになります。domaintools.com と

spyonweb.com では、IP アドレスや Google Analytics のコードなどで検索でき、関連するサイトにたどり

着ける可能性があります。ただし、現在、情報操作に精通した企業は、商業団体やプライバシーサービスを利用

して登録を隠すことが普通ですから、この方法は困難になってきています。英国の研究者ローレンス・アレキサン

ダーによる初期の分析では、Google Analytics の数値を追うことで、ロシアの Internet Research 

Agency が運営する 19 の Web サイトを特定しました。2018 年 8 月には、セキュリティ企業の FireEye



が、電子メールを含む登録情報を利用して、表向きはつながりのないサイトをつなぎ、イランの大規模な影響工

作を明らかにしています。 

 

イギリスの研究者ローレンス・アレキサンダーが特定した、Google Analytics のコード（8 桁の数字の前に

UA がつく）で結ばれた関連サイトのネットワーク。 

最初のアセットがソーシャルメディアのアカウントなら、bot や不正な活動、ソーシャルアカウントの調査につい

て、前の二つの章で提供されたガイダンスが適用されます。アカウントはいつ作成されたのですか？スクリーン

ネームはハンドルネームと同じですか？(ハンドルネームが「@moniquegrieze」で、スクリーンネームが

「Simmons Abigayle」の場合、アカウントが乗っ取られたか、大量のアカウントを［一斉に］作成する作業の

一部である可能性があります) 



 

2017 年 8 月の大規模な bot 作戦に利用された三つの Twitter アカウント 。 スクリーンネームとハンドルネ

ームを比較すると、これらは bot ハーダー［bot ネットワークを統制するクラッカー］によって乗っ取られ、名前を

変えた上で、再利用されたアカウントである可能性が高いことがわかります。 

検証可能な詳しい経歴や、同じプラットフォームや他のプラットフォーム上の他のアセットへのリンクが提供さ

れていますか？Facebook のページやグループであれば、誰が管理しているか、またどこにいるか［明らかに

されていますか］？誰をフォローしていますか、また誰がフォローしているのでしょうか？Facebook の「ページ

の透明性」や「グループメンバー」の設定は、多くの場合、貴重な手がかりとなります。また、Twitter のプロフィ

ールでは、参加日や全体のツイート数、「いいね！」の数などがわかります(Facebook と Instagram では、ア

カウントが作成された日付を確認することはできませんが、最初のプロフィール写真のアップロードの日付は、

その代わりになります)。 

 



ファクトチェックサイトを装った「C'est faux - Les fake news du Mali」（それは嘘だ-マリからの偽ニュー

ス）のサイトと Facebook ページの透明性。マリの学生グループが運営していると主張しているものの、実際に

はポルトガルとセネガルから管理されていることがわかります。画像は DFRLab より。 

アセットの詳細を記録したら、次はその挙動を特徴付けましょう。ここで問うべきは、「このアセットに最も典型

的な行動特性は何か？」「同じオペレーションに属する他のアセットを識別するのに役立つ可能性はあるか？」

ということです。これは広範な問題であり、多くの回答があり得ますが、中には調査の後半になって初めて明ら

かになるものもあります。例えば、YouTube のチャンネルで、名前もプロフィール写真も欧米風なのに、中国語

の政治動画を投稿したり、大量の TikTok のショートビデオを投稿したりするようなことがあります。

Facebook や Twitter のアカウントで、常に同じサイト、または同じサイトのコレクションへのリンクを共有して

いるネットワークも含まれます。経歴に同じ文言、または同じ文言に近いバリエーションを使用しているアカウン

トもそうです。検証可能な経歴の詳細がない、あるいは虚偽であると特定できる経歴を述べている「ジャーナリ

スト」のペルソナやコンテンツのほとんどを他のサイトから盗用し、時折、党派的で過激、あるいは欺瞞的な記事

を挿入するようなサイトも含まれるでしょう。このような要素は数多く含まれる可能性があります。調査員にとっ

ての課題は、「このアセットはこの作戦の一部である」と言えるような特徴の組み合わせを特定することです。 

 

行動パターン：イランのハメネイ師の Web サイトに投稿された記事を、同国のプロパガンダ・ネットワークに属す

る二つの Web サイト、IUVMpress.com と britishleft.com が出典を明記せずに転載したものです。画像

は DFRLab より。 

時には、識別できる特徴がないこと自体が特徴になることもあります。ロシアの「Secondary Infektion」キ

ャンペーンがそうでした。このキャンペーンでは、さまざまなブログプラットフォームで数百のアカウントが使用さ

れましたが、いずれも最低限の経歴しか記載されておらず、作成日に一つの記事を投稿した後、二度と使用さ

れることなく放棄されました。この行動パターンは、非常に多くのアカウントで一貫していたため、調査の過程

で、この作戦の特徴であることが明らかになりました。2019 年 12 月の英国総選挙の直前に、匿名のアカウン



トが流出された米英貿易文書を流し始めたとき、Graphika と Reuter がその特徴とぴったり一致することを

示しました。［そして、］Reddit はその分析を確認しました。 

 

Reddit がロシアの作戦「Secondary Infektion」によるとした「McDownes」と呼ばれるアカウントのプロフ

ィール。このアカウントは 2019 年 3 月 28 日に作成され、作成から 1 分強で一つの記事を投稿し、その後沈

黙しています。画像は Graphika、データは redective.com より。 

コンテンツの手がかりは、同じネットワークに属するアセットの特定にも役立ちます。既知のアセットが写真や

ミームを共有している場合、その画像が他にどこで使用されているかを逆探知してみましょう。Web ブラウザ用

のプラグイン「RevEye」は、Google、Yandex、TinEye、Baidu、Bing を横断して逆引き検索ができるた

め、特に有用なツールです。複数の検索エンジンを使用すると、異なる結果が得られることが多いので、常用す

る価値があります。もし、あるアセットがテキストを共有している場合、そのテキストが他のどこに掲載されている

かを検索すべきです。特に長い文章の場合は、3 段落目や 4 段落目以下の文章を選択してみてください。騙し

手は、コピーした記事の見出しやリードは編集しても、本文はあまり編集しないのです。引用符で囲んで

Google 検索すると、完全一致で検索されます。「ツール」メニューでは、任意の結果を日付でソートすることも

できます。 



 

ロシアの工作員と疑われる人物が投稿したフレーズを Google で検索した結果。ツールの機能により、検索の

日付が限定できます。 

中でも、間違いのある文章を投稿するアセットには価値があります。なぜなら、間違いはその性質上、正しい

スペルの単語よりも珍しいからです。例えば、ロシアの諜報活動が疑われる記事で、ロシアの元工作員セルゲ

イ・スクリパリが毒殺され［かけ］た英国の都市ソールズベリー［Salisbury］を「Solsbury」と表記していたもの

があります。そのため、「Skripal」と「Salisbury」で検索するよりも、的を絞った Google 検索を行うことがで

きたのです。こうして、重要な発見をする割合がはるかに高くなりました。 

コンテンツを手がかりに、あるアセットがある工作に属しているかどうかを確認するためには、行動パターンな

ど他の指標に目を向けることが特に重要です。情報操作のコンテンツをうっかり共有してしまう要因はたくさん

あります。つまり、ある作戦のコンテンツを共有することは、弱いシグナルであるということです。例えば、ロシア

の Internet Research Agency のミームを多くのユーザーが共有したのは、そのミームが本物のバイラル

性を持っていたからです。このように、単純なコンテンツの共有は、それだけでは情報資産の存在を示すには十

分ではありません。 

証拠の収集 

情報と［その］影響力の運用は動きが速く、複雑です。オープンソースの調査員を苛立たせる経験の一つに、

調査途中でアセットのコレクションがオフラインにされることがあります。したがって、2 度目のチャンスはないと

思って、見つけたときにそれらを記録することが分析の大切なルールになります。人によって、発見したアセット

を記録する際の好みは異なり、運用によってもニーズは変わってきます。大量のアセットの基本情報を記録する



にはスプレッドシートが役立ち、大量のスクリーンショットを保存するにはクラウドベースの共有フォルダが便利

です(スクリーンショットが必要な場合、そのファイルにすぐに識別可能な名前を付けることが重要です。「スクリ

ーンショット」という名前の 100 個のファイルのうち、どれが必要なファイルなのかを探し出すことほど、面倒なこ

とはありません)。テキストは、さまざまな情報を記録するのに適していますが、操作の規模が大きくなると、すぐ

に乱雑で扱いにくいものになります。 

どのような形式でもいいので、いくつかの情報は常に記録しておく必要があります。これには、アセットの発見

方法（重要なポイントです）、名前と URL、作成日（わかっている場合）、フォロワー数、フォロー数、「いいね」の

数、閲覧数などが含まれます。また、そのアセットの基本的な説明（例えば、「エマ・ワトソンのプロフィール写真を

使ったアラビア語の親サウジアラビアアカウント」）もあり、他に 500 のアセットを見た後でも、それが何だったか

を思い出すことができます。チームで作業している場合、どのメンバーがどのアセットを見たかを記録しておくと

よいでしょう。リンクは、Wayback Machine や archive.is などのアーカイブサービスを利用して保存する

ことができますが、アーカイブによって、疑わしいアセットと無意識にやり取りしていた可能性のある実在のユー

ザーが公開されないように注意し、バックアップとしてアーカイブのリンクをビジュアルか、スクリーンショットで

保存しておきましょう。すべてのアセットが、パスワードで保護されたファイルや暗号化されたサーバーなど、保護

された場所に保管されていることを確認してください。誰がアクセス権を持つかを記録し、定期的にアクセス権

を見直すべきです。 

最後に、そのアセットの信頼度を評価することも重要です。影響工作はしばしば、無意識のユーザーを利用し

て自分たちのコンテンツを増幅させることがあります。最新のアセットが作戦の一部であることをどの程度確信

しているのか、またその理由は何なのか。確信度（高、中、低）は別の項目としてマークし、理由をメモに追加して

ください。 

アトリビュートと信頼性 

情報操作を特定する際の最大の難関は、それを特定の行為者に帰属させる点にあります。多くの場合、オー

プンソースの調査員は正確な帰属を特定できません。ある作戦が特定の行為者によって実行されている可能性

が高いこと、またはさまざまなアセットが特定の作戦に属していることをある程度確信できれば、それに越したこ

とはないのですが、作戦の背後にいる人物を確定することは、オープンソースではめったにないことです。 

Web 登録、IP アドレス、電話番号などの情報は、確実な帰属を示すことができますが、ソーシャルメディア・

プラットフォーム以外では隠ぺいされていることが多いのです。そのため、関連するプラットフォームへの問い合

わせは、調査業務の重要な一部となっています。ソーシャルメディア・プラットフォームは、社内の調査チームの

規模を拡大するにつれて、情報操作を巡る帰属情報の公開に積極的に応じるようになっています。最近の事例

では、Twitter が香港を標的とした中国による情報操作を暴露し、Facebook がサウジアラビア政府に関連す

る操作を暴露したように、プラットフォームが直接、確固たる帰属を表明しています。 

コンテンツの手がかりが一役買うこともあります。例えば、2019 年 10 月に Instagram で暴露された作戦

では、ロシアの Internet Research Agency（IRA）が投稿したミームとほぼ同じミームが投稿されていまし

たが、IRA のウォーターマークが剥がされていました。このようなミームを作るには、IRA の投稿の元となった



画像を調達し、その上にミームを作り直すしかなかったのでしょう。皮肉なことに、IRA の投稿の出所を隠そうと

するこの試み自体が、その出所が IRA であることを示唆しています。 

同様に、独立系と見られていた大規模な Web サイトも、イラン政府の情報源からコピーされた記事を無記名

で繰り返し掲載していました。このパターンはあまりに繰り返し行われ、そのサイトの主な活動であることが判明

しました。このため、この活動を親イランの関係者に帰することはできても、イラン政府そのものに帰することは

不可能でした。 

結局のところ、帰属［の推定］は自制の問題です。研究者は、「この作戦が告発しようとしている人物によって

実行されたことをどうやって証明するのか？」という問いを想定しなければなりません。もし、その問いに自分た

ちが自信を持って答えられないのであれば、告発は控えるべきでしょう。情報操作を特定し暴露することは困難

で重要な仕事であり、裏付けのない、あるいは不正確な帰属に手を伸ばすことは、それまでのすべてを台無しに

することになりかねないのです。  



11a. ケーススタディ： Endless Mayflyの特性 
文：ガブリエル・リム 

ガブリエル・リムはハーバード大学ケネディスクール、ショーレンスタインセンターの「テクノロジーと社会変動研

究プロジェクト」研究員で、Citizen Lab フェロー。彼女は検閲やメディア操作が安全保障や人権に与える影

響について研究しています。 

 

2017 年 4 月、英国のニュースメディア「The Independent」を装った真偽不明の記事が Reddit に投稿 

されました。この記事は、英国のニック・クレッグ元副首相が、当時のテリーザ・メイ首相が「アラブの政権にキス

している」と発言したと虚偽の引用をしていました。賢明な利用者たちは、この不審な投稿が嘘であることをすぐ

に指摘しました。この投稿は www.independent.co.uk ではなく indepnedent.co でホストされていただ

けでなく、元の投稿者は浅薄な人物で、Reddit に他の偽記事もいくつか投稿していたのです。 

Citizen Lab の研究者たちは、この最初の記事、ドメイン、ペルソナから、その後 22 ヶ月間、この多面的な

オンライン情報活動の背後にあるネットワークを追跡・調査しました。「Endless Mayfly［限りない寿命を持つ

カゲロウ］」と呼ばれるこの作戦の目標は、確立されたアウトレットのサイトになりすますことで、ジャーナリストや

偽サイトを運営する活動家をターゲットにし、偽情報や分断を招く情報を広めることでした。 

大まかに言えば、このネットワークは、信頼できるニュース・アウトレットになりすまし、偽記事を Web サイトや

偽の Twitter アカウントを通じて拡散し、ネット上である程度話題になった時点で偽記事を削除するかリダイレ

クトします。以下は、bloomberq.com という［URL の打ち間違いを利用して別のサイトに誘導する］タイポス

クワッティングによって Bloomberg.com を装ったなりすまし記事の例です。 



 

この画像は、Endless Mayfly に属する二つの偽のオンラインのペルソナが、トルコのニュースメディアであ

る Daily Sabah を装ったリンクをツイートしている様子を示しています。右側の「jolie prevoit」というペルソ

ナのプロフィール写真は、俳優のエリシャ・カスバートの写真を使っています。 

 
2019 年 5 月に報告書を公表するまでに、私たちのデータセットには 135 の偽記事、72 のドメイン、11 のペ

ルソナ、一つの偽組織、偽記事を足掛かりにして見つけた虚偽を拡散する親イランネットワークが含まれていま

した。最終的に、私たちは Endless Mayfly がイランと連携した情報操作であると、中程度の確信を持って結

論付けました。Endless Mayfly［に関する報告書］は、ネットワークとナラティブ分析を外部レポートと組み合



わせて、どのように帰属関係を導き出すことができるかを示しています。また、情報操作を特定の行為者に帰属

させることの難しさ、複数の指標が必要な理由、帰属の確実性を示す信頼度の使用方法についても解説してい

ます。結局のところ、帰属［の特定］は、自白を引き出したり、決定的な証拠を確保したりできない限り、不完全な

情報に制約されることの多い難しい作業です。このため、多くのメディア操作の事例では、帰属を確率的な推定

値として表現されがちです。 

複数のデータポイントや分析結果の三角測量 

情報操作の秘密主義的な性質、［他者に責任を負わせようと試みる］「偽旗作戦」の行為者の能力、証拠の刹

那的な性質から、帰属は分析と証拠の組み合わせの結果であるべきです。Endless Mayfly の場合、3 種類

の分析から得られた指標により、イランと連携した作戦であると中程度の確信を持って結論付けました。 

1. ナラティブ分析 

2. ネットワーク分析 

3. 外部への報告・分析 

1.ナラティブ分析 

今回の調査で収集した 135 本の偽記事について、内容分析とナラティブ分析を行った結果、伝播されている

ストーリーがイランの利益に合致していることが判明しました。各記事は、全記事を読んだ後に規定したカテゴリ

にコード化されました。コード化は 2 回実施しました。1 巡目は 2 人の研究者がそれぞれ［コード化を］行い、2

巡目は同じ研究者が矛盾を解決するために一緒に実施しました。この表は、その結果を表したものです。 



 

私たちはすべての記事を分類し、Endless Mayfly が広めた最も一般的なストーリーを特定することができ

ました。［特定のために、］このシナリオと、この地域に関する予備調査を比較しました。これは地域のライバル関

係や同盟関係、地政学的な利益と脅威、情報統制の歴史などを理解するための広範な調査です。証拠をより広

い政治的文脈の中に位置付けるのに役立ちました。その結果、これらのシナリオはイランの利益につながる可能

性が高いと判断しました。 

2.ネットワーク分析 

ネットワーク分析を行い、どのドメインやプラットフォームがコンテンツの増幅に関与しているかを特定しまし

た。Endless Mayfly の場合、真偽不明の記事とデマの拡散には、親イランのウェブサイトのネットワークと、

Twitter 上の親イランクラスタという二つのネットワークが関与していました。この二つのネットワークは、サウジ

アラビア、イスラエル、米国に関するイランの政策、公式声明、立場に沿ったストーリーを一貫して発信していた

ため、Endless Mayfly に帰属しているとされました。 

出版ネットワーク - 出版ネットワークは、自らを独立した報道機関と称する、親イランに見える数多くの Web サ

イトから構成されていました。確認できただけでも、132 のドメインにまたがる 353 の Web ページが、

Endless Mayfly の偽記事を参照またはリンクしていました。このプロセスでは、すべての偽記事の URL と

見出しを Google 検索にかけています。さらに、ネットワーク内のペルソナがツイートしたリンクをスキャンし、記



事への参照またはリンクを含む Web ページを特定しました。このプロセスを経て、不正な記事を最も頻繁に参

照する上位 10 ドメインを特定しました。この 10 のドメインのうち、8 個は同じ IP アドレスまたは登録情報を共

有しており、同じアクターによってコントロールされているとみられることがわかりました。また、これらのサイトの

コンテンツは、イランの利益を促進しようとする偏向がありました。例えば、Endless Mayfly の偽記事を 57

回リンクまたは参照した IUVM Press は、「規約」と題する PDF 文書をホストし、「グローバルな傲慢国家［主

に米国］、帝国主義、シオニズムの活動とプロジェクト」に反対し、「連合本部はイランの首都、テヘランにある」と

明示しています。 

ペルソナネットワーク -偽記事や出版ネットワークと同様に、Twitter で Endless Mayfly に属するペルソナ

は、サウジアラビア、イスラエル、欧米諸国全般にかなり批判的でした。Twitter の活動を分析したところ、これ

らのアカウントは、イランの政治的ライバルを強く批判する、信頼できる記事と偽の記事を組み合わせてプッシュ

していることがわかりました。例えば、今回の調査で判明した偽組織「Peace, Security, Justice 

Community」の Twitter アカウント（下図）。サウジアラビア、イスラエル、米国を敵視する内容を発信してい

るだけでなく、プロフィール写真やヘッダー画像もサウジアラビアをターゲットにしています。プロフィール写真の

サウジアラビアに狙いを定めた照準線と、ヘッダー画像に使われている地図に注目してください。また、このアカ

ウントのバイオでは、サウジアラビアとワッハーブ派イデオロギーを過激派の原因として名指ししています。 

 

同様に、別の Endless Mayfly のペルソナである「モナ・A・ラーマン」のこのツイートは、サウジアラビアの皇

太子ムハンマド・ビン・サルマンを批判する一方で、サウジ批判で知られるジャーナリスト、アリ・アルアメドにつ

いて言及しています。 



 

3.外部への報告・分析 

また、調査結果やデータを外部レポートと比較しました。例えば、2018 年 8 月の FireEye からの情報提供

を受けて、Facebook は Endless Mayfly が使用していた出版ネットワークにリンクしている一部のアカウン

トとページを凍結しました。FireEye は分析の中で、institutomanquehue.org や RPFront.com など、

私たちが特定した出版ネットワークの一部であるドメインをいくつか確認しました。また、我々と同様に、「影響工

作が疑われるもの」はイランから発信されているようだと、中程度の確信を持って結論付けています。

Facebook も発表の中で、この作戦はイラン発の可能性が最も高いと指摘しています。さらに、Twitter は、

「協調的操作」に関わったとして停止されたイラン関連アカウントのデータセットを公開しました。停止時のフォロ

ワー数が 5000 人未満のアカウントは匿名化されていますが、データセットから Endless Mayfly

（@Shammari_Tariq）のペルソナのうち一つを確認することが出来ました。 

Twitter、Facebook、FireEye による評価は、私たちのデータには含まれていなかった証拠が浮上したほ

か、私たちが特定した Endless Mayfly のアセットと重複していたので、仮説を裏付ける上で有用でした。例

えば、FireEye の分析では、Endless Mayfly に関連する Twitter アカウントやドメインに関連する電話番

号や登録情報が特定されましたが、これは当社のデータセットには含まれていません。同様に、Facebook と 

Twitter は、私たちがアクセスできない IP アドレスなどのアカウント登録情報を持っていたと思われます。この

ように、これらの外部レポートによって特定された追加のデータポイントは、証拠資料の拡充に貢献しました。 

適度な信頼感の醸成 

Endless Mayfly の場合、私たちが収集した証拠、すなわち親イランのストーリー、ペルソナ、出版ネットワー

クは、情報操作の背後にイランがいることを指摘しています。この一連の証拠を、信頼できる外部レポートや

FireEye、Facebook、Twitter のリサーチと比較したところ、私たちの調査結果を裏付ける結果が得られま

した。個々の証拠は、それ自体では帰属を確認するには不十分ですが、全体的に評価した場合、また私たちの

調査で浮上した証拠の全体像と比較した場合、私たちの仮説を確認し強化するのに役立ちました。 



 

イランを示す複数の指標はあっても、決定的な証拠はまだありませんでした。そこで、情報機関では一般的な

サイバーアトリビューションのフレームワークを使用しました。これは、複数の指標と確率的信頼度（低、中、高）

を利用するもので、調査員は不確実性のレベルを明確にしながら調査結果を伝えることができるのです。 

私たちは最終的に、Endless Mayfly はイランと連携した作戦であるという結論を中程度の信頼性で出しま

した。これは、米国国家情報長官室の定義によれば「情報の出所は信頼でき、もっともらしいが、より高いレベル

の信頼性を保証するには十分な質または裏付けがない」ことを意味します。私たちが高い信頼度を選択しなか

ったのは、偽旗作戦（つまり、この作戦の背後にイランがいるように見せかけようとする人物）、あるいはイランの

利益に同情的な第三者を完全に排除するには証拠が不十分だと考えたからです。 

Endless Mayfly のようなアトリビューション情報操作は、ほとんどの場合、中途半端で不完全な情報に依

存しています。そのため、調査結果に信頼度を付けることは、帰属［の推定］を十分な注意を払いながら行う上

で重要な要素となっています。誤った帰属や過大な信頼度は、特に誤った評価が政府の政策や報復措置につな

がる場合、悲惨な結果を招く可能性があります。性急で不適切な帰属を避けるためには、複数の指標、証拠の

種類、分析を検討し、代替仮説や欠損データを考慮した信頼水準を利用することが重要です。 

  



11b. ケーススタディ：西パプアでの情報操作の調査 
文：エリス・トーマス、ベンジャミン・ストリック 

ベンジャミン・ストリックは BBC のオープンソース調査員、ベリングキャットの寄稿者、オープンソース技術、地

理空間情報、ネットワーク分析のインストラクターです。 法律と軍隊のバックグラウンドを持ち、

OSINT/GEOINT、ジオロケーション、インテリジェンスの手法を人権、紛争、プライバシーの分野で善用するこ

とに尽力しています。 

エリス・トーマスはフリーランスのジャーナリストで、オーストラリア戦略政策研究所の国際サイバー政策センター

で働く研究者です。 Wired、Foreign Policy、The Daily Beast、The Guardian などに寄稿しており、国

連人道問題調整事務所の編集アシスタントやポッドキャストのライター、調査員として勤務した経験もあります。 

 

2019 年 8 月、1960 年代に物議を醸した決定でインドネシアの一部となった西パプア州で、分離主義がま

たもや燃え上がりました。以来、この地域では、インドネシア当局が反対派を鎮圧するために行った人権侵害の

疑惑が広がっています。この地域へのアクセスは厳しく制限され、外国人ジャーナリストは同州での取材を禁止

されています。こうしたことから、ソーシャルメディアは西パプアを監視し報道するための重要なリソースとなって

います。ファクファク［県］での暴力事件映像の［撮影］位置を特定しようとしたとき、私たちの 1 人が Twitter

で拡散している二つのハッシュタグ、#WestPapua と#FreeWestPapua を特定しました。 

このハッシュタグで検索すると、同じ動画や同じ文章を、同じハッシュタグを使って自動投稿する偽アカウント

が相次いでいることがわかりました。また、これらのアカウントは、互いのコンテンツをリツイートしたり、「いいね」

を押したりして、ハッシュタグをさらに増幅させ、エンゲージメントを高めています。自動化されたアカウントを分

析するプロセスについては、第 3 章で詳しく紹介した通りです。その上で、この活動の背後にいる人物やグルー

プを特定するために調査の網を広げました。その過程で、一見無関係の小規模な類似のキャンペーンを発見

し、責任者を特定することができました。この二つのキャンペーンの運営者は、BBC の取材に応じ、最終的に関

与を認めました。 

最初のキャンペーンは規模が大きく、複数のプラットフォームで展開されていたため、キャンペーンの運営者

のより詳しい情報を得る手がかりを見つける機会が多数ありました。 

最初の有益な情報は、Twitter と Facebook のアカウントネットワークで共有されている Web サイトでし

た。Whois 検索で明らかになった四つのドメインは偽名とダミーのメールアドレスで登録されていましたが、電

話番号は本物でした。その電話番号を WhatsApp に入力してみると、あるアカウントに接続されていることが

分かりました。そのアカウントにはプロフィール写真もありました。そのプロフィール写真を Yandex の画像検

索で調べると、Facebook、LinkedIn、Freelancer.com のアカウントに関連付けることができました。さら

に関連する LinkedIn のアカウントから、その人の現在の職場がわかり、同僚を見ることができました。 

 



 

この人物は、ジャカルタの InsightID という会社の従業員で、同社の Web サイトには「PR とデジタルマー

ケティングの統合プログラム」を提供していると書かれていました。また、同社が情報操作を担当したことを示す

データポイントも追加で収集しました。同社の Web サイトでは、「パプア［州］の急速な社会経済発展を検証し、

その課題を探る」パプアプログラム開発イニシアチブに関する業務に言及しています。InsightID の元社員とイ

ンターンは、パプア開発プロジェクトの仕事の一環として、動画制作、［キャッチ］コピーの制作、コンテンツの翻

訳を行ったと説明しています。 

 ある元社員は LinkedIn のプロフィールに、自分の作品は「West Papuan (Instagram, Facebook, 

Website) 」で見ることができると書いていました。West Papuan は、このキャンペーンに関与した五つのニ

ュースサイトのうちの一つです。同社の別の従業員は、キャンペーンの一環として動画を発信しようと、自身の名

前で YouTube のアカウントを作成しました。この動画は、westpapuan.org に埋め込まれています。 

さらにドメイン記録を検索したところ、同社の共同設立者は同日、会社の電子メールアドレスを使用して 14

のドメインを登録し、そのほとんどが West Papuan に直接関連していることが判明しました。これらのドメイン

には、westpapuafreedom.com、westpapuagenocide.com、westpapuafact.com が含まれていま

す。それぞれの情報は、InsightID がこの作戦に関与しているという証拠を付け加えるものでした。 

この時点で、BBC のジャーナリストは同社にコメントを求めました。同社から回答はありませんでしたが、最

終的にはその責任を認め、ソーシャルメディアの投稿で、「我々のコンテンツは、分離主義グループの自由パプ

ア［運動が広める］デマからインドネシアを守るものだ」と述べています。［なお、］InsightID に情報提供活動を

依頼したクライアントを特定することはできませんでした。 

この大規模なキャンペーンを発見する一方で、私たちは［それぞれ］独立したニュース組織を装い、関連する

ソーシャルメディアのプロフィールを持つ三つの Web サイトからなる小規模なネットワークも調査しました。最

初のキャンペーンとは明らかに無関係ですが、これらのサイトは西パプアの状況に対する国際的な認識をター

ゲットにしており、ニュージーランドとオーストラリアのオーディエンスに焦点を合わせていました。 



責任者を特定する鍵は、とあるブランド「Wawawa Journal」の Facebook ページが、もともと「Tell the 

Truth NZ」という名前だったことです。このことは、ページ名の履歴から確認できました。その結果、ムハマド・

ロジード・ジャズーリ［という人物］が登録したドメイン tellthetruthnz.com が導かれたのです。 

 

BBC 記者の取材に対し、ジャズーリはこのキャンペーンの運営者であることを認めました。彼は、インドネシ

アのユスフ・カラ副大統領が作った組織「ジェンガラセンター」に所属しています。センターは彼の再選を推進し、

［ジョコ・ウィドド、愛称］ジョコウィ大統領の政権を支えるために 2014 年に設立されました。 

この調査から、情報［操作］キャンペーンを特定し、それを担当した個人やグループを特定するためには、必ず

しも複雑な技術やツールが必要なわけではないということが分かります。この調査では、Whois、画像検索、ソ

ーシャルメディアのプロフィール、Web サイトのソースコード分析など、オープンソースのリソースを利用しまし

た。キャンペーンが複数のプラットフォームで行われていたことと、InsightID の従業員のソーシャルメディアや

LinkedIn のプロフィールを組み合わせることにより、多くの小さな手がかりをつなぎ合わせて全体像を構築す

ることができました。この例から得られる重要な教訓があるならば、それは、あるプラットフォームで得た詳細情

報や手がかりを、別のプラットフォームでどのように活用できるかを考えることです。 
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