
1 研究背景 

1.1 フェイクニュース1) 

フェイクニュースとは嘘やデマ，陰謀論やプロパ
ガンダなどの虚偽情報のことである．近年，フェイ
クニュースがソーシャルメディアを介して拡散し，
現実世界にまで悪影響を及ぼしていることが社会問
題となっている．例えば，過去の英EU離脱問題，米
大統領選においてフェイクニュースが実際に観測さ
れた．フェイクニュースの特徴としては事実よりも
遠く，深く，速く，幅広く拡散されると言われてお
り2)，特に似たような嗜好をもつ者同士の集団内で
情報拡散がされやすい． 

1.2 認知バイアス3) 

人がフェイクニュースに限らず，情報拡散をする
判断は，情報内容の信憑性よりも内容に共感できる
かが重要となっている．4)人が何かに共感する際，し
かるべき注意や努力を知的活動に割り当てないため，
意思決定には認知バイアスが関与する．特に情報拡
散には以下のような認知バイアスが関連すると思わ
れる． 
・認知容易性 
繰り返された経験には親しみがわくようになる

(単純接触効果)．仮に誤情報であっても，繰り返し
目にすることによって誤認してしまう可能性がある． 
・確証バイアス 
自分の信念を肯定する証拠を意図的に集めてしま

い，他の情報を無視してしまうこと．断片的な知識
を結び付けて，辻褄を合わせることで認知的不協和
を解消しようとする特徴がある． 
・統計的解釈 
全体から子を推論することは不熱心だが，その逆

は熱心であるということ．統計的事実を知ったとこ
ろで個人の考え方のもととなる世界観にはあまり影
響を及ぼさない． 
・ハロー効果 
ある人のすべてを，自分の目で確かめていないこ

とまで含めて好ましく思う(または全部嫌いになる)
傾向のこと．有名人や学者が言うことを盲目的に信
じてしまうことがこれにも含まれる． 

1.3 エコーチェンバー 

ソーシャルメディア上で，自分と似た興味関心を
持つユーザーを大量にフォローすることで，結果的

に同じようなニュースや情報ばかりが流通する閉じ
た情報環境に陥り，自分と似たような意見ばかりが
返ってくるような状況のこと．何度も同じような情
報に接触，価値観の近い人とのみの交流することで
その集団に属する人々の認知バイアスが強化され，
フェイクニュースが拡散されやすい環境をソーシャ
ルメディア上に生じてしまう． 

2 従来研究5) 

 ソーシャルメディア上での意見のやり取りは意見
形成という観点からオピニオンダイナミクスのモデ
ルとして解釈することが可能である．オピニオンダ
イナミクスでも意見を離散的 (Voter model, 
Majority modelなど)に捉えるモデルと連続的に捉
えるモデルが存在する．連続値として考えるモデル
も大きく分けると２種類存在し，１対１の相互作用
で考えるDeffuantモデルと１対多の相互作用を考え
るHKモデルがある．その中でも笹原ら6)はエコーチ
ェンバーをオピニオンダイナミクスから解釈しよう
と試みた． 
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𝑜𝑖(t):時刻tのiの意見, m:情報元の意見,μ:影響度 
上記の意見更新式に加えて，リンクの繋ぎ変えも

考慮することから，エコーチェンバーが表現するよ
うな意見の分極に関しては表現が可能になった．し
かし，モデルを単純化したがゆえに，フェイクニュ
ースの拡散要因となっている認知バイアスについて
のモデル化がなされていないため，フェイクニュー
ス対策のための知見を得るためには不十分であると
考えられる． 

3 研究目的 

 本研究ではオピニオンダイナミクスのモデルを基
に，先述した認知バイアスや SNS 特有の性質(レコ
メンド，フォロー，アンフォロー)などを考慮した個
人の意見形成メカニズムをモデル化する．作成した
個人の意見形成モデルをシミュレーションすること
で，エコーチェンバー現象などを再現するとともに，
この様な現象が起きる条件を調査する． 
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4 モデル 

本研究ではソーシャルメディアを仮定しているこ
とから，各エージェント同士が相互作用する際に，
通常のオピニオンダイナミクスとは異なり，情報元
についても考慮して意見形成メカニズムをモデル化
する．各エージェントは隣接するエージェントから
意見を受け取り，更新→拡散→リンク調整という３
フェーズを１ステップとして考える． 

4.1 意見更新 

 笹原ら 6)の研究ではある時刻 t においてニュース
フィード上にある情報と自分の意見の差から意見更
新を行っている．ただ，相手からの影響度μ(静的な
パラメータ)が認知バイアスを表現していると解釈
することは難しい．そこでまず，先述した認知バイ
アスを意見更新式に取り入れる．まず，確証バイア
スは自分の意見をより信じるようになるという側面
よりも，より都合の良い情報のみを集めようとする
という側面に着目する．したがって，本研究におい
てはオピニオンダイナミクスのモデルおける閾値ε
を動的に変化させることで表現する．これにより，
自分の意見に近い意見ばかりと接触すると閾値がど
んどん狭くなり，遠い意見と接触する回数が増える
と，逆に閾値が大きくなる(他人の意見に対して寛容
的になる)．この様な構造を採用することで，自分の
意見と異なった意見は即時的に影響を与えないが，
このような意見と接する回数が増えることで，閾値
が大きくなり，いままでは気にしていなかった意見
とも相互作用が生じる可能性がある(単純接触効果
を表現)．ハロー効果に関しては情報元のエージェン
トが隣接するノード数が多ければ影響度が高いとす
る．また統計的事実を知ったところで，あまり世界
観(判断)に影響を及ぼさないという観点から，時刻 t

において，意見を平均としてまとめず，１対１の相
互作用を何度も行うと仮定する(各エージェントの
所属コミュニティなどは顧慮しないので)．まとめる
と，エージェント i が k が発信した情報を j から受
け取るとき，|𝑜𝑖(t) − 𝑚𝑘| < 𝜀𝑖であれば，意見を更新
する．𝜀𝑖は閾値内に m が入った回数𝐼𝑁𝑖と外れた回数
𝑂𝑈𝑇𝑖で構成される．𝐼𝑁𝑖が増えれば𝜀𝑖が小さくなるよ
うに設計することで，許容度が動的に変化する．意
見更新式は𝑜𝑖(t)，𝑚𝑘，ノード間信頼度𝑐𝑖𝑗，情報元エ
ージェント隣接ノード数𝑣𝑘と適宜パラメータで構成
される． 

4.2 情報拡散 

 あるエージェントが情報拡散すると接続している
エージェントに情報が伝達される． 

・同調圧力 

 実際に圧力は生じていないが，多くの人が拡散し
た情報は盲目的に拡散する可能性が高くなる． 

・ハロー効果 

 情報元のユーザーが隣接するエージェントが多け
れば多いことを著名人であり，影響力があるとする． 

・確証バイアス 

 一般的に，確証バイアスに陥っているユーザーは
自分の認知的不協和を解消するためにも，積極的に
意見拡散をする傾向にあると言われている．したが

って，本研究におけるモデルでは𝜀𝑖が小さいユーザ
ーほど意見拡散をする確率が高い． 

4.3 リンク更新 

4.3.1 リンク生成 

 意見更新，拡散を終えた段階で，エージェントは
接続していないエージェントと新たにリンクを接続
するかを判断する．その際，ノード間の信頼度𝑐𝑖𝑗は
ランダムで与えられるとする．その際に以下の３種
類の戦略を考慮したうえで決定する． 
・オリジナル 
拡散されている情報元のユーザーをフォロー 

・ランダム 
社会的影響力を反映する．具体的にはメディアを

通じて知ったユーザーや現実世界で新たにできた友
人をフォロー 
・レコメンド 
自分と近い趣味やコミュニティを持っている可能

性がある人をフォローする．具体的にはエージェン
ト i が接続するエージェント集合𝑉𝑖に含まれる各エ
ージェントが(￢𝑉𝑖)∧(𝑉𝑖のいずれかのエージェン
トと接続)なエージェントのうち最も多く i と隣接
したエージェントと繋がっている者をフォローする． 

4.3.2 リンク削除 

一般的に自分にとって有益ではない情報を拡散す
る，または投稿が頻繁であるとアンフォローされる
可能性が高くなる．したがって，自分の意見の閾値
𝜀𝑖から出る意見を多く拡散するユーザー，純粋に意
見を拡散する回数が多いユーザー，ノード間の信頼
度が低いユーザー(ランダム)をアンフォローするこ
と考えられる． 

5 今後の課題 

意見更新式をはじめとするモデルの詳細を詰める
ことが先決であるが，特に構造式自体の妥当性をど
のように保証するかをよく考える必要がある．さら
にシミュレーションをするにあたり，意見更新(バイ
アスあり，なし)，情報拡散(３種類)，リンク戦略(３
×３通り)をどのような基準で変更させるかをよく
考え，出てきた意見形成のダイナミクスを考察する
必要がある． 
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