
虚偽情報をめぐる哲学の現状
陰謀論を中心に

2021科学基礎論学会年会6月20日（土）
ワークショップ「虚偽情報の科学と哲学の現在」

＠大阪市立大学／zoom

植原亮
（関西大学総合情報学部）



概要

• 陰謀論を中心とする哲学上の議論

• 概観と重要な論点・課題の整理

–拡散や浸透にどう対処するか

–陰謀論をなぜ信じるか、など

–論点や課題を取り出す

– （網羅的ではない）

• 目標

–陰謀論が哲学的にも真剣な検討に値する

重要な主題であることを示す

– ２人の提題者の議論への接続
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楽しい？陰謀論

• 本能寺の変にまつわる陰謀論

–豊臣秀吉の陰謀

–光秀は家康に操られていた

– イエズス会こそが黒幕

–否定されているが楽しい（呉座 2018）

• 海外でも

–ケネディ暗殺、ダイアナ元妃の事故死、

–アポロ月面着陸、ロズウェル事件……

• 都市伝説や怪談と同じレベルでの消費



楽しくない陰謀論

陰謀論のおおまかな特徴づけ

①通説や公式見解とは異なる、

②黒幕的なエージェントを持ち出す

事象・出来事の説明 （cf. 三木 2021）

• 悪質な陰謀論はときに社会や歴史を大きく

動かす一因となる

– ヒトラーは熱心なユダヤ陰謀論者

– イスラム過激派の一部にも蔓延



最近の楽しくない陰謀論者たち

• Ｑアノン

– トランプ氏は大統領選で本当は得票数では勝利

–影の政府（ディープ・ステート）の不正な操作によっ
て退任を強いられた

–議会襲撃事件、今後も岩盤支持層に？

• 反ワクチン論者

–国家と製薬会社（もしくはゲイツ氏（５Ｇ））が結託

–感染症対策の障害になる懸念

–南アのムベキ大統領が、抗レトロウイルス剤を処置
せず、多くの人がエイズで死亡（米政府と製薬会社
によるエイズ陰謀論）



陰謀論の受容と拡散の素地

• 米国の特殊事情？

–反知性主義の伝統（森本 2015）

• 既存の知的・政治的エリートへの不信

–政府機関による陰謀の実例

• ウォーター・ゲート事件

• イラン・コントラ事件

• ＳＮＳによる浸透・拡散の後押し

–情報科学・計算社会科学的研究（笹原 2018）

• フィルター・バブル

• エコー・チェンバー

• 確証バイアス…



ＳＮＳによる浸透・拡散の後押し

情報科学・計算社会科学的研究（笹原 2018）

–似た者同士を結びつける

–異見を表明する人を「アンフォロー」

• フィルター・バブル

–違う意見から遮蔽された泡の中

• エコー・チェンバー

–類似した見解が残響するような部屋の中

• 確証バイアス etc.

⇒ 一部の人は陰謀論をすっかり信じ込む



対岸の火事ではない：例１

• 日本版Ｑアノンつまり「Ｊアノン」

–情報技術のグローバルな広がり＋ＳＮＳの機能

• 深刻な影響を及ぼす陰謀論の浸透の可能性



対岸の火事ではない

• 例２：反ワクチン
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こうした状況を反映した書籍群

• 哲学（Cassam 2019, Coady ed. 2006; 2012, Dentith 2014）

• 社会科学・政治学（Uscinski 2020）

• 心理学（ブラザートン 2020）

• サンスティーン

–法学・哲学・行動経済学

–オバマ政権にもスタッフとして参加

–陰謀論を主題とした論考（Sunstein 2014, cf. Sunstein
and Vermeuel 2009）

⇒陰謀論の拡散・浸透にどう対処するか？



Sunstein (2014) Conspiracy Theories 
and Other Dangerous Ideas

• 陰謀論はなぜ拡散・浸透するか？

–認知的・情動的要因

–集団内での情報の流れ方に注目

•情報圧力の増加

• コミュニティ内での評判の維持

•集団分極化 etc.

【問】

社会に害悪をもたらしかねないタイプの

陰謀論に政府はどう対処すればよいか？



Sunstein (2014) Conspiracy Theories 
and Other Dangerous Ideas

【ジレンマ】

Ａ：端的に無視 （cf.表現の自由）

–政府の「ノーコメント」

–まさに陰謀が存在する証拠

–隠しておくために当然触れようとしない

Ｂ：積極的に反駁

–陰謀を暴かれたくないからこそ躍起に否定

–それまで縁のなかった市民の関心も喚起

–かえって陰謀論の拡散に加担してしまう



Sunstein (2014) Conspiracy Theories 
and Other Dangerous Ideas

提案：認知的潜入（cognitive infiltration）

• 政府のエージェントによる潜入

– ＳＮＳやチャットルーム

–あるいは実空間の集団

• 疑問を呈して陰謀論の切り崩し

–事実に関する前提、因果関係にまつわる想定

–政治的な含意など

• ジレンマの回避＋反陰謀論の拡散効果も？
– フィルター・バブル、エコー・チェンバーのおかげ



哲学者からの認知的潜入批判

• Coady 2017, Cassam 2019a など

• 言論・表現の自由の侵害ではないか？

• Back-fire

• 裏目に出る可能性

–認知的潜入そのものが政府の暗躍による陰謀

–大規模な陰謀はいずれ市民に知られる

–政府による陰謀の実例を増やす

–むしろ一部の人々をいっそう強く陰謀論にコミット

するように動機づけてしまう



陰謀論の拡散をめぐるその他の論点

１．政府の信用性

– 陰謀論を根絶しない方がよいのではないか？

– （政府等に対する警戒を怠らないために）

– サンスティーン自身が提案してよいのか？

２．適度な予防はできるか？した方がよいのか？

– 情報の疫学、思考の公衆衛生学、自然免疫？

– 技術的な拡大防止策 ⇒ 笹原提題へ

３．認識的不正義・証言的不正義 （cf. フリッカー近刊）

– 「陰謀論者」のレッテル貼りは危険かもしれない

– 政府の方が正しいとして無視しがち

４．いつ陰謀論を信じるべきか？（Dentith 2014, cf. Levy 2007）
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そもそもなぜ陰謀論を信じるのか？

• 9.11同時多発テロの陰謀論
–黒幕は米政府もしくはイスラエル

• 戦争の口実を欲しての inside job

• 飛行機でビルはあのように倒壊しない

• 事前に爆弾が仕掛けられていた

–荒唐無稽なのに信者は少なくない
• 22％ in Canada @ 2006 poll (cf. Sunstein 2014)

⇒ 人間の認識の働き：陰謀論に魅力を感じて

受容してしまいかねない

• 哲学の伝統：認識や知性が主題に
–陰謀論をめぐる議論の出発点：ポパー (1980)



ポパー(1980)の見解

• 「社会の陰謀理論」

–社会で生じるあらゆる出来事を、一部の人々の
計画によるものとして捉える見方

–例：シオン議定書にもとづくユダヤ陰謀論

• 有神論的な世界観が姿を変えたもの

– トロイ戦争はゼウスの企み

–神々の代わりに悪意のある人間を黒幕として据
え直したのが社会の陰謀論

• 現実の社会は元々の計画から逸脱した意図せざる
結果から成立：その解明が社会科学の課題



ポパー以後

• ポパーの批判的検討

– 90年代後半に開始：陰謀論の哲学の起点に

• Pigden (1995) Popper revisited, or what is wrong with 
conspiracy theories?

• Keeley (1999) Of conspiracy theories.

–批判：実際に計画的な陰謀による出来事もある
• e.g. Dentith and Keely (2018)

• ポパーから引き継ぐべき洞察

–素朴な（有神論的）世界観としての陰謀論

⇒ 心理的・認識的要因への注目

– e.g. Sunstein (2014), Cassam (2019a) 



陰謀論の特徴：Cassam (2019a)

１．前近代性

２．思弁性

３．通説や公式見解への異議申し立て

４．秘教性

５．アマチュア性



陰謀論の特徴：Cassam (2019a)

１．前近代性

• ポパーに通じる見方

– 出来事は少数の人間たちが秘密裏に活動する
ことで制御されている

– 物事は常にしかるべき理由があって生じている

• 出来事に相応の意味を見出そうとする

– 大事件にはそれに釣り合うだけの深い意味あり

– ケネディ暗殺

×オズワルド独力 ○国家規模の邪悪な陰謀

– ９・１１テロ：多くの犠牲者→ 強大な黒幕の意志



陰謀論の特徴：Cassam (2019a)

２．思弁性

– 証拠が乏しい

– 周辺的な事象や奇妙な手がかりに焦点

⇒ 推測で点と点を結びつけたような思弁的な説に

３．通説や公式見解への異議申し立て

– １発の銃弾でケネディと知事は殺傷できない

– 飛行機の衝突くらいで世界貿易センタービルが
あんなふうに崩壊することはありえない

• 政府の手であらかじめ爆薬が仕掛けられていた

⇒ 物事の真相は世間で言われていることとは違う



陰謀論の特徴：Cassam (2019a)

４．秘教性

– 真相をめぐる思弁が想像力を暴走

– 陰謀論の筋書きは奇怪さの度合いを深めていく

⇒ 他人は知らない事実を自分は知っているという

秘教性がたまらない魅力に

５．アマチュア性

– ＪＦＫや９・１１：誰かが裏で仕組んでいなければ
起こりようがなかったと主張

–だが、銃や狙撃、あるいは航空機やビルの構造
についての専門家ではない



「人に優しい」？陰謀論

• 複雑な事象の丹念な検討を回避

• 人間の自然な認識にマッチしやすい

１．前近代性

– 「それは全部、奴らの意図通り」式の単純なお話

–心の理論（素朴心理学）だけで済めば楽

５．アマチュア性

–専門的（多くは科学的）な知識

• 身につけるのに訓練が必要

• しばしばきわめて反直観的

–自然で素朴な認識を保ったままでいたい

たとえば…



「人に優しい」？陰謀論

• 「説明の深度の錯覚」（スローマン他 2018）

–深い説明が本当はできないようなことでも、しばしば
我々はよく理解しているつもりに

–水洗トイレの例

• 毎日使う：仕組みも熟知していると思いがち（錯覚）

• 水を流したあとに再び水が貯えられる原理？

–錯覚の原因

• 理解や知識が専門家を含む集団的な知のネットワークに
依存していることを認識するのは難しい

• 自分が属すネットワーク内の他の誰かが詳しく知ってい
ることと、自分が知っているということとの区別がきちんと
できていない



「人に優しい」？陰謀論

• 説明の深度の錯覚

⇒知的自信過剰

–自分の知性や理解力を実際よりも高く見積もる

–アマチュアでしかないのに専門家を上回る説を考
え出せると思ってしまう

–通説や公式見解への異議申し立て

• 陰謀論へのさらなる成長要因

–前近代性、思弁性

–秘教性：専門家も知らない世界の真実に自分だ
けは触れている



取り出せる論点・課題

１．仮説としての妥当性とその向上

２．疑似科学との比較

３．徳・悪徳という視点



取り出せる論点・課題

１．仮説としての妥当性とその向上

–経験的知見との適合性

–認識の集団性への注目

２．疑似科学との比較（cf. Blancke et al. 2017）

– 直観的な受容のされやすさ

• 創造論：目的論的傾向や志向性（ＦＰ）への指向にマッチ

– 疑似科学と同様に「進化」？

• 査読付き雑誌で考えを発表；学位を自慢；注付の本

• すでに陰謀論でも

→ ポプキンらの例：まだアマチュア的（Cassam 2019）



取り出せる論点・課題

３．徳・悪徳という視点

–各種の知的徳との関係

• 開かれた心、批判的思考、証拠への敬意、好奇心…

• 知的謙遜と知の集団性: 自分の知識や理解が集団的な
知のネットワークに支えられていることの認識が必要

–知的悪徳との関係

• 閉ざされた心、偏見、傲慢…

• 過度な開かれた心・好奇心・創造性

→ だまされやすさ・信じやすさに

• 信じやすさと知の集団性？(Levy et al. 2019)

–悪徳認識論（cf. Cassam 2019b）

⇒ 飯塚提題へ
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終わりに

• 提題で話したこと

–現状

–拡散や浸透にどう対処するか

–陰謀論をなぜ信じるか

–取り組むべき論点や課題

• 結論

–陰謀論は真剣な検討に値する重要な主題である

– ２人の提題者の議論へ
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