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本論文は多元主義的アプローチに基づいた政策論議の構造化手法を提案する．議論の論理的及び言語学

的構造を視覚的に表すことで議論の支援を行うシステムはこれまでも社会問題に適用されてきた．しかし

議論支援システムを複雑な社会問題の理解に役立てるためには，互いに対立する事実認識や価値観を抽出

し，それらが同時に説得的であり得るような議論を既存の情報から再構築することが必要になる．本研究

で提案する手法は，多数の議論や情報資源の中から特に複雑でかつ注目に値する一連の議論を抽出するた

めの指針を与えるものである．本手法は情報システムとして実用化され，公共的な議論の支援に適用され

た．本論文では事例研究の結果と社会技術システム論への含意について述べる． 
 
キーワード：政策論議，議論支援システム，問題構造化，多元主義，ランダム・ツリー 

 
 
1. はじめに 
 
社会的意思決定を行う際に考慮されるべき社会の多様

性は，決定のあらゆる段階で顕在化しうる．人々が有す

る異なる事実認識，異なる論理，異なる価値観，異なる

道徳観，異なる見解への異なる対峙の仕方などは，その

ほんの一例に過ぎない．現代社会における問題解決を考

えるとき，この社会の多様性は時に自明の前提として，

時に問題解決を複雑または困難にする障壁として，時に

現代社会を根幹から支える根元的原理として様々に評価

されてきた． 
社会の成員が集まり共通の問題について討議を行う公

共の場では，これらの異なる利害や見解の一つ一つが検

討され，時に互いに衝突することによってその妥当性，

正当性，蓋然性が量られる．現代の社会的意思決定にお

いてはこの公共の場における討議のプロセスを如何にし

て有意義なものにしていくかが重要な課題となっている．

Fisher and Forrester1)の言葉をそのまま用いれば，政策策定

とは偏に大人数の利害関係者が持つ異なる見解と，対立

する価値観をいかに取り扱うか，という問題に尽きる． 
このような討議の場が社会制度として機能するために

は，公開性，公正性，公平性，中立性等の民主主義の基

本的要件を満たしていることが必要である．古代ギリシ

ャのポリスに始まり，近代議会，公共メディア，近年の

e-デモクラシーの取り組みに至るまで，このような公共

的な討議の場を確立するための多くの努力がこれまでに

もなされてきた．本研究はこの社会コミュニケーション

の歴史的変遷を踏まえつつ，新しい情報通信技術が如何

にして政策論議の過程を支援しうるかという問題に取り

組む． 
筆者らは先行研究において，社会的問題に関する議論

の内容を構造化する手法を提案し，議論支援システムの

試行的開発を行った 2)．本論文の目的はこの構造化手法

をさらに発展させ，実際の政策論議支援システムを実用

化することである． 
本研究の構成は以下の通りである．まず第２章におい

て議論支援システムに関する既往研究を整理し，政策論

議への適用可能性と必要とされる種々の機能的・制度的

要件を論じる．第３章および第４章では，先行研究に基

づいた新しい議論可視化手法を提案し，その手法を用い

た議論支援システムの開発事例について報告する．第５

章で結論として，議論支援システムの社会技術システム

論への含意について述べる． 
 
2. 議論支援システムと政策決定 
 
議論支援システムは一般に次のような機能を有する情

報システムとされる．すなわち，i) 議論の構造を可視化
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Fig.1 動画メディアとしてのCRANES実装例 
し，ii) 大人数のユーザーによる同期的，または非同期的

な議論への参画を可能にし，iii) 一貫性，論理性，叙述

性などを基準とした各議論の評価を行うものである．こ

れまでに開発されている議論支援システムの多くは

Toulmin3)の議論モデルに依拠している．これは，議論を

事実，主張，命題，根拠，条件，反駁の6つの類型から

なる小単位に分類し，それぞれの関係を有向グラフとし

て形式化するものである．Toulmin のモデルを適用した

議論支援システムとしては，gIBIS4)，Quest Map5)， Oval6)

等がある．過去の実証研究では，これらの議論支援シス

テムを用いることによって，用いないときと比べてユー

ザー間の認識の差異や価値観の相違に関する理解が深ま

ったとする報告事例もある（例えばSillince and Saeedi7））． 
このような特質から，多くの市民が異なる意見を表明

する社会的問題の決定に議論支援システムを適用する試

みはこれまでにもなされてきた（例えば Ball8), Sillince9), 
McBurney and Parsons 10)等）．殆どあらゆる社会的意思決

定において，それぞれの利害関係者が提示する主張の正

当性や合理性を吟味するプロセスが存在するが，その中

から社会の共通項として採用しうる点は何か，いかなる

見解がどの見解と対立しているかを明らかにすることが

しばしば大きな問題となる．このプロセスにおいて利害

関係者が提示した議論は，どの議論が最も説得力を持っ

ているかを他者が判断するときの材料になるだけでなく，

自らが弁証法的に議論を深めるときの材料にもなる．例

えば政策決定を委ねられた主体はこれらの議論支援シス

テムを自らの判断が説明可能でかつ十分根拠づけられて

いることを示すために用いることができる．また逆にあ

る公共的な決定を代表者に委ねた市民は，同じシステム

を自らの意思表明や意思決定者の視野拡大のために用い

ることができる． 
本論文の先行研究においても，議論支援システムの社

会的意思決定への適用が試みられた．ここで開発された

CRANES (Coordinator for Rational Arguments through 
NEsted Substantiation)は議論の構造を視覚化する機能を

有している．CRANESは過去に英国ロンドンの都市再生

事業における住民説明会や国内公共事業をめぐる政策論

議に適用された 2), 11)．CRANESの中心的な機能は，ユー

ザーが提示した議論を，主要論点の中に「織り込む」こ

とである．即ち，議論の各部分を小単位に分けることに

よって入れ子（またはツリー）構造化し，それらの小単

位が全体の議論の趨勢にどのように影響しているかを論

理学的な指標化手法により視覚化するものである． 
ここでいう議論の趨勢とは，議題となっている政策が

どの程度支持されているか，主要な論点は何か，それら

が時間的にどのように推移しているか，を指す．

CRANES の視覚化機能によってユーザーは各々の主張

がどの程度他の議論や種々の証拠によって根拠づけられ

ているかを，詳細な議論の照査を行う前に把握すること

ができる．また実際に政策論議を行う当事者にとっては，

自らの主張のどの部分が相対的に「弱い」と評価され，

補完的な説明を要しているかを知ることが可能である．

CRANES はそれ自身コミュニケーション機能を有して

いるので，既存の議論の分析のみならず双方向的な議論

のやりとりを本システム内で行うことも可能である．  
CRANES で用いられている議論の趨勢に関する指標
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 は様々な方法でユーザーに提示することが可能である．

例えば CRANES を映像メディアとして実現した場合，

動画コンテンツの中で行われた特定の発言に対して，シ

ステム上に作られたエージェントがユーザーの一連の議

論に応じて種々の反応（賛意を示す，興味を示す等）を

するということも可能である． 

3.2. 議論の構造に基づく要点抽出の方法 
 一連の議論を視覚化する方法の一つに，議論を小単位

に分解してノード(node)とし，関連のあるノード同士を

結んでグラフを構築する手法がある．議論を分解する方

法には様々なものがあるが，ここでは便宜上１つの発言

を１単位とし，これを議論単位と呼ぶ 11)．１つの発言の

中に複数の内容が含まれていることもあるので，発言を

分割して複数の議論単位として扱うことが必要となると

きもあるが，その場合でも以下の方法は同様である．ノ

ード同士の関係において，あるノードに対する質問や返

答，もしくはコメントをその「子ノード」として接続し

ていくと，議論単位のグラフは主題となるノードを頂点

とするツリー構造を持つことになる．このような手法に

よる視覚化は，例えばインターネット上の電子掲示板シ

ステム(BBS)に見られる． 

Fig.1 は Webcast の実証実験として過去に実装された

CRANESの画面例である．ここでは実験のために特別に

制作された討論番組の内容がツリー構造によって表示さ

れ，通常の掲示板と同様にユーザーからの発言を受け付

けることができるようになっている．画面下部のエージ

ェントはこの発言の文脈を解析し，それに応じた動作や

表情を示すように設計されている．このようにCRANES
は議論の全体像を個々の議論を集計することによって指

標化することができる．一方で政策論議の情況によって

は議論の構造をより分析的に表示する必要に迫られるこ

ともある．このような要求に応えるための代替的な議論

構造の可視化手法を次章以降で提案する． 
 現実の議論からこのようなツリーを構築すると，ほと

んどの場合，ノードの疎密が見られる．多くの返答がな

されたり返答の応酬が何度も繰り返されたりして，多数

の子孫ノード（子ノード及び子ノードを介して間接的に

接続されているノード）を持つノードがある一方で，返

答がわずかしかなく，少数の子孫ノードしか持たないノ

ードもある． 

 

3. 確率論的アプローチによる議論の要点の抽出 
 
 政策決定過程における問題の一つとして，多くの議論

の中から特に注目に値するものを見つけ出すことの困難

さが挙げられる．この点において政策論議を支援するも

のとして，著者らは先行研究において議論進行を確率過

程と見なしてモデル化し，議論集中指数  (Node 
Concentration Index; NCI) を提案した 12)．本章では NCI
の概要を説明し，その応用について述べる． 

 あるノードに多数の子孫ノードが集中している場合，

そのノードは多くの関連する議論の起点となっていると

言える．そして，複雑化した議論を概観する際に，この

ようなノードは文脈を辿るための良い出発点となると考

えられる．本手法の特徴は，ノードとして表現されてい

る議論単位の内容を考慮することなく，議論単位同士の

つながりという構造的な要素だけから議論の位置付けに

関する推定を行うことである．ノードの集中度は以下に

紹介する議論集中指数12)によって定量的に測ることがで

きるので，この指数と適当な閾値の比較により，目的の

ノードを自動的に抽出することができる． 

 
3.1. 議論支援システムによる要点抽出の有用性 
 多数の利益集団が参画する政策論議で提起される論点

はしばしば多岐にわたる．さらに，情報通信技術の発達

によって大量の情報を収集・蓄積・発信することが可能

となったため，政策論議の内容はますます広範かつ詳細

になる傾向にある．しかし，与えられる情報が多ければ

多いほど，議論されている問題についてより深い理解が

得られるとは限らない．むしろ，提供される情報量が参

画者に扱いうる限界を超えてしまい，議論の全体像を把

握することが困難になるという問題を生じることがある． 

 
3.3. 議論集中指数 (Node Concentration Index; NCI) 
 既存のノードに対して返答がランダムになされること

によって新しいノードが増えていくようなツリーを一般

にランダムツリーと呼ぶ．このツリーの成長過程は，議

論進行を確率過程によってモデル化したものになってい

る．ランダムツリーモデルでは，新たなノードが生成さ

れる過程について適当な仮定をおくことで，各ノードが

ある個数以上（または以下）の子孫ノードを持つ確率を

計算することができる．現実の議論ツリーもランダムツ

リーとして扱うことにより同様な計算が可能である．議

論のプロセスをランダムツリーの生成過程と見なすこと

によって，初期に生成されたために自然と返答の数（子

孫ノード）が大きくなっているノードと，その生成時期

 この問題の解決策として，瑣末な情報を切り捨て，議

論の要点を押さえた概略を提示するという方法が考えら

れる．しかし，そのような概略を実際に作成するには多

大な労力を要するのに加え，内容は作成者の解釈及び表

現能力に過度に依存してしまう可能性がある．本手法の

目的は，複雑化した議論のやりとりを敢えて単純化され

た確率過程と見なすことで内容を自動的に概括し，議論

参画者に提示することである．以下で，そのアルゴリズ

ムについて説明する． 
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（2）補正ランダムツリーモデル にしては特に返答の数が多いノードを区別することが可

能になる．  完全ランダムツリーモデルはもっとも単純なモデルで

あり，現実の議論ではある種のノードが他のノードより

返答されやすい傾向にあることを考慮していない．例え

ば，i) 議論参画者が一箇所に集まり，会話形式で議論を

している場合，直前の発言に対して返答がなされること

が圧倒的に多い，ii) 古い発言ほど返答されることが少な

い，iii) 議論ツリーで末端に位置するノード（すなわち

リーフ）はより返答を受けやすい，等である． 

 今，ある議論ツリーにおいてノードFが生成され，そ

の後，ある任意の時点で jF個のノードがツリー全体に追

加されたとする．この時，F の子孫ノードの個数が dF 
(0≤dF≤jF)である確率を，pF (jF, dF)と書くことにする．jF=j, 
dF=d である時，ノード F の NCIFを以下のように定義す

る． 

)),(log( ∑
≤≤

−=
jkd

FF kjpNCI   (1) 
 補正ランダムツリーモデルでは，この内最も顕著であ

ると考えられる i) の傾向を以下のような仮定によって

明示化する．まず，ツリーの中で最後に生成されたノー

ドを最終ノードと呼ぶことにする．そして，新たなノー

ドは完全ランダムツリーと同様，等確率で既存のノード

のいずれかへの返答となるが，最終ノードへの返答とな

る確率だけは他のノードの 1+b 倍であるとする．b は適

当な正数で，バイアスと呼ぶことにする． 

 NCI は，子孫ノード数が実際の値と同じかそれ以上に

なる確率の負の常用対数をとったものである．あるノー

ドのNCIの値が大きい場合，それは，それだけ稀な子孫

ノードの集中が起こっているということを意味する．子

孫ノード数が0のノードのNCIは最小値0をとる．逆に，

追加された j 個のノード全てが自分の子孫ノードとなっ

たノードのNCIは jに応じた最大値をとり，j→∞でNCI
→∞となる．それ以外の場合，一般に NCI は p(j,d)の形

に依存する．よってノードの集中度がNCIによって的確

に表現されるようにするには，適切なランダムツリーモ

デルの採用が必要となる．以下に，完全ランダムツリー

と補正ランダムツリーの2つを紹介する． 

 バイアスを導入した結果として，補正ランダムツリー

モデルも p(j, d)を求める漸化式が得られる．完全ランダ

ムツリーモデルとは異なり，これらの漸化式を解析的に

解くことはできないが，アルゴリズムとして計算機上に

実装することは可能である． 

 これらの漸化式から p(j,d)を求め，NCI を計算すると，

最終ノードへの返答となっている子孫ノードが多い場合

は，完全ツリーモデルと比較して NCI の値が低くなる．

すなわち，そのような現象が起きる希少性を過大評価し

ないと言うことを意味する． 

 

（1）完全ランダムツリーモデル 
このモデルでは，新たなノードが既存のどのノードに対

しても等確率で接続すると仮定する．この仮定に従って

p(j,d)の漸化式を立てることができ，それらを解くと，ツ

リーにおいて l番目に生成されたノードのp(j,d)は以下の

ようになることが導かれる． 

i) for l = 1, j ≥0, 

1),( =jjp f   (2) 

ii) for l = 1, j ≥ 0, 0 ≤ d ≤ j -1, 

1),( =djp f   (3) 

 バイアスの値を求めるには，実際に生成された議論ツ

リーを使うことが実用的である．すなわち，新たなノー

ドが生成された際にどのくらいの割合で最終ノードへの

返信が起こっているかを調べ，そこからバイアスを逆算

する．この方法ではツリーの成長に伴ってバイアスの推

定値も変化するが，ノード数が充分に多ければ安定した

値を得られる． 

 

iii) for l ≥ 2, j ≥ 0, 0 ≤ d ≤ j, 3.4. 事例研究 

)!()!1(
!)!2(),(

djjl
jdjldjp f −−+

−−+
=  (4) 

 前節で紹介したNCIは，国際協力事業団（JICA）の環

境社会配慮ガイドライン改定委員会において利用された．

JICA は日本による海外開発援助（ODA）を目的として

設立された特殊法人で，開発途上国への技術協力を始め

として様々な国際協力事業を行っている．環境社会配慮

ガイドライン改定委員会は JICA 事業全般の環境社会配

慮の基本方針，目的，手続き，情報公開のあり方等につ

いて議論するための委員会で，2002 年 12 月に設置され

た．改定委員会における議論内容は全てインターネット

上で公開されており 13)，誰でもコメント・意見を投稿で

きるようになっている． 

 式(2)-(4)を式(1)に適用することで，このモデルに基づ

くNCI が算出される．l, j, d に様々な値を代入してNCI
を比較すると，ノード総数 l+j 及び子孫ノード数 d が一

定の場合，l の大きい，即ち新しいノードほど NCI が大

きな値を示すことが明らかになる．これは，古いノード

と新しいノードでは前者の方が子孫ノードを手に入れる

機会が多く，子孫ノード数が大きくなりやすいという傾

向を反映している． 

 議事録の公開にあたっては CRANES が使用された． 
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Fig. 2 JICA環境社会ガイドライン改定委員会の議論支援システム画面例 

CRANES によって改定委員会の議事の内容が表示され

ている様子をFig. 2に示す．議論はFig. 2右上にあるよ

うに，ツリー状に整形されている．このシステムに，NCI
が高い値を示すノードを強調表示する機能とNCIの時間

変化をグラフ表示する機能が導入された．ただし，委員

会の最中とその後のパブリックコメントで発言間隔が著

しく異なるため，時間は各発言間を１単位としている．

ここでNCIの高いノードは「！」マークによって強調さ

れている． 
 NCI が高い値を示し「注目の意見」として強調表示さ

れたノードは，議題（発言ではないがノードとして扱わ

れている），各議題に関連した JICA 事務局による説明，

議長による導入及び問題提起，などであった．これらの

ノードのNCIが高くなった理由は以下のようなものであ

ると考えられる．まず，議題は必ず議論ツリーの起点と

して扱われており，全ての議論は議題から派生したもの

となっていた．このため，特に多くの子孫ノードを持つ

傾向にあった．次に JICA 事務局による説明だが，強調

されていたのは主に各議題に関する議論の冒頭で行われ

た説明で，様々な質問の呼び水となっていた．最後に，

議長による導入及び問題提起は他の委員に発言を促す形

で終わるものが多く，返答を受けやすかった．また，JICA
事務局による冒頭説明が後に続くことが多く，その影響

で子孫ノードが多くなるという傾向もあったと考えられ

る． 
 以上のノードはその内容から見ても，議論の概要に関

する理解を与え，より詳細な内容に入っていくための起

点となり得るものであり，当初の目的は達成されたと言

える． 
さらに，この事例研究を詳細に分析することによって

NCI の適用に関する以下の知見を得た．今回扱った事例

ではFig. 3，Fig. 4のように，連続した一群のノードが強

調表示されるという現象がしばしば見られた．あるノー

ドが多くの子孫ノードを持っている場合，その親ノード

も同様に多くの子孫ノードを持つことになるので，親子

関係にある連続したノードのNCIが一様に高い値を示す

という現象は不自然ではない．特に，親ノードの子の数

が少なく，親ノードと子ノードの生成した時間の差が小
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さいとき，親子関係にあるノードのNCIは強く連動する．

本事例では頻繁にこの現象が起きており， NCIの連動が

顕著に表れたのだと考えられる． 
 しかし，一方でこのような表示は時に不必要な情報を

提供しているとも言える．すなわち，連続したノードの

うちの一つからその周辺のノードへと簡単にたどってい

くことは容易なので，一連のノードの内容に大差がない

場合，それら全てを強調する必要はない．適当なもの一

つを選んで提示すれば充分であり，むしろその方が見や

すさという点で優るだろう． 
 それでは，ノードの強調表示はどこまで省略するのが

望ましいのか．強調されたノードが連続している場合は，

一つを残して他のノードの強調は全て省いてしまう，と

いうのは簡単な方法の一つである．Fig. 3 のケースでは

連続しているノードの中であまり議論が発展しておらず，

また途中で別の議論が派生するという現象も見られない

ので，それで充分である． 
 次にFig. 4のケースを検討する．図からわかるように，

ノード3からは多くの議論が派生しており，ノード4は
ノード3の子ノードである．内容を見ると，ノード1～3
は JICA による無償資金協力の事前調査の概要説明と，

議長による議事進行のための発言であることが分かる．

そしてノード4とその子孫ノードは，事前調査と開発調

査で報告書の公開，実施の判断，監理責任にどのような

差があるかに関する質疑と回答である．このように，ノ

ード3までの内容は包括的なものであるが，ノード4以
降はそこから派生する各論であり，それぞれについて適

当なノードが一つずつ提示されるのが望ましい．そのた

めには，強調すべき連続したノードを一つのノードに代

表させる，という手法とは異なったアプローチが必要で

ある． 
 ここでNCIの時間変化に着目する．同じ話題に関する

ノードのNCIの振舞いは，類似しているかどうかを調べ

るためである．多くのノードについてNCIの時間変化を

観察した結果，ほとんどの場合，NCIはFig. 2右下にあ

るような曲線を描くことが判明した．NCI は，ノードの

生成時に多くの返答があるために上昇していくが，議論

が他の話題に移ったところで極大を示し，以後，議論の

進行とともに減少していくことが多い． そこでFig. 4の
強調表示されたノードについて，NCI の極大値と極大を

とった時刻を調べたところ，Table 1のようになった．い

ずれの値も，概要説明に関連したノードのグループと，

質疑に関連したノードのグループで明確な差異が見られ 

 

Table 1 各ノードのNCIの極大値及び極大をとった時刻 

ノード番号 極大値 時刻 
1 7.42 16:03 
2 7.18 16:03 
3 7.09 16:03 
4 2.73 15:36 
5 2.57 15:36 
6 2.41 15:36 
7 2.24 15:36 

Fig. 4 第３回改定委員会の議論ツリー 

Fig. 3 第２回改定委員会の議論ツリー 
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る i)．よって連続したノードが強調表示されている場合

は，NCI の極大値と極大をとった時刻が近いノードをグ

ループ化し，適当な一つのノードに代表させることで，

注目すべきノードをより簡潔に提示することができるこ

とがある．このように，議論の中でどの発言が代表的か

を様々な角度から分析することができる． 
 
4. HS指数を用いたナビゲーション機能 

Fig.5 HS指数の具体例 
 

4.1. ナビゲーション機能の必要性 
この定義によって，河川系のすべての流れについてHS

指数を定めることができる．この指数は河川や議論ツリ

ーのもつ位相的・構造的な複雑さを表していると言える
16)．このHS 指数を具体的に計算した例がFig.5 である． 

 NCI 指標を用いることにより，議論ツリーの動態的特

徴から，特に注目されているノードを識別することが可

能となった．NCI 指標からユーザーが得ることができる

のは，画面内に現れている各ノード（発言）自体がどれ

だけ注目されているかという個別の情報である． 
さらにHermanらは，このHorton，Strahlerによる二岐

木の定義を任意の分岐をもつ木構造へも適用できるよう

に拡張し，コンピューター・ファイルシステムの構造へ

適用することを試みた 16)．この手法を用いると，HS 指

数に応じてノード間の線の太さを変えるなどの可視化を

行うことにより，効率的な情報閲覧が可能になる． 
CRANES の議論ツリーも河川の階層構造と形態的には

同じであり，Hermanらの手法を採用することで，ユーザ

ー補助機能を高めることができると考えられる． 

 しかし，議事録を閲覧する際や議論に参加する際には，

各々のノードの個別的な内容のみならず，前後の文脈の

中で各ノードがどのような意味を持つかという，議論の

「流れ」を把握することが不可欠である．  
 本章では，議論ツリーと構造的に類似している水路網

や河川の形態学的な解析を行う際に用いられてきた手法

を CRANES へ適用し，議論構造の補完的な可視化手法

を提案する． 
 HS 指数では各流れ（リンク）に対して値を定めてい

るが，その代わりに各ノードに対して HS 指数を与えて

いると考えても一般性を失わない．Hermanらの任意の分

岐数を許す定義では，議論ツリーの各ノードに対して，

その子ノードの数を考慮に入れる．CRANESの議論ツリ

ーにもこれと同じ定義を用い，各ノードに対して次のよ

うに帰納的にHS指数を定めていく． 

 
4.2. HS指数と計算方法 
 自然界に現れる河川は，上流から下流に向かうにつれ

て次々に合流を繰り返し，もうそれ以上分岐点がない「源

流」から本流へと至る階層構造をなしている．この河川

の形態学的な複雑さを定量化するために Horton が考え，

Strahler が改善した指標が HS 指数（Horton-Strahler 
number）である 14)． 1
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  河川の分岐を全て二分岐として扱い，源流から支流に

ついて，帰納的にHS指数を与えていく．Hermanらの体

系を緩用すれば，HS指数は次のように定式化できる 15)． 
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 ここで，n，iはノードを示す番号であり，SはHS指数

を表している．また，ρn はノード n の子ノードの数で

あり，iはnの子ノードに付けられた番号(i=1 , 2 ,…, ρn)
である．この定義はもとのStrahlerらによるHS指数の定

義の自然な拡張になっている． 
 ここに，n，i，j は河川の各流れを示す番号であり，S
は HS 指数を示す．i，j は合流して n になっているもの

とする． 

各ノードに与えられた HS 指数に応じノード間の線の

太さを変えることで情報の可視化が可能になる．このよ

うな方法で，HS 指数という構造的な複雑さを示す指標

から，議論の流れの全体像を効率よく表示することがで

きる． 

  この定義では，Strahlerらに従いすべての源流のHS指

数を 1 としている．支流同士が合流する場合は，i) 2 本

の支流の HS 指数が等しいときには支流の HS 指数に 1
を加えた値を合流した流れに与え，ii) 2 本の支流の HS
指数が異なる場合には，支流のうちで HS 指数が大きい

方の値を合流した流れに与えるというものである． 

 
4.3. CRANESへの適用結果 
 CRNAESを用いて作成した議論ツリーの各ノードに 
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ついて HS 指数を定義し，ノード間の線の太さを変えた

例を Fig.6 に示した．ここで対象としている議論は，上

述の JICA 環境社会配慮ガイドライン改定委員会第 3 回

（2003 年 1 月 24 日）の一部である．図より，議論ツリ

ーの中の太い線を辿ることによって，最も活発なやりと

りのあった議論の流れを追うことができる． 

  Ｈ共同議長:すみません、最初の点に関して用語や定義が違うということで、わ 

Ｏ:もう1点、原則実施するということについて、言葉が聞き取れませ  

Ｈ共同議長:もう１つの点は、私が理解したものでは、ＳＥＡ戦略的環境

Ｏ:その内容についてまとめたものは、現時点ではございません。 

Ｈ共同議長:JICAではそのところは十分まだ検討されていない

（議題9）:論点の整理   

Ｈ共同議長:時間が参りましたので、再開致します。議題を見て頂くと、今3

Ｓ:こちらからでよろしいでしょうか。それで、お手元の「JICA 

Ｈ共同議長:どうもありがとうございました。どうしましょうか。

Ｍ委員（メコン・ウォッチ）:メコン・ウォッチのＭでございます。

Ｈ共同議長:3つのスキームというのは何ですか。 

Ｍ委員（メコン・ウォッチ）:3つのスキームというのは、開

Ｈ共同議長:どうもありがとうございました。以上2つ

Ｙ委員:これはまさに、ビューロの役目ではないで

Ｈ共同議長:ビューロと致しましては、情報公

Ｓ:この後にビューロー会議を開く予定にし

Ｈ共同議長：具体的には委員会からの

Ｙ委員:度々申し訳ございません。起草委員は、ビューローで進

Ｈ共同議長:そういう考えもありますね。1人で行う簡単で

当日参加者：コンサルタント Ｍ氏:M&YコンサルタントのＭと 

Ｈ共同議長:ありがとうございました。今の件で何かござ

Ｍ:確認をしたいのですが、ソフトの環境マネージメン

当日参加者：コンサルタント Ｍ氏：例えばダム

Ｈ共同議長:よろしいですか。 

Ｍ:ご説明はよくわかります。  

Ｈ共同議長：鈴木さんどうぞ。  

Ｓ:いえ、お答えできるお話ではないし、 難しいお

Ｈ共同議長:そういうお答えでもいいと思います。

事務局 富本:補足致しますと、現在開発調 

Ｈ共同議長:ありがとうございました。

Ｍ委員（メコン・ウォッチ）:今のものに関係するのですが

Ｈ共同議長:今の点に関しまして、どうぞ。  

Ｓ:今の点につきまして、確かに我々の論点という

Ｈ共同議長:どうもありがとうございました。

Ｔ委員:Ｔです。今のＭさんのコメントに1つ申し

Ｈ共同議長:ありがとうございました。Ｙ委員

Ｙ委員:今のＭさんのポイントは大変含蓄があると思いま 

Ｈ共同議長:どうもありがとうございました。この点 

Ｓ委員:このガイドラインが環境社会両面の配慮を行うためのガ

Ｈ共同議長:今の点に関しまして、いかがでしょう。環境

Ｓ:基本的に今まさに、ご発言がございました、人権、

Ｈ共同議長:そういう理解だそうです。Ｍ委員どう

Ｍ委員（メコン・ウォッチ）:Ｓ委員はこのことを議論す

Ｓ委員:つい先週JICAの支援で、法整備支援事業とい

Ｈ共同議長:論点としては残しておいてもいいが、

Ｋ委員:Ｋです。Ｓさんの今のコメントに関連してなのです

 例えばFig.6で議論が集中している（議題9）について 
見てみると，Ｈ共同議長のコメントの下についているＭ

委員によるコメントとさらにその下のS委員のコメント，

当日参加者のコメントを辿ることで議論の概略が分かる． 
 以上のような手法を用いることによって，ツリー構造

化された文章から，議論の代表的な流れを視覚的・直感

的に把握することが可能になる．これらの可視化手法を

実際の政策論議の場面に応用することで，複雑に錯綜す

る社会問題の理解に要するプロセスの効率を高め，互い

の差異を意識しつつ創造的な問題解決を行うための環境

が醸成される． 
 
5. 結論 
 本研究は政策決定において表出する多様な議論を民主

的決定の基盤として積極的に活用するための手法論を提

案した．ここで提案したいくつかの手法の特徴は，対立

する主張を必ずしも１つの結論に集約しようとせず，

人々が特に議論を深めるに値すると考えた複数の主張を

抽出することを目的とする点である．本手法を用いると，

各ユーザーは自らの主張がどれ程妥当かつ主流であった

としても，それとは異なる論理が存在するかどうか，そ

れらが説得的か否かを吟味することができる．また社会

問題に関する議論のプロセスから，特に見解の分かれて

いる論点を抽出する作業を支援することができる． 
実際に事例研究で取り上げた委員会では，議論の流れ

を本手法によって振り返り，その後の論点整理に活用す

る試みが行われた．委員会外部の関心も高く，当Webサ
イトは2002年12月12日から2003年9月18日現在まで

の間に成功したものだけで 13,772 件（日平均 19 件）の

ページリクエストを数えた．少数ではあるがシステム上

に意見を書き込むことによって，議論に直接参画してい

る例も見られた．これらは従来の議事録公開の方法では

実現しえなかったものである． 
 社会的意思決定において，科学的または社会的に最も

合理的な社会問題の解決策が常に存在し，問題解決とは

その最適解を探すことであるという前提に立った古典的

な意思決定支援手法には様々な限界がある．議論支援シ

ステムを意思決定に用いる際に，人々の議論から唯一の

結論を自動的に探し出そうというアプローチは，現代社

会においてその適用範囲が極めて限られている．多元性

が前提とされる社会における問題の構造化手法は，対立

する認識や価値を多くの人が共有できる形式で表現するFig.6 HS指数のCRANESへの適用例 
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This paper proposes a pluralist approach to visualization of policy discourse. Argumentation support systems have 
been applied to political decision-making by visualizing the logical and linguistic structure of arguments. It is further 
needed that, in order to produce a better collective understanding of complex societal problems, such argumentation 
support systems have the capability of highlighting value conflicts based on different perspectives. The proposed 
methodology extracts those lines of arguments which are mutually exclusive but nevertheless each worth exploring. It 
has been applied to public arguments in a quasi-governmental committee. The paper reports on the outcome of the 
case study and discusses its implication for socio-technical systems. 
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