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2019 年 7 月 20日、「AI×ファシリテーション　AI がファシリテーターになる !?どこまで進んでい
るの？」という中部支部 7 月定例会が開催されました。ファシリテーション関連で「AI」と聞くと「ああ、
“Appreciative Inquiry”ね」とおっしゃる会員諸氏も多いかもしれませんが（それについては別の機
会に）、今回は“Arti�cial Intelligent”の「AI」。人間が行う「知的ふるまい」の一部を、コンピューター
プログラムを用いて人工的に再現するものです。その AI が議論をファシリテートするという研究が
名古屋工業大学で進んでいて、名古屋市の次期総合計画に対する市民の意見集約の場で活躍したと
のこと。その「AIファシリテーター」なるものは一体どんなことができるのか？　それが広く使われ
る未来が訪れた時、私たち「人間ファシリテーター」はどうするのか？　最先端の研究に触れて、い
ろいろと考えさせられた定例会をレポートします。

大規模合意形成の実現を目指す
AI ファシリテーションの研究が進行中！

―「ファシリテーターの未来はどうなる！？―

Web上の議論を 
AIがファシリテート

当日のプログラムは前半と後半に分
かれていました。前半は研究者による
プレゼンと質疑応答で AI技術による
ファシリテーションについて理解を深め、
後半は、未来へ向けて人とAIがどのよ
うに共存していくのかグループワークで
考えるという構成です。
研究について説明してくださったの

は、名古屋工業大学の白松俊准教授、
西田智裕特任助教、山口直子研究員の
お三方。白松さんは、FAJ会員でもあり
ます。参加者 13名の中にはAIに関す
る予備知識ゼロという人も少なくなかっ
たのですが、とても解りやすく説明して
くださいました。

さて、注目の AI

ファシリテーターの
名 は、「D-Agree

（ディー・アグリー）」。
インターネット上の、
多くの人がアクセス
できる掲示板のよう
な場で、テーマを提
示し、参加者の投稿
を自動的に解析・構
造化し、問いかけた
り発言を促したり、炎上のリスクにも対
応しながら議論を促進して、合意形成
を支援します。ちなみに、名前の頭に
付いているDはDiscussionとDecision

とDemocracyから取ったそうです。名
工大の伊藤孝行研究室のサイトに動画

つきで説明がありま
すので、ぜひご覧に
なってください（右下
のQRコードをお使い
ください）。動画にも
ありますが、将来は多
言語に対応して、国
境や文化を超えた数
百万人規模の議論を
ファシリテートするこ

とを目指しています。SDGs（2015年 9

月の国連サミットで採択された「持続
的な開発目標」）で示されている地球規
模の複雑な問題の解決にも貢献できる
大きな可能性を感じます。
また、D-Agreeはパネルディスカッ
ションにも活用できるそうです。壇上で
パネラーたちが議論する間に聴衆が
様々な意見を投稿し、それらを
D-Agreeが構造化して、進行役とパネ
ラーに還元するのです。きっと一体感
の高い、充実した場
が実現することで
しょう。

最先端の研究をとても平易な言葉と朗らかな表情で説明してくれた研究者チーム。
左から白松俊さん、山口直子さん、西田智裕さん

会場は名古屋工業大学NITech Hall（ナイテック・ホール）2 階のラーニング・コモ
ンズ。アクティブ・ラーニング対応の開放的な空間です。

D-Agree・大規模合意形成支援
システム（名古屋工業大学 伊藤孝
行研究室）
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「議論モデル」と「ラベル付け」
で参加者の意見を構造化

研究が目指していることを知って、
未来への希望が膨らみましたが、気に
なるのはAIファシリテーターの仕組み
です。D-Agreeは、一体どうやって議
論を把握し、促進するのでしょうか？
コンピューターが議論を認識するに
は、まず「議論モデル」を定める必要
があるそうです。「建設的な議論展開が
期待できる」「構造化が可能」「複雑す
ぎない」という 3つの条件に合うもの
を検討して、D-Agreeにはイシュー・
ベースド・インフォーメーション・シス
テム（Issue-Based Information System）
の概念を応用したダイアローグ・マッ
ピング（注１）をシンプルな形にしたもの
が採用されています（図１）。議論を構
成する要素として「issue：課題を解消
するための提案を引き出す質問」「idea：
課題を解消するための提案」「Pros：提
案の長所や良い側面」「Cons：提案の

短所や負の側面」の 4つを定義し、参
加者の投稿をセンテンスに分けて番号
を振り、4要素に該当するものにラベル
を付け、関係づけることで議論を構造
化します。その上で、課題を解消する
ための質問や、返信を促すコメントな
どを、D-Agreeが自動的に投稿するの
です。
議論モデルを定めた研究チームは、
次に、学習データの作成に取り組みま
した。大学生・院生・研究員・一般の
方に参加してもらい、人間が進行役を
担当して議論モデルに基づいた話し合
いをする場を設け、記録します。それ
を様々なシチュエーションで 38回行い、
記録から議論構成要素に該当するセン
テンスを抜き出し、ラベル付けし、関
係付ける、という作業を人間が行い、
別の人がチェックします。これでよう
やく、D-Agreeが学べるデータになり
ます。AIに学習させるには、これほど
までに手がかかるのか！と驚きました。

大量のデータから学んだ D-Agreeは、
議論要素の判別を充分な精度で行える
ことが確認されました。
ここまでの説明を聴いて、「議論モデ
ルがこの１つだけだと、機能するのは
『解決すべき課題が明確に与えられてい
る状況』に限られるのでは？」という
質問があり、「その通り。今後は別の議
論モデルも導入して、様々な議論に対
応できることが課題」との返答があり
ました。

AIが得意なこと、苦手なこと

2018年 11月 1日から 12月 7日にか
けて、名古屋市は「次期総合計画」の
中間案に対する市民からの意見を収集
するために、オンライン議論の場を開
設しました。いわば「インターネット版
のタウンミーティング」です。中間案
で示された 5つの都市像について市民
が意見を投稿し、ファシリテーターが
議論を促進するのですが、D-Agreeは

（注１）：�研究チームが議論モデルの参考にしたのは、こちらの洋書です�
『Dialogue�Mapping:�Building�Shared�Understanding�of�Wicked�Problems』Jeff�Conklin 著　Wiley 社刊

４つの構成要素

issue 課題を解消するための提案を
引き出す質問

idea 課題を解消するための提案

Pros 提案の長所や良い側面

Cons 提案の短所や負の側面

課題を解決できる
アイデアはありませんか？
課題を解決できる
アイデアはありませんか？

欠点について、
何か意見はありませんか？
欠点について、
何か意見はありませんか？

issue

issue idea

issue

idea

Pros Cons

アイデアの長所や欠点は
何があるでしょうか？
アイデアの長所や欠点は
何があるでしょうか？AI

図 1 D-Agree が採用している議論モデル

  例 文  
issue	：�健康を保つためには、何をすると良いで

しょうか？
idea	：	野菜をたくさん食べると良いと思います。
Pros	：�確かに、野菜にはたくさんのビタミンが

含まれていますね。
Cons ：�けれども、たくさんの野菜を常に新鮮に

保存しておくのは難しいです。
issue	：�野菜を長期保存しておく何か良い方法

はないでしょうか？
issue	：�野菜を摂取する以外に、健康を保つ方

法は何かありますか？
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5つのうち 2つの都市像のファシリテー
ターを単独で、1つを名工大の方と共
に担当しました（表１）。FAJからは福岡
の亀井直人さんと、今回の定例会の企
画メンバーでもある愛知の林加代子さ
んが協力しました。
実際にD-Agreeが一般の方の投稿に

自動返信したコメントを見ると、開始
時や終了時に丁寧に挨拶をしたり、投
稿者に謝意を伝えたりするなど、意外
と機械的でないというか、むしろ温か
みを感じました。実は、過去の実験に
協力した FAJ会員たちの言葉づかいを
反映しているそうです。
時には、投稿された内容が前述の議
論モデルのどの要素に該当するか
D-Agreeが判断できないこともありまし
た。そんな場合には、「何かコメントは
ございますか？」といった、議論モデ
ルに捉われない言葉も用意されていま
す。これが功を奏し、流れを読んだ人
が適切なコメントを投稿してくれたり
するのだそうです。ファシリテーターと
して何を言って良いやら分からずフ
ワッとした言葉を口にしている間に参
加者に救われた記憶が蘇り、AIに親近
感がわきました。
このプロジェクトを経て、現時点で
のD-Agreeの得手不得手が判りました。
AIは24時間ずっと投稿状況をモニター
しているので、どんな時刻の投稿にも
遅滞なく反応できるという強みを発揮
しました。その一方で、参加者が今ま
での議論のまとめや、話題に関連する
事例紹介を書き込んでくれたのに、そ

の状況が想定外だったため、人のよう
に柔軟な返信はできないケースがあり
ました。また、人はたとえば「つまり
〇〇ということでしょうか？」と、投稿
とは違う表現での発言意図の確認を自
然に行いますが、AIにはこの「高度な
言い換え」が難しく、対応力には差が
あったようです。
ともあれ、D-Agreeはこの形の意見
収集では役割を果たしました。今後は
多様な話し合いに対応したり、音声認
識も組み込んだり、対面の議論と組み
あわせたりと、さらなる進化が期待で
きます。また、どうやらAIがファシリ
テーターを助けてくれる別の研究も進
んでいるようで、近い将来、ファシリ
テーションの分野にもAIがどんどん
入ってくることになりそうです。

AIと人間が共存する 
未来のファシリテーションとは？

プログラムは後半に入りました。小グ
ループに分かれて、ファシリテーターと
してAIとどう関わるのか、3つの問い
で対話を行いました（表 2）。「AIに渡
したくない」のは、「ギャグで場を和ま
せる」「この話し合いの意義を伝える」

など、人ならではの味や熱が必要なこ
とが多く、「AIにやってほしい」のは、ファ
シグラや「言いにくいことを言ってもら
う」など、苦手だったり、面倒なことが
あがっていたようです。そして、役割
分担に関しては、「使えそうなフレーム
ワークなどの選択肢をファシリテーター
に提案する」「アイデアの抜けている点
を指摘する」など、AIに補助的な働き
を求める考えと、「AIにできることはど
んどん任せて、人は議論に入ればいい
のでは」という考えかたがありました。
後日、白松さんに今回の感想を伺っ
たところ、「AIがファシリテーションす
ることを前向きに受容する方が多く、
励まされた。人間とAIのコラボレーショ
ンについて、想像以上に様々なアイデ
アが出て非常に参考になった。FAJの
皆さんには今後も多角的な意見や知見
を期待したい」とのことでした。
ファシリテーターを任せられるAIが
現れても、自分はファシリテーションを
学び続けるのかな？学び続けたい、と
思うけども、それは何故だろう？なん
てことを最後に思いました。新たなこと
をたくさん知れて、大いに刺激を受け
た定例会でした。 （文責　小長光 信）

表１：名古屋市次期総合計画中間案の「目指す都市像」と担当ファシリテーター

テーマ ファシリテーター

1 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち FAJ

2 安心して子育てができ、子供や若者が豊かに暮らせるまち 名工大

3 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち AI

4 快適な都市環境と自然が調和したまち AI

5 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業を惹きつける、開
かれたまち AIと名工大

表２：グループワークでの３つの問い

1 ファシリテーターとしてこれだけはAIに渡したくない、AIにはできないでしょう、
というものは何ですか？

2 グループワークやWEBでの話し合い等でAIにやってほしいことは、どん
なことがありますか？

3 人間ファシリテーターとAIファシリテーターが協働してWEBを含めたグルー
プワークを進めるとき、どんな役割分担ができそうでしょうか？

グループワークでは各テーブルに研究者も加わりました
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