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1 はじめに
近年，Twitter などのソーシャルメディアの普及によって，ある特定のトピックについてオンラインで議論
をする機会が増えてきている．イベントが開催される際には，そのイベントを示すハッシュタグを決め，それ
を含めてツイートすることによって，同じハッシュタグを使った利用者同士が意見を交換できる．あるテーマ
に賛成の人，反対の人，さまざまな立場の人が意見を交し，情報を共有できる．また，組織内部での情報共有
のために SNS などのオンラインコミュニケーションシステムを導入し，テーマを決めて議論を行う場合があ
る．そのような，ソーシャルメディアやオンラインコミュニケーションシステムを使った議論のことを，ここ
では「オンライン議論」と呼ぶことにする．
筆者らは，所属する組織が主催するオンライン議論を行うイベント（後述）において，運営チームの一員と
してオンライン議論の環境構築に関わった経験がある．その経緯から，オンライン議論の環境構築から得られ
た知見をパターンランゲージの形でまとめることとした．

2 オンライン議論
2.1 オンライン議論の事例
Twitter の爆発的な普及を受けて，オンライン議論はしばしば行われるようになってきている．2009 年 12
月に行われた第 1 回ウェブ学会の際には，一日のイベントで，Twitter のハッシュタグ（#webgakkai）に 1,767
人のユーザによって 12,884 件のツイート*1 が投稿された．2010 年 1 月には鳩山由紀夫首相（当時）がアカ
ウントを開設し，大きな話題を呼んだ．事業仕分けに関する論議が話題を呼び，ハッシュタグ（#shiwake a，

#shiwake b，#sasshin）において多数のツイートが投稿され，議論が行われた．
また，Twitter や Facebook といった一般に公開された SNS での議論の他に，特定の目的のために立ち上
げられたシステムもある．代表例は，IBM の「InnovationJam」[1] である．これは，IBM 社の社員がオンラ
インの非公開掲示板に集い，「IBM 社員の価値とは何か」などといった，IBM の社外への貢献そして組織そ
のものの改善をテーマに議論するオンライン議論のイベントだった．初回の「WorldJam」（2001 年）の際に
は IBM 社員だけを対象として 1 万人の参加者が利用した．その後 13 回（社内 6 回，社外 7 回）にわたって

Jam を実施し，2006 年夏の「InnovationJam2006」では，世界 104 ヶ国，15 万人以上が参加した．世界中の
有識者から 72 時間で約 46,000 件の意見を集めた．結果として，Jam から生まれたアイデアから 10 種類の新
∗
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ビジネスが誕生し，2 年間で 1 億ドルを投資することとなった．
アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領は，就任直後の 2009 年 1 月に大統領メモにおいて「透明でオープ
ンな政府」を公表し，Transparency（透明性），Participation（国民参加），Collaboration（政府間及び官民
の連携）の３つを原則とし，透明で，市民に開かれ，協調的な政府となるよう各政府機関に求めた．これを踏
まえ，ホワイトハウスでは，2009 年 3 月に「Open For Questions」[2] というウェブサイトを立ち上げた．実
施時には，開始 48 時間で約 360 万アクセスがあり，約 10 万の質問が寄せられた．いくつかの質問について
は，締め切り後にインターネット上のタウンホールミーティングでオバマ大統領が答えた．また，これを参考
に Q ＆ A の修正や，副大統領主席エコノミストによる追加的な回答が行われた．
このような海外におけるオープンガバメントの取り組みは，日本政府にも影響を与えている [3]．2010 年 5
月，高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）は「新たな情報通信技術戦略」[4] において
「2013 年までに，個人情報の保護に配慮した上で，2 次利用可能な形で行政情報を公開し，原則としてすべて
インターネットで容易に入手することを可能にし，国民がオープンガバメントを実感できるようにする」とい
う目標を設定した．
経済産業省では，米国やその他海外での取り組みを参考に，2010 年 2 月に，国民からの意見募集サイト「経
済産業省アイディアボックス」[5] を開設し，IT 政策に関する意見を募集した．同サイトには最終的に 3,799
名がユーザ登録を行い，投稿・投票はアイディア数 936，コメント数 5,974，投票数 7,025 にのぼった．
文部科学省では，学校・家庭・地域の教育現場の人達の声を集め，
「熟議」を通じて教育政策を創り出すウェ
ブサイト「熟議カケアイ」[6] を 2010 年 4 月に開設した．この熟議カケアイは他のサイトとは若干異なる特徴
を持っているため，その構成について説明する．各々のページは 4 つの部分によって構成されている．

1. 熟議テーマ欄：政務三役より，熟議のテーマや質問等を掲載する．
2. 熟議のまとめ欄：投稿されたコメントを要約して掲載．ここを見れば議論経過を把握できる．
3. コメント表示欄：参加者が投稿したコメントが表示される．各々のコメントに対して「そう思う」「そ
う思わない」を投票できる．

4. コメント投稿欄：投稿するコメントを書き込む欄．
熟議カケアイは，(2) の「熟議のまとめ欄」を特徴とする．掲示板では各々の参加者による主観情報が投稿
されるが，誰でも書き込みできるまとめ欄に適宜議論の客観情報をまとめることによって，議論の参加者や新
規参加者にこれまでの議論の経緯をわかやすくする工夫をしている．
経済産業省では，内閣官房 IT 室の協力の下，「オープンガバメントラボ」[7] というウェブサイトを開設し
ている．ここでは，日本におけるインターネットを活用したオープンガバメントの実現を目指し，さまざまな
国民参加の実証プログラムを実施している．「オープンガバメントギャラリー」[8] では，オープンガバメント
に関係する取組みを紹介している．

2009 年 7 月，産業技術総合研究所（産総研）は，日本の科学技術政策についてオンラインで議論するネット
ワークイベント「Technology Policy JAM（TPJAM）
」を開催した．IBM InnovationJam という成功事例を
参考にし，期間限定，参加者限定，討議テーマ限定，専門家多数参加によるファシリテータ主導型の議論を特
徴とする．2010 年 11 月に開催された第 3 回の TPJAM[9] では，「インターネットによる社会合意形成手法」
と「オープンイノベーションハブ戦略」をテーマとし，約 1,000 人の対象者が 4 日間に渡り議論を行った．
筆者らは，この TPJAM の運営チームの一員として，イベントの設計に関わった．議論のためのシステム
についてチーム内で検討する過程で，オンライン議論の構築に必要な知識が必ずしも共有されていないことが
明らかになった．オンライン議論には，単純な掲示板や SNS などにおける情報交換とは違った要素が必要と
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なる．これまですでに多数のオンライン議論の取組みが行われており，それぞれに独自の工夫がなされ，良
いとされる知見が蓄積されている．そのような知見はオンラインコミュニケーションの専門家の間では共有
されていても，このイベントの準備のために集まったメンバーには知られていない知識だった．そこで我々
は，TPJAM での設計において得られた「良いとされる設計指針」を，「オンライン議論のためのパターンラ
ンゲージ」としてまとめることとした．

2.2 オンライン議論とは
本稿ではオンライン議論のパターンについて述べるが，まず，本稿が対象とするオンライン議論とは何かを
簡単に定義しておく．本稿が対象とするオンライン議論とは，

1. オンラインコミュニケーションシステムを用いて，
2. 複数の人々が，
3. 非同期に，
4. あるテーマについて，
5. 意見を交わし，
6. 何かしらの決着をつける．
というオンラインコミュニケーションの一つである．この中でも，(6) の「何かしらの決着をつける」とい
うのは重要なポイントであり，単に情報共有だけの目的でコミュニケーションを行う場合は，本稿で対象とす
るオンライン議論としては扱わないものとする．

3 オンライン議論パターン
3.1 全体像
前述のオンライン議論の定義において述べた 6 つのポイントを，オンライン議論を成立させるための条件と
して考え，今回述べるオンライン議論のためのパターンを 6 つに分類する（重複を含む）．

1. オンラインコミュニケーションシステム上で議論する
オンライン議論は，単なる議論とは異なり，オンラインコミュニケーションシステムを土台とするという特
徴を持つ．そのため，オンラインコミュニケーションシステムのアーキテクチャの制約を多分に受ける．
《外部 API の用意》
《既存ユーザ ID の利用》

2. 複数の人々が議論する
多くのオンライン議論において参加はオープンであり，そのテーマに関心のある人全てが自由に参加するこ
とができる．これがオンライン議論の最大の強みである．
《自分自身の意見》
参加がオープンであるということは，その参加するユーザがどのような人物かわからないということである．
この場合は既存のユーザ ID と紐付けをしたり，ユーザの特徴を示すページを用意することによって，背景を
理解しやすくすることができる．

3

《既存ユーザ ID の利用》
《自分を語るページ》

3. 非同期に議論する
議論の状況は常に更新されていくが，参加者全員がその更新をリアルタイムに把握できているわけではな
い．参加者がいつ参加するかが特定されない．
《議論を発見するメカニズム》
《新着の可視化》
《参照可能な ID》

4. あるテーマについて議論する
テーマも参加者も多種多様であるため，背景知識もばらばらである．そのため，議論に必要な知識を正しく
共有しておく必要がある．
《事実に基づいた議論》
テーマも参加者も多種多様であるため，しばしば話が発散する．そのため，議論の方向性をある程度定める作
業が必要である．後から来た人の参加し易さも高まる．議論が整理されることで適切な参加者を呼び込める可
能性も高まる．
《定期的なまとめ》

5. 意見を交わして議論する
多くのテキストベースシステムにおいて，補足や反論以外の意見は言いにくい．賛同は可視化されにくい．
《うなづきの可視化》
オンライン議論では実際の議論と異なり，相手と対面した空間ではなく，自分が慣れ親しんだ空間にいる状態
で発言することになるため，発言者の人となりを理解した人でなければ誤解してしまうような発言をしばしば
してしまうことがある．
《発言の一貫性》
《自分を語るページ》

6. 何かしらの決着をつける
参加が自由であり，また，ネット上のあちこちで行われるため，決着がつかないまま参加者の離脱によって
終了する議論も多くみられる．有用な議論を雲散霧消させないためにも，まとめ化が重要である．
《定期的なまとめ》
《議論のアーカイブ化》
以上の点を考慮することがオンライン議論を成功させるために重要である．

3.2 パターン形式
パターンランゲージは，建築家クリストファー・アレグザンダーが提唱した建築設計の理論で，現在では，
ひろくソフトウェア設計にも応用されている．パターンランゲージでは「良いとされる知見」を誰でも再利用
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できるような形でまとめるため，いくつかの特徴的な記述形式がとられてきた．
本稿では，それぞれのパターンを「状況」
「問題」
「フォース」
「解決」
「結果」
「具体的事例」という 6 項目に
まとめている．また，他のパターンへの参照を《パターン名》で示す．
状況
問題の発生する前提や背景を示す．
問題
具体的な不具合の内容を示す．
フォース
問題をとりまく様々な力や要因を示す．
解決
問題を解決するために有効な方法や考え方を示す．
結果
問題が解決された結果どうなるかを示す．
具体的事例
実際にこのパターンが観察される例を示す．

3.3 議論を発見するメカニズム
状況
どこかであるテーマについて議論が始まっている．
問題
議論が始まっていることが周囲からは見えないため，参加者が増えない．
フォース
議論の初期には，誰が興味を持ちうるかは確定していないため，誰に対して注意を呼びかければよいかがわ
からない．
しかし，議論をするためのシステムそのものには誰かしらがアクセスしていると仮定すると，システムから
参加者へ通知する手段はある．
解決
新しく始まった議論は，全てのページの上部などにまとめてわかりやすく表示する．
現在投稿が増えつつある議論は，盛り上がりを可視化する．
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結果
議論に興味を持つ人があらわれ，議論に参加してくれるようになる．
議論がすでに進行していて，誰に対して通知すればいいのかわかっている場合もある．その場合は，《新着
の可視化》で特定の対象者にのみ通知すればよい．
具体的事例

• 2ch*2 では，あるスレッド*3 に新しいメッセージが投稿された場合には，掲示板の入り口の部分で，その
スレッドへのリンクが最上位に来る．これを「アゲ」と呼んでいる．これによって，最新の投稿があっ
たスレッドが掲示板入り口の最上位に来るため，掲示板の入り口まで来たユーザは，どのスレッドに最
新の書き込みがあったのかがすぐにわかる．

• IBM InnovationJam では，このアゲと同様に，ある特定のトピック*4 を「注目のトピック」として目
立たせることができる．これは，Jam にファシリテーターとして参加する管理者が，特定の操作によっ
て注目のトピックにするため，ファシリテーターの主観的評価が混じることになる．

• Twitter では，RT（ReTweet）という仕組みで，ある特定のツイートをそのユーザのタイムラインに
表示させることができる．これによって，そのユーザをフォローしているユーザに，あるツイートへの
注意を呼びかけることができる．このような RT が多数行われたツイートは，Viratter*5 という外部シ
ステムによって注目のツイートとして認識され，Viratter アカウントのタイムラインに表示される．ま
た，特定のツイートをお気に入りにする機能があるが，このお気に入りがたくさんつけられたツイート
は，Favotter*6 という外部サービスに表示される．このように，Twitter では注目のツイートを表示す
るための様々な外部システムが整備されている．

3.4 新着の可視化
状況
特定の参加者が参加している議論において，議論に進展があった．
問題
参加者は常にシステムにアクセスしているとは限らない．議論に進展があったことに参加者が気づいてくれ
ない．
フォース
参加者は他にも日常的に様々なタスクを行っているため，常にシステムの更新を確認しているわけでは
ない．
参加者は，システムを確認した際に，更新した部分がすぐにわかるようになっていないと，更新していたと

*2

http://2ch.net/

*3

一連の投稿されたメッセージの集積．略してスレとも言う．
スレッドとほぼ同じ意味．

*4
*5
*6

http://viratter.jp/
http://favotter.net/
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してもそれを確認してくれないかもしれない．
解決
ページデザインを工夫することで，新着として更新された部分がすぐ分かるようにする．
結果
議論に進展があったことが利用者に伝わり，議論を継続してくれる．
具体的事例

• 一般的な Wiki システムでは，「最新の更新（RecentChanges）」などといった欄が用意されており，最
近更新されたページへのリンクを示している．これによって，Wiki のユーザは他のユーザがページを
更新したことをわかりやすくなっている．

• メーリングリスト（ML）と Wiki を統合したコラボレーションシステム qwikWeb[10] では，ユーザが
Wiki でページを編集したことを，定期的にメールで報告してくれる．このように，メールで知らせる
方法もある．

• Twitter のタイムラインは，そのユーザがフォローしている各々のユーザのツイートを時間順で並べ，
最新の更新から順に表示するものであり，ページの一番上を見れば最近更新された部分がわかる．その
ため，《新着の可視化》に最適化されたデザインになっていると言える．

3.5 事実に基づいた議論
状況
議論を続けている過程で，基本的な事実の確認で問題が生じることがある．単純な事実の確認だけでも，し
ばしば意見の違いや衝突が発生してしまう．
問題
議論が，言った／言わない，あった／なかった，などの水掛け論に陥ってしまうことがある．
フォース
議論に必要な事実が共有されていないと，議論はかみ合わない．
議論には，背景となる事実，意見を補強する事実，議論の過程で生じる個々の発言や中間的な合意（があっ
たという事実），などといった事実を共有することが必要不可欠である．
議論における事実とは，その真偽を参加者が確認可能な情報によって示されるものでなくてはならない．
解決
議論の俎上に上がるすべての事実に ID が振られるようにする．
参照する事実には ID があるようにするとは，言い換えれば，ID のある事実のみを議論の俎上に挙げ，それ
以外は事実として扱えないものとして考えるようにする．
そのためにも，個々の発言に ID が付与されるようにし，過去の発言へも ID を用いてアクセス可能とする．
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過去の発言を参照する際にはその ID を明記する．参照したい事実が，ID で参照される情報の一部である場
合もあるが，その場合はどこを参照しているのか引用する．
結果
事実が共有されるため，しばしば水掛け論になりがちな，前提がずれたままの議論が避けられる．結果とし
て事実に基づいた議論が可能になる．

3.6 自分自身の意見
状況
議論が始まったが，ごく一部の人しか発言しない．
問題
声の大きな人（ラウドマイノリティ）だけが発言してしまい，議論がただの一方向のスピーチのみに陥って
しまっている．
フォース
オンライン議論の強みの一つは多種多様な人の参加による集合知である．多様な意見が得られるような環境
が望ましい．
人はえてして，たとえ意見を持っていたとしても，わざわざ言うほどのことではないと思ったり，今言うべ
きことではないと思ったりしてしまう．実際には，オンライン議論ではこのようなサイレントマジョリティの
意見こそが重要となる．
オンライン議論においては「沈黙は金」ではないのだが，何も発言しない方が楽であるため，往々にして沈
黙を優先してしまいがちである．発言の価値をはかるのは，発言者本人ではなく，議論に参加する他の人々で
あるが，自分の意見が評価に値しないものとして発言しないことを選んでしまう場合がある．
解決
自分自身だけが書き込める発言のためのスペースを用意して，誰でも常に書き込みやすい状態を作る．
議論において，発言権があるときのみに発言できるというシステム設計では，発言する意欲の高い人の意見
が優先されがちである．発言権を要求しなくても，参加者は常にいつでも発言できるシステム設計にする．議
論に今現在参加している人だけでなく，現在は傍観者として参加している人でも，常に参加できるようにして
おく．
結果
多くの人の発言により，議論に多様な意見を導入できるようになる．
この方法は必然的にノイズも含めた発言が多くなるため，ノイズのような発言によって重要な発言を見失う
ということがありうる．その場合には，発言の仕方に《事実に基づいた議論》を重視したり，《うなずきの可
視化》によってうなずきの量を可視化することが参考になる．
参加者が議論のポイントを見失ったり，議論のポイントがあいまいになったりしてしまう場合には，《定期
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的なまとめ》が有効である．
具体的事例

• 2ch などの一般的な掲示板システムは，自分だけが書き込めるスペースが用意されていないことが多
い．そのため，全員の目に触れるようにするつもりは無いが，自分に興味のある人には見られる状態に
しておきたいという情報を公開する場が無いことになる．このため，ラウドマイノリティの意見が優先
される状態になってしまう傾向がある．

• 一般的な Wiki システムでは，「自分だけのページ」を持つことができる．Wikipedia では各々のユー
ザのためのユーザページがあり，自分自身がどのような人物かを示すことができるようになっている．
自分に興味のある人に読んでもらいたい情報は，そこに書いておくことができる．また，自分のページ
についての議論のためのページも用意されているため，自分自身だけに関係のある議論を行うこともで
きる．

• Twitter では，各々のユーザは自分自身のタイムラインを持っており，基本的には自分の発言は全てそ
こにまとめられる．その上で，「@ユーザ名」を使って投稿されたツイートは，対象となるユーザの特
定のツイートへの返信として扱われるため，それによってツイート間のつながりによる議論を構成する
ことができる．このように，Twitter は《自分自身の意見》を基本にして再構成された議論システムで
あると理解することができる．

3.7 うなずきの可視化
状況
ある意見が投稿されたが，それに同意する人が多いにもかかわらず，その事実がうまく見られる状態になら
ない．そのため，その多くの賛同を得ているはずの意見が重視されないということがある．
問題
投稿された意見に対して，どのくらい賛同があったのかがオンラインシステムでは見えない．現実世界の議
論では，聴衆がうなずくという形で同意が可視化されるが，オンラインシステムにはそのようなボディーラン
ゲージは存在しない．
フォース
オンライン議論システムにおいて，テキストによるメッセージを投稿するという機能しか存在しない場合に
は，気軽に同意を示す手段が与えられない．ある発言に対して，賛同の意思を持っているのみの参加者は，特
に何も行動を起こさないため，賛同の意思が周囲から見えない．それに対して反対の意思を持つ参加者は反論
を書き込むため，周囲からは反論ばかりが目に入るようになる．
参加者が意思表明をする手段が，テキストを投稿するメッセージだけの場合には，「賛成」「同意します」な
どといった内容だけのメッセージを投稿することはためらわれる．内容を濃くしようと思う場合には，どうし
ても「一言つけたす」ということをしてしまう．その時，元メッセージへの反論や，質問，異論という形で
メッセージが構成されると，周囲からは，反論や異論の多い意見だと見えてしまう．
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解決
シンプルな同意を示すための手段を提供する．「いいね！」や「★」をつけるなどといった，シンプルな意
思表明のためのボタンを用意する．
結果
多くの人から同意を得られていることが可視化される．同意が得られることがポジティブフィードバックと
なり，発言が活発化する．
具体的事例

• Facebook*7 における「いいね！」ボタンや，Twitter の「お気に入り」，はてなスターの「★」などが
《うなずきの可視化》の典型である．TPJAM では，同意を示す「★」をつけるためのボタンを用意し
た．これによって，ある意見への同意を気軽に示すことができるようになった．

• Favotter は，多数の人による《うなずきの可視化》として機能する．同様に，Viratter も発言への同意
の意味も含んでいると解釈できる．

3.8 定期的なまとめ
状況
議論が続いて多くの発言が集まり，議論のテーマがあいまいになってきた．また，議論の参加者間で十分に
事実が共有されなくなってきた．
問題
議論のテーマが発散して個々の発言がかみ合わなくなってくる．
フォース
互いに異なるテーマについて議論したいのであれば，たとえ《事実に基づいた議論》を行ったとしても，議
論は進まない．
あまりに多岐にわたるテーマを一度に議論しようとしても，人はそこまでカバーできない．
解決
続いている議論に対して，定期的なまとめの文章を書く．議論が発散してしまわないように，それまでの議
論の流れを一定の大きさの文章としてまとめる．
ある程度テーマを絞り込み，その絞り込んだテーマに関心のある人々の間で議論することで，議論が進みや
すくなる．
これは議論を終えるためではなく，議論を続けるためのまとめである．そのため，まとめにはこれまでの議
論のまとめとともに，これからどのような議論がなされるべきかという方向性が示されることが望ましい．

*7

http://www.facebook.com/
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結果
定期的なまとめにより，議論のテーマがある程度の幅で収まりつづける．結果的に適切な参加者を呼び込む
ことにつながる．
オンライン議論は参加が自由なため，最終的な結論に至る前に議論が終了するケースもある．この場合はこ
の《定期的なまとめ》が，不十分ではあるが《議論のアーカイブ化》として機能することで，議論が雲散霧消
することを避けられる．
具体的事例

• 2ch のスレは，投稿が 1000 個集まるとそれ以上投稿できない状態となる．その場合は，次スレといっ
て，スレッドタイトルに連番が触られた別のスレッドが立ち上げられる．その際に，前スレの内容の簡
単なまとめが，次スレの冒頭に投稿される．これが実質的に，2ch における《定期的なまとめ》として
機能する．

• 2ch のスレでは，新しく参加した利用者が「今北産業」*8 と投稿すると，これまでの議論の経緯を三行で
まとめて教えるという文化がある．これはそれまでの議論を簡単に要約したものとして見ることがで
き，新規参加者への議論の誘導として有効に機能する．

• 2ch のスレの場合には「まとめサイト」がある．スレには議論を要約する機能はついていないが，その
スレの内容から有用と思われる投稿だけを選択して，ある特定のブログへのエントリーとして掲載する
ことがある．これを 2ch のまとめサイトと呼んでいるが，このまとめサイトによって後から議論を把握
することができる．後述する《議論のアーカイブ化》にも関係するが，議論が進展している途中段階で
機能する場合もある．同様なものとして，Twitter の場合には Togetter*9 によるまとめがある．まとめ
サイトも Togetter も，単に発言やツイートを集積させただけのものであるよりも，人間が議論の中身
を把握して文章としてまとめたものの方が有意義である．

• 熟議カケアイにおける「熟議のまとめ欄」は，この《定期的なまとめ》を機能として取り込んだものと
理解することができる．

3.9 発言の一貫性
状況
ある議論をしていて，議論の参加者の間で話が噛み合わなくなることがある．ある参加者が使う言葉の意味
がよくわからず，発言における言葉の使い方に何か独特な用法があるようだが，それが何かわからないため，
議論にならない．
問題
ある人の発言が，どうも理解できない．何か言葉の使い方か，もしくはその言葉の基本的な定義の部分で，
根本的にずれがあるのではないかと感じる．

*8

「今来た私にこれまでの流れを三行で説明してください」という意味．

*9

http://togetter.com/
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フォース
発言の真意は，発言者の主観において丁寧に説明したとしても，必ずしも正しく理解されるとは限らない．
発言の解釈は場の影響を大きく受けるが，発言者はその影響を正しく見積もることができない．オンライン議
論においては，参加者の時間の流れが非同期であるため，それが顕著である．
利用者が使う言葉は，その利用者の時間の流れにおいて決まってきた意味を持つ．その利用者が過去にどの
ように言葉を使ったかを知ることによって，その利用者が持つ真意を理解できるようになる．
「言葉は常に足らない」ため，それを補完する意味で，その人の過去の発言が重要となる．人物情報，人物
の発言履歴は，発言を理解するための極めて重要なメタデータである．
解決
発言には発言者を明記するようにし，そこから発言者のプロフィールへリンクし，発言者の過去の発言を一
覧できるようにする．
結果
その人の人となりや過去の発言から，その人が用いた言葉の真意が読み止めれるようになる．
具体的事例

• Twitter では，その人のプロフィールページのメインのコンテンツとして過去発言を置くようにしてい
る．これによってそのユーザの過去の発言一覧を簡単に見ることができる．

• Wikipedia ではユーザ名とユーザページが用意され，その人が投稿・編集した記事一覧を見ることがで
きる．これによってこれまでそのユーザが行った編集活動を見ることができ，ユーザの活動傾向をつか
むことができる．

3.10 自分を語るページ
状況
多くの人々が議論に参加し，互いにどんな相手と議論しているかわからない状況で議論が進んでいる．議論
が盛り上がっているうちは良いが，議論が収束した場合，次の議論を始める場合，そもそもこの場に参加して
いる人たちがわからなければ適切な議題を提案できない．
問題
議論に参加している相手の背景が理解できない．すごく重要なことを書いているように思えるが，どうも自
分と違う立ち位置からメッセージを書いているようだ．その背景が理解できなくてもどかしい．
フォース
自分だけでは，自分自身がどんな人なのかを説明できない．相手から見ると，どんな人と議論しているかわ
からない．発言の蓄積によりその人のことはおおよそわかるが，それだけでは足りない部分がある．また，あ
るテーマに関する語りと，自分の個人的な語りとでは，その人を理解するための情報としては質が異なる．
人は色々なものから，その人の人となりを読み取る．言葉で説明しにくいものは，言葉以外のもので説明さ
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れると説得力がある．
解決
その人を示すためのページ（マイページ，プロフィールページ，個人ページなど）を用意する．
ページは，持ち主が自由に情報を配置したりデザインできたりすることが望ましい．友人リストや参加コ
ミュニティリスト，興味のある人物やアイテムのリストを列挙する．
結果
議論の参加者がどのような人物か，どのような背景や思想のもと，これまでの意見を述べてきたのかがわか
るようになる．その人の発言の意図が読み取りやすくなる．ただしそれが色眼鏡となって，逆に発言を正しく
読み取れなくなるケースもあるので注意が必要である．
具体的事例

• mixi のプロフィールページでは，その人が所属するコミュニティがその人を語る材料となっている．
Facebook でも同様に参加するコミュニティによって《自分を語るページ》が構成されている．
• Wikipedia におけるユーザページも，《自分を語るページ》として有効に機能する．
• Twitter における個人ページでは，「ユーザの過去の発言」をメインコンテンツとしているが，それ以
外にも，プロフィールコメント，アイコン画像，背景画像．フォローしている，フォローされている，
お気に入り，リストなどといった情報によって《自分を語るページ》が構成されている．

• Twitter では，アイコン画像は発言に常についてまわるために重要であることがすぐにわかるが，その
ユーザページにおける背景画像も，その人の人となりを語る情報として意味を持つ．

• Twitter では，そのユーザがつけたお気に入りのツイートを他のユーザも見られるため，そこからその
ユーザの好みを知ることができる．同様に，TPJAM における星をつける機能も，あるユーザが星をつ
けた投稿一覧を見られるようになっている．このように，あるユーザが良いと評価した投稿一覧を見る
ことによって，その人の考え方の傾向を理解することができる．

3.11 議論のアーカイブ化
状況
オンライン議論は，ネット上のあちこちで毎日のように行われている．それらは参加者にとっては理解可能
な共有情報だが，部外者にとっては簡単には理解できない情報である．参加者がいなくなると，後から議論の
流れをたどることが難しい．
問題
オンライン議論は参加が自由であり，また，ネット上のあちこちで行われるため，決着がつかないまま参加
者の離脱によって終了する議論も多くみられる．
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フォース
オンライン議論への参加は自由であるため，たとえ議論に決着がついたとしても，そこで参加者が場を離れ
れば，その議論で得られた知見は失われてしまう．また，決着がつかなかった議論はそのまま雲散霧消してし
まう．議論に参加しなかった人には，その知見を次へ活かすことはできない．それぞれの議論は結論の有無に
かかわらず有用なものであり，これが失われるのは惜しい．
データとして残っていない議論はないものと同じである．その場にいた人しかわからないような文章はない
ものと同じである．しかし，議論の記録を残すのは，議論の参加者だけにしかできないわけではない．議論を
観察していただけのユーザでも，記録を残すことはできる．
解決
議論を一つの文章としてまとめる．あとから読んでも誰でもわかるような文章なら，たとえ現時点で誰もア
クセスしなかったとしても，いずれ役立つ時が来るかもしれない．解決しなかった議論でも，どのような議論
が行われたのかのデータは，後に残る有用な知見である．
《定期的なまとめ》は議論を継続させることを目的としてまとめるものだが，《議論のアーカイブ化》は前
提を共有しない人でもわかるように一般的な文脈でまとめるものである．
結果
議論を「知の資産」として確立し，後に情報として再利用できるようにする．
具体的事例

• Wikipedia*10 における各々の記事がその典型的な実例である．各々の記事は百科事典の項目と同じ形
式で，専門的知識を持たない人が一般的な知識に基づいて解釈できるように書かれている．記事にはそ
れぞれ「ノート」と呼ばれる議論する場が用意されている．ここでの議論は主観的で状況に依存した書
き方でもかまわないが，結果としてまとめられる記事は，一般的な文脈で読める文章としてまとめら
れる．

• 元々 Wiki では DocumentMode と ThreadMode という，客観的な記述からなる情報をまとめたペー
ジと，議論のためのページとが区別されていた．その区別をシステムとして採用したのが Wikipedia
である*11 ．

• Togetter や 2ch のまとめサイトもアーカイブ化の実例であるが，一つの文章としてまとめているわけ
ではないため「知の資産」としての意味は弱い．本来は一つの文章としてまとめてある方が有用である．

• 熟議カケアイの「まとめ欄」は，《定期的なまとめ》であると同時に，《議論のアーカイブ化》として
も機能する．議論とともに成長するまとめ欄であるため，参加者の同意のもとにまとめられていると理
解できる．

*10
*11

http://www.wikipedia.org/
DocumentMode と ThreadMode の区別については『パターン，Wiki，XP』[11] を参照されたい．
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3.12 参照可能な ID
状況
オンライン議論システム上の発言は，《事実に基づいた議論》を展開するためにも，後から容易に参照可能
になっていなくてはならない．では，どのようにすれば容易に参照できるのだろうか．
問題
設計が悪いシステムでは，ある発言を示す固定 ID を取得できない場合がある．この場合は，ある特定の発
言を ID で示すことができない．また，ID は存在するが，長くて参照しにくい場合がある．
フォース

Web 上のオンライン議論システムには各々の発言には自ずと URL が指定されるが，この URL の設計が悪
い場合には，後から URL が変わってしまう場合がある．参照先が時間とともに変化したり無くなってしまっ
たりすると，《事実に基づいた議論》で参照できるような一意に特定するための ID としては使いものになら
ない．発言を一意に特定するための ID は永続的なもの，つまり固定 URL であるべきである．

ID は短い方が良い．発言のなかで参照 ID として利用しやすくなる．ID が長かったり，読みにくかったり
すると，参照先として明記するのに不便である．

ID はわかりやすい方が良い．ID だけでアクセス先の情報や中身がおおよそ予測できると，読み手の手間を
省ける．ただし ID の長さとわかりやすさはしばしばトレードオフの関係にある．
解決
発言の ID をいつでも一意に参照できるように「RESTful URL」を用いる．また，できるだけ短い URL
になるように工夫する．

REST(Representational State Transfer)[12] とは，HTTP 規格の主要著者の一人である Roy Fielding が
提唱した考え方で，すべてのリソースは一意の識別子（URI）を持つべきであるとされる．REST の考え方に
基づかない古いフレームワークを用いて Web システムを設計すると，たとえばいつも同じ URL でページが
表示され，リロードすると内容が変わってしまったり，Back ボタンが使えないなどといった不都合が発生す
る．RESTful な Web システムの設計では，元々の Web システムの設計理念に合致した設計が行われること
になるため，全ての情報には一意の ID が付与され，Back ボタンが適切に使えるなど，Web ブラウザにおけ
る自然な操作でシステムを利用できる．
また，URL は短い方が良い．URL に日本語文字列を含めると，% をたくさん含んだ長い文字列になって
しまう．Twitter のように字数制限のある投稿先では，長い文字列による URL は不利である．長い URL を
短縮するために短縮 URL システムが使われることがあるが，元の URL が何だったのかがわからなくなると
いう欠点がある．最良の手法は，元々短い URL にすることである．元々の URL が十分に短ければ短縮 URL
の使用を避けることができる．システムの設計時に可能な限り URL を短くなるように工夫することで，URL
を《事実に基づいた議論》の参照先として使いやすくできる．
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結果
議論システムに投稿された各々のメッセージに一意の ID が振られ，そのメッセージの内容を他のユーザが
参照しやすくすることによって，《事実に基づいた議論》を容易にできるようになる．
具体的事例

• Twitter の URL の設計は REST スタイルに基づいており，各々の発言には全て一意の ID が振られて
いる．

3.13 外部 API の用意
状況
オンライン議論システムのインタフェースや機能により，発言が制限されたり，見落とされたりするケース
がある．
問題
オンライン議論システムを設計するといっても，システム設計にかけられる労力には限界がある．全ての
ケースを考慮したシステムを設計することはできない．
フォース
アメリカの憲法学者ローレンス・レッシグが著書『CODE』[13] で主張するように，コンピュータのコード
で指定される「アーキテクチャ」はこれまで以上に人のふるまいに大きな影響を及ぼすようになってきてい
る．単一のアーキテクチャのみを提供し，その土台のもとで議論を行わせると，アーキテクチャの制約が議論
を制約してしまいかねない．
一つのオンライン議論システムで，必要な機能全てを提供するのが常に正しいわけではない．システムの拡
張を外部に委ねる方が正しいという観点もありうる．
そのサービスが一定の公共性を持っている場合は，他のサービスと連携するという，オープン戦略をとるこ
とができる．
解決
他のサービスやプログラムからオンライン議論システムの情報にアクセスするための API を用意する．
これによって，議論システムを外部から拡張可能にする．その際，API を RESTful な設計にしておくこと
によって，外部からアクセスするためのプログラムが書きやすくなる．また，議論システム内の検索のための

API を用意しておくと，マッシュアップによって外部から凝った内容のサービスを作れることが容易になる．
外部から API でアクセスを許す場合には，投稿する主体がプログラムになるため，自動取得や投稿によっ
てシステムが過負荷になる場合がある．その場合は，システム利用の上限を設け，開発者に周知することで，
システム負荷を下げる必要がある．プログラムによって取得・投稿された情報がシステム全体の負荷に影響を
与えないように，適切な情報の取得・投稿頻度に制限を設けるようにする．
また，各々のユーザが利用するシステムの差異が発言者間の理解の差異につながってしまうケースもある．
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API を利用したシステム設計には，それが議論の内容に与える影響について留意が必要である．
結果
暗黙のうちにシステムが規定していた発言の枠を取り外すことができる．
具体的事例

• Twitter では，情報の取得・投稿に関する API が整備されており，それによって外部から情報を操作
することが容易になっている．また，Twitter の API は RESTful な設計になっていることが明示され
ており [14]，Web 上の情報をアクセスする標準的な手法で情報を操作できる．Togetter や Favotter の
ようなサイトは，外部 API が定義されていることによって可能となった．

3.14 既存ユーザ ID の利用
状況
複数のサービスを利用する状況において，それぞれのサービス毎にユーザ ID とパスワードを作成するのは
手間であるし，セキュリティ上のリスクにもなりかねない．
問題
オンライン議論システムでユーザアカウントの管理は面倒な問題である．
ユーザの視点としては，各々のシステム毎にアカウントを作って管理するのは面倒である．
管理者としては，参加者のユーザ ID とパスワードという個人情報を，情報セキュリティとして適切に保護
されている状態を維持するのは手間がかかる．
フォース
複数のサービスを利用する状況において，ユーザがそれぞれのサービス毎にユーザ ID を作成するのは手間
なので，サービスを利用することをためらうかもしれない．
それぞれのサービスの運営主体には信頼性の低い組織もあるかもしれず，ユーザアカウント情報を登録する
ことがリスクとなるケースもありうる．
現在，Google, Yahoo!, Twitter などといった一般的なサービスにおいては，複数のサービス間でユーザ ID
を安全かつ簡単に連携させるための「OpenID」や「OAuth」などといった認証や承認部分を，外部から利用
する技術が普及している．
オンライン議論システムを構築する際にも，そのような外部認証を利用する技術はすでに確立されており，
それほど高い技術力を必要とせずに実装できる．
逆に，そのような既存のユーザ ID を利用することとした場合には，他のシステムで活動していることがそ
のオンライン議論システムのユーザにもわかってしまう．そのように他サービスと紐付けされても問題の無い
議論内容である必要がある．
解決
各々のサービス毎にユーザ ID とパスワードを登録させるのではなく，外部認証を使って，既存のサービス
のユーザ ID をそのまま使えるようにする．
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OpenID は，ユーザが複数のウェブサービスを利用する際に，サービスごとに複数の ID を作成，管理しな
ければならないという不便を取り除くために考案された技術仕様である．ユーザは，ひとつの OpenID 対応
サービスで認証を済ませれば，ユーザ登録やパスワード入力を行うことなく他のサービスも利用できるように
なる．現在はすでに Yahoo! Japan や mixi に採用されており，そのようなシステムのうち一つでも利用して
いれば，そのユーザ ID をそのまま利用できることとなる．

OAuth は，ユーザが複数のウェブサービスを利用する際に，サービス間でリソースへのアクセス権限を共
有するための技術仕様である．OAuth を用いることにより，ユーザはあるウェブサービスのリソースへのア
クセス権限を他のサービスに対して明示的に承認することができる．Twitter などに採用されている．
この場合は，すでに他のサービスで使われているユーザ ID と同じユーザであることを明示できるため，他
のユーザは必要に応じて元となったサービスにアクセスすることができ，そのユーザの過去の発言を見ること
ができる．これによって《発言の一貫性》を，より広い範囲で確認することができ，また《自分を語るページ》
としても理解することができる．
結果
利用者はサービス毎のユーザ ID の管理に悩まされることがなくなる．サービス管理者は，各々の利用者の
パスワードを自分のシステム上で保持する必要がなくなるため，セキュリティ上の大きなリスクを持つ必要が
なくなる．

4 まとめ
哲学者東浩紀は「一般意思 2.0」[15] という連載において，多数の一般的な利用者が公開する多種多様な投
稿を元に，そこから自動的に民衆の意思を抽出できるようになる未来像を描いている．これによって哲学者ル
ソーが夢想した一般意思を，現代の情報技術によって「一般意思 2.0」という形で実現できると構想している．
しかし，これによって，これまでの民主主義で基盤として考えられてきた，相反する意見を持った主体が
各々の意見をぶつけあって一つの結果を出していく過程，いわゆる「議論」や「熟議」の役割が無くなってし
まうわけではない．一般意思 2.0 と熟議とを組み合わせることによって，これまで以上により深い議論を行う
ことができるようになるのではないだろうか．両者が相補的に機能することによって，理想的な民主主義に近
づけることができるのではないかと考えている．
本稿で提案する「オンライン議論のためのパターンランゲージ」が，そのようなネットワーク技術を使った
民主主義の実現に寄与できることを願っている．
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