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4はじめにはじめに

情報技術の発展・普及

様々なＩＴリスクが
大きな問題大きな問題



はじめにはじめに 5

青少年における情報
フィルタリング問題

監視カメラの
設置問題

個人情報漏
洩問題

これらの問題の合意形成を
適切に支援するシ ムが必要適切に支援するシステムが必要



多重リスクコミュニケータの概要多重リスクコミュニケータの概要 6

多関与者間で発生する問題に対し，最適な対策案の
組み合わせを求め 合意形成を支援するシステム組み合わせを求め，合意形成を支援するシステム

多重リスク ミ ケ タ多重リスクコミュニケータ
（MRC:Multiple Risk Communicator）（MRC:Multiple Risk Communicator）



MRCMRCの課題の課題 7

MRCはこれまで個人情報漏洩問題や，
内部統制問題に適用されてきた

（１）代表的関与者が数名集まり合理的に合意形成しようとする場合

企業や地方自治体などの組織において

（１）代表的関与者が数名集まり合理的に合意形成しようとする場合
（２）それらの関与者を想定しロールプレイを行って合意形成する場合

関与者の数が数千人を超える社会的合意形成の問題
に適用できなかった



はじめにはじめに 8

数千人規模の合意形成を支援するシステム

S i l MRCSocial-MRC

青少年における情報フィルタリング問題への試適用青少年 おけ 情報 ィ タリ グ問題 試適用
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SocialSocial--MRCMRCの概要の概要 10



SocialSocial--MRCMRCの概要の概要 11



SocialSocial--MRCMRCの概要の概要 12



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 13

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ

④暫定合意案への一般関与者投票フェーズ

⑤事後処理フェーズ



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 14

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ

④暫定合意案への一般関与者投票フェーズ

⑤事後処理フェーズ



①事前準備フェーズ①事前準備フェーズ 15

１．主催者が事前に対象とする問題，オピニオンリーダ
を決定するを決定する．

２ MRCの専門家が対象とする問題の分析を行い 対２．MRCの専門家が対象とする問題の分析を行い，対
策案を作成する．また，MRC-Studioに各値を入力する．

３．各オピニオンリーダは，MRC-Studioに入力する自
身の制約条件の値を決定し 最適な対策案の組み合身の制約条件の値を決定し，最適な対策案の組み合
わせをMRC-Studioを用いて求める．



オピニオンリーダごとの最適化結果例オピニオンリーダごとの最適化結果例 16

Alliceの最適解

Bobの最適解

Alliceの最適解

対策３，４，５，８，１０，１対策 ， ， ， ， ，
４の組み合わせ

16 最適値
制約条件値とその値



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 17

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ
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②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ 18

１．各オピニオンリーダは，自分の意見を言い，自身の
制約条件とMRC Studioを用いて得られた最適解の説制約条件とMRC-Studioを用いて得られた最適解の説
明を行う．

２．この過程はカメラで撮影し，その映像やMRC-
Studioの出力画面をMRC Plazaを用いて一般関与者Studioの出力画面をMRC-Plazaを用いて一般関与者
に流す．一般関与者は誰の最適解がもっともよいか選
択する択する．



MRCMRC--PlazaPlazaの出力画面（オピニオンリーダ選択）の出力画面（オピニオンリーダ選択） 19

支持する人選支持する人選
択用入力画面

MRC-Studio
の出力結果



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 20

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ
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③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ 21

１．各オピニオンリーダは，ベースとなる対策案の組み合わせの
問題点を指摘したり 対象となる制約条件の値の問題点を指摘問題点を指摘したり，対象となる制約条件の値の問題点を指摘
する．

オピニオ採用されたオピ
ンリーダ

採用されたオピ
ニオンリーダの
最適解

２． MRCの専門家は，MRC-Studioを用いて制約条件を変更し，
最適な対策案の組み合わせを求める．最適な対策案の組み合わせを求める

MRC St diMRC-Studio

最適化エンジ
ン・シミュレー

21MRCの専門家
ン シミ レ
タ



③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ 22

３．一般関与者は，議論風景を見ながらMRC-Plazaを用いて対
策案の組み合わせなどに対しどのように思うかの意見を入力する．

一般関与者般関与者

４．MRC-Plazaを通してどのオピニオンリーダの意見の支持
が最も高いかを表示したり 重要な意見をディレクターなどにが最も高いかを表示したり，重要な意見をディレクタ などに
伝える．



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 23

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ

④暫定合意案への一般関与者投票フェーズ

⑤事後処理フェーズ



MRCMRC--PlazaPlazaの出力画面（暫定合意案への投票）の出力画面（暫定合意案への投票） 24



SocialSocial--MRCMRC利用のフェーズ利用のフェーズ 25

①事前準備フェーズ①事前準備フェ ズ

②人気のオピニオンリーダ選択フェーズ②人気のオピ オンリ ダ選択フ ズ

③オピニオンリーダ間の合意形成フェーズ

④暫定合意案への一般関与者投票フェーズ

⑤事後処理フェーズ



⑤事後処理フェーズ⑤事後処理フェーズ 26

１．合意形成の結果を，具体的な対策に結びつける．

２．MRCの専門家や司会者はMRC-Studio適用の過
程を分析し今後の適用のため ノウハウを整理する程を分析し今後の適用のため，ノウハウを整理する．

３ 合意が得られずに制限時間が来た場合 主催者は３．合意が得られずに制限時間が来た場合，主催者は
次回の会議の開催を企画する．



目次目次 27

はじめに

社会的合意形成支援システムSocial-MRC 

MRC-Plazaのプロト開発

試適用

終わりに



MRCMRC--PlazaPlazaのシステム構成のシステム構成 28



MRCMRC--PlazaPlazaのシステム構成のシステム構成 29

＜会議風景＞＜会議風景＞

＜MRC出力＞



MRCMRC--PlazaPlazaのシステム構成のシステム構成 30

＜意見＞

＜投票＞



MRCMRC--PlazaPlazaのシステム構成のシステム構成 31



MRCMRC--PlazaPlazaのシステム構成のシステム構成 32



MRCMRC--PlazaPlazaのプロトプログラム出力画面のプロトプログラム出力画面 33



MRCMRC--PlazaPlazaのプロトプログラム出力画面のプロトプログラム出力画面 34

動画配信部



MRCMRC--PlazaPlazaのプロトプログラム出力画面のプロトプログラム出力画面 35

投票入出力部投票入出力部

動画配信部



MRCMRC--PlazaPlazaのプロトプログラム出力画面のプロトプログラム出力画面 36

投票入出力部投票入出力部

動画配信部

最適解出力部最適解出力部



MRCMRC--PlazaPlazaのプロトプログラム出力画面のプロトプログラム出力画面 37

投票入出力部投票入出力部

動画配信部

最適解出力部

意見入出力部

最適解出力部



動画配信部動画配信部 38

動画配信部



動画配信部動画配信部 39

一般関与者にオピニオンリーダ達の議論風景を配信

動画配信サイトUstreamを使用動画配信サイトUstreamを使用



投票入力部，出力部投票入力部，出力部 40

投票入出力部投票入出力部



投票入力部，出力部投票入力部，出力部 41

一般関与者による，オピニオンリーダや最適解の支持，
不支持などを調査する際に使用不支持などを調査する際に使用

投票サイトであるTwtpollを使用



MRCMRC--StudioStudioの最適解出力部の最適解出力部 42

最適解出力部最適解出力部



MRCMRC--StudioStudioの最適解出力部の最適解出力部 43

オピニオンリーダ同士の合意形成で作成された
MRC-Studioの最適解を一般関与者に表示MRC Studioの最適解を 般関与者に表示



意見入力部，出力部意見入力部，出力部 44

意見入力部

意見出力部意見入出力部



意見入力部，出力部意見入力部，出力部 45

一般関与者による，オピニオンリーダや最適解などへの
意見を調査する際に使用される意見を調査する際に使用される

マイクロブログであるTwitterを使用
意見分析は現在開発中のため 入力部で書き込まれ意見分析は現在開発中のため、入力部で書き込まれ
た意見のみ，出力部に表示
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試適用試適用 47

今回プロト開発したMRC-Plazaを用いて試適用を行った

適用対象：青少年における情報フィルタリング問題

適用するフェーズ：事前準備フェーズから暫定合意

関与者 オピ オ ダ（ 名） 般関与者

適用するフェ ズ：事前準備フェ ズから暫定合意
案への一般関与者投票フェーズまで

関与者：オピニオンリーダ（２名），一般関与者
（７名），司会者（１名），ディレクター（１名），
MRCの専門家（ 名） カメラ ン（ 名）MRCの専門家（１名），カメラマン（１名）



各関与者の役割各関与者の役割 48

オピニオンリーダ：規制賛成派，反対派に分かれ議論

司会者：議論の進行

ディレクター：MRC-Plaza用サーバの編集ディレクタ ：MRC-Plaza用サ バの編集

カメラマン：議論の撮影

MRCの専門家：各制約条件の値の変更，MRC-Studio
による最適解の生成

一般関与者：議論の視聴，意見の書き込み，アンケート
への投票 MRC-Studioの最適解の確認への投票，MRC Studioの最適解の確認



事前準備フェーズ事前準備フェーズ 49

１．MRCの専門家に対象とする問題の分析を行わせ，
各データをMRC-Studioに入力させた各デ タをMRC-Studioに入力させた

２．オピニオンリーダに，自身の考える最適な制約条件リ ，自身 考 最適 制約条件
をもとに対策案の最適解を作成させた

３．ディレクターにMRC-Plaza用サーバの編集を行わ
せ，各種データをMRC-Plazaに反映させた



規制賛成派のオピニオンリーダーの最適解規制賛成派のオピニオンリーダーの最適解 50

制約条件名 値
割合(値/最大値

* 100)
採用された対策案

2,4,6,8,10,11,12,13
青少年の知る権利への侵害 28 72%

青少年に関わるリスク 25 4%

2,4,6,8,10,11,12,13

目的関数値：
6 551 558 655円

コンテンツ提供者の表現の自
由への侵害度

8 35%

6,551,558,655円

#2 携帯電話のフィルタリングサービスの強制する

#4 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則あり)

#6 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則あり)

#8 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則あり)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
#10

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則あ
り)

#11 青少年に対し,小中学校でインターネット利用方法の教育を行う

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



規制反対派のオピニオンリーダーの最適解規制反対派のオピニオンリーダーの最適解 51

制約条件名 値
割合(値/最大値

* 100)
採用された対策案

1,12,13
青少年の知る権利への侵害 6 15%

青少年に関わるリスク 233 40%

1,12,13

目的関数値：
4 226 946 653円

コンテンツ提供者の表現の自
由への侵害度

0 0%

4,226,946,653円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)#1 携帯電話のフィルタリングサ ビスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



人気のオピニオンリーダ選択フェーズ人気のオピニオンリーダ選択フェーズ 52

１．各オピニオンリーダに自身の制約条件とMRC-
Studioを用いて得られた最適解の説明を行わせた．

２．一般関与者に誰の最適解がもっともよいか投票さ
せたせた．

投票結果から，規制賛成派オピニオンリーダの最
適解が最も支持を得た．



オピニオンリーダ間の合意形成フェーズオピニオンリーダ間の合意形成フェーズ 53

１．各オピニオンリーダと司会者に合意形成のロールプレイ．

規制賛成派の意見

「青少年のリスクを少なくして欲しい」

規制賛成派の意見

「罰則ありの対策を取らないで欲しい」

規制反対派の意見

２．一般関与者にTwitterを用いた意見入力を行わせた．
般関与者の意見

罰則ありの対策を取らないで欲しい」

「フィルタリングソフトは絶対に正しいといえるのか」

一般関与者の意見

「青少年の知る権利を侵害しないで欲しい」

「罰則がないと効力がない」「罰則がないと効力がない」



暫定合意案暫定合意案 54

制約条件名 値
割合(値/最大値

* 100)
採用された対策案

1,3,5,7,9,12,13
青少年の知る権利への侵害 17 44%

青少年に関わるリスク 120 20%

1,3,5,7,9,12,13

目的関数値：
3 031 113 073円

コンテンツ提供者の表現の自
由への侵害度

6 26%

3,031,113,073円

#1 携帯電話のフィルタリングサービスを義務付ける(保護者の申し出で利用しないこともできる)

#3 PCメーカーは,フィルタリングソフトを容易に利用できる状態で販売しなければならない(罰則なし)

#5 インターネットカフェは,端末にフィルタリングソフトを導入するなどの措置を取らなければならない(罰則なし)

#7 ISPは有害情報を含むWebサイトの管理者に対し,何かしら措置を取るよう促さなければならない(罰則なし)

サイト管理者は 自らのサイトに有害情報が含まれる場合 削除などの措置をとらなければならない(罰則な
#9

サイト管理者は,自らのサイトに有害情報が含まれる場合,削除などの措置をとらなければならない(罰則な
し)

#12 青少年の保護者に対し,インターネットの危険性やフィルタリングソフトの必要性を訴える

#13 事業者は,青少年がインターネットの危険性について理解できるよう啓発に努める



暫定合意案への一般関与者投票フェーズ暫定合意案への一般関与者投票フェーズ 55

１．一般関与者に，オピニオンリーダ同士で合意が形成さ
れた最適な対策案の組み合わせに投票を行わせたれた最適な対策案の組み合わせに投票を行わせた．

一回で合意が形成された．



試適用の結果試適用の結果 56

全体を通して，目的としていた入出力は実現できた

（ロールプレイではあるが）合意を形成することができた

一般関与者の意見が取り込まれたことにより，合意形成に納得感

しかし

般関与者 見 取り込 り，合 成 納得感

今回は，MRCの予備知識のある関与者で合意形成行なった

MRCの予備知識のない関与者でも議論に
参加できる方法が求められる参加 きる方法 求 れる
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終わりに終わりに 58

今回は，既存のMRCとMRC-Plazaのプロトプログ
ラムを使用し，試適用を行った．ラムを使用し，試適用を行った．

目標としたMRC-Plazaの入出力機能はほぼ達成できた．
オピ オンリ ダのみのでは合意が形成出来なか たがオピニオンリーダのみのでは合意が形成出来なかったが，
一般関与者を含めることで合意を形成することができた．

しかし

①MRCの予備知識のある関与者で合意形成行な①MRCの予備知識のある関与者で合意形成行なっ
たため，予備知識のない関与者が議論に参加できる
か不明

②少数で実験を行なったため，関与者が数千人を超
えた場合 意見を 映 きるか 明

か不明

えた場合，意見を反映できるか不明



今後今後 意見の反映について意見の反映について 59

当初，数千人規模のコメントをグループ分けするため，
自然言語処理やグラフ理論を用いてアプロ チを考え自然言語処理やグラフ理論を用いてアプローチを考え
ていた．

数千人規模 議論 使われる とを想定数千人規模での議論で使われることを想定して，コメ
ントに特定のハッシュタグを付与させ，グループ分け
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電話相談によく見られる「～をご利用の方は何番，

～をご利用の方は何番」というガイドのように,

ユ ザに順序を示しコメントを入力させる方式ユーザに順序を示しコメントを入力させる方式
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質問に対して「はい」と答えた場合は０を，「いいえ」

と答えた場合は１という風に，数字を保持．
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質問に対して「はい」と答えた場合は０を，「いいえ」

と答えた場合は１という風に，数字を保持．
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質問に対して「はい」と答えた場合は０を，「いいえ」

と答えた場合は１という風に，数字を保持．

その組み合わせを シ タグに組み込むことにその組み合わせをハッシュタグに組み込むことに

よってコメントのグループを分割よ て ントのグル プを分割
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意見を書き込んで下さい
質問２

～について

賛成 反対
OK賛成：０ OK

はい：０

賛成：０
反対：１

質問１で「いいえ」，
質問２で「賛成」をいいえ：１

秘密：２

質問２で「賛成」を
選択した場合

質問

あなたは18歳未満ですか？
Twitter

質問１

はい いいえ 秘密 「書き込んだ内容」
#SMRC 10



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

東京電機大学

情報セキ リティ研究室情報セキュリティ研究室

高草木一成


