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ディベート・論述文の作成
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▪ 批判的思考力を育てるための良いトレーニング

▪ 日本においても、新高等学校学習指導要領で新設された
「論理・表現 I、II、III」 でディベートやディスカションなどが
取り入れられる予定

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/1415043_06_1.pdf
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自然言語処理による自動フィードバック
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▪ 思考力・表現力を養うには添削によるフィードバックが必須

▪ 添削の負担を軽減するため、自然言語処理を活用した自動
フィードバックで個人学習を支援
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実現したいこと
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▪ 「噛み合った議論になっているか？」を診断し、ユーザにフィー
ドバックを与える

– 立論の主張に対して適切に反論できているか？

– 論理的な飛躍がないか？

立論 反論

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

「・・・」の部分がなぜ重要なのかの
説明を加えると、あなたの主張がよ
り強まります 相手の主張は「・・・」なので、それ

に対する直接的な反論を述べると
良いでしょう



© Ricoh

フィードバックの例 - 反論が噛み合っていない
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宿題を廃止すべきだ。
なぜなら、自由に使える時間が増える
からだ。空いた時間で部活やボラン
ティア、趣味など人生をより充実させ
る活動ができるようになる。

宿題を廃止すると、学校で習ったこと
を復習する機会がなくなる。家で勉強
する習慣のない生徒は、成績が下が
ることにつながる。

立論の「自由時間で有意義な活動ができる」
という主張に対して、直接的な反論を述べら
れると良いでしょう

立論

反論2 (噛み合っていない例) 

論題: 宿題を廃止すべきか？

自由に使える時間が増えたとしても、
生徒の多くは時間を有意義に使えな
い。 SNSをしたり、ゲームで遊んだりし
て、ダラダラと過ごしてしまうだろう。

反論1 （噛み合っている例）
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▪ 論述の構造を精緻に捉えることで、内容に深く踏み込んだ
フィードバックが可能になる

フィードバックの例 - 反論が噛み合っていない
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宿題を廃止すべきだ

自由に使える時間が増える

部活やボランティア、趣味など
人生をより充実させる活動がで
きるようになる

成績が下がる

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

SNSをしたり、ゲームで遊ん
でダラダラと過ごしてしまう

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

立論



© Ricoh

▪ 論述の構造を精緻に捉えることで、内容に深く踏み込んだ
フィードバックが可能になる

フィードバックの例 - 反論が噛み合っていない
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宿題を廃止すべきだ

自由に使える時間が増える

部活やボランティア、趣味など
人生をより充実させる活動がで
きるようになる

成績が下がる

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

SNSをしたり、ゲームで遊ん
でダラダラと過ごしてしまう

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

立論
反論1

反論2
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システムのイメージ
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立論

反論（ユーザが作成）

システムの解釈 フィードバック

support

attack
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関連する研究領域
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▪ Argument Mining
– 論述の構造解析や評価、生成の自動化について研究する言語処理の分野

論述文の評価 論述文の生成

論述構造の解析IBM Project Debater

[Stab+’17]

[Wachsmuth+’17]

[Hua+’19]
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何ができていないか？何が難しいか？
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▪ 論述の構造を解析し、論理的なつながりのような内容に深く
踏みこんだフィードバックを与えるところまではできていない

▪ ドメインの知識を用いて論理的な関係を推論しないと、論述の構造
を精緻に捉えることはできない

宿題を廃止すべきだ

自由に使える時間が増える

部活やボランティア、趣味など人生をよ
り充実させる活動ができるようになる

成績が下がる

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

SNSをしたり、ゲームで遊んでダラ
ダラと過ごしてしまう

どのようなメリットがあるか？

どのようなデメリットがあるか？

人は易きに流れやすい

SNSやゲームは楽しいものだ

ダラダラと過ごすのは悪いことだ

宿題は勉強の機会を与える

勉強をしないと、成績が下がる

成績が下がるのは悪いことだ

知識
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マイクロドメインで問題集を作成
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▪ 特定の論題に絞れば、論述のパターンや必要な知識は限られる

▪ 2つのチャレンジ

1. 特定の論題で狭く深く、密度の高い知識ベースを作ること

2. 横展開して対応可能な論題を広げていくこと

論題の拡大

知識ベースの
密度を高める
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問題集の作成に向けて
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▪ 英語、日本語をパラレルに取り組んでいく

英語 日本語
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英語 - Parliamentary Debate
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▪ 与えられたお題に対して、肯定と否定に分かれ英語で議論

▪ パーラメンタリーディベート人財育成協会 (PDA) と連携し、
データを収集中

一般社団法人パーラメンタリーディベート人財育成協会 (PDA)
（代表理事中川智皓、大阪府立大学工学研究科准教授）

授業の50分で完結する即興型英語ディベートの手法を考案
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日本語 - ディスカッションフォーラム
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▪ BLOGOS などのオンラインで行われる議論を活用

論題

説明文

コメント

BLOGOS 「ベーシックインカムを導入すべき？」 より
https://blogos.com/discussion/2012-02-15/basic_income/
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収集データのトピックや規模感
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言語 論題 件数

英語
宿題を廃止すべきか？ 500件

死刑制度を廃止すべきか？ 500件（収集予定）

日本語

ベーシックインカム導入すべき？ 89件

原発を再稼動させるべき？ 213件

死刑制度は今後どうあるべき？ 197件
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マイクロドメインで問題集を作成
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▪ 特定の論題に絞れば、論述のパターンや必要な知識は限られる

▪ 2つのチャレンジ

1. 特定の論題で狭く深く、密度の高い知識ベースを作ること

2. 横展開して対応可能な論題を広げていくこと

論題の拡大

知識ベースの
密度を高める
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知識ベースの作成
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▪ 論述構造のパターンを集約した知識ベース (Argumentation 

Graph) を作りこみ、探索的に動くものにしていく

収集した論述文

Argumentation Graph
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システムのイメージ （再掲）
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立論

反論（ユーザが作成）

システムの解釈 フィードバック
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システムのイメージ
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▪ インタラクティブなやりとり
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マイクロドメインで問題集を作成
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▪ 特定の論題に絞れば、論述のパターンや必要な知識は限られる

▪ 2つのチャレンジ

1. 特定の論題で狭く深く、密度の高い知識ベースを作ること

2. 横展開して対応可能な論題を広げていくこと

論題の拡大

知識ベースの
密度を高める
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クラウドソーシング (CS) の活用
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▪ CSによるスケーラブルなデータセット作成はKey Enabler

▪ CSでも十分な品質でアノテートできる有望な結果が得られてきた

詭弁の特定

反論の作成 [Reisert+2019]

[Reisert+2020]

クラウドソーシング:

全世界の不特定多数のワーカー
にタスクを依頼し、アノテーションを
してもらう仕組み。

品質の確保が難しいが、低コスト・
短期間でアノテーションが完了する
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横展開に向けて
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▪ 低コスト・短期間で知識ベースを作るため、クラウドソーシング
のFeasibilityを検証

論述文の収集
論述構造の付与

因果関係の抽出
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おわりに
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▪ 今後の見通し

– 来年内を目途に日英のトピックでデータを作成し、
Parliamentary Debateを題材に検証できるプロトタイプを完成

▪ 協力いただける教育事業者・言語処理研究者の方がいました
ら、ぜひご連絡ください！

– どのようなフィードバックがあると良いかのヒアリング

– 教育的な効果の検証

– データ作成、自動解析技術の研究 etc




