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1 はじめに 

 本報告書では、組織心理学の視点から火

山危機管理の問題について報告する。本年

度報告するのは、以下の２つの点である。 

 第 1 に、科学的な知識を持つ専門家が、

緊急時に集団として錯誤を起こしうる可能

性を昨年の報告書で指摘したが、本年度は

この問題について、三宅島噴火の際の噴火

予知連議事録を基に分析する。 

 第２に、第 1 の問題に関係するが、科学

者が社会的な意思決定にどの程度関与する

のが望ましいと考えられるのかについて、

従来の研究をもとに検討する。 

 

2.集団浅慮が起こりうるか 

 火山に限ったことではないが、危機に当

たって多くの利害関係者がかかわって意思

決定をするとなると、集団としての意思決

定の質が問題となる。 

 ことに、集団浅慮（groupthink) の研究

が重要であることは、前年度の報告で指摘

したとおりである。集団浅慮とは、ことに

凝集性（cohesiveness）の高い集団におい

て、意思決定において最適の決定ができな

いこと、錯誤さえもあり得ることを実証的

に明らかにしたものである。ここで凝集性

とは、集団のメンバーが、その集団やその

メンバーに感じている魅力の程度である。

凝集性が高い集団ほど、生産性や効率はよ

くなるが、一方でメンバーの判断や行動を

一致させようとする圧力（斉一性への圧力）

も働くことが知られている。 

 Janis(1972)は、ケネディ大統領の 1962

年のキューバ侵攻の失敗が、大統領の優秀

なブレーンを集めた会議における決定の誤

りによるものであると考え、その会議の内

容を分析して、いかにしてこの集団が愚か

な決定をしたかを分析している。この分析

によって彼は、たとえ優秀なメンバーを集

めた集団であっても、また、そういう集団

こそ、リスクを合理的に計算できずに、不

合理な決定を下してしまう可能性を指摘し

たのである。 

 表 1 は、ジャニスによる集団思考の兆候

をまとめたものである（翻訳は、基本的に

林(2001)による。若干語句を修正した。） 



表 1 集団思考の先行条件と結果（Janis, 1972） 

 

先行条件 

Ⅰ凝集性の高い集団であること 

Ⅱ構造的欠陥 

 Ⅱ－1 集団の孤立化 

 Ⅱ－2 公平無私なリーダーシップ伝統の欠如 

 Ⅱ－3 体系的な手続きについての規範の欠如 

 Ⅱ－4 メンバーのバックグランドイデオロギーの同質性 

Ⅲ誘因となる状況的文脈 

 Ⅲー1 外部のストレスが強く、リーダーの解決策よりよい案が出そうにない 

 Ⅲ－2 下記の原因による一時的な自尊感情の低下 

 Ⅲ－2－aメンバーとして不適任さを目だたせる最近の失敗 

 Ⅲ－2ーb意志決定作業の困難さ二より、メンバーが自分の能力を低く感じる 

 Ⅲ－2－c倫理基準をはずれた代替案しかないように思われるモラルジレンマの出現 

  

結果：集団思考の兆候 

Ⅰ集団への過剰評価 

 Ⅰ－1 不敗の幻想や過度の楽観主義 

 Ⅰ－2その集団固有の道徳を無批判に受け入れて決定のもたらす倫理的結果を考慮しなく

なる 

Ⅱ閉鎖性 

 Ⅱ－1 不都合な情報や警告を割り引いて解釈して、合理化する集合的努力 

 Ⅱ－2 敵のリーダーを強くないとか賢くないなどとステレオタイプ化する 

Ⅲ意思の斉一化への圧力 

 Ⅲ－1 集団から逸脱しないように発言の自己検閲が起こる 

 Ⅲ－2 満場一致の幻想 

 Ⅲ－3 異議を唱える者に対して圧力がかかる 

 Ⅲ－4 不都合な情報から集団を守ろうとする「監視人」が現れる 

  

結果：欠陥意思決定の兆候 

1．選択可能な選択肢を不完全にしか探索・検討しない 

2．目標を不完全にしか検討・考慮しない 

3．乏しい情報収集 

4．手持ちの情報の分析に選択的なバイアスがかかる 

5．前に退けた代替案を再考しようとしない 

6．選んだ選択肢の持つリスクやコストを検討しない 

7．状況に即応した選択肢の実行プランが欠如している 



3．2000 年三宅島噴火の際の火山噴火予知

連絡会の議事録分析 

 上述のような集団浅慮のような現象が最

近の日本の意思決定でみられるであろう

か。既にこの会議における議論の問題点を

小山（2002）は、8 月の予知連伊豆部会で

は、ピュアなサイエンスに関する議論が目

立って多くなされ、観測・検討結果を防災

に生かすためにはどうしたらいいのかの議

論もほとんどされていなかったと指摘して

いる。これらのことを議事録から確認する

ことができるだろうか。本報告では、火山

噴火予知連の議事録をもとに分析を行っ

た。 

 分析の対象とした議事録は、火山噴火予

知連絡会議事録（案）のうち、第 86 回（平

成 12 年 7 月 10 日）および第 87 回（平成

12 年 11 月 1 日）の 2 回、火山噴火予知連

絡会伊豆部会第 1 回~19 回までのものであ

る。 

 分析の手続きは以下の通りである。研究

の目的を知らない 2 人の評定者に表 1 に示

す分類表を与え、議事録の中の発言を分類

させた。2 人の評定者には系統的な不一致

が見られているので、さらに詳細に分析す

る必要があるが、表 2 には、両者の判断が

一致しないとき、より頻度の多い方をとっ

ている。 

 おおよその傾向として、ひとつには当然

の結果だが、メンバーのバックグラウンド

の同質性が指摘された。また、結果として、

状況に即応した選択肢の実行プランが欠如

していると判定された発言も多かった。 

 しかしながら、発言の記録が詳細な噴火

予知連絡会の議事録に対して、伊豆部会議

事録については、資料の説明や事実の確認

が多く、判断が困難な議事録も多かった。

今後は、発言の記録が詳細な議事録に限定 

表 2 当てはまると評定された発言数  

 

 Ⅱ－1 2

 Ⅱ－2   

 Ⅱ－3   

 Ⅱ－4 20

 Ⅲー1 2

 Ⅲ－2   

 Ⅲ－2－a   

 Ⅲ－2ーb   

 Ⅲ－2－c   

 Ⅰ－1 1

 Ⅰ－2   

 Ⅱ－1 1

 Ⅱ－2   

 Ⅲ－1   

 Ⅲ－2   

 Ⅲ－3 4

 Ⅲ－4 3

1 3

2 1

3 6

4 9

5 2

6 2

7 16

 

して、評定者間の一致度も含めてさらに分

析していく必要がある。現状で 2 名の判定

者の判断は必ずしも一致しないところがあ

ることから、集団浅慮が存在したと明確に

断定することはできない。しかし、いくつ

かの特徴については、数が少ないながらも

当てはまると判定されているものもある。 

 

4．科学者は社会的な意思決定にどの程度関

与すべきか 

 集団浅慮の現象は、専門家のみで委員会



を構成する際の問題点を示唆したものであ

る。しかし現実には、噴火予知連連絡会に

限らず、日本の多くの危機管理の仕組みは、

科学者が専門的な勧告を行う委員会を持っ

ていることが多い。そうした委員会では科

学的な議論のみを行い、社会的な発言や意

思決定は、別のところで行うと想定されて

いる。こうした仕組みが本当に望ましいか

どうかについては、今後議論があるところ

だろう。 

 広域災害の組織間調整について、2000 年

有珠山火山災害の事例をもとに分析した野

田（2003）は、科学者が科学的対応と社会

的対応の両方に関与したいわゆる「北海道

方式」を評価しつつも、これが定着すると

は明言していない。 

 また、同じように積極的な社会的発言を

行っている例として、齋藤（2003）があげ

られる。火山学者が社会的に発言した貴重

な事例といえるが、有珠山の場合と同様、

個人の資質に依存している印象である。 

 可能であれば、個人の資質に依存するの

でなく、仕組みとして、多角的な視点から

問題を議論できるよう、メンバーの多様性

を確保することが望ましいと思われる。 

 火山現象の分析は確かに重要だが、科学

的な解明にとどまるのではなく、社会的な

影響をも考慮に入れて議論できる体制が必

要であろう。すでに有珠山、雲仙普賢岳の

噴火の際に、非公式に人文科学者と意見交

換をしたことが知られているが、今後はそ

うした非公式なものではなく、公式なルー

トで意見を交換する場が必要になると考え

られる。 

 たとえば効果的な情報の出し方や住民の

避難のさせ方なども、本来は議論をもとに

して検討していくべきである。そうしたア

ドバイスを火山研究者以外から受けること

ができれば、それは研究者のみならず、行

政にとっても使いやすい情報となってくる

と思われる。 

 それらのメンバーが予知連の討論の場に

入ると、どうなるのか、その可能性をワー

クショップなどの手法を用いてシミュレー

ションしてみるのは価値があると考える。

そのためには、予知連メンバーのヒヤリン

グを含め、基礎的な資料の収集もさらに必

要である。 

あわせて来年度以降、有珠山そのほかの

事例についても、議事の経過、社会的な影

響などについて、分析を進める予定である。 
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