
特集 政策科学の展開と手法

合意統合手法の比較と批判

今村和男

1.はじめに

合意統合の手法については，本誌25 巻 8 号の

“オピニオン・テクノロジー"特集号で，小岩明

・佐藤貴一郎氏が「コミュニティーにおける合意

形成と支援システム J と題し， S R法について，

くわしく報告されている.さらに25巻 3 号でも同

一筆者による「環境管理における行政の対応と支

援システム」の中で， LENS法，ゲーミング・

シミュレーションについての記述がある.

また本号で、は，柴田祐作氏が， S 1 NP Li法に

ついてくわしく紹介されることになっている.

まだ本誌に紹介されていない方法で，各界で広

く実用されているものに，中村信夫氏のポリシー

・デザイン法，略称PD法がある.

筆者は上記LENS 法， S 1 NP L法と PD法に

ついてしか実際に経験したことがない.

この他にもいろいろの手法が報告されている

が，未経験の手法について比較したり，批判する

ことは避け，ここでは上記 3 法についてのみ，ふ

れることを初めにお断りしておきたい.

筆者はSR法はLENS法を参考に開発拡張さ

れたものとみて，ここではLENS法を対象とす

る. PD法については，中村氏の著書がいくつか

あるが，そのあらましをまず紹介する.
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2. ポリシー・デザインj去CPD~去〉とは

2.1 概要

PD法[1] は，われわれ人聞を最小単位とする

社会システムを，極力最適化するための学際研究

の方法である.それは技術を含む政治，経済上の

あらゆる問題の発見と，その解決に用いられるシ

ステム・デザイン法の一種でもある.

問題の発見は，対象とする社会や組織を構成す

る人々の願望とか欲求を抽出することから始め

る.ついでその社会の直面する機会と脅威につい

て，環境予測を行なう.それとともに，われわれ

のもつ強みと弱みを分析する.

これらはすべて，原因と結果の連鎖よりなる連

関図に整理する.その連関図を文章化し，シナリ

オを作成する.その骨子は，われわれの弱みを補

強し，強みを生かし，脅威を避けて，機会を捉え

願望を達成する，というシナリオである.その中

には，現状と，あるべき理想的な姿との聞の“は

ざま"が浮き彫りにされ，問題の所在とともに，

解決の方向が明らかにされる.

このシナリオをもとにして，当面(たとえば，

ある期間内)達成すべき目的・目標を定めて，そ

の解決のためのアイディアを広く求め，これを，

目的士写手段の関係で整理して行動の筋道を示す.

そうしてウェイトにしたがって実践行動を選択し

実行する.

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



この方法を企業等に適用する場合，中村氏はビ

ジネスデザイン法(BD法)[2J と呼んでおられ，

手順は同じであるが，考え方や評価基準は当然、変

わってくる.

2.2 方法簡の評価基準

一般的にし、って，社会システムの設計に適用す

る方法とか手法が，人々に受け入れられ，知的生

産に活用されるためには，それなりの説得力が備

わっていなければならない.今までの習慣を捨て，

新しい思考法にしたがうことには，抵抗もあり，

相応の金や時間もかかる.したがって，注ぎこむ

努力に見合う見返りが期待できるか否かは，新思

考法の導入に先立つて，よく検討する必要がある.

そのための評価基準として，多少前後し，重複

する面もあるが，列挙すると，次のとおりである.

① 背景にある理念が，しっかりしている

@ 手法のやり方を決める論理が，しっかりし

ている

③ 合理的な科学的方法とともに，人間学，行

動科学が生かされている

④ 共通の目的，目標が容易に導かれるように

なっている

⑤ 森と木の両方を見ることができ，総論と各

論の斉合がとれるようになっている

⑥ 予測と統御を導く未来指向である

⑦ 直観と論理思考が，ともに生かされるよう

になっている

⑨ 定性的なものと定量的なものが，組み合わ

されるようになっている

⑨ その方法の理解が，むずかしくない

⑩ 応用の範囲が広い

⑪ ユニークな戦略，戦術が引き出せる

⑬ 目的・目標に対する行動の筋道が，システ

ム的につくれるようになっている

⑬ 情報の収集に対するポイントがはっきりす

る

⑭ 創造的な問題解決法である

1981 年 9 月号

⑮ 総合科学的な方法である

この他にもいろいろ考えられよう.今日の PD

法がこれらの基準に十分合致するものとは言えな

いが，しかし多くの経験から，それに耐えられる

ものとなりつつあることは確かである.

2.3 PD法の精神

方法論にはすべて，その基本に哲学がなければ

ならない.それに欠けるか不十分で、あると，場当

り的テクニックになってしまう. PD法の精神と

はその哲学を指し，理念と論理とに分かれている.

理念は，次の 3 項からなる.

① 人間尊重の理念

② 弁証法的統一の理念

③社会的連帯の理念

ついで論理は，次の 3 項からなる.

① 理想像追求の論理

② 創造的思考の論理

③ 科学的因果律の論理

次に上記のそれぞれを説明する.

まず，人間尊重の理念であるが，今日の管理社

会で，人聞は全人格的評価も活用もされておらず，

その尊厳は犯されている. PD法では，社会を構

成している人聞を人ひとりが固有の人格，知

識，経験と価値観をもっ個人として捉える.そし

て各人の参画(involvement)によって，そのグル

ープが前向きのシナージー効果(相乗作用)を発現

するよう試みる. 1 人ひとりが，すべてをさらけ

出してともに悩み，ともに苦しみ，ともに喜び合

うことにより，共通の目的・目標に到達する，そ

うし、う達成意欲を満たすやり方を， PD法は目ざ

している.

次に弁証法的統一の理念であるが，弁証法と言

えば，すく

かし，東洋思想の中にも，古くからその考え方が

ある.たとえば般若心経の「色即是空，空即是色J

なる言葉は，自己をいったん否定し，それをまた

否定することによって，自我とか固定観念を超越
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した新しい自己によみがえることを言う. PD法

では， rなぜか」という聞いをいろいろの場合に用

いる.なぜか，は否定に通ずる.一方で否定の洗

礼を受けない肯定は，浅薄な肯定にすぎない.

第 3 に社会的連帯の理念である.米国のロッジ

教授は，米国社会のゆきづまりはロックの 5 原則

にあると指摘している.すなわち「個人主義Jf私

有財産Jr競争原理Jf限定国家権力」それと「科学

的専門分化」である.西欧型科学文明の破局を阻

止するには，東洋思想を取り入れ，自由と個と全

体との斉合のとれた，新しい社会規範をつくらね

ばならない. PD法は，社会的連帯感の醸成をも

たらすことを狙っている.個人の問題でも，ゆき

つくところは，国や人類の問題に帰一する.そこ

で，つねに高位レベルのシステムが何を求めてい

るかを考えることにしている.

論理の第 l は，理想像追求の論理である.グル

ープで問題解決にあたる際，常に犯しがちな根本

的誤りは，目的・目標について共通の認識がない

ままに，手段の論議に飛び込むことである.人聞

は自分が見たいものだけを見，信じたいことだけ

を信じようとする性癖がある.したがって目的・

目標を各人自分に都合のいし、ように勝手に解釈し

がちである.これが混乱のもとになる.社会シス

テムの設計で，まず初めになすべきことは，われ

われの目ざす旗はどこにあるか，を問うことであ

る. PD法では，手がかりの目的(らしいもの)に

対して，なぜか，なぜかと追求し，目的のハイア

ラーキを形成する.そしてそのグループの「固有

の立場J に立脚して，ギリギリの高いところに，

目的を設定する.それを理想像と定義する.ここ

からシステムの設計思想または基本構想を立てる

ことにする.

第 2 の論理は，創造的思考の論理である.社会

システムの効果的設計に，創造性は不可欠である.

根本的には創造性は個人の資質に依存する.した

がって関係する個人の創造性をフルに引き出すと

同時に，集団のシナージー効果を発揮させねばな
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i フィードパソク j
函 1 仮説演鰐法

らない.その仕かけが方法論の中になくてはなら

ない.システム設計に必要な思考は 3 通りある.

思考の広さ，思考の高さ，それと思考の深さであ

る.それらは拡散思考，直観思考，それと論理思

考に通じよう.この 3 つが揃わなくては，立派な

システム設計はできない.しかし創造性の観点か

ら，あえてウェイトをつけると，直観が重視され

る.それを発現する方法は，マーフィーの法則に

もあるイメージ思考の訓練以外にはない. PD法

の実践は，その訓練の場ともなる.

第 3 の論理は，科学的因果律の論理である.科

学の方法では，分析，総合とし、う帰納法的やり方

が主流である.しかしポアンカレーも言うとおり，

事実の集積が科学ではない.科学者は，まず予見

すべきであり，デカルト流の演鰐法がその源流で

ある. PD法では，どちらかと言えば，後者の立

場をとる.図 1 のように，原因・結果の因果関係

の中から仮説を立て，これを検証し，検証されれ

ば原理・原則とし，反証されれば仮説を立て直す.

PD法のプロセスで，意見，アイディアの開陳に

は，因果関係の裏づけを求める.単なる推定では

誤るからである.また戦略，戦術として組み立て

られたアクション連関図は，実現性は高いが

つの仮説とみなす.それは実践によってのみ検証

されるからである.

2.4 PD法のステ'"プ

PD法のステップは，表 i に示すとおり 6 ス

テップから成る.ステップ(1 )は「テーマとその背

景を明らかにするJ 段階である.インプットとし

て決定的な意味をもつものは「クやループのコンピ
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表 1 PD法のステップ は，関係者のもつ強みと弱みの

〈インプット〉 〈ステッソ〉 〈アウトプット〉

尽翌四弓雪田1
q空事百四豆田

種類とその困果関係を示す.先

にも述べたシナリオは，これら

の連関図をもとに作成するので

ある.

テンス J である.問題に応じ適切な人々で構成し

ないと，シナージー効果も出てこない.次に「基

礎的な内外の情報J が必要である.テーマによっ

て必要な基礎情報を選ばねばならないが，なぜ(価

値軸)何を(空間軸)どうして(時間軸)という， 3軸

に沿って選摂する.インプットの最後は「固有の

立場」である.これはあらゆる価値判断の“物差

し"である. r猫に小判Jのたとえのとおり，ある

人にとって価値あるものも，他の人には!文の値

打ちもないことがある.つまり価値は「固有の立

場J によって，どうにでも変わるからである.

次にアウトプットであるが，まず願望連関図で

ある.それは関係者のもつ Wants であり， Must 

beであり，ビジョンである.これには関係者のも

つ願望，つまり，ものごとがうまく運んだあとの

理想的な姿を問い，その答を模造紙に羅列書きす

る.それらをカード化し因果律にしたがって連関

図をつくる.環境予測連関図は，機会と脅威の種

類と因果関係を示し，能力連関図と問題点連関図

1981 年 9 月号

ステップ (2) は「理想的な目的

・目標を設定するJ 段階で，そ

のインプットは「理想システム

設計の原則」と「明確な設計思

想」である.理想、システムの“理

想"は前ステップの願望連関図

の中に表現されている.しかし

現実の目的・目標は，理想性と

ともに，論理性，現実性を兼ね

備えたものでなければならな

い.つまり理想を標梼しながら

も，よりリアルな設計思想に凝

集しなければならない.共通の

目的・目標というものは，社会

システムの設計には欠くことのできないものであ

る.

目的とは，到達すべき理想の姿を実現すること

を「…をーするj という形に定性的に表現したも

のである.この設定には「目的展開法jを用いて，

目的群のハイアラーキを作成する.その際，弁証

法にしたがい，なぜか，なぜか，と上方に上位の

目的を追求することと，どのようにして，どのよ

うにして，と下方に具体手段を追求する.そして

「固有の立場J に照らして，ある水準の目的を，

全員の納得のもとに選定する.これに対してさま

ざまの条件を設定する.たとえば目的追求に与え

られている期限とか，利用可能な資源の制約とか，

また仕様で‘あったりする.これら条件を考慮し，

さきの目的を具体的，定量的に表現したものが，

目標である.このように目標を定めるとともに，

システムのフレーム・ワークを決めるインプット

とアウトプットをつけ加えて，ステップ (2)は終わ

る.
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ステップ (3)は「目的・目標達成のためのアイデ

ィアを自由・大胞に発想する」段階である.イン

プットは「創造的発想の原則J と「ブレーン・ス

トーミングJ である.ブレーン・ストーミングに

は，時に“間"をおいて，各人に十分考えてもら

う時聞をとることが，有効である.ブレーン・ス

トーミンク。は，アイディア・ジェネレーションの

決め手であるが，同時に集団のシナージー効果に

期待して，初めの“ひ弱な"アイディアを皆で育

てあげる努力も必要である.

ステップ (4)は「多くのアイディアを基準により

簡い分け，体系化するj 段階である.アイディア

の評価と選択は，固有の立場と，問題に応じて定

められた「評価基準」とに照らして行なわれる.

こうして選択されたアイディア群は，カード化し

て，目的t手段の体系化を行なう.この結果作成

された図を，第 1 次アクション連関図またはファ

ンクション・ダイヤグラムと言う.

ステップ(ラ)は「解決策をいくつかっくり，その

中から理想、に近く実現可能な具体策を選ぶ」段階

である.第 1 次アクション連関図の中で，ウェイ

トにしたがって選択された実践行動を，さらにブ

レーク・ダウンして，詳細な戦術を組み立てる.

このためには，インプットとして「各種専門情報」

が必要であり，時にはク争ループの編成替えの必要

も出てくる.そして実行のやさしいものと，やや

背伸びしなければできない，という，少なくとも

2 種の具体的な代替案をつくるのである.

ステップ (6)は「提案し，実行・管理して，目的

目標を達成する」段階である.この過程では当然

実績のフィード・バックも行なわれねばならない.

この段階ではこれまでの段階以上の工夫と努力が

必要であるが，細かい記述は省く.

3. 3 手法の共通点と相違点

3. t 共通点

PD法， LENS法と SINPL法の共通点の

第 l は， 2.2 で述べた「方法論の評価基準」に，
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どの方法も合致するように設計されている点であ

る 1 つ l つの基準に照らすと，合致の程度に濃

淡はあるが，はずれていることはない.したがっ

て 3 つの方法は，いずれも合意統合のもとでの社

会システムの設計法として，説得力を備えている

と言っても良い.

第 2 は社会システムを考える場合，つねに考え

ておかなければならない 2 つのポイント，これら

に 3 つの方法はいずれも深く心を留めている点で

ある.その 1 はシステムに関係のある人々を初期

の段階から参画させようと試みる点である.たと

えば先の「コミュニティーにおける合意形成と支

援システム」の中で，小児，佐藤氏は川崎市小田

地区の防災問題を扱っておられる.この場合参加

者は約 100 名，中には老人，主婦，サラリーマン

と多様の人々を含んでいる.一方SINPL法で，

柴田氏は，エネルギー問題を扱い， 50人の人々の

参画したワークショップをもたれたことを報じて

おられる. PD法も同じである.計画する側とさ

れる側，これが別々では，せっかくの計画も途中

挫折することは幾多の事例の示すとおりで，面倒

でも初めから両者の合意による計画が進められね

ばならない.その 2 として，参画する人々の相互

理解に 3 つの方法はし、ずれも配慮していること

である.皆が初めから共通した問題意識，互いの

親密さとか相互理解をもっていることは，ないと

言っても過言でない.そこで初めのうちに，くつ

ろいだ雰囲気をかもし出し，お互いの理解を進め

ることが必要で， 3 つの方法は，それぞれ対策を備

えている.たとえばLENS法では，主題と離れ

て，いくつかの話題を論じ合う.その例として，

リーダーシップについて，次のような質問をする.

① これまで50年間に，どこの国でも，どの分

野でも結構ですから，成功したリーダーをあ

げてください.

この答えとして参加者の中から，いろいろ

なリーダーの名前が上ってくる.その中に毛

沢東をあげる人もいるとしよう.次の質問は
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② これらのリーダーがもっていた重要な特徴

はどんなことでしょうか.

この答えとして，毛沢東の場合は，カリス

マ的存在であったから，などと答えがくる.

さらに次の質問として

③ 今後 10年間の社会におけるリーダーにとっ

て，最も重要な新しい特長はどういうことに

なるでしょうか.

これに対して先見の明，調整能力等々との

答えがかえってくる.

これは昨秋 180年代日本の総合安全保障J 研究

会でとりあげられた例である. PD法では作業の

各段階で，ともに悩み，苦しみ，喜び合う過程を

通して，一体感を会得させようとしている.

共通点の第 3 は手順が本質的には同じであると

いう点である.すなわちいずれの方法も次の手順

を追っている.

① ビジョンの作成

② それの妨げとなる問題点の解明

③ 問題点解決のための対策の創造的提案

口一確化戦略の決定

戦術の決定

④ 実践

上記①②③の各ステップで，ブレーン・ストー

ミングを全面的に実施している点も 3 方法いずれ

も同じである.もちろん，上記の 4 つのステップ

それぞれの内容や言葉の表現，それにおかれてい

るウェイトには， 3 つの方法で違いはある.

3.2 相違点

3 つの方法の相違点は，それぞれの方法の特徴

でもある.先の手順の中の各ステップで，いずれ

の方法もシナリオ・ライティングを行ない，作業結

果を文章にまとめる.それはちょうどKJ 法の B

型文章化に相当する.このシナリオ・ライティン

グにいたるまでの作業のやり方が，それぞれ異な

るのである. LENS法と SINPL法は一部を
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除き，同じであるが， PD法は異なっている. PD 

法では，先にも説明したように連関表を作成する.

これにより結果と原因または目的と手段の関係

で，発想された概念を体系的に整理する.このや

り方の l つの利点は初めの発想に落ちゃ抜けがあ

っても，連関図に書いてみると，気がつくことで

ある.たとえばABCDE と発想されたものを，

結果と原固または目的と手段の関係で体系的に整

理したら，図 2 のようになったとしよう.この場

合，中に文字の入っていないマスは，発想では抜

けており，そこには新しい言葉をおこす必要があ

ると思われる場所を示す.このように，連関図の

形に整理すると，発想された各概念の関係がはっ

きりするうえ，初めの発想の不足もわかる.その

うえで，この図の言わんとするところをシナリオ

.ライティングすることは容易である.

次にLENS 法， S 1 NP L法では，前記手順

の各ステップで，考慮すべき項目のカテゴリーを

示す図を用いる.たとえば先の小岩・佐藤氏の「環

境管理における行政の対応と支援システム j の報

告の中で「実際的戦略発想」の参考に(筆者の「問

題点解決のための対策の創造的提案j の中「戦略

の決定j に対応)図 3 を用いている.発想された

概念をこのカテゴリーにもとづいて整理すれば，

体系的に分類でき，また抜けや落ちも明らかとな

る.すなわちこのようなカテゴリーを用いること

手段一一一一一+ +一一一一目的

原因一一一一一.... ー一一一一一結果

図 2 連関図
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図 3 カテゴリー図

は， PD法の関連図作成と同じ効果がある.また

このステップでLENS 法， S 1 NP L法では，

水平思考を応用している.すなわち「実際的戦略

発想J のステッフ。で，ブレーン・ストーミングに

より発想された各概念を，まず類似性によって，

一応グループに組み分けし，次に各クーループの中

から重要と思われる概念を引き出し，今度はその

概念を中心に，今までの組み分けを御破算にして，

まったく新しい考え方に立って全部の概念を再整

理する.水平思考による再分類が，思わぬ新しい

発見や発想に結びつくことは，従来から指摘され

ているところである.

4. 結語

上記 3 種の方法について，それぞれの長所短所

を十分明らかにできるほど，筆者は研究を進めて

おらず，また実際の経験もふんでいない.したが

ってはっきりした結論を述べることは，残念なが

らできないがつだけ言えそうなことは，応用

分野についてである. PD法は，多くの専門家の

参画を必要とする分野には一番向いている.一方

作業の過程で，他の 2 法より頭脳労働を多く必要
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とするため，一般の人々の参画

を得ることはできにくい.これ

に対し，先の川崎市小田地区の

例にみるように，関係する多く

の一般市民の参画を必要として

いる分野では， LENS法それ

を拡張改良したSR法や SIN

PL法が向いている.作業が容

易で，誰でも参画し知恵を出し

合えるうえ，参画者に一体感を

いだかせる試みを十分準備して

いるからである.

しかし 3 法とも，実践さるべ

き諸行動の聞に，その相互関係

も考慮していかに努力や金を配

分すべきかにまでいたっていな

い.これは今後に残された課題と言えよう.
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