
特集 社会情報システム

合意形成技術
一一社会情報システムとの関連において一一

司馬正次

1. I 日本沈没j のなかでの社会的合意

形成

「日本沈没」がブームになったのは第 1 次石油

ショツグの昭和48年のことだ.その中で小松左京

氏はひとつの社会的合意形成のプロセスを示して

いる.

いうまでもなく，この小説は日本海溝における

地殻変動により日本列島が海底に沈没することを

主題にしている.われわれの住む日本列島が沈没

するとしたら，これは文字どおり，日本国民の浮

沈に関する大事件である.この事実を事前にいか

に徹底させ，それに対する国民全体の合意を形成

していくかは最大の課題といえる.

小説では 3 つの段階に分けてそれを描いてい

る.第 1 は内閣総理大臣の「世界雄飛」発言であ

る.国会のロビーや財界の一部でこの古めかしい

言葉が流れ始める.詮索好きの人が調べると，首

相がある懇談会の席上でいい出したらしいことが

わかる.

まだこの時は，日本の沈没が確実的となってい

たわけではない.しかし， D-l 計画と呼ばれる

極秘調査により最悪の場合には，日本沈没も生じ

かねないことが明らかとなっていた.この最悪の

事態にそなえて，すこしでも日本国民を海外に出

しば しょうじ筑波大学社会工学系
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しておこうとの深謀遠慮からの発言である.

第 2 は，日本沈没が避け得ざるものとはっきり

したときである. r 日本列島は沈没する! ?一海底

火山の権威田所博士の予言」と大衆週刊誌にセン

セーショナルな見出しとともに，ほぽ完全な地殻

変動の理論が発表された.しかし，現代地学の常

識として，とてもそのようなことは考えられない

など「記事全体としては，田所博士の説を，奇想

天外あるいは荒唐無稽といった印象を与えるよう

に，ひやかし気味に」扱かわれていた.つまり，

日本沈没をまともに述べでは大きな社会不安がお

きる方で真実を述べながら，他方ではその効

果を中和する行動をとりながら日本沈没に対する

心の免疫をつくろうとしたのである.

最後の第 3 は，あと 10カ月のうちにほとんど間

違いなく日本が沈没すると予想されたときに行な

われた.その方法は劇的な政府発表の形をとる.

まず，米国の測地学会で，日本列島弧を中心に巨

大な地殻変動がおこりかけているという緊急談話

が発表される.それから 3 時間後にパリの通信社

より「日本消滅の日せまるj というニュースが全

世界に流れる.このニコースは， 8 本の「午前 8

時，出勤前のニュースとして，ラジオ，テレビで

一斉に日本全国に放送された.つづいて30分後，

臨時ニュースとして，その日の午後 l 時，臨時国

会において首相の重大演説が行なわれることを予

告した」のである.
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これら「日本沈没」のなかでのステップは，全

国民的なコンセンサス形成のためのひとつの流れ

を示している.最初の首相発言は，一種の間接発

表である.事実とその対策案とを人々にそれとな

く伝える時の常套手段だ.それは，公的な人をと

りまく個人的なコミュニケーションの形で生ま

れ，いつとはなしにマスコミに増幅されていく.

第 2 のセンセ}ショナルな週刊誌を通しての発

表は，一方で人々に例のとおり大げさな記事とし

て受け取らせる.しかし，情報を提供した側は，

その情報の社会におよぼす波紋の行くえを注意深

く見守り，次の予を考える.いわゆる，アドバル

ーンをあげて様子をみるという方法だ.

そして最後の外電にもたれかかりながらの政府

発表は儀式である.したがって劇的であればある

ほど効果がある.オリンピック終了の翌日に池田

総理の引退を発表したり，外国の通信社のスッパ

ヌキに呼応しての発表などはドラマを盛り上げる

ための工夫といってよい.

このような合意形成の技術は社会的盛り上

げ」の技術とわれわれが呼ぶものである.すで

に，本誌25巻 8 号で示したように，社会的合意形

成の局面は 3 つある.注1)第 l が，問題となる

事項に対する社会的注目や関心を高め，その合意

形成への盛り上げをはかる局面である.第 2 は，

会合，集会などの参加者による合意形成である.

前述の日本沈没の場合は，事実認識の合意が即，

解決のための具体策となった.したがって，社会

的にはこの第 2 の局面はあまり問題とならなかっ

た.しかし，多くの場合には r社会J の代表者

とでもいうべき人の間での合意が必要となる.そ

して，第 3 は，その参加者の間で形成された合意

を広く社会全体に広め，その合意事項を維持・展

開してし、く局面である.

これら 3 つの局面の重要度の比重は，問題の

性格によって変化するであろう.しかし“社会的

合意"を実体化させるのに最も中心となるのは，

第 2 の参加者による合意形成であることは間違い
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ない.したがって以下，参加者による合意形成に

しぼって話を進めることにする.

2. 参加者による合意形成のプロセス

「参加者の合意」をはかる方法はいろいろ考え

られるであろう.筆者が，何回かの実験の結果，

かなり有効と考えている合意形成のプロセスは図

l のように示すことができる.まず，当面の課題

に関する情報が参加者たちに示される.当然，そ

の「情報提示」のプロセスのなかには，課題の争

点に対する各種の意見，事実，分析などが含まれ

るであろう.したがって，その「情報提示」の前

段階には，多くのOR的解析が必要であり，それが

合意形成の重要な前提となることは当然である.

しかし，ここでは，その部分はあえて省略し，そ

のあとのプロセスを中心に示すこととしている.

さて， r情報の提示」に対して，参加者はなんら

かの反応を示すであろう.また，ある場合には，

参加者の反応を促進するための措霞が必要な場合

もあるだろう.このようにして，あらわれた参加

者の反応を収集すると同時に，それを構造化，あ

るいは集計・解析する必要がある.そして，その

結果を，個々人の反応が参加者全体のなかでいか

なる位置にあるかわかるような形で提示する.こ

の「参加者全体の意見分布」という新しい情報を
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もとに，多様な意見のしぼりこみを行なうーそし

て，必繋ならさらに，そのしぼりこんだ問題につ

いて同様のプロセスを繰り返していくのである.

つまり，ここでは，集団としての合意形成を，

相互啓発による学閣過程と考えているのである.

極度に持議の対立が尖鋭化している場合，はたし

てそれが可能かとの疑鰐もあろう.しかし，その

場合とて，科書調繋の前提としての学習過稼が存

在することは確かである.その意味で，築関とし

ての学習過程を効率化することこそが参加者の間

の合意静戒の中心的課題であるといえよう.

~て，鴎 i のようなヅ口セスを前提とした場合，

その技術に最も大きな影響を与えるのは，参加者

集聞のサイズである. 50 人程度からぜいぜい 100

人穏度までの小・仁科築関の場合と数1ぎから 1000入

に遣する大集患の場合とでは用いる技術に大きな

違いがある.そこで小・中集団と犬集聞とに区分

してその技術のいくつかを紹介しよう.

3. 小・串集問 iこおける合意野球技梼

集摺のサイズの影響が大きくあらわれるのは，

図 l の「参加者の反応の収集J ， r反応状況の構造

化j さらに f反車状況の全体的布授の提示j の各

ステッブである.それに対して， r情報の提示jの

ステッブは集団のサイズにそれほど影響撃を受けな

し、.

すなわち，小・中集聞においては，参加者数，

すなわち反応数が際られるため，その個々人の反

応内容を質的な言議情報のまま収集し，構造化す

ることができる.それに対し，大集団の場合には，

儒々の反応を数値化しないかぎり，その全体像を

示すことは困難となる.したがって，小・中築面

においては，言語情報の構造化こそが技術の中心

になるといえよう.

このぎ言語情報の構造化に最も適した方法は f ラ

ベル化j 手法である. JII審問二郎氏のKJ 法に発

する r 1 項釘 i 枚のラベルにj の手法である.そ

して， KJ 法は言語情報としての反応、の全体的布
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僚構造を示すとともに，それを還して意見の収束

をもたらすきわめて有効な技術といえる。

しかし，このKJ 法宮小・中集団の合意形成に

利用するためには 2 つの点でその拡議が必要であ

る.ひとつは，それを行ないうる集聞のサイズの

拡大であり，抱のひとつは構造化の閥解パター γ

の拡張である.

よく知られているように， KJ 法では集聞やイ

ズが 6 名獲震のとき最も効率がよく，人数の増加

とともにその実施にかなりの工夫がいる.しか

し，小・中集団?とおける合意形成の場合少なくと

も数十名のレベルでの参加者を容易に扱える技術

が必要となる.

との点の技術的改善令行なったものが fハイ・

ブレーりである.注目従来のKJ 法は，机また

は床の上にラベルを並ベラそれをとり臨んで操作

を行なっていた.そのため，どうしても参加人員

に制限が生じる.それを，犬勢が見えるスチーノレ

黒板上で行なったらとの発想、である.裏面に磁性

をもった薄いプレートを用い，その表衝には大型

のラベルが立れるようにしたものである.

この考察により，従来 5-6 名に限定されてい

た構造化の作業が，一挙に i 桁多くの人数のもと

で行なえるようになった.たとえば40一知名の参

加者から，意見を短文でプレート上のラベルに記

入してもらう.それを，黒板上に主主ベ，全員注載

のもとで構造図解をつくりあげていくのである.

操作に習熟するなら4令寸G枚のブレ…トを 5-6

分のうちに構造化することも困難ではない.なに

より有利な点は，文童率詳

をその tまE ~ま主とりこんでで、いける点であ 2るS. また参加

者の代表による摺解作業{構造化作業}を集部全体

で見守h 必要ならそれに意見を加え，全員参加

のもとでの構造化作業を行なうこともできる.

さらにいまひとつの技術的拡張は，構造化の簡

解パターンにおいてである.問題のがf~格をより者

効に表現するため，種々の摺解バター γが考えら

れるのはきわめて E当然な動向といえる，たとえ
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問題の性格 凶解パターン

what (和Iが問題か?)
の明確化 KJ 法での図解
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ば，時間的な前後関係にもとづいての構造化の際

には，アロー・ダイアグラムによる図解が有効で

あろう.また，機能を系統的に展開する際には，

VEの機能系統図の図解法が適しているであろ

う.言語情報の構造化のパターンをうまくまとめ

ているのは「新QC7 つ道具j ということができ

る.注3)

やや一面的な嫌いがあることを十分承知のうえ

で，あえて， r新QC7 つ道具」における図解パタ

ーンと問題の性格との対応づけを行なったのが図

2 である. KJ 図解による問題の構造化が最も効

果をもつのは「何が問題なのか? J, つまり 5W

lHの What を軸に構造化する時ではなかろう

か.それに対して Why (何故)により原岡を追

求していくときには，連関図型の図解が役立つ.

また Who や Where を明らかにするには，マト

リックス図法が適当であろう， How により手段

体系を構造化する際には系統図法， When は先述

のようにアロー・ダイアグラムにより問題の構造

がいっそう明確に表現できるであろう.さらに，

近藤次郎氏の開発した PDPCは将来のシナリオ

設定的な問題の構造化にきわめて有効といえる.

このように， r新QC7 つ道具」は，言語情報の構

造化に進歩をもたらした点高く評価できる.

4. 大集団における合意形成技術

参加者の人数が数百名に達すると，言語情報の

ラベル化による構造化手法は用いにくい， (もし

仮に小集団に分割して，それを総合化するとして

も数百名を一度に扱うのは困難であろう. )そのよ

うな時，参加者の反応をとらえるには，アンケー

ト方式によるよりは仕方がないであろう.すなわ

ち，ある主題に対する参加者の反応をあらかじめ

表 1 ワイヤレス・アナライザーの主要諸元

規

機器構成

通信方式

通信速度

1 型 llA型

本体(CPU ， FD , TX , RX) I :本体(CPU，プリンター，モニター)
コンソールターミナル l 送信器(アンテナ) x 2 

ラインプリンター |受信器(アンテナ) x 2 

アンテナ( 4 本

¥ I~賊ポーリング方式一向周跡…醐御)
15ms/子機

プログラム IBASIC言語により任意記述 IROM固定専用プログラム

llB型

本体(CPU，プリ γター)

送信器(アンテナ) x 2 

受信器(アンテナ) x 2 

(モニター CRT)

機 i 操作ボタン|コンソールターミナル !専用操作キー
その他 l ピデオ出力あり l ピデオ出力，テープレコーダ入出力，経時アナログ出力，通信機能

本体寸竺hF!一一日~_J~80竺型?70H 一」竺竺430空ーとやそH
120 127 (255まで拡張中)

テンキ一入力による 3 桁 1 テンキ一入力による単遷摂肢 (1- 9) 

006P I UM  3 X 4 電圧低下検出機能っき

86W X 124D X 38H 78Wx 134D x38H 

1982 年 5 月号 (43) 285 © 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.



選択肢の形でカテゴリー化して

おく.そして，それに対する反

応を求め，結果をカテゴリー別

頻度の形式で示すのである.そ

の際，通常のアンケートと異な

る点は，反応の回収からその集

計，結果の提示までの時間であ

る.せいぜい数秒の聞にそれを

行なう必要がある.

これを可能とする技術として

すぐ思い浮ぶのはレスポンス・

アナライザーであろう.しか

し，いままでのそれには，いく

つかの致命的な欠陥があった.

その最大のものは参加者の反応

を回収する子機と，その反応、を

集計する親機との聞がケーブル

で結ぼれていた点、である.した

がって，大集団が集まる会場への自由な設置，た

とえば，広いホールなどへのランダムな配置，あ

るいは屋外での利用などは困難があった.さらに

子機数を多くするとケープ苧ルの量が多くなり，現

実的には，子機数を数十のレベルにおさえざるを

得なかった.

このような欠点を改良するため，参加者からの

反応を電波で送り，それを受信し集計・解析，提

示する新しいシステムを筑波大学の筆者を含むグ

ループで開発した.注4) ワイヤレス・レスポンス・

アナライザーと呼ばれるものである.これにより

通常の大集会場やホールの範囲であれば，電波の

障害がないかぎり自由に参加者の反応を収集する

ことができるようになった.また子機は電卓をす

こし大きくしたくらいのものであるので，運搬，

設置もきわめて容易となった.

表 1 に示すように 1 型から始まり II a , II b 型

と発展してきた.そして現在子機数を 255 台にま

で拡張を進めつつある.また，子機からの反応を

集計提示する能力も飛躍的に高まってきている.
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集計提示されるものは(1)反応した子機数の経時的

な集計， (2)選択肢( 1-9)別の反応子機数， (3)各

選択肢に反応した子機番号， (4)質問相互の聞のグ

ロス集計表などである.

ワイヤレス・アナライザーは過去 3 年間にわた

る大集団での合意形成実験の結果，ハード面では

ほぼ完成の域に達している.今後は，この新しい

、ードに合った合意形成のためのソフトづくりが

課題となってきているのが現状である.

5. 合意形成の事例

いままで述べた技術を用いた合意形成のふたつ

の事例を簡単にふれることにする.ひとつは「北

海道天堀町の将来像形成j のための事例であり，

他のひとつは rQCサーグル茨城地医体験談発表

会」における事例である.前者は，小・中集団の

ラベル化手法とビデオによる自己学j1?1 とを組み合

わせ効果をあげたものであり，後者は，サークル

活動の体験談発表にワイヤレス・アヲライザーを

用いて，大集団での学習過程の活性化をはかった
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事例である.

5.1 ビデオづくりによる町の発展ゴール形成

への賦み

北海道の天塩町は，日本の最北端稚内に近い人

1 :1 6200人ほどの町である.この町の将来像づくり

をDAVIKシステムという新しい形の町長と住

民との対話方式により進めた事例注5) は本誌でも

すでに紹介した所である.その際，自分たちの町

の将来像をもっと目に見える形であらわせないか

との話が出た.つまり，対話よりももっとはっき

りとしたイメージとして町の発展ゴールを示し

それに対する合意はできないかという声である.

この声に呼応して行なわれたのが，図 3 に示す

ような「ピデオづくりによる合意形成」の試みで

ある.注 6) 何年 8 月初めのことである.私たちス

タッフ 9 名が現地に泊りこみ，まず，町の隅から

隅までビデオで撮影するところから始めた.新築

の町役場，電話局，裁判所，列車が 1 日数本しか

ない駅の時刻表，酪農家にいって乳しぼりの光

景，高校の求人票，ス}パーマーケットの品物，

j丘〈の沼でのしじみとり，天塩港での荷あげなど

・.手当り次第に町の特色を示すありとあらゆ

る光景をとりまくった.

こうして撮影が一段落すると，こんどは町の人

に集まってもらい「天塩町の 5 年後， 10年後をど

うするか」をテーマに討論会をひらいてもらう.

婦人，青年男子，青年女子，年配者，町会議員の

各グルーフ。に分かれ自分たちの町の状況を撮影し

たピデオを眺め，この町をどのようにしたいかを

語りあってもらうわけだ.それを，さきに述べた

ハイ・プレートによって構造化してい，.そして

そこから，町の将来像の中心になるものは，そのた

めの手段は，といった具合に問題をしぼっていく.

そしてこれがビデオのシナリオとなっていく.

青年女子は r活気ある町J r青年の楽しめる

町J r緑豊かなふれあいのある町J がテーマとな

った.そのテーマにもとづき，シナリオをハイ・

プレートを用いながら作っていく.そして，その
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シナリオに合わせて，入れるべきシーンが決めら

れ，ナレーションがつくられていく.

これらの作業は，町民の各グループが，どんど

ん進めていく.町民の人たちがシナリオ・ライタ

ー，監督であり，われわれはそのシナリオとシー

ンに合わせていままで撮影した町の情景，さらに

新しい画面を加えて編集していくいわば，撮影，

編集技師兼，大道具小道具係である.

このようにして，各グループごとに 15分ほどの

自分たちの町の将来像をあらわすピデオ番組がで

きあがった.そして， r ビデオで語ろう町民大集

会」が開催された.会場の福祉会館は， ピデオ制

作者，その家族，一般の町民でいっぱいになった.

各グループの作ったピデオ作品が一挙に上映さ

れ，それを基礎にワイヤレス・アナライザーを用

いながら，各クeループの主張を総合し，町の将来

像をつくる試みが行なわれたのである.

この一連の試みは，自分たちの町の将来像を映

像の形で表現した点，画期的な試みであった.こ

れは非常にわかりやすく，同じ町民でありなが

ら，若者，婦人，年配者，議員などのそれぞれが

何を考えているかが初めてわかったと話し合われ

ていたのがきわめて印象的であった.

5.2 QCサークル茨城地区体験談発表会での

事例

QCサークル活動において，体験談発表会はき

わめて重要な役割を果している.それは，各サー

クルの活動のひとつの節目づくりであるととも

に，他のサークル活動のいい点を学びあう相互啓

発の機会でもある.特におおむね県単位に構成さ

れている“地区大会"での発表は，各工場のトッ

プグラスのサークルが発表しあう場であるので，

どこでも 1000名近い人たちが集まる大規模な集会

となっている.

この“地区大会"の究極の目的は， QCサーク

ル活動を一層活発に実施していくに当つての方策

を学びあう点にある.しかしながら，いままでや

やもすると大会自体がマンネリ化して方通行
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図 4A ↑

図 4B→

の発表の羅列にすぎないとの非難の声もあがり始

めていた.そこで，大集団での合意形成技術を用

い，その活性化をはかり相互啓発による学習過程

の効率化をはかろうとしたのである.

図 4Aのように，従来の発表会においては， 15 

分間の発表のあと会場からの 1-2 件の質疑応

答，そのあと数分の講評というパターンで各発表

をこなしていたにすぎない.それを，茨城地区に

おいては%年の春，夏，秋の 3 同の大会にワイヤ

レス・アナライザー，ハイ・プレートによる構造

化手法の導入をはかり大幅に改善していったので

ある.注7)

最も組織的に1すなわれた秋季大会を例にとって

説明しよう(図 4B参照). 15分の発表のあと，会

場との質疑応答までは従来どおりである.そのあ

とワイヤレス・アナライザーを用いてその発表の

最もすばらしい点(最も学ぶべき点)についての

意見分布を集計する.この“すばらしい点" (学ぶ

べき点)についての選択肢は，あらかじめ発表者

と講評者などのもとで作成しておき，それをOH

P で会場に示し，アナライザーによりそのなかの

選択肢を求めるのである.

これにより，学ぶべき点一一言葉をかえれば当
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該発表の聞きどころと，それに対する会場の意見

分布が明らかとなるのである.講評者は，この与

論を参考にし，自分なりの講評を加える.した

がって，会場の反応を知らずに講評する時とくら

べるなら段違いに充実した内容となる.

そして，その講評の延長としてさらに栢互啓発

を深めるための質問がOHPにより会場になされ

る.たとえば，その発表の特徴が「関連職場との

連けいを保ちながらの改善推進」にあるとするな

ら rそれを現場で進めていく際のポイントとし

て最も重視するものは何かJ といった質問をす

る.この場合も，もちろん選択肢はあらかじめ講

評者が用意しておく.そして会場の参加者の意見

分布をアナライザーで知る.そして，その反応も

含めて再度の講評を行ない発表全体をまとめるの

である.

このようにして，各発表を順にすませていく.

すべての発表が終了した時，秋の大会では総括の

ためのパネル討論会が行なわれた.すなわち，各

発表を総括し，そのポイントを構造図解し，それ

にもとづき，サークル活動を活発化するための全

体像を参加者に示す試みを行なったのである.そ

の際も，当然、のことながらアナライザーを活用

し，随時参加者の意見分布を会場に示し，それに

コメントを加えながら会場約1000人全体の合意を

はかつていったのである.

このような試みはまったく初めてのことであっ

たにもかかわらず，きわめて順調に進行した.そ

して参加者の反応も「会場全体の意見分布がわか

ったJ r会場全体で考えられたJ などの}\~で、きわ

めて高い評価を得られた.そして茨城地区では今

後も継続してこの方式を体験談発表会に用いてい

くこととしている.

6. むすび

80年代は多様化した個々の声が力をもっ時代と

いえる.それらの人々のコンセンサスを得ること

なしには何事もすすまない時代となっていくので
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はなかろうか.そのようなとき，多様化の方向の

みが進んで、しまっては困る.多様化のなかで，相

互に学びあい理解しあうことが必要である.

合意形成技術は，その相互啓発による学習過程

の効率化をはかるものであり，その存在意義は今

後なおいっそう高まっていくであろう.今回は，

私の周辺で開発，実用化され，効果をあげたもの

にしぼって示した.これ以外にも注目すべき技術

であることは確かである.それらについては，機

会を改めて紹介することととしたい.

最後に，今回示した合意形成技術の背後には，

プラッグボックス排除の考えがあることを強調し

ておきたい.合意形成の際，自分たもの意見の構

造化が，参加者(大衆)にとって得体の知れない

“技術"によってなされる場合を考えてみよう.

それは合意形成にマイナスの効果こそあれ，プラ

スの効果はないで、あろう.その点を配慮し，小・

中集団におけるラベル化による構造化も，大集団

におけるワイヤレス・アナライザーでも，参加者

の直観により理解できる種類の技術に限定して開

発・利用を進めたのである.この思想の徹底こそ

が，特定意図のもとでの合意形成の危険を防ぐ歯

止めのひとつになると考えているのである.

注

注 1 ) 丹羽富士雄・司馬正次:オピニオン・テクノロ

ジーの展望，オベレーションズ・リサーチ， 25巻 8 号

(1980年) pp.509-512 

注 2 ) ハイ・プレートは， 筑波大学丹羽富士雄氏が考

案し，日本ビジネス・サプライ社が，同氏の助言のも

とに商品化したものである.

注 3) QC手法開発部会編:新QC七つ道具， 日科技

連， 1979年，新QC七つ道具研究会編:新QC七つ道

具の企業への展開， 日科技連， 1981年

注 4 )栗山，司馬， 丹羽， 渡辺， 小林:小型ワイヤレ

ス・レスポンス・アナライザーの開発，日本科学教育

学会年会報， 1981年， pp.179-180 

注ラ)司馬正次，小林博道，阿部昌信 DAViK システ

ムによる北・北海道の地域発展ゴール形成，オベレー

ションズ・リサーチ， 25巻 8 号(1980年) pp.486--491 

注 6 )司馬正次:ピデオが変える町の生活，日本経済新

聞，昭和55年10月 13 日号第24面.なお，このプロジェ

クトは， 司馬の他， 栗山克美， 小林博道，丹羽富士

雄(筑波大学)，阿部昌信(北海道寒地建築研究所)，筑

波大学学生 4 名で行なったものである.

注7)このプロジェクトは QCサークル茨城地区の幹

事の方たち(幹事長 田尻陵二郎)と筑波大学司馬研

究室との共同で行なったものである.
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