
情報技術を用いる集団意思決定の支援
一一一集団意思決定支援システムを中心として一一
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1. はじめに

企業は会議，相談，交渉，調裳等をとおして，複数の

人聞の価値観や知識の違いをお互いに理解し，情報を交

換して合意形成，問題解決，意思決定を集団で行なって

いる.このような(広義の)集団意思決定の能力は個人

の意思決定の能力と比較するといろいろな点で異なって

いる.もちろん集団を構成する個人個人の能力が低けれ

ば，その集団全体の能力はそれほど高くはならなL 、かも

しれないが，たとえ個人個人の能力が高くても，それら

の人々で構成される集団の能カがそのうちの 1 人の能力

よりも低くなってしまう場合すらよく見られる.特に集

団の構成人数が多い場合には， うまく集団の能力を発揮

させた場合とそうでない場合とではその効果は大きく異

なる.

集団の能力は集団が扱おうとしている問題あるL 、は課

題の発見および解決を効率的に行なうように集団行動を

導くことによって高められる.従来，集団の能力を高め

るためにいろいろな方法が開発され使われてきている.

たとえば) KJ 法，プレーンストーミング法，デルファ

イ法，ノミナルグループ法などは集団問題解決，集団意

思決定などに用いられて大きな効果をあげている.近年

になって情報技術の発達にともなし、，従来の方法とこの

情報技術を組み合せて，集団の能力向上をめざす新しい

方法が出てきた. これらは， 一般に， グループウェア

( Groupware) と呼ばれ，この 10年間に発達してきてい

る[ 1 J. この言葉は情報技術を専門とする分野で主に使

われていたために情報技術のハードウェアおよびソフト

ウェアの側面からの研究や実験が中心で、あった.

他方，近年の経営問題の多様化，複雑化にともない個

人の能力だけでは問題を的確にかつ迅速に処理できなく

なってきているため，集団の問題解決，意思決定の能力
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をいかに高めるかが経営の重要な問題の 1 つとなってき

ている.そのことを反映して) OR，経営科学の分野で

も集団の意思決定を支援する方法の研究が盛んになって

きている. それらの多くは集団意思決定支援システム

(Group Decision Support System: GDSS) ある L 、

は交渉支援システム (Negotiation Support System: 

NSS) と呼ばれ) ORの新しい分野として世界で脚光を

あびてきている. GDS S はグループウェアの 1 っと言

ってもよいが) ORの分野でのGDSSはORのモデル

を利用した問題解決あるいは意思決定をシステムの中に

入れ込んでいる場合が多い.たとえば) MCDM(Multi 

Criteria Decision Making) やAHPを用いて集団意

思決定を支援するシステムが開発されている [2 J[ 3 J. 

本論文では，まずGDSSはどのようなものが構築さ

れ，利用されているかを概観し，ついで集団による意思

決定の特性を集団行動の商から整理する.そしてGDS

S の利用により集団意思決定行動がどのように変化した

か，あるいは利用者の心理面にどのような影響をあたえ

るかの考察を実験，観察研究結果を用いて論じる.最後

にこれからのGDSS の実施留意点について論じる.

2. 集団意思決定支援システム (GDSS)

2.1 グループウェアの 1 つとしてのGDSS

ヨハンセ γ(R. Johansen) はグループウェアと一般

的に呼ばれているシステムとして次のようなものをあげ

ている[4 J. 

Computer-Supported Cooperative W ork 

(CSCW) 

Technological Support for W ork Group 

Collaboration 

W orking Computing 

Collaborative Computing 

Coordinating Technology 

Decision Conferences 

Computer Conferencing 
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Computer Supported Groups(CSG) 

Group Decision Support Systems(GDSS) 

Group Process Support Systems 

Compu ter-Assisted Comm unication ( CA C ) 

Augmented Knowledge Workshops 

Interfunctional Coordination 

Flexible Interactive Technologies for 

Multiperson Tasks 

ここにあげたグループウェアは会議， ミーティングの

管理・運営を支援する機能をいろいろとそなえている.

たとえば，プロジェクト管理，スケジュール管理，グル

ープメモリー管理などの管理を支援するソフトをもって

いるシステムもあれば，グループ執筆，テキストフィル

タリングを容易にさせるシステムもある.さらにプレゼ

ンテーション支援，パソコン画面を共有できるようにす

る，会議の構造化を助けるなどのハード・ソフトを使っ

て電子会議を促進させるための工夫がなされているシス

テムも多く見られる.上述したように GDSS はハー

ド・ソフトの機能面から考えるとこのグループウェアの

1 つに分類することができる.

しかしOR，経営科学の分野ではGDSS をハード・

ソフトの機能面から検討するよりも， GDS S の中にく

み込まれている意思決定のためのモデル，意思決定のた

めの情報の表現方法，意思決定グループの構成方法，集

団行動と意思決定などに関心が深く，研究もその方面で

多くの成果をあげている.よって本論文でのGDS S も

そのハード・ソフトの機能面については若干ふれる程度

とし，主にGDSS と集団意思決定， GDSS の活用方

法などに焦点をあてて議論する.

2.2 GDS Sの定義

フーパー (Huber)は rGD S S は意思決定の会議に参

加しているグループを支援するための一連のソフト・ハ

ードおよび言語と手続であるJ と定義している.さらにデ

サンタティス (G. DeSanctis)は rGD S S はグループと

して共同している意思決定者によって非構造的問題の解

を容易に求められるような会話型コンビュータベースの

システムであるJ と定義している.またプイ (T.Bui) とジ

アーク (M.Jarke) らは rGD S S とは集団での問題解決

を支援することをめざしたコンピュータベースのシステ

ムである J と定義している[5 ].さらにフィンレイ (P.

Finlay) は rGDS S は意思決定過程で関与しているグ

ループを支援するDSS である」と定義している[6 ]. 

このGDSS の定義はほぼ発表の年代順に示したもの
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であるが，ここからもわかるように近年OR分野でのG

DSSに対する関心は「ハード・ソフト面j から「意思

決定過程J ， r グループ支援」の方向へ移っている.

2.3 GD S S の分類

かつては，ほとんどすべての集団意思決定会議はフェ

ースツーフェースの会議であったが，情報技術を用いる

ことによって，異なる地点聞と異なる時間での情報交換

が可能となり，会議の概念が大幅に広がった.このよう

な広い概念で会議をとらえなおし，その会議の運営を支

援する手段としてGDSSは発達してきた.

デ+ンクティス (G.DeSanctis) とグァルーペェ (R.B.

Gallupe) は GDSS をグループメンバーの距離と決定

が同時的か非同時的かで図 1 のように 4 つの分類した.

集団の意思決定はフェースツーフェースの場合と遠隔

地聞の場合ではその集団行動が異なる.たとえば遠距難

問の会議ではそこで交換される情報が会議で必要な情報

のみに限定される傾向がある，常識的判断の入る余地が

減ってくることも以後の実験研究から明らかになってい

る.また決定が非同時的な場合には，送られた情報を使

って何らかの情報処理(たとえば最適解を計算する)を

行なって後に，意思決定をすることが可能となる.この

ようなことを考えても，決定が同時的か非同時的かは集

団意思決定の結果に大きく影響する.また彼らはGDS

S をその技術的水準で以下の 3 つのレベルに分類した.

レベル lGDSS は技術的形態を決めている.それは

以下のようなシステムをもっ.

(a)アイディアの即時表示のための大スクリーン

(b)賛否の投票および記録のためのシステム

(c)アイディアのインプットとアイディア投票の匿名の

システム

同アイディアのまとめと表示および投票の統計的サマ

リーと表示のシスシム

(e)討議事項の表示のシステム

このようなシステムはコンビュータ支援会議室や電子

重役室という名のもとで会議室でみられる.

レベル 2GDSSはグループ意思決定プロセスの中で

生じる不確実性やノイズを減らす目的をもって意思決定

モデルとグループ決定技術を与える.このGDSS はコ

ミュエケーション媒体としてのレベル lGDSS とは反

対に高度GDSSをあらわす.これは以下のようなシス

テムをもっ.

(a)PERT , CPM，ガントチャートなど計画モデル

をもつ
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(b)効用モデル，確率評価モデルなど

意思決定ツリーやリスク評価方式

を用いたもの

(c)予算配分モデル

(d)統計解析モデル，多属性意思決定

モデル

(e)社会判断モデル

(f)自動デルフ T イ法，ノミナル法，

アイディア生成法

(朗自動化したグループ構造化手法

(司自動意思決定会議

グループの会議のフ T シリテータ

(会議の進行促進者としての役を担っ

た人)がグループとコンビュータモデ

ルを使った技術の聞のインタフェース

を与える.

レベル 3GDSSは機械導入コミュ

ニケーションパターンとともに専門家

の助言を含む.これは以下のようなシ

ステムをもっ.

意思決定会議の時間距離

同時的 非同時的

デシジョンルーム ローカル・デシジョン・ネットワーク

近

雌距

グ
lレ

プ
メ
/ 、

遠距離会議 遠距離意思決定
ノぐ

σ〉

離距

遠

離距

(司自動化した国会議事手続やロパー

トの諸事規則

図 1 デサンタティスとグアルーペェのGDSS の分類. (出所) 参考

文献 [6] p.141 より.

(b)規則およびその選択基準

(c)自動コンサルティング

このようなGDSSはまだほとんどみられないが，コ

ンピュータが媒介となったコミュニケーションシステム

などがある.

3. 集団意思決定の行動特性

3. 1 人聞の判断の翠み

人間は何かを判断しようとする時に，次のような 5 つ

の歪んだ見方をとおして判断を行なう傾向がある[8 J. 

それらは選択的認知(selective perception)，アベイラ

ピリティ (availability)，平均値への統計的回帰(statisｭ

tical regression to the mean)，代表性 (represen

tativeness) ，完全性(concreteness) であるが，ここで

は，特に集団意思決定と直接関係の深いと考えられる前

2 つについて論を進める.

(a) 選択的認知について

人間は自分の経験，教育，性格によって問題認識の仕

方が偏るか，あるいは歪む傾向をもっ.このことをぜイ

モンは会社の取締役の問題認識と責任担当分野との関係

を調査した結果を報告している.そこではある会社の取

1991 年 11 月号

締役に，その会社の主な問題は何かをインタピュー調査

した結果，各取締役は自分が現在担当している分野の中

に会社の主な問題を発見した人が非常に多かったことが

わかった.この選択的認知は水準化 (leveling or flatｭ

tering)，極端化 (sharpening)，合理化(rationalizaｭ

tion) などのパターンをもっていることがパートレット

( F. Bartlett) によって見い出されている[9 ]. 

個人としては経営の問題の認識においてこのように選

択的認識が働くが，集団意思決定を行なう場合，その集

団の構成メンパーを適切に選ぶことによって，あるいは

後に述べるが， GDSS の匿名性を利用することによっ

て企業全体の重要問題の認識をもつようにできょう.

(同 アベイラピリティについて

人間は身近かに，かつ容易に入手できる情報を過度に

重要に考えてしまう傾向があるということである.この

ことは(吋の選択的認識と一緒になって人聞の判断を偏よ

らせる.このような人間の個人としての偏よりは適正な

GDSSを利用して集団意思決定を行なう場合には減ら

すことができる.

3.2 会議の参加者の地位と発言時間

会議の参加者の地位と発言時間の関係は図 2 に示され
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長い

問中a

会
議
で
の
発
言
時
間

矩い

地位の高いメンパー 地位の低いメンバー

図 2 グループ内の会議参加メンパーの地位と発言

時間. (出所) 参考文献 [8 J p.42 の Exibit

2.6 より.

るように指数曲線があてはまることが報告されている

[9 J. 

会議でいろいろな意見を引き出し，多くのメンパーの

知識を集め，意思決定を改善してゆくためには，会議の

中の集団行動を変化させなければならないであろう.そ

のためには，どのようなグループリーダー，ファシリテ

ーター，あるいはグループの構成メンパーを設定したら

よいかは 1 つの大きな問題であるが，さらにGDSS の

設計運用もこのような集団行動特性をふまえていること

が必要である.

3.3 集団の凝集住とコンフリクト

集団の凝集性は集団内の結びつきの強さを示す.凝集

性の高い集団はコミュユケーション，協調性がよく，コ

ンブリクトは少ない.しかしあまり凝集性が高くなると

コンフリタトは極端に減少し，長期的にはコンフリクト

の経験をもたなくなる.そのため結局はその集団からは

多様な意見や考え方が出なくなったり，他の人の考えに

すぐ同調する傾向をもっ.このような集団の心的状態を

グループ・スインク (groupthink) といっている.ジェ

エス(1. Janis) は凝集性が高いまま長く存在している集

団にはこのグループ・スインタが強く働いていることを

示している.集団意思決定にGDSSを用いることによ

ってこのグループ・スインクを減少させるようにもでき

ることが多くの実験から観測されている.

4. GD S S の利用は集団意思決定に

どのような影響を与えるか

4.1 電子ブレーンストーミングを GDSS で行なっ

た場合のユーザーの集団行動

ナンナメーカーらは計画決定問題において意思決定環
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境を設定し，アイディア創出と分析のためにGDSS を

使ってプレーンストーミングを行なった時のユーザ一実

態調査を行なった[10J.

この仕組みはまず各参加者の前にコンピュータがあ

り，ある 1 人の人のアイディアがスクリーンにディスプ

レイされる.それについて全員がコメントあるいはアイ

ディアを出し，交換するというプロセスを35-40分間つ

づける.このようにすると参加者全員の会話が一度にお

こり，一度に見ることができ，効率よく会議が進められ

る.セ γ ションの終りにすべての会話はデータベースや

知識ベースに保管される.

このシステムを利用したユ}ザーの調査から次のこと

がわかった.まず仕事の計画段階でこのGDSSを利用

したときに大きな効果が発揮された.この電子プレーン

ストーミング法は計画のような手順，方法が確立してい

ない仕事では大変有用であることがわかった.さらにこ

の方法は従来のマニアル裂 7. レーンストーミングよりも

はるかにすぐれておりユーザーの満足は高かった.しか

し一方トップ経営者はキーボードから入力する「創造ツ

ール (creative tool) は使いなれていないための不満，

スクリーンが小さくよく見えないこと，多重同時ファイ

ル転送に限界があることなど技術的な点でのより一層の

改善は必要であることがわかった.

4.2 電子メールの利用は仕事と組織をどう変える

か [IIJ.

キースラー (S. Kiesler) の電子メールを利用している

企業の調査では，まず刷新しい情報が付加される，つい

で(扮電子メール利用者間の新しいグループが創造され

る，さらに(c)社会的交流関係が新しい形態となることが

報告されている.この調査を行なった企業で、は電子メー

ルを使って仕事をする電子プロジェクトチームや意思決

定グループが形成されている場合が多かったが，その場

合，メンパーはし、ずれも組織の階層よりも専門的能力が

重視して選ばれていた.また電子メールを利用している

グループはそうでないグループに比較して若干ではある

が， リスクテイキングをより好むことがわかった.また

電子メールのユーザー聞ではいわゆるフレーミング現象

(炎のように興奮状態が広がってゆく現象)がおきた.こ

のプレーミング現象はGDSSを利用した場合でも，し

ばしば起きている現象である.

4.3 集団窓思決定支援システム (DGS S) と集団コ

ミュ=ケーション支援システム (GC S S) の意思

決定へ与えるインパクト
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表 1 電子ミーティングシステムの分類
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程
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応
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忠

一
意
意
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-
-
一
-的

段
目

手

-選択モデル -情報コントロール

来従 Zachary ( 1986 ) 
-分析および推論の方法 -表現能力

の
-判断の精級化

類分
-プロセスモデル

Dぬ叫s と I • Level |・ Level 1 と Level 3 叫port*∞と Gallupe {1 987}・ Level 2 support制1)
の

B官::if!1会8) I ・矯造化されたグループ技法 |・グルーフ・協調支援対応
Denmet al l ・グループ・デシジョン・サポート・システ ・「協調作業J のためのコンピュータ・ベー

(1 988) ム ス・システム

-意思決定会議 -協調実験室
ハードウェア -会議室 -会議室

-大スクリーン -電子チョークボード

f71J 
|・意思決定モデリング |・マルチーインターフェース

ソフトウェア
.WYSIWIS軒目

-アリゾナ大学 • Colab システム(ゼロックス社)

実 験 室 -デシジョン・テクトロユクス社の SUNY -プロジェグト Nick

.MCC 

* (1) 本文中に示した分類と同じ
* (2) " 
川3) WYSIWIS は What you see is what 1 see の略で， リアルタイムで全員に同じ内容の画面を見せるこ

とをゼロックス社ではこう呼んでいる.

(出所) 参考文献 [12J の Table 1 より.

ピンソネオウルト (A. Pinsonneault) とクレーマー

(K. L. Kramer) らは一般にGDSS と呼んで・いるシス

テムをその特性が意思決定支援を目的としているシステ

ム (GDS S)か，情報提供によるコミュユケーション支

援を目的としているシステム (GC S S)かによって 2 つ

にわけて，それぞれのシステムの利用が意思決定にどの

ようなインパクトを与えたかを調査分析している [12J.

この論文で用いている電子ミーティングシステムの分類

は表 1 に示したとおりである.

この調賓の結果の概略は図 3 ，図 4 に示すが，大変興

味深いものであった. GDS S と GCSSは集団意思決

定過程および結果に同様なインパクトを与えた側面と，

まったく反対のインパクトを与えた側面があることがわ

かった. GDS S も GCSS もともに意思決定内容の分

析の深さ，意思決定に対してグループメンパーが参加で

きたと感じた程度は増加しており，会議を少数の人の考

えで決められているという感じは減少し，意思決定の質

は向上していることがわかった.他方GDSS と GCS
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S のインパグトが反対になるものは次のようであった.

GDSSはコンセンサスは得られやすくなり，決定に要

する時聞は短縮でき，メンパーで決めた決定結果に自信

を高め，決定にいたるプロセスおよび決定結果そのもの

に対しても満足度は高まっている. GCS S は協調関係

が弱まり，決定に要する時聞はかえって長くなり，決定

結果そのものに対する自信も低くなるというあまり好ま

しくない傾向も同時にもつことがわかった.

4.4 その他の結果

グアルーフ・U主昨年ギリシャで開催されたOR学会国

際連合 (IFORS) の第12回国際会議にてGDSS を

繰り返して 2 年間大学院の学生に使わせてそのインパク

トを分析する実験の結果を発表した.その結果は前述の

ピンソネオウルトらの研究論文とほぼ類似したものであ

ったが，この研究結果で特に 1 つ新しい視点が加わって

いた.それはGDSS を使っているグループは使わない

グループに比較して意思決定への参加が地位，性別など

の差別惑がなく“民主的"であると感じるという点であ
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った.

5. GD S S の実施の留意点

集団による意思決定は 3 節 4 節で

示したように，そのメンパーに集団心

理，行動面からの影響を与える.それ

らの影響がどのようにして生じてくる

のかを十分考察したうえで，集団に対

しては良い影響が強まり，悪い影響は

出ないようにGDSS の設計と活用を

行なうことが必要である.以下にその

要点を示す.

5.1 GD S S と匿名制

GDSS で集団意思決定を行なう場

合に，意見交換，意思決定，投票など

を匿名で実行できるようにするといろ

いろな効果があらわれることがL、くつ

かの調査研究が明らかになってきてい

る.

ナンナメーカーは匿名制でGDSS

を使うとミーティングでのコメントの

数は全体として多く出たことを報告し

ている.また匿名制でのミーティング

の中で誰かに否定的な発言ばかりさせ

ると，そのグループは多くの解決策を

出してきたことがわかった.反対に，

だれかに肯定的な発言ばかり出させる

と，そのグループはそこでミーティン

グは打ち切られる傾向が見られた.し

かし肯定的な発言の多いグループの方

グループ・プロセス

1. 意思決定特性

一意思決定までの時間

+分析の深き

+参加

+コンセンサス

2. コミュニケーション特性

十仕事中心のコミュニケー
、、

る〆ヨず〆

+解明努力

3. 人間間特性

一若干のメンパーによる支配

仕事に関する結果

1. 意思決定の特性

+質

2. 意思決定に対する態度

+自信

+満足

図 S グループに対するGDSSのインパクト. (出所)参考文献 [12J.

(+はGDSS と各要闘の問の正の相関を意味し，ーは負の相関を
意味する)

グループ・プロセス

1 .恵、思決定特性

十意思決定までの時間

+分析の深き

+参加

?コンセンサス

2. コミュエケーション特性

一仕事中心のコミュエケー

ンヨ〆

ーコミュニケーシヲンの効率

情報の最

3. 人間関特性

協力

一支配

仕事に関する結果

1. 意思決定の特性

十質

2. 意思決定に対する態度

一白f言

図 4 グループに対する GCSSのインパグト. (出所)参考文献 [12J.

(+はGCSS と各要因の聞の正の相関を意味し，ーは負の相関を
意味する?は両方の相関関係がわからないことを意味する)

がミーティングから得られた満足度は高かった[13]. メンパーの社会性がなくなってくる.

さらにナンナメーカーらは匿名制の良い点と悪い点を

次のように示した.

[良い点]

・参加者に平等感が与えられる.

・地位とは関係なく参加者を決められる.

・グル}プ・スインク (groupthink)，向調圧力など

の影響を最小にできる

・報復される恐れが少なくなる

[悪い点]

・「プレーミングJ のためコンフリグトが強まる

・「ていねいき (politness) J がなくなってくる

.J留の抑揚，ボディランゲージからの情報が欠乏し，
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5.2 GDS S とコミ a こケーション・パターン

ワトソン (R.T. Watson) らは GDSS の利用によって

グループ内のフェースツーフェースのコミュユケ}ショ

ンが減少し，その結果としてメンバー聞のつきあいが薄

くなってきたことを観測した[14J. またルター (Rutter)

とロピンソ γ(Robinson) らは遠距離のGDSSを使っ

た場合，メンパーは極端に仕事志向になり，非人間志向

になることを報告している.

これらの結果をふまえてGDSSを使っている間でも

人間的あるいは非論理的な会話や冗談をさしはさむこと

ができるようにシステムを変える試みもなされている.
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5.3 GD S S とメンバーの考え方

ワトソンはGDSS の利用によって結果志向よりも手

続志向が強まること，意思決定問題を構造化して把握で

きるようになること，グループ内のコンフリクトが減少

したことなど考え方が変化してきていることを報告して

いる.

6. おわりに

本論文は情報技術を用いて集団意思決定を支援する方

法としての GDSSについて解説し，ついで集団のもつ認

知・行動の特性を示した.次にGDSSの利用が集団の意

思決定に与える影響を種々の実験および実証研究をもと

に明らかにした.最後にGDSS実施の留意点を示した.

近年になってGDSSを実際の経営意思決定で利用し

てゆこうと L、う傾向が世界のいろいろな国でみられるよ

うになってきた[15J[16J. また一方ではもっと ORのモ

デルを組み込み合理的意思決定の関係する部分と集団の

コンセン+スを得ながら決定してゆく部分を両方の面か

らの改善を行なってゆこうと L、う研究方向も出てきてい

る.

最近， GDS S の構築，実験，実用化がますます盛ん

になってきていることはここ 2-3年にOR，経営科学

関連の国際学会に出席して筆者が強く感じているところ

である.また日本企業も経営のグローパル化をすすめて

ゆくうえでGDSS の利用がますます必要となってくる

であろう.すでにGDSS をGlobal DSS として開発

し，利用している企業もあらわれている[17].
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