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研究の目的

研究の目標 :

▪ SNS、ビッグデータ等の民間情報を
感染症防護に活用する方策

▪ 近い将来、重要社会防護インフラな
どでAIを利用し、防災用に位置情
報等を共有して活用するIoTの仕組
み

▪ 国家緊急事態対応の複数部門を横
断する協働の場面で、リーダーが
能動的に自らの役割を果たしなが
ら、関係機関と緊密に協働できる、
縦割り組織を横断するIoT型社会に
おけるリーダーシップについて考察
する

研究の目的
・モデリング&シミュレーション技

術を活用した意思決定支援ツー
ルを構築

・大規模地震災害から感染症パ
ンデミックに至る、多様なインシ
デントに有効に対処しうる体制
の整備に資する



世界秩序の維持
正当性とパワー

の均衡

グローバルリスク
ネットワーク

グローバル経済、環境問題、技術的変化など、秩序を支
える一方で混乱をも作り出すグローバルリスクのネット
ワークが拡大、複雑な相互依存関係が存在

公正なアレンジメントとパワーの分配の本質について、
国家主権と内政不干渉からなる伝統的概念は、依然とし
て国際社会の平和と安定にとって重要な概念

正統性とパワーの均衡は
ウェストファリア以来の原則

抑止と危機管理の在り方

「人類社会は、政治と国家間の
抗争の時代を克服した」とする、
世界の複雑さに関する短絡的で
本質に欠ける見方を改め、これ
までの抑止や危機管理のあり方
について再定義が求められる。



複雑化し拡大するグローバルリスク

世界経済フォーラム資料 から引用



混乱を拡大する要因

▪ .

▪ 大規模災害の起因とされる温暖化による気候変動
問題は、最早、厳格に管理し人々への影響を阻止で
きる段階でないことが指摘、世界経済の損失と緊張
を高め、グローバルな統治と、途上国が自らを統治
してゆく意図や能力を損なうことが危惧されている。

▪ インターネットが今日の大きな技術的進化の背景を
提供したことは広く認められているが、サイバー空
間は既に戦場と化し、トランスナショナルなアイデン
ティティとディジタル空間のつながりは、大量破壊兵
器の拡散やテロネットワークの脅威増大と相俟って、
各所に深刻な事態を引き起こしている

▪ 自由貿易体制の拡大は世界の多くの人々を貧困
から救うことに成功、他方、経済的な格差が心
配される。経済の相互依存は安定化だけでなく
不安定化も促し、成長だけでなく経済ショック
が及ぶ範囲と規模を格段に増大させた。

サイバー
空間

経済の
相互依存

気候変動



IoTの衝撃

世界人口の半数以上が、主要な都市センター及びそ
の周辺で生活、先進国では少子高齢化が進み、人口
が密集する地域と希薄化する地域との濃淡の差が著
しい。最早、人口の集中に応じて物理的なインフラを
増やし続ける従来手法の踏襲には無理が生じている
。このような中、人、プロセス、サービス、データ等、あ
らゆるものがインターネットに接続され、行政サービス
の質と効率の劇的な改善が期待出来る「あらゆるモノ
のインターネット（IoT）」と呼ばれる技術的変革による

、新たな国際社会の到来が予測されている。



IoT型社会に有効なリーダーシップ

新世代のサイバースペースが大規模自然災害、
紛争等の人為災害などの世界の切実な問題を根
本的に変化させ、平和的な解決を目指すことの
出来る強力なテクノロジーである点に着目し、大
規模災害に特徴的な類型化された意思決定と組
織行動と情報のパターンから、国家及び自治体
におけるAI、ビッグテータ、IoTの活用に共通する

、

危機管理のリーダーシップについて考察する。



IoT型社会のAI、ビッグデータの活用事例

SNS,ビッグデータ等の民間情報を活用
して、社会的インターラクションによる感
染症のリスク情報の共有を強化し危機管
理に役立てるIoT型社会のモデル事例

A. Sadilek他から作成



感染症のツイートデータを解析するIoTの仕組み

IoT型社会ではSNS等を通
して、感染症の蔓延をきめ
細かく粒度を上げてモデリン
グすることが可能。

特定個人の社会関係と相互
作用を、感染症拡大の評価
の枠組みから、SNSビッグ
テータを用いて分析する。

従来の疫学の量的研究は、
多くの場合、集団の粗視化
統計分析を行い、これを取り
まとめ総合化することを重視
していた。



SNSを活用した感染症のサーベランス例

ニューヨーク市の特定の個人間の交信記録
を視覚化、赤のリンクは友人間のつながりを
表す。

色付きのピンは、利用者の地図上でのデー
タ発信位置を表す。

例えば、ハイライトされた女性は「午前３時頃
からずっと悪寒がする(0958)」と健康状態の不
調を語っている。

ネットワーク図は､彼女の友人及び周辺の人
々の健康状態への影響とその感染経路の可
能性を示唆する。

公共Twitterのデータに焦点を当て、
1,000以上の無差別のメッセージから、
健康関連のメッセージを見つけ出す。

A. Sadilek他から作成



地理アクティブユーザーの社会的結合の一例

1ヶ月間に100以上のGPSデータ
付きツイッターを使用する発信者
を、地理アクティブユーザーとして

その社会的なつながりを表す
6,237のユーザーのソーシャルネ
ットワークを可視化、

La Net-vi package(大規模ネット
ワーク可視化パッケージ)を使用

ネットワーク全体に占める各ノード
の中心性（右側）と接続しているリ
ンク数（左側）に表している。

中心部の重要なネットワークのハ
ブは比較的少なく、接続数の少な
い個人は周辺部に多い

A. Sadilek他から作成



脅威の評価

250万のジオタグ付きTwitterメッセージの
週間午後のヒートマップ図

スナップショットの評価から、人々が感染
に至る社会的つながりだけでなく、感染者
と共にいた最新のコロケーションの強度が
近い将来、感染の可能性を急激に高める
ことを察知しうる。

IoT型のモデルでは、人々の活動と移動
性から生じる相互作用と大規模な人口の
社会における感染症の拡大、各種の推定
値を得ることが出来る。

ユーザー参加型の調査過程を経ること
なく、日々のビッグデータから、流行の創
発を予測し、兆しを察知出来る社会モデル
が可能。

A. Sadilek他から作成



カーネルマシーンによるデータの分類管理支援
するカーネルマシーン

最初のステップとして、メッセージの本人が、
掲示された時間に対象となる疾病に感染して
いることを示すTwitterメッセージを検出する必

要がある。これまでの研究の成果から、健康
関連のツイートは他のタイプのメッセージと比

較して少ない。

このクラスの不均衡問題において、一貫
した高精度、高再現率を意味するカーネ
ルマシーンを構成し、頑健なサポートベ
クトルマシーン（SVM）の学習の成果とし

て、データの分類管理支援を受けること
が出来るカスケードベースのAIモデルを

以下に示す。

A. Sadilek他から作成



サポートベクトルマシン（SVM）の学習

１ サポートベクターマシン(SVM)は、性能の優れた学習モデルであり、ツ
イートの本人が感染症に感染しているか、そうではない正常なツイートか
を識別する２値分類を行うAIモデルとして構成出来る。

２ SVMは与えられた学習用サーベランスデータを使用し、カーネルトリッ
クを用いて、ヒルベルト空間でデータを区分し識別する境界を学習する。

３ SVMは感染、非感染の２つのクラスのメッセージを分離する超平
面の中で、最大のマージンで２つに分けられる集合の点と距離を維
持する超平面を探索するアルゴリズムと考えられる。



サーベランスデータ蓄積の重要性
このような識別を学習するためには、究極的には
正否が判定された、検証用の高品質のデータが求
められる。

裏付ける系統的な疫学調査が必要になる。

●予備調査の実施

●症例の同定と報告

●データの収集と解析

●対策の実施

●知見の普及と追跡調査

既知の学習用のサンプル集合から、少数のサポ
ートベクターを選び出し、識別面とのマージンを最
大化するしきい素子のパラメータの学習が行われ
る。多少の識別誤差を許容する制約の緩和、ソフ
トマージンが設けられる。



サーベイランスの本質

サーベイランスとは，公衆衛生的対策の立案，実施，評価
に不可欠な健康関連データを、系統的かつ継続的に収集・
分析し解釈する活動。

ツイッター内のサンプルデータから複数の特徴量を識
別しパターンを計測する部分が最も重要となる。



AIによるカスケード方式の学習
1. ツイッター内のサンプルデータから複数の特徴量を計測し、未知の認

識対象から得られた特徴ベクトルから、その対象者が感染、非感染ど
ちらの集合に属するかを識別する分類器が構成される。

2. カスケード方式の学習では、ブーツストラップ（靴紐）を調整する過程と
して、精選された5,128のツイートデータを使用したデータトレーニング
から２つのSVMの分類器CsとCoを構成する。

3. Csはグレーゾーンにあるトップ10％の非感染関連のツイートまでも感
染として分類し、他方Coはボトム10％の感染のツイートを非感染のツ
イートとして分類するようにパラメータを学習する。

A. Sadilek他から作成



AIによる学習の実証的裏付け

サーベイランスは，特定の疾患に
ついての義務的報告，疾病登録
（地域もしくは病院単位），定期的
な集団調査によるデータ収集が含
まれ

二つの分類器に、健康関連のデータと
若干のノイズを含む160万のツイッ
ターのデータかけて分類する。

Csは感染症者のツイートを漏らすリス

クが少ないと言う意味で、健康関連の
ツイートの高信頼度の検出が可能で
あり、

Coは感染症者のツイートを漏らすリス

クは高いが、非感染者のほとんどのツ
イートデータを検出する。
Coに2億のツイートデータをかけて、
高確率で非感染のデータを分類する。

事例では、70万の感染症に紐付く健
康メッセージと300万に及ぶその他の

ツイートデータを用意してトレーニング
に使用し、最終的な分類器Cfを構築し
ている。

以下の目的で実施される。
●個別もしくは集団発生症例
を検出する。

● 発生した症例の公衆衛生
学的影響と動向を見積もる。

● 疾病の原因となる要因を検
査・測定する。

● 予防対策，介入戦略，保健

政策の変更など効果やイン
パクトをモニターし評価する。

● 必要な医療的対策を計画し
提供する。



空港のツイッターの利用者ネットワーク

１ 空港のツイッター利用者のネットワーク

のサンプルである。ハイライトされた発信者
は友人に言及し、16日後に戻ってくることを
告げている。

２ 直ちにこの発信者と直接接触出来る人
々を観察することが可能であり、識別器を
用いて感染しうる付加的な候補者の選出が
可能。

３ 将来予想される移動場所と共通の場所
に居合わせる人々を多様なスケールで高
精度の予測が出来る。明示的に人々の症
状や健康の兆候が言及されている場合に
は、それらデータを情報共有することにより
、感染症の拡大に関する優れて合理的な
推論を得ることが出来る。



IoT情報ネットワークの必要性

多くの国で，サーベイランスシステムは不完全、
強い社会的緊張やコンフリクトが伴う場合、特に
そうなる。NGO、メーリングリスト、インターネット
のエンジン、検査機関や研修プログラムのネット
ワークが接続した、幅広いIoT型の情報ネット
ワーク社会が確立されていれば、感染症のアウト
ブレークが生じたときに，国際的に協調の取れた
対応を行う上で、非常に役立つ情報を得ることが

できる。



IoT型社会への進化

異なるシステムを統合

組織横断のサービス
サイロ化しやすい個別システムの構築から、創造的な組織横断
型の行政サービスを提供できるシステム構築にシフトする。

自治体、警察、消防、医療、自衛隊、重要社会防護インフラなど
多くの主体で、防災・減災の情報等を活用して共有する仕組み
についてIoT活用の戦略が求められる。

IoT型社会へ変貌

AI、ビッグテータ、IoT、５G

孤立したサービスへの投資ではなく、本質
的にサイロ化した異なるシステムを統合す
る組織横断的なソリューションへの投資を
意味する。



IoTサービスの源泉 IT aaS. . .

次世代IT基盤
行政の分野横断のサービス

クラウド・オーケストレーション

アルゴリズムによる
アプリケーション配置

新旧プラットフォームの
融合と並行運用

ソフトウェアが創造するIT基盤

EMC2資料をもとに作成



IoT型社会への変貌

サイロ化しやすい個別システムから、組織横断型の行政サービスを提
供できるシステムを構築

EMC2資料をもとに作成



伝統的なIT基盤

EMC2資料をもとに作成



個別最適化から水平運用管理



EMC2資料をもとに作成

IoT型社会の基盤



クラウドオーケストレーション

新世代プラットフォームの２つの先端技術

アルゴリズムによるアプリ
ケーションの配置

EMC2資料をもとに作成



新旧両プラットフォームの並行運用を可能にする

IoT型社会への進化

EMC2資料をもとに作成



国家緊急事態における協働

国家の危機管理では、通常の政府の変化
と対応よりも、さらに速くかつ深いもの
が求められる。

人為的な災害や自然災害においては、準
備と対応の遅い運びが国家の脆弱性を増
大させ、国は最大の危機に直面すること
となる。

内閣府資料から引用

「メタリーダーシップの概念」

メタという接頭語は、多くの異分野にまた
がる研究を横断する共通のテーマを体系的
に発見するメタリサーチ、あるいは、問題
をより広く包括的に捉え、より高い見地か
ら考察を加え結論を導き出す、メタ解析の
意味に関連づけられる。



組織横断的な協働の必要性

緊急事態の管理者の権限は特定分野に限定され、官僚機構に特徴的
な、組織の属性と任務に特化した価値判断を生み、その結果、シス
テム全体の効果的プランニングと柔軟な対応が効きにくい省庁縦割
りのサイロ(ストーブパイプ)思考の現象が発生しやすい。

組織図: 内閣府資料から引用



組織のサイロ又はストーブパイプと呼ばれる効果は、官
僚機構と予算制度に深く根差した組織文化であり、組織
の各構成員の政府各部局における経歴に焦点を絞り、所
属する部局の主張と権限の独立性に忠誠を誓う自己防御
的な姿勢を生みやすい

その結果、長期にわたる熾烈な政策をめぐる競争と角逐
が、組織の統制、とりわけ類似の任務、重複した仕事に
関する権限と責任をめぐり繰り広げられる。

組織のサイロ効果



組織横断的なリーダーシップ

メタリーダーシップは、伝統的なサイロ思考の弊害を
克服する戦略、異なる組織の目的と仕事を強く結合す
る組織の境界を超えるリーダーシップを意味する。

国家緊急事態における対応と準備は、政府の様々な府
省と複数の社会セクターにまたがるため、深い洞察力
に基づく総合的な調整と連携を生み出す、組織の境界
を超えるリーダーシップが求められる。

から引用



リーダーシップの本質

リーダー

フォロワー

命令が権威を持つかどうか
の意思決定は、受令者側
にある。

①変化する環境の中で、無数の意思決定の
主観的側面に一貫性を与え、協働に必要な
強い凝縮力を生み出す個人的確信を鼓舞
する。

➁組織のためにすることが正しく、自ら信ずる
個人的確信に基づかなければ、誰も引き続
き任務を行うことが出来ない。

②道徳性は展開するにつれ益々複雑化し、対立は深まり、道徳的創造性
に対する要請は高くなる

①低い地位と高い地位との差異は責任能力ではなく、道徳的複雑性の
程度にある

リーダーシップの使命

創造的職能がリーダーシップの本質である。

1 協働の不確定性、目的の共通理解の困難性、指揮統制系統の脆弱
さ、個人の分散、調整の権威を確立するための個人的同意の必要性、

( この要素からリーダーシップが必要となる ) 

2 信念を創り出すことにより、協働的な個人的意思決定を推進する

3 社会の態度と理想及び一般的諸制度を反映し、共通理解の信念、成

功の信念、個人的動機が満たされる信念、権威確立の信念、共通目
的優先の信念を創り出す



組織横断型リーダーシップとリーダーシップ

リーダーシップは 横断型リーダーシップは

 フォロワーがリーダーの示す方向に従
うように影響を及ぼす

 理念や価値観に基づき目標を設定し、

 一定スパンの権威が及ぶ体制の中で

 人々の意欲を成長させ、課題や障害を
解決する。

公式の組織構造の外部に源のある影響力は、公式の影響力と同等あるいは、それ以上
に重要となる。メタリーダーは5次元の要因システムをとおし、フォロワーシップを強化し、

影響力を行使する。

大局的な方向付け明確な指示

フォロワーの結集リーダーの牽引

自律的行動計画的行動

横断型のリーダーは、リーダーのリーダーであり、自らのリーダーに対しては、
誠実なフォロアーである。

 フォロワーが自らの問題に取り組む
ように影響力を及ぼす。

 関連する多機関に、組織を横断す
る共通の価値に基づく目的を唱導

 卓越した組織内の地位から、遥か
に遠くまで影響力を行使し行動する



横断型リーダーシップの5次元の評価尺度

第1次元 横断型リーダーの特性
自己認識力に優れ、相互協力を活性化する能力、共感を呼ぶ
個人的信条、リーダーの自己規制、相手を理解するＥＱ因子

第２次元 リーダーの状況認知能力
問題となる環境から、現実と理想の間隙を埋める能力、

第３次元 権威がおよぶ範囲
サイロに埋め込まれたリーダーシップ、フォロワーはリーダー
のビジョン、方向性、統合、動機付けを横の組織に広める基盤。
部下を支え部下もリーダーを支える。

第４次元 効果的に上司に影響を及ぼす力
上司の意を体した補佐、自ら指揮下に入る能力、個人の範囲を
超える影響力の行使、計画立案と予算、組織化と人員配置、統
制と問題解決に優れる

第５次元 境界を越える幅広い影響力
組織の境界を超える活動、組織間の緩衝能力、方向性の設定、
統合、動機付けと啓発に優れる



横断型リーダーシップの設計、概念、実行

リーダーの資質と状況の

認知対象となる問題の評価

対処が必要な問題、何が
起きているかを決定

明示的な権限の範囲にお
いて部下をリードする

上司をリードする

組織を横断してリードする

危機

メタリーダーシップ

5次元の尺度

「メタリーダーシップの設計」

メタリーダーシップの概念と実践は、
多くの異なる人々や組織を統合し
て、戦略、計画、任務の競合する
優先順位のもと、統一した行動を
作り出すときに発生する複雑性に
備え、設計されたものである。
(Marcus,2007)）

メタリーダーは、スケールが大きく
複雑な指導を行う人物として、自己
認識、自己規制、動機付け、共感、
社会的技術などのEQの因子に優
れている。（Goleman,1996） な
ぜならば

メタリーダーは、その所属する組織
から切り離され、多数の他の機関
から注目され、挑戦を受ける。
（Goleman,1996

メタリーダーは、環境に応じ
て、相互補完的に、5次元に
わたる思考と行動を組み合
わせ問題を解決する



組織横断型リーダーシップの実践

横断型リーダーは自らの直接的な権限の範囲を超えて考えて行動し、指導要領
と指示を準備し、組織の縦の系列を横断する横の協働を創り出す。その結果、

異なる多様な仕事から構成された人々や組織の行動に、共通の行動指針と社会
目的を織り込んだ協働連携を可能にする。



組織横断型リーダの資質

１ メタリーダは大きく複雑な問題を捉える人であ
り、堅忍不抜、沈思黙考で旺盛な企図心を持つ。

２ 自己認識、自己規制、自己の動機付け、他人へ
の共感、社交術に優れ、異質の環境で活躍が期待さ
れる人である。

３ 異なる環境にあっても、それを居心地よく感じ、
人々から好意的に受け入れられる人である。

４ 危機的恐慌の中で、全体状況の把握に優れ問題
と実行の間隙を埋める経験が豊富で熟達し、人々の
行動を明確な目的に向け統合し、危機を回避・脱出
する。

メタリーダーは、異なる組織や団体の仕事や活動を、共通の目的を達成する
為に結合する。直接の権限と影響を拡大するシステムなしに、組織相互の活
動を準備し、意思疎通を活性化させ、信頼を醸成し、相互の協力体制を強化
する。

FEAMA資料より作成



組織横断型システム構築の要件定義

必要に応じてどの「もの」をインターネット
とつなぐか、優先順位をつけた上で技術
を導入、IoTの進化につれて、政府と民間
企業の契約が見直され、政府とIT企業が

行政サービスを提供してゆく可能性があ
る。

明確な国家戦略プログラムを持つ、政府
の府省横断・包括的な成果を重視する
官民協働の要件定義能力の確立と

官民一体の踏み込んだ要求

サイロ化しやすい個別の行政システムの構築から、創造的な府省横断の行政のサービ
スを提供できるシステム構築戦略にシフトする。孤立したサービスへの投資ではなく、本
質的に異なるサイロ化したシステムを統合する組織横断的なソリューションへの投資を
意味する。



総力戦研究所

国家民族の安全保障の研究とそ
の指導的人材の養成

総力戦研究所は内閣総理大臣の

直属機関

国家総力戦に関する基本的調査
研究、総力戦実施の衝に当たるべ
き者の教育訓練を行う(1940.9.30)

研究員は、将来各省の指導的役
割を勤めるべき優秀な人材を簡抜
して教育し、将来日本の発展方向
を把握させる

研究員は文武両
官及び民間より
簡抜 ２２－５－８－３５

各省次官、参謀
次長、軍令部次
長、内閣書記官
長、法制局長官
等が参与

所員は各庁並び
に民間の優秀な
人材を簡抜 30



総力戦机上演習

経過（1941．7.12～8.28）

第１週(0.5年）：南方制圧

戦争指導会議

第2週(１.0年） ：占領地軍政

第3週(1.5年） ： 米軍反攻

空襲下の激しい攻防

第4週(２.0年） : 日本の勝利
演習統監 飯村譲 中将

松田千秋大佐

堀場一雄大佐

状況 : 内外情勢(1941.7)は
現状推移のとおり
課題
●内外に宣布すべき国是
及び国策

●政府の提出すべき総力
戦計画

想定
経済封鎖に直面した政府は
石油が途絶、獲得を巡って
米艦隊と衝突、宣戦布告



提出すべき総力戦計画

総力戦方略（総力戦指導方針）

陸海軍関係計画（人員、物資、船舶
軍事予算、防空計画）

対外政策綱領

外交戦計画

支那事変処理方針

満州国対処方針

占領地統治計画

思想戦計画

経済戦計画

経済力充実綱領

経済力動員綱領

経済2綱領には以下を含む

●生産力拡充方針
●経済共栄圏強化方針
●貿易
●不足資源の補填の方針
●物資、資金、労務、運送力
財政計画

経済戦実施計画

彼我の経済力に関する
攻防の方策

経済戦計画



講 評

南方作戦の推移は長期戦必至、北方問題の
危険性有り、青国の国力は負担に耐えられず

国力充実未だし、

東條大将(陸軍大臣中将)  コメント

演習と研究であり、実際の作戦とは

異なることを銘記すべき



結 語


