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はじめに 

 

 21世紀の今日、国境を越えて伝播する新たな地政学的脅威（民族・宗教紛争、

感染症の拡大）と大量破壊兵器の拡散、大規模自然災害と地球規模の環境破壊

に対し、高度に発達した安全安心な社会を構築することが、国際社会の秩序と

安定、持続可能な世界経済の成長にとって必須の要件となっている。 

これまで伝統的な安全保障の世界は、軍事領域を中心に考えられてきた。嘗

てマックス・ウェーバー(Max Weber)は、物理的強制力（軍事力）の独占的管

理こそが、国家という組織の本質であると定義した(1)。しかし9.11のテロ以降､

タリバーンやアルカイダの脅威が高まる中で、安全保障の理論的根拠は主権国

家を行動主体とする脅威から、国家の枠組みによらない、流動的なグローバル

ネットワーク型の非対称性脅威を含んだものに変貌している(2)｡ 

多発する紛争により荒廃した地域では、国民国家に期待される統治機能が崩

れ始めたことと相俟って、弱体化した失敗国家の一群が全面に出現し、さらに

インド洋沖大地震や世界的異状気象などの自然災害、石油､放射性物質等の事故

による環境破壊が、地域の不安定要因を、一層深刻化させる問題として浮上し

ている。かかる問題を解決し、また国際社会の正当性を持続するためにも、現

存する国家を横断する、より高度で重層的な多国間のレジュームの必要性が議

論されている(3)。 

グローバリゼーションの加速は、国家安全保障を地球規模の問題に拡大した。

その結果、朝鮮半島や台湾海峡の鋭い緊張に加え、大停電､コンピュータ通信網

の途絶､交通網麻痺などの社会秩序の危機や、石油や天然ガス等の戦略資源の途

絶による経済危機から、感染症による健康危機(4)に至る広範囲の問題が出現し

た。そこでは戦争以外の軍事行動(Military Operation Other Than War：MOOT

W)として定義され、古典的戦争観とは全く異なる、安全安心な市民生活を破壊

する脅威への対処が、深刻化する国家安全保障の喫緊の課題となっている。 

  



  

特にユーラシア大陸のHIVの流行や鳥インフルエンザなどの感染症の拡大は、

国際社会の均衡を破壊し、深刻な危機を引き起こしかねない。世界で鳥インフ

ルエンザが猛威をふるえば、各国とも数ヶ月にわたる隔離政策と国境線や空港

の閉鎖を行い、国境を越える貿易と人々の移動は滞り、経済の生産性は急激に

低下する。国際市場は動揺し、株価は暴落して世界経済に大打撃を与えかねな

い。また鳥インフルエンザに兵士や警官が感染すれば、部隊の活動能力は低下

し、各国の軍隊と警察、国連の平和維持部隊の力は弱まり、グローバルな安全

保障体制そのものが脅威にさらされる(5)。 

実際、9.11テロや2003年の北米大停電などの社会秩序の危機では、多くの企

業の拠点間ネットワークが切断され、貴重なデータが破壊された。その結果、

システムの機能維持が困難となり運用中断が多発した。本社機能に被害を受け

た企業のみでなく、一部オフィスとのネットワークが絶たれただけで、企業全

体のビジネスが長時間麻痺し、多額の損害を被った企業も少なくない。災害の

直接的被害だけでなく、手段を講じ運用中断を局限するならば、行政や他企業

への危機の拡大を阻止できる。逆に復旧に何日も要すれば、経済的損失は膨ら

み社会的衝撃が増幅され、組織や企業の存続さえ危うくする危険性がある。大

規模災害における運用継続性(Business Continuity)は、企業や組織の信頼やブラ

ンドを守り、災害に強い社会ひいては危機の連鎖を阻止しうる、国家安全保障

の強靱な基盤を確立する重要原則となる。このため「運用継続性」は、国家機

関やグローバル企業の 重要課題の一つとなっている(6)。 

カール・ワイク (Karl Weick) と キャスリーン・サトクリフ（Kathleen Sutcliffe) は、

過酷な環境で危機を未然に察知し、なお運用を継続する組織として (1)大都市

や産業クラスターの送電ネットワークシステム、(2)国際航空のHub and Spoke

を構成する航空路管制システム、(3)Network-Centricな空母機動部隊のHubとな

る原子力空母、(4)原子力発電所、高度救急医療センター、テロリストの人質救

出交渉チームをとり上げ、過酷な環境で、障害や事故の発生件数を極めて低率

に抑制し、運用を継続して遂行出来る高信頼性組織（HRO：High Reliability  

Organization）として定義しその特徴を明らかにした(7)。 

本稿は、近年注目されている高信頼性組織の典型(8)である空母機動部隊を対

象に、その危機管理能力と運用継続性に優れた組織固有のマインド(考え方）を

明らかにすることを目的とする。特にNetwork-Centric Warfareにおける Effect 

Based Operation （効果に基づく作戦）の古典的事例としてミッドウェー海戦(9)

を取り上げ、高信頼性組織のマインドセットと意思決定の関係を分析し、危機

の場における「運用継続性」に優れた意思決定のあり方を論究する。 

  



  

１ 高信頼性組織と不測の事態 

 

高信頼性組織は、国家のマクロな危機管理と並行して、国家と個人を結ぶ危

機管理のメゾ（中間）理論として研究されてきた。その組織は、伝統的な国家

の危機管理に任ずる外交、安全保障、警察、消防、医療等を含み、さらに度重

なる不測事態に直面したとしても、運用中断に陥ることなく業務を継続出来る

生産工場のような、確固とした危機管理能力を備えた、社会的影響力の強い民

間企業にまで、拡張された概念となっている。 

この組織の共通の特徴は、いずれもハイリスクで複雑な技術を中心に構成さ

れたテクニカル・コアーが存在し、一旦障害が起きれば、深刻な事態を引き起

こす可能性が高く、危機が急速に拡大する点にある。高信頼性組織と通常の組

織の違いは、障害や脅威がまだ芽の段階で危機の微弱なシグナルを察知し、そ

の兆候から重要な意味を解釈して適切な対応をとり、危機拡大を防ぐ組織独自

のマインド（考え方）にある(10)。そこでは、組織がどのような状況におかれ、

何が問題で、いかなる対策があるのか、絶えず妥当と思われる解釈を更新し、

深化させる独自のマインドが働いている。 

一般に、予測はかなりの確度で生起すると合理的に思われることを、十分な

知識と根拠に基づき推論することを意味する。従って、状況推移の予測は、ほ

とんど全ての人の意識的行動の基盤となり行動選択の重要な指針となっている。

 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein) が定義(11)したよ

うに、事態を事物の結びつきとし、その場に起こる事実を、諸事態の成立と捉

えるならば、事実の総体がその場に起こることを規定し、さらにその場に起こ

らぬ全てのことを規定する。従って不測事態の管理は、予想される事態、予想

していなかった事態、そのどちらにも属さない事態を含み、この認知し難い世

界の存在を前提に、組織が正しく遂行すべき事態は何か、失敗した場合にいか

なる危険があるかを理解し、かつその理解を共有することが重要になる。この

ため高信頼性組織は、事態が僅かでも予想外の方向へ動く徴候があれば、結論

として危険が存在する可能性があり、システムは安全ではないと判断する。 

例えば、原子力発電所は、緻密で正確な制御が要求されるハイリスクの技術

であるばかりでなく、マネジメントの対象となる従業員も多く、システムの構

成要素に高度の相互依存性があり、安全のための分割管理や単純化が簡単には

出来ない。特に、原子物理学の全ての分野が完全に解明されているわけではな

い事が、重要な意味を有している。そのため、問題が拡大しない初期の極く稀

にしか遭遇しない事態の微弱なシグナルに、原子力発電所のスタッフは強く反

  



  

応する。チャールズ・ペロー(Charles Perrow) (12) は、今日の原子力発電所の運

用が必ずしも独立した連続行程を踏むわけではなく、無数の制御機器を多数の

オペレーターが同時に監視しながら、運転が行われる事を指摘している。また

原子力発電所の整備員は、単純化された図面や資料を信用しない。改修や定期

整備の後のシステム再立ち上げの際には、ドキュメント作成以後にバルブや配

管のルートの変更や追加が行われていないか、現場で全数確認を行う。整備員

は複雑な整備や試験の際に、何かの都合で行われた図面にも載らない僅かな変

更が、重大な突発事故の原因となりかねないことを承知している。原子力発電

システムでプロセス制御の失敗が発生すると、一般の生産システムの場合と異

なり、核エネルギー事故という深刻な社会的事態を招く可能性がある。このよ

うな高信頼性組織では、何を通常の状態と見るかが も重要なポイントとなる。

この認知の枠組みは、状況の変化と微かな異常の徴候に常に細心の注意を払い、

人々が何を見て何を見ないかを規定している。 

 

２ 高信頼性組織の実際  

 

ワイクが世界で も危険な 4.5エイカーと呼ぶ原子力空母(13)は、その小さな

空間に、原子力推進装置、核兵器、 新の戦闘機と航空警戒管制システムが集

中し、時速56Kmで大洋を航行し、乗員４千名が勤務する小型の洋上都市となっ

ている。長さ350ｍの飛行甲板では、燃料、ミサイルを搭載した重さ30トンの戦

闘機が、時速240Kmで離発着を繰り返す。空母の戦闘力を 大発揮するため、

装備も戦闘機も極限まで搭載され、余分なスペースは全く存在しない。 

 空母の飛行甲板は、天候や海面、昼夜の視界、飛行計画などが流動的に変化

するため、事前にあらゆる場面を想定して、詳細な計画を策定して対処するこ

とが出来ない。作戦が緊迫すれば、戦闘機への燃料弾薬の搭載といった、同時

に行うと危険を伴う作業も行われる。海水と油で覆われた横揺れのする甲板で、

武器弾薬を搭載し、エンジンを始動しながら戦闘機への給油を行う。にもかか

わらず、洋上の航空作戦という錯綜する複雑な状況の中で、 高度の即応態勢

を維持し、高い信頼性のもとで任務を遂行し得るのは、この組織が僅かな兆候

から即座に適切な行動をとる、特殊な能力を訓練し身につけていることが指摘

されている。 

例えば、信管の付いた兵器は様々な温度で爆発するため、専従のクルーは母

機と搭載兵器の関係を正確に記録し、実際の整備と定められた整備基準の僅か

な差も見逃さない。天候が荒れ甲板が滑りやすくなれば、臨機に航空機の駐機

  



  

間隔を広げ、無線の感度が低下するとクルーは即座に手信号に切り替える。戦

闘機を絶えず離発着させる飛行甲板では、常に対話と確認のインターラクショ

ンが繰り返され、それは同時に複数の経路で進行する。戦闘機を空母に誘導す

る着艦誘導員は、たとえ飛行時間が数千時間のベテランパイロットであっても、

夜間、黒一色の空と海面の区別のない中で空母に接近し、旋回しながら残余燃

料を投下中に方向感覚を失い、高度が下がりすぎれば、パニック状態に陥るこ

とを経験的に承知しており、パイロットとの対話の繋がりの中で、着艦の困難

性を僅かでも示す緊張が、パイロットの声に現れていないか全神経を集中する。

経験豊かなベテラン誘導員は、パイロットの報告の分析よりも、飛行操作手順

の逸脱がないか絶えずチェックし、通常から少しでも外れれば即座に反応する。 

 実際、空母のフライト勤務のクルーは、協働して複雑な状況の把握に当たり、

甲板上の微妙な変化を正確に素早く認知する。この理解力は様々な特技のクル

ーに分配され、かつ再統合されて補い合い、クルー内のどの個人よりも賢明な

システムが創り出される。非常に重要な点は、流動的なオペレーションの現状

把握を続けるのは、チーム全体であって、個人ではないことであり、空母飛行

甲板という複雑な勤務環境の多様な変化に対し、それを感知出来る様々な専門

分野の整備員が、次の共通のマインドセット(14) を備えたネットワーク型組織を

構成して対応している点にある。 

 

３ 高信頼性組織のマインドセット 

 

(1) 失敗から学ぶ：失敗の微弱なシグナルを察知する 

第１にこの組織は、微かな失敗の兆候を、極めて複雑なシステムの深層を覗

き見る窓として捉え、失敗の因果関係の連鎖は長くシステムの深層部にまで達

することを理解している。その結果、システムの僅かな不具合、事故発生前か

ら存在していながら、その悪影響が表面化していない些細な兆候を深刻にうけ

とめ、そこから学ぶ能力が極めて高い点が挙げられる。そこでは、「組織が知ら

ないことは何か、組織には見えない」という経験則を深く捉え、自己の組織と

その環境の姿を徹底的に追求する。そのため、少ないとはいえ、些細な失敗に

対して組織は強く反応する。そして未だ、問題が深刻化しない初期の段階で、

その微弱なシグナルの重要な意味合いを理解する。間一髪の成功や、長期間の

安定的運用という成功の影に隠された、通常からの僅かの逸脱こそ、組織に対

する も危険な潜在的危機のシグナルとして捉えられる。 

 

  



  

(2) 単純化を許さない：事象を深く理解する内部イメージを共有する 

第２の特性は、人間は環境変化を予想する場合、状況を単純化して解釈しが

ちであり、予想しないものを無視する傾向があることに対し強い警戒心を抱き、

状況に迎合した単純化を許さない点にある。特に複雑な事象を広く深く理解す

るためには、多様な概念が必要であること、知識を得るたびに新たな疑問が生

まれることを、組織として理解している。このため、組織行動はあくまでも簡

明を旨としながら、多様な経験を有する部門横断型の人的ネットワークを重視

し、そのインターラクションから生まれる、より完璧で微妙な意味合いを理解

する、組織の複雑な内部イメージが共有されている。 

 

 (3) オペレーションの現場を重視する 

第３の特性は、高信頼性組織がオペレーションの現場を極めて重視する点に

ある。組織行動の成功の鍵は、 新の運用の常続的把握にあり、僅かなオペレ

ーションの滞りにも組織全体が注意を集中する。なぜならば、現場のオペレー

ションと、現場の人間関係は密接不離の関係にあり、人間関係が破綻している

組織では、緊急事態にシステムが有効に機能する深い知識を手に入れることは

期待できない。全体像を常時、認知できる仕組みを確立し、頻繁なインターラ

クションの中で見過ごされていた、現場の複雑な相互作用の理解を深め、部門

間の調整に不可欠な、人間関係の信用と信頼を構築している。その結果、過失

が重なる事で、思いもかけない相互作用が生じる危険性を減らし、また組織の

強固な信頼関係は、危機と不測事態への対処を真に有効で柔軟なものにする。 

 

(4) 復旧能力を高める：考えるために行動し考えながら行動する  

 第４に、組織はそれでも時に失敗することを覚悟し、過去、不意をつかれた

経験を基に、足りない部分を復旧能力により対処する創発型戦略をとる。その

深層には、本来、危機の予測こそ困難であり、解決法を事前に知ろうとする点

には限界があり、危機が発生した段階では、 早、発生を予測し対処するのと

は抜本的に異なる方法を必要とすることを理解し、防止(Prevention)よりも緩和

(Reduction)を重視する姿勢がある。 

問題が発生するとスタッフは頻繁にミーティングを開き、他部門の解釈を質

問し、互いに提案する対策の危険性を確認する。このような臨機のインターラ

クションを通じて、危機対策とシステムへの影響の仮説が構築され、同時に、

予測よりも事態緩和を優先し、異常が発見されれば、原因究明を待たずに復旧

が行われる。その結果、考えながら行動し、さらに深く考えるために行動する

  



  

意思決定のサイクルが確立され、問題解決に向けた高度の専門技術や知識によ

る即興的対応が取り入れられる。すなわち問題に気付く能力を保持しながら、

多様な選択が可能となり、柔軟な創発型戦略を採用する余地を生み出す。 

 

 (5) 高度の専門的知識と経験を尊重する 

第５に、高信頼性組織は専門性を極めて重視する。直面する問題の専門的解

決策をもつ人間が意思決定の重要な役割を担い、階層性と専門性の両要素を結

合したポジションに決定権が推移する。特に、不測事態が発生してオペレーシ

ョンのリズムが乱れた時に、問題解決に必要な能力発見に向け、階層型組織の

制約を微妙に緩め、意思決定者の選定を弾力的に行い、その内容に も適合し

た専門知識を持つ人間やチームに決定権を委ねる。問題解決に自由裁量を与え

られた者は、自らの周囲に精巧な独自の認知メカニズムを作り上げ対処する。 

 

 ４ 高信頼性組織理論から見たミッドウェー海戦 

 

このようなマインドセットを備えた高信頼性組織は、不確実な情報から自ら

の予測を強化する形で環境を組み立てる事前決定の誤りと、成功から過信が生

まれ、対立意見に耳を傾ける寛容性を組織から奪う成功の罠に対して、不断の

警戒を怠らない。以下に分析する史上有名なミッドウェー海戦における意思決

定では、この高信頼性組織の特質が現れている。 

国際的にも評価の高いミッドウェー海戦の研究のうち、GHQ戦史室長として、

膨大な聞き取り調査を基礎にした歴史学者ゴードン・ブランゲ(Gordon Prange)

の研究(15)では、連合艦隊司令部の動きをその詳細な研究に基づき確認した。作

戦の目的、攻勢的な作戦構想、接触点の優勢、奇襲、機密保持、簡明、機動性、

兵力の 善活用、協同・指揮の統一という米海軍の作戦評価方式に照らしても、

事前決定の誤りともいえる、日本のミッドウェー作戦がいかに勝算の少ない戦

いであったかを明らかにした。戸部、鎌田、村井、野中等の社会科学の方法論

を用いた研究『失敗の本質』(15)では、日本側の作戦に共通する戦略上、組織上

の失敗要因が摘出され、環境に適応しすぎる成功の罠（17）、そして日本軍の論

理的思考の欠如に関する、深い科学的論証が高く評価された。 

ミッドウェー海戦に臨んだ日本の連合艦隊、特に航空艦隊の士気は、天にも

昇る勢いがあった。空母赤城の飛行総隊長淵田美津雄は「敵を甘く見る驕慢も

あったが、この部隊の士気は単なる思い上がりではなかった。それは、この部

隊の歴戦の武勲が培ったものである」(18)と述べている。しかし、後の連合艦隊

  



  

戦務参謀千早正隆は「その敗戦は来るべきものが来たと、考えざるをえない、

たとえこの災禍を免れたとしても、同年の終わり頃までの間に、太平洋のいず

れかの海面で、同じような悲劇的運命に遭遇したであろう」(19)と指摘し、願望

に溢れ、勢いに駆られ、有力な敵は現れないと見た慢心に対し、航空艦隊の士

気は頼みとするも、慎重、綿密、細心の計画を必要とする空母打撃戦において、

致命的であった事に触れ「破滅の運命が壁に書かれていたが、それを読み取る

目が無かった。人事を尽くさなかったと言うことが出来る」(20) と真珠湾後に 

戦勝による成功の罠に陥っていたことを報告している。 

 

 (1) ミッドウェー海戦と軍事的イノベーション 

 ミッドウェー海戦は、第２次世界大戦の太平洋をめぐる日米の戦いの中で、

それまで日本海軍の作戦を牽引してきた、連合艦隊の航空作戦能力の中核をな

す主力航空母艦４隻、航空機３２２機を失い、日米戦争の分水嶺を形成する戦

いとなった。史上有名な日露戦争の日本海海戦で艦隊決戦の勝利を収めて以来、

ミッドウェー海戦は幾多戦勝を重ねた連合艦隊が喫した も深刻な敗北となっ

た。当時、その機動艦隊のシステムと能力は、世界 高峰にあると目され、

新の戦訓と戦績を保持する航空戦隊の中核が壊滅したことは、事の重大性に気

づいた日本の国家意思決定中枢に、図り知れない戦略的衝撃を与えた (21)。 

 なぜならば、開戦以来、海軍戦略の源泉ともいうべき空母機動部隊の作戦を

担っていた飛行時間千時間単位のベテランパイロット、高練度の航空機整備員、

練達の艦隊勤務水兵、特に機動部隊のコアーとなる、 新の洋上航空作戦の戦

績と実戦指揮能力を有する各級指揮官を含む3057名（米側307名）が戦死した。 

加えて多数の傷病者を含む損耗により、希少な能力が有機的に結合された航空

作戦遂行システムが、 精強の第一線部隊から失われたことは、航空優勢の獲

得があらゆる作戦の帰趨を決する太平洋をめぐる戦争の革新性からも、取り返

しのつかない深刻な事態を我が国の作戦にもたらす恐れがあった。 

  第２次世界大戦で空母機動部隊が史上初めて出現し、軍事上のイノベーショ

ン(RMA : Revolution in Military Affairs)(22)が生起した時、洋上の航空作戦とい

う破壊的イノベーション技術の中心となる航空母艦は、機動艦隊の中核能力と

もいえる強大な打撃力を擁しながら致命的な脆弱性があった。すなわち、その

飛行甲板へ一発の爆弾が被弾したとしても、空母の機能封殺が可能となり、航

空機の離発着が出来なくなれば、航空攻撃はいうまでもなく防空戦闘も不能と

なって、機動部隊の大幅な戦力低下を招き、艦隊決戦に致命的影響を与えかね

なかった。また作戦準備が完了し、航空機が大量の燃弾を満載している状態で

  



  

被爆した場合、破局的な誘爆を引き起こす危険があった。このため作戦即応の

態勢を確立し、あらゆる手段を尽くして脅威の微弱な兆候を察知し、一刻も早

く敵に先制航空攻撃を加え、戦いの先の先、後の先とることは、空母打撃戦で

主動の地位を獲得するための、 も緊要な作戦原則となっていた。 

当時、日本の連合艦隊の航空母艦の艦長経験者達は、異口同音に、戦闘間、

航空機を甲板から全て発進させた時ほどホッとすることはないと証言していた。

この卵の殻に喩えられた空母の脆弱性は、日米の機動部隊指揮官の脳裏を去ら

ない問題であり、あらゆる被害を想定して事故を防止し、安全を確保するとと

もに、その艦内の業務システムは徹底的に改善された。また米国ではダメージ・

コントロールにも改良が加えられ、さらに空母を防御するための艦隊の組織構

造が研究され、今日のネットワークセントリックな作戦システムの原点ともい

える、空母を中心とした機動艦隊の輪形陣が考案された。しかしこの空母の致

命的脆弱性は、1942年6月５日､ミッドウェー時間1020、空母赤城、加賀、蒼龍

の飛行甲板に姿を現した。 
 

(2) ミッドウェー海戦に至る経緯と作戦目的 

クレイトン･クリステンセン(Clayton Christensen) (23)が指摘するように、組織

指導者のほとんどは、従来の延長線上で小刻みに改善する、インクリメンタル

な持続的技術環境の中でイノベーションについて学ぶ。日本海軍の戦略とその

イノベーションの原点は、日本海海戦で勝利した主力戦艦同士の砲術により勝

敗を決する、短期決戦を主眼とする艦隊決戦思想にあった。そのため、1907 年

に制定された帝国国防方針及び用兵綱領以来、海軍は来攻する米艦隊を日本近

海において艦隊決戦により捕捉撃滅する戦略および、その作戦に必要な一定の

戦力比を維持した海軍力造成を旨とし、全ての作戦研究、艦隊戦力の構築、研

究開発、編成装備、教育訓練をこの戦略の一点に絞り、その実現を本則として

いた。このため海軍の持続的イノベーションは、主力艦同士の決戦という軍事

的必要性が十分に実証された作戦分野に限定し、詳細な調査研究を行い、先端

的な兵器システムを開発、装備することが成功の必要条件となり、日本海軍の

戦艦大和と武蔵にはその究極の姿が象徴されていた。 

しかし、従来存在しなかった画期的なシステムを誕生させた航空決戦のよう

な破壊的軍事技術の場合、必要となる作戦様相は、システムの開発時点では未

だ存在せず明確には知り得ない。海軍が空母を中心とする機動部隊の破壊的イ

ノベーションに直面したとき、進行中の空母打撃戦という不透明な軍事環境の

中で、従来の主力戦艦同士が勝敗を決する、艦隊決戦の持続的イノベーション

  



  

に関して学んだのと同じ分析プロセスと手法を、新たな革新的用途を生み出す

艦隊航空決戦に不用意に適用したときには、海軍作戦に致命的な影響を与えか

ねなかった。 

 当時、海軍軍令部は、伝統的な艦隊決戦による捕捉撃滅戦を主張し、海軍航

空の第一人者でもあった連合艦隊司令長官山本提督は、米国との国力差から長

期戦に巻き込まれることを も危惧し、戦艦を中心とする艦隊決戦思想から、

空母機動部隊の破壊的イノベーション技術を補完的に活用した決戦思想に切り

替え、開戦当初のハワイ奇襲作戦で捕捉殲滅出来なかった、米海軍戦力の中核

となる機動部隊の撃滅を企図し、それによりいささかでも日米講和の有利な糸

口を見つけだし、戦争の早期解決に望みを繋いだ(24)。 

戦争の法則の中で一貫した作戦目的の保持は、戦争によってなにを達成し、

国益にいかなる貢献があるかを第一義的に性格付ける、 も重要な要素となる。

ミッドウェー作戦の目的は、ミッドウェー島の攻略により米機動部隊を誘致し、

捕捉撃滅する点にあった。米太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ(Chester 

Nimitz)提督も、ミドウェー島の戦略的重要性を認めながら、一時的に占領を許

す事があっても、米機動部隊の保全がより重要であることを評価していた。 

ミッドウェー作戦の本質的な難しさは、ミッドウェー島の攻略が天象･地象

と整合がとれた陣形の定まった作戦と、これに必要な艦隊決戦型の重厚な部隊

編成を必要とするのに対し、米空母機動艦隊の捕捉撃滅には、企図を秘匿した

計画、軽快機敏な部隊編成、臨機応変、融通無碍の作戦指揮を必要とした。こ

の作戦要求は相互に異質の要素を含み、両者の同時追求は、互いに他方の実現

を難しくしていた。なぜならば連合艦隊司令部が米機動部隊の捕捉撃滅を主目

的であると意図しても、ミッドウェー島攻略作戦が第２段作戦計画の中で「主

として敵の奇襲作戦を困難ならしむる目的を以て、ミッドウェーを攻略する」

と明示され裁可を受ければ、必然的に同島攻略に必要なあらゆる準備と作戦の

具体的方策が必要となり、全海軍の組織階層が動き出し、単なる米機動部隊捕

捉の前提だけでは収まりきらない、大きな作戦上の圧力を創り出す点にあった。

このことはミッドウェー島の攻略という不動の目標と、米空母機動部隊の出現

を期待する不確実な作戦目的との間に均衡のとれない非対称性を生み出し、作

戦目的は「ミッドウェー島を攻略し、同方面よりする米艦隊の機動を封止し、

兼ねて日本の作戦基地を推進する（大海指 94 号 1942.5.5）」とされ、作戦要領

の中で「攻略作戦を支援援護すると共に、反撃のために出撃し来ることあるべ

き敵艦隊を捕捉撃滅する」と示された。このことは、ミッドウェー島攻略と機

動艦隊の捕捉撃滅のどちらを優先するのか、という戦略的価値判断とその優先

順位をめぐって作戦間に致命的な混乱と矛盾を、機動部隊のオペレーションの

  



  

現場に引き起こすこととなった(25)。 

 機動部隊の作戦のような破壊的イノベーションを管理することが難しい理由

の一つは、海軍航空という未知の領域では、航空作戦への資源配分プロセスの

マネジメントが複雑で、しかもその航空作戦の原理原則が未だ十分にはプログ

ラム化されていない点にあった。そのため日本の海軍航空の戦略家達は、艦隊

航空決戦というイノベーションに係わる海軍作戦の改革について、これを提案

し作戦を推進する際に、伝統的な海軍の組織において新たに何がなされ、誰が

行い、どのような構造で行動するのか、海軍の新たな作戦指揮システムを確立

すると共に、それを全体的なシステムとして既存の海軍の組織構造にリンクさ

せ、航空作戦を軌道に乗せる困難な仕事に直面した。実際、機動部隊の指揮官

は部下の配置転換に関する任命権と、部下が遂行する作戦業務を承認する選択

権は手元に残し、必要な権限を部下に委譲し、その実行は、戦艦を中心とする

海軍の兵力構成に基づく価値体系（Value Network）の中で、知識と直感を身に

つけたスタッフの手に委ねる事が多かった。 

 その結果、機動部隊の撃滅を主とし、ミッドウェー島の攻略を従とする本作

戦の目的は、軍令部ばかりでなく連合艦隊司令部、第１航空艦隊司令部におい

てさえも十分には理解され難かったといわれる。このことは、戦艦主義と航空

主義の確執も相俟って、オペレーションの現場での共通認知を必須とする高信

頼性組織の原則と本質的に相反するものとなった。さらにこの作戦構想の背後

には、敵を日本本土及びその海域から遠ざけるために、外廊要地圏を確保しよ

うとする思想的背景(26)があり、アリューシャン列島攻略への第２機動部隊によ

る同時多正面作戦による戦力の分散と共に、戦略計画全体を一層複雑なものに

していた。その理由の一つとして、山本提督の心証には、米航空戦力による本

土空襲の脅威が、日本の国の将来の姿を暗示するものとして、本作戦の直接的

契機ではないにしても、深刻に憂慮されていたことが上げられ、実際それは、

人類史上初めての核兵器による我が国への攻撃となった。 

 

(3) 作戦の結節と意思決定優勢  

米国の太平洋戦略は、オレンジ計画として､既に 1906 年以前から研究されて

いた。米国の陸軍大学、海軍大学に籍を置き、太平洋方面の作戦研究に携わっ

た主導的な米軍の高級将校の共通見解に近いものとして、やがてそれは歴史的

信条の一つとなり、米海軍将校の知的遺伝子の中に組み込まれていた(26)。 

 米国にとってミッドウェー海戦は、米海軍が主力艦隊を以て艦隊決戦を行う

オレンジ計画の第２段階に相当したが、ハワイ奇襲及び珊瑚海海戦による損耗

  



  

の影響は大きく、積極的な攻勢作戦をとることは出来なかった。しかしこの時

期、米海軍情報部は戦術情報室長ジョセフ・ロチェフォート(Joseph Rochefort)

らの高度の専門知識と経験を活用し、日本の暗号解読に成功していた。その結

果、太平洋艦隊司令長官ニミッツ(Nimitz)提督は、暗号解読リスクの単純化を許

さず、日本海軍が、自らの予測どおりに米海軍は行動するに違いないと考えた

のとは対照的に、解読情報を慎重に検討し、熟考の末に採用、果敢に行動する、

情報を攻撃的に使用するシステムを作り上げ、日本の作戦参加部隊の長とぼほ

同程度の情報を得ていた。その結果、ミッドウェー海戦に際しては、日本側が

優勢な戦力を分散させたのと対照的に、米海軍は情報の優越を梃子に、全体と

しては劣勢な戦力をミッドウェー海域に指向させ、局所的に同等の勢力を確保

した。また集中的な後方支援を行い、珊瑚海海戦で損傷した空母ヨークタウン

を３日間で応急修理して、戦列に復帰させるなど、量的な意味でほぼ互角の戦

力集中に成功していた。 

 ミッドウェー海戦における日米航空戦は、1942 年 6 月５日 0445 日本の第１

次攻撃隊 108 機のミッドウェ―に向けた先制攻撃により開始された。0553 米ミ

ッドウェー基地航空隊 52 機は、日本攻撃隊接近のレーダー警報を受け全力発進

を行い、途中日本の攻撃隊と遭遇戦を交えながら、主力は目標に向け殺到した。

日本の第１次攻撃隊は 0630 から同島に対する攻撃を開始した。他方、米機動部

隊は、0534 偵察機が日本の機動部隊を発見したが、米攻撃機の戦闘行動半径の

制約から、100NM にまで接敵して攻撃を加えることを決心した。 

第１の結節は、0700 第１６米機動部隊指揮官レイモンド・スプールアンス

(Raymond Spruance)提督が、0630 日本機によるミッドウェー空襲の報を受け、

早、時間的余裕はないと判断して決心変更、第１次攻撃隊の空母帰投時を狙

い、航続距離の限界から早期攻撃を敢行した時点にあった。このため 0900 に予

定していた攻撃発進を２時間繰り上げ、0700 空母エンタープライズ、ホーネッ

トの攻撃隊 117 機を発進させた。ほぼ同時刻 0705、基地攻撃を不十分と見た日

本の第１次攻撃隊は、機動部隊に第２次攻撃を要請。これにより 0715 日本の空

母機動部隊は、米機動部隊出現に備え待機していた第２次攻撃隊の魚雷兵装を、

陸上攻撃用の爆弾兵装に転換を決心した。このミッドウェー基地攻撃の結果を

受けた日米の意思決定の差が、意思決定優勢を左右する第 1 の結節となった。

日本機動部隊は索敵機からの報告の遅れという微弱なシグナルを察知出来ず、

米機動部隊の存在を疑わずに 0715 爆装転換を行い、ミッドウェー島に航空攻撃

を再指向しようとしたのに対し、米機動部隊は先に敵情を捕捉した情報の優越

を得て、予測よりも事態の打破を優先する高信頼性組織のマインドを発揮し、

その攻撃時期を繰り上げ、日本機動部隊の先制攻撃を企図し、考えるために行

  



  

動し考えながら行動するパターンサイクルに入った。その結果、戦略的に後の

先をとることに成功していた。 

第２の結節は、0728 日本偵察機による敵らしきもの発見の第一報を受けた時

点で、日本側は、そのシグナルの意味を直ちに察知できず、結果的に 0745 兵装

再転換を決意するまでの、 も貴重な 15 分を失った。同時刻 0728 レーダーで

この日本偵察機の機影を探知したと思われる米機動部隊は、空母上空で編隊を

組んだ後、雷撃機、爆撃機が合流する協同攻撃から、編隊を組み次第、直ちに

進攻する、自律分散型ルース・カップリングの 速攻撃に切り替え、意志決定

優勢をめぐる決定的な戦いが始まっていた。  

第３の結節は、0820 米空母らしきもの発見の報により危機が発生し、 早、

危機を予測し対処するのとは抜本的に異なる方法を必要とする段階に至った時

点にあった。日本機動部隊が、有名な連合艦隊の猛将山口提督(米プリンストン

大留学)による、爆装のまま即時攻撃隊スクランブル発進の要ありとの意見具申

を退け、第１次攻撃隊回収後の攻撃を決心したのに対し、ほぼ同時刻、米第 17

機動部隊のフランク・フレッチャー(Frank Fletcher)提督は 35 機の攻撃機を発進。

この段階で、我彼の空中の航空機は、日本機動部隊に殺到する米航空戦力 152

機に対して、延々５時間に及ぶ空中戦を戦ってきた、空母直援の防空戦闘用の

零戦約 30 機を除き、米機動部隊の攻撃に向かう在空の日本機は全く存在しない

という事態が出現した。この時点で、日本の各母艦とも来襲する米艦載機との

防空戦闘、投下される魚雷への回避行動、信管の生きた爆弾が散在する中での、

第２次攻撃隊出撃準備の兵装転換と続々と帰投する友軍機の着艦収容が交差す

る、一触即発の戦闘状態となった。 

 

(4) 米航空部隊の攻撃と奇襲の成功 

日米航空戦の実相は、ミッドウェー基地の攻撃部隊が、指揮能力も低く搭乗

員の技量も練度不足であり、戦果のない波状攻撃に終始した事が報告されてい

る。しかも日本の戦闘機部隊に迎撃され、攻撃機の 1/3 を失う損耗を出し、第

２次攻撃を断念せざるを得なかった。この時、日本の航空戦隊のエキスパート

の間では、敵の脅威度は低いという安堵感が広がったという。しかし、クラウ

ゼビッツの「戦闘の使用」(28)という戦略上の意味では、長時間にわたる散発的

な攻撃が、日本側の防空警戒管制能力に不断の緊張を強いたばかりか、米機動

部隊の発見の遅れと相俟って、また敵の脅威度は低いという安心感は油断とな

り、戦力運用を大きく遅延、混乱させる危険な素地を形成していた。 

その後来襲した３波に及ぶ米機動部隊の艦載機も練度は低く、戦闘機隊の迎

撃にあい 4/5 が撃墜され、捨て身の攻撃によるほぼ全滅に近い壮絶な状態とな

  



  

った。発射した魚雷も日本空母の高度な操艦回避運動により全く戦果が上がら

なかった。すなわち第１次攻撃隊を収容し、第２次攻撃隊の発進準備が完了し

た 1020 の時点では、日米の物理的戦果だけを見るならば、日本側が圧倒的な優

位にあったといわなければならない。しかしこの時、既に低空を侵入する米雷

撃機掃討のため、防空戦闘機部隊の高度が下がり、高空のエアーカバーが薄く

なり米爆撃機の侵入を許す致命的な弱点を生んでいた。しかも雷撃機による魚

雷攻撃は海面に警戒監視を惹きつけ、この機動部隊には対空レーダーの監視能

力がなかった。各空母の兵装再転換と友軍の第１次攻撃隊の収容が重なった第

２次攻撃隊発進の遅れは、1023 この虚を衝いた米爆撃隊の高々度からの奇襲攻

撃と驚くほど合致していた。艦上では出撃準備が完了し、第２次攻撃隊発進が

下令され、燃料､弾薬を満載した攻撃機群がエンジンを始動し、先頭機が滑走を

開始した時点で、第４波の米爆撃隊が来襲、高々度から直撃弾を受け空母赤城、

加賀、蒼龍は誘爆を起こした。この段階で日本の主力空母３隻が攻撃能力を完

全に喪失し、事実上、ミッドウェー海戦の大勢を決した。 

  

(5) 航空攻撃の評価と意思決定の優越 

 空母エンタープライズから発進した爆撃隊は、編隊毎の自律的な進撃となり

飛行方向が南に偏針したが、北へ進路を向けたところ 1005 日本機動部隊を発見

した。つづいて空母ヨークタウンから発進した爆撃隊がこの攻撃に合流し、第

４波の攻撃は総勢 47 機の爆撃隊となっていた。錯誤と混乱を常態とする戦闘で

は、作戦遂行の企図と実現された環境(29)との差を主体的な目的の下で再調整出

来る能力が重要であり、２隊同時の集中攻撃が偶然であったにしても、予期し

ない環境変化で好機を捕捉する戦略的ポジショニングを創り出す、ルース・カ

ップリングされた柔軟な組織が有効に機能する余地があったことを示している。  

ルース・カップリング型組織の特徴は(30)、分散した各組織単位（飛行編隊）

が自律性を持ち、自らの環境を把握し、主体的に環境を実現しながら、僅かな

変化にも敏感に反応する能力を備えている点にある。Network-Centric Warfare

の特徴は、この自律的なオペレーションの柔軟性にある。それは意思決定主体

をより危機の場に近いサブシステム（空母もしくは攻撃編隊）に分散しておき、

各サブシステムは外部環境とのインターラクションを通して自律的に行動し、

自らの目的と任務、環境、他サブシステムの挙動を勘案しながら、全体として

まとまった秩序を形成し、危機の変化や多様な要求に柔軟に対応する、緩やか

に結合された組織構造から創り出される。組織の意思決定に与える部隊行動の

影響と効果を評価する図１の意思決定ダイアグラムを用いると、ミッドウェー

海戦の戦略と戦術という２つのレベルで意思決定の意義が確認出来る。 

  



  

 

出典：Prange, (1982) Miracle at Midway,から作成 

図１ミッドウェー海戦の意思決定ダイアグラム 

第１の意義は、米航空部隊が加えた雷撃、爆撃の連続的打撃が、日本側の防

空及び魚雷回避行動の影響によって、クラウゼビッツの戦争の摩擦を引き起こ

し、機動部隊の意思決定過程を攪乱し、遅疑逡巡させただけではなく、作戦遂

行の基本方針に影響する、本質的な決心変更を強要した点にあった。このこと

は何時如何なる攻撃をいかに迅速に加えるかという、戦いの戦術面のみが重要

なのではなく、米攻撃部隊の行動が、戦闘状態の中で、可能行動方針の選択を

再考せざる応得ず、観察(Observe)-立案(Orient)-決心(Decide)-行動(Action)からな

る意思決定の OODA サイクルを、再びリセットして行動しなければならないよ

うな、錯誤を生みやすい混乱状況を創発させた点に大きな特色があった。また

単独では全く戦果があがらない米側の打撃ではあったが、これを連続して果敢

に加えた結果、それは単に日本側の OODA ループを妨害し中断しただけではな

く、やがて空母上空のエアーカバーの欠落という致命的弱点を生み、米爆撃隊

の奇襲を成功させる大きな要因となった。 

その結果、日本機動部隊の首尾一貫した対応策が困難になる。図２に示す戦

略 Lock Out(31)と呼ばれる、物心両面の深刻な打撃から、観察、立案、決心の再

試行ループから抜けられない意思決定の閉塞状態が創り出され、主導的なオペ

レーションの継続が不可能となり、米側の戦勢逆転を可能にした。 

第２の意義は、このような戦術的効果が積み重ねられた結果、すなわち適切

な力を有効な目標と脆弱な部位に、適切な時期を選定して連続して打撃を加え

続けた結果、それらの場面を結合して相手の意思決定過程のサイクルに不断の

  



  

影響を与え、勝機を捕捉する戦略が成功した点にあった。結果的に 1020 の時点

の奇襲成功とその後の戦闘展開により、日本側はこの日の海戦で 精鋭の空母

４隻を失い、その結果、ミッドウェー海戦における日本の「運用継続性」は実

質的に破砕された。 

 

５ ミッドウェー海戦のまとめ 

 

Network-Centric Warfare の戦いの本質は、ネットワークにより結合されたセ

ンサーと通信技術を活用した指揮統制組織が生み出す、危機管理の共通の認知

構造から生まれる意思決定の速さを利用し、相手の意思決定過程の OODA ルー

プの内側に遷移し、相手の意表をつく予期しない物理的打撃を加えながら、戦

力均衡の転換点を創発させる点にある。それは Effect-based-Operation(効果に基

づく作戦)と呼ばれる作戦行動、すなわち相手の意思決定を妨害し遅滞させるだ

けでなく、物理的打撃効果を人間の認知世界にまで浸透させ、相手の意思決定

の枠組みを突き崩し、ついには首尾一貫した対応が不可能となるような形而上

下にわたる硬直した恐慌的事態を出現させ、相手に既存の戦略の抜本的修正を

迫るオペレーションを可能にする(32)。 

出典：Smith, Effect Based Operationsを基に作成   
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図２ 意思決定の優越と戦略的ロックアウト 

 

ミッドウェー海戦における米海軍の勝利は、敵のあらゆる可能性を現実的に  

検討した早期の情報活動と綿密な航空偵察、ルース・カップリングされた柔軟

な攻撃による主体的な戦闘環境の創造にあった。それは、予期しない環境変化

の中で、創発的な解を生み出すことに成功した高信頼性組織のマインドセット

  



  

と意思決定の優越を得て勝ち取った勝利であり、およそ米側が偶然に敗北を免

れたものではなかった。この予期しない突破口を創り出した意思決定の優越は、

海戦の勝敗を左右する決定的要因となった。 

戦後、本作戦を指揮したスプールアンス提督は、およそ安易な単純化を戒め、

深い洞察と慎重な決断を行うため、指揮官本来の重要な思索と判断に注意を集

中したこと、また現場を重視し、部下に行動の自由を与え、干渉を避けたこと

にふれ、次のように述懐している(33)。「海軍の戦闘では、様々な要素が迅速に

移り変わり、戦闘行動の及ぼす影響は極めて大きく、このため確固たるチーム

ワークが不可欠となる。また戦争では、事前に予測し計画すべき事が多く、変

動要素を多く含み、行動計画は敵を攻撃する時点までは詳細に計画出来ても、

じ後は相手が何をなそうと直ちに反応し、状況の急変や相手の失敗を即時に利

用できる柔軟なポジショニングが重要となる。このため、現場の指揮に任ずる

ものは、作戦全般における自らの役割について熟知し、たとえ無線封止のため

命令が受けられない場合でも、あるいは詳細な命令を下達する時間的余裕がな

く、極めて短節な命令しか受けられない場合でも、自らの主動性に基づき自律

的に判断行動出来なければならない。」そして失敗の兆候、すなわち専門的見

地よりする反証の価値について触れ「戦争間、自分は常に心を開き､他の人の考

えを受け入れることが、重要である事を痛感していた。戦争で同じ状況が繰り

返されることは希であり､予め用意された解答は状況に応ずる解答ではなく、逆

に状況を解答に適合させようとして、危険で高価なものにつくことが多い。組

織が大きくなるほど、自らが直接貢献できる割合は小さくなり、逆に専門知識

と経験を有する部下を指導し方向付け、その専門的識能を総合的に活用する能

力が極めて重要になる。」 

ここでは、戦争の避けがたい不確定性や知識の不備に対処するため、多様な

分析的視点を尊重し、進んで疑問を抱き、先行的に情報を入手して意思決定を

行う指揮官と、多岐にわたる部下の高度の専門能力の発揮を許す、組織の自律

性を重視した高信頼性組織おけるマインドセットと運用継続性のあり方が示唆

されている。複雑な内部イメージは、込み入った状況で組織独自の能力を強化

し対応の幅を広げ、汎用性を確保して被害を局限し、高度なシステムが有効に

機能するために必要な、深い知識を手に入れる事を可能にしていた。 

これに対し日本側は､真珠湾の戦勝以来、成功の罠に陥っていたと見られる

事実が多くの研究で明らかにされている。そこでは、科学的合理性を欠き、希

望と現実が混同され、陸海軍の確執からものを見る趨勢。進歩的イノベーショ

ンを避け、敵を過小評価し、破れた後、名論卓説を述べるという国民性の負の

  



  

面がことごとく圧縮されてミッドウェーの敗戦に現れたことが、深い痛恨の念

とともに報告されている(34)。 

戦略上の失敗を上げるならば、当時の艦隊勢力は日本側が優勢であり、彼我

の戦力比からも、米側に決戦を挑んだとしても容易には応じないであろうとい

う観念が支配していた。すなわち、戦勝を重ねるほど我の能力は高く、敵の能

力は低く評価され、敵戦力の危険な過小評価につながっていた。陸海軍合同会

議の席上、軍令部作戦課長は，この作戦で も恐れることは、敵が出現しない

ことであると述べ、当時、一般的であった、ミッドウェー島が攻撃された後に、

米艦隊は出撃するであろうという見方を代表していた。 

それは高信頼性組織が、環境の単純化や断定を控え、修正をより頻繁に行い、

何を以って危険と見なすか絶えず更新し、予想に反する微かな反証を注意深く

評価し、予防措置を講ずるのとは反対の姿であった。実際の敵は、暗号解読を

行い懸命の情報活動を展開し、日本側の企図を正確に察知し、米空母機動部隊

を南太平洋からミッドウェー海域にスイングさせ、十分な哨戒線を西方に張り、

あらん限りの力を結集して待ち伏せていた。 

作戦前の連合艦隊の図上演習、戦艦大和で行われた統裁型シミュレーション

では、日米戦力係数が３：１として示され、さすがに自信の強い航空出身の統

裁補佐官達も敵の過小評価に驚愕し、もう少し慎重に行動してはという声が上

がったという。しかし公式の席上で敢然とこれを指摘する者はいなかった。 

演習が進行するに従って、各部隊から多くの質問や希望が続出したが、その

共通するものは、半年に及ぶ第１段作戦から帰還したばかりの部隊に対する、

ミッドウェー作戦期日の延長であった。しかし上陸予定日の月齢の関係から不

可であると峻拒された。またミッドウェーの占領後、米側の一大拠点であるハ

ワイに近い同島の防衛と、日本から 2000NM に及ぶ補給路の確保について説明

が求められると「なんとかなるであろう」という信じがたい回答であったとい

う。ミッドウェー島に攻撃指向中に、側面の米機動部隊が出現した場合の処置

に関して研究の必要があるとの指摘に対して、特段の検討は加えられなかった。

そしてミッドウェー海戦では、予見され指摘されたとおりの危機が発生した。 

その後、作戦発起と共に米側の異常な気配を知らせるせる微弱なシグナルを、

日本側は探知していた。例えば、作戦前からハワイを中心とした米太平洋岸の

作戦電報が異常に増大し、緊急電が多いことが確認されたが不問に付された。

さらに６月２日に、マーシャル群島の第６艦隊司令部傍受班は、方位測定によ

りミッドウェー島北北東 170NM 付近で２群の空母が東西に移動しつつ哨戒機

と交信している事実を探知し、全艦隊に通報したが虚報であるとされた。 

  



  

早、連合艦隊は、異常な兆候に敏感に反応し、複雑な物事を深く捉え、自

ら行動によって確実に確認し対処する、高信頼性組織のマインドを失っていた。 

 

おわりに 

 

危機管理の状況の曖昧な意思決定の場では、人は予想を裏付ける証拠を熱心

に求めるが、間違いを示す証拠が見えなくなる(35)。その結果、自ら当然として

いることが問題を見えなくし、組織の視野は狭隘となり、問題は知らぬ間に拡

大する。完全に誤った対応をしているにも拘わらず、異常報告は減るため、シ

ステムが強化されたかの錯覚に陥る。ヘラクレイトス(Herakleitos) が述べたよ

うに、予想しなければ予想外のことは無く、看取出来ない変化が、看取可能な

対立物を生むという哲理を踏み外すこととなる。 

  一般に、社会や組織を根底から揺るがす不測事態が，突然の大危機として出

現することは稀であり、むしろ危機は、社会や組織の日常業務の些細な連鎖か

ら発生することが多い。この危機の連鎖を阻止するためには、国や社会、企業

組織のあらゆる個人が、差し迫った危機の中においても、なお正常な活動を継

続し、有効な社会的協働が出来る仕組みと能力が重要になる。 

とりわけ取り巻く環境の変化が激しく、オペレーションのテンポが乱れ状況

が曖昧で予測できない時が、危機拡大を防ぐマインドが も必要とされる場面

となる。危機管理に任ずる高信頼性組織の意思決定の深層では、現在の環境で

何が問題なのか、どのような対策が有るかについて、絶えず推論を更新し、常

に理解を深めようとする考え方が生きている。それは注意過程を単純化するの

ではなく、複雑な事態に対しては実際の試練を経た多様なメンタルモデルを以

て対処し、異常を示す微弱なシグナルを早期に察知して、危機拡大を防ぐ体制

が敷かれていることを意味する。このような高信頼性組織は、今日の多様な脅

威が生み出す、危機の連鎖を阻止する「運用継続性」を確保出来る公算が高い。 
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