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はじめに 

 

 ９．１１同時多発テロ以降、国際政治と関連する危機管理には多くの変化が

生じ、特に国家を行動主体とするものとは本質的に異なる、国境を越えた国際

テロ組織、犯罪組織等のグローバルな非対称性脅威による危機が、国際社会の

深刻な問題となっている。今日、高度情報技術の飛躍的発展を背景に、国際社

会の構造は大きく変貌し、政治、経済、産業、軍事等の様々な機能分野のグロ

ーバリゼーションを進展させ、先進諸国を巻き込む相互依存が深化し、非対称

性脅威による危機の発生から戦争へ至る連鎖は、ポスト冷戦の各国の安全保障

にとって現実の問題となった。 

 現代国際社会の高度に発達した政治・経済の相互依存は、局地的な危機を、

国際社会全体に急速に波及する構造を創り出しており、危機の局所的ゆらぎを

伝播拡大させ、国際社会を根底から揺るがす危機的状況を創発して、各国に深

甚な衝撃を与える脆弱性を否定できない（１）。また現在、伝統的国民国家が期待

された統治機能を果たすという前提が世界各地で崩れてきており（２）、これら地

域を策源とする非対称性脅威による危機を未然に防止し、危機が発生した場合、

危機拡大の敏感性にいかに対処すべきかという問題が、今日の国際社会の安全

を考える上で最大の課題となっている。 

 ２１世紀の危機管理の新たな環境と脅威の変貌を考慮するならば、わが国も

欧米先進諸国と同様、情報(IT)技術により高度に発達した社会構造と都市的性

格から発生する同一の問題に直面している。国家間で発生する危機終結が自明

で、平和条約の締結が可能な伝統的な危機のみならず、危機の進行過程の国家

性と、その上に築かれる脅威の枠付けが不透明な事態に対し、その幅広い脅威

のスペクトラムに応ずる国家としての危機対処能力が求められている。また、

今日の非対称性脅威の性格、世界共通性、越境伝播性、早期抑制の重要性から、

多元的な紛争抑止体制を踏まえた、円滑な国際協力が可能な危機管理体制を整

備する必要性が高まっている。特に日本の国際的地位の向上に伴い、問題解決

に向け国際的に共通の理解を深め、日本の立場にふさわしい国際貢献を果たす

事が求められており、国連の新たな決定、あるいは日米関係の信頼性の枠組み

に応ずる、総合的な危機管理体制の構築が、わが国の社会の安全と、日本経済

の世界へ向けた発展のためにも急務となっている。現在、21世紀の安全保障環

境のこのような変化に備え、欧米先進各国は限られた国家資源の中で、危機管

理に求められる任務と資源の配分を見直し、新たな脅威に有効に対処しうる危

機管理組織のトランスフォーメーション（構造転換）を進めている。 



 本稿は、近年注目されている、組織の構造自体が意思決定の仕組みを反映す

るネットワークセントリックな危機管理組織が、これらの問題にいかに対処し

うるかを理論的に考察する。この自律的多様性を許容しながら、組織として整

然とした秩序ある行動を形成する危機管理組織（３）へのトランスフォーメーショ

ンに成功した場合、戦略と組織変化を同時並行的（コンカーレント）に捉え直

し、組織を取り巻く危機的環境の急激な速度変化より、それ以上の速さで対応

出来る組織形態と、新たな創発型戦略の展開が可能になる。 

 本稿では、環境の変化を先行的に把握して創造的変容を生み出す、ネットワ

ークセントリックな危機管理組織の自律分散型の構造と、その創発型の戦略能

力を理論的に対比することにより、21世紀、新たに求められる危機管理組織の

基本構造を浮き彫りにすることを目的とする。 

 

1. 危機の変容と新たな危機管理 

 

  現在、国際社会の平和と安全を脅かすグローバルなネットワーク型の脅威が

国家をとりまく新たな緊張の要因となっている。そこでは、伝統的な国家間の

武力紛争型の危機に加え、(1)民族的衝突を背景とするテロ、不法船舶の航行、

平和維持活動、非戦闘員の避難、武装難民の潜入等の軍事的危機、(2)地震、台

風等の大規模自然災害、石油、放射性物質等による環境汚染、国際通貨・金融

危機、大停電、コンピュータ・ネットワーク通信網の断絶、大規模交通麻痺等

の社会秩序の危機あるいは、(3)国際犯罪組織によるテロ、ハイジャック、対麻

薬作戦から石油・食料等の戦略資源途絶のような、非軍事的分野の危機が問題

となっている。そしてこれら一連の「低強度紛争（Low Intensity Con－ 

flict：LIC）」又は「戦争以外の手段を以てする作戦（Operation Oter than W

ar：OOTW）」として定義される、古典的戦争観とは異なる新たな脅威空間にお

ける危機管理の重要性が高まっている（４）。 

 過去、危機管理組織のあらゆる類型は、一定の歴史的経緯と存在理由を持ち、

その体制は一つの基礎図式からの理論的演繹ではなく、法律と政治、法と権力

の相互作用の中で、歴史的経験と政治過程における権力の洞察に基づき構築さ

れてきた。危機管理を、ハーバート・サイモン(Herbert A.Simon)が行政管理で

定義した如く「決定すること」と「行為すること」との両方を含み「危機を制

御して政治的に満足な成果を成し遂げる」技術として捉えるならば、その中で、

意思決定こそが危機管理の核心であるということが出来る（５）。危機管理の相対

的評価が困難なのは、意思決定の本質的作用を直接観察する機会が殆どない事



実によっており、組織の意思決定こそ危機管理の核心でありながら、実際の行

為者には知られない場合が多い。 

  ポスト冷戦の新たな危機管理の特徴は、危機及び紛争の根底にある社会的、

経済的、政治的問題の解決に際し、軍事的手段が副次的役割を果たす点にある。

低強度紛争を含む広義の危機管理では、軍事的手段は外交、情報、法務、行政

等と渾然一体として用いられ、政治、経済、社会及び心理的要因に関して特別

の配慮を必要とする。このため、危機管理の意思決定に際しては、その対象の

基礎をなす社会的現象に関して十分な理解が必要であり、底流をなす現象、と

りわけ戦争に関する深い洞察と、国家の意思決定に関する研究が不可欠となる。 

 

２． 危機管理組織と意思決定過程 

 

 (1) 危機管理と戦争の本質 

  危機管理の背後に控える戦争は、一種の強力行為であり、その目的は、物理

的強制力により事後の抵抗を全く不可能にして、相手に我の意志を強要する点

にある。戦争は相手を完全に打倒しない限り、我の完全打倒を恐れなければな

らず、相互の利害関係と敵対意識を増幅させ、極限的な武力行使を創発する。 

 しかし、戦争が極めて危険な事業であることは、会戦後の機会を考慮に入れ

た全戦力の集中投入の抑制を生み、将来における政治情勢を利用した事態挽回

など、戦争の緊張と激烈さの程度に緩和作用を及ぼす。この相反する作用は、

武力行使の限度を決定する際に、激しい敵対的感情を伴う極限的状態を基本と

する行動から遠ざかり、蓋然性の法則（確からしさの法則）に従い相手の行動

を察知し、現実の諸条件を重視した行動選択の傾向をもたらす。また一方の利

害が他方の利害と対立する、両極性の原理に由来する軍事行動の促進は、攻撃

に対する防御の優越性、「戦争の摩擦と霧」に由来する状況認識の不完全性の

影響を受け、相手の戦力を過少より過大に見積もる傾向のある人間の本性と相

俟って、軍事行動を抑制・弛緩させ、多くの場合、中断をもたらす。 

 むしろ実際に、力の均衡を覆し、軍事行動を強化・弱化させる原理は、戦争

に際し、国民の心を動かす政治目的に胚胎する。両国間に危険な緊張と危機が

成長し、敵対的要素が累積した場合には、戦争の動因が極めて小さい時でも、

この動因の本姓を遙かに超えた破壊的事態を招くことがある（６）。戦争本来の動

機をなす政治的目的は、交戦両国の関係を通し、両国民に及ぼす影響の観点か

ら考察されて、初めて軍事行動の目標設定の尺度となり武力行使の基準となる。

戦争の動機と先立つ緊張が強く、広範囲に国民を巻き込みその影響が深刻であ



るほど、戦争は本来の絶対的形態に接近し、相手の粉砕が中心的目標となり、

内部において強く政治目的と合致し、外部において政治が影を潜め、戦争とし

ての様相を強くする。これに対し戦争の動機と緊張が弱いほど、戦争本来の方

向である力の極限的行使は、政治目的と合致せず、内部において、政治目的と

観念上の戦争目標とは別種のものとなり、外部において、戦争は影を潜め 

政治が姿を現す。 

 カール・フォン・クラウゼビッツ(Karl von. Clausewitz)は「戦争は政治的

行動であるとともに、政治の道具であり、政治的関係の実行であり、他の手段

をもってする政治の継続である」と戦争の本質を定義した（７）
。戦争は、国民と

密接な関係のある敵対的意図と極限的力の行使への自然的衝動、軍事行動に影

響する蓋然と偶然の働き、政府からみた政治的手段としての性格が存在し、こ

れらが三位一体となって戦争の底流をなす。この３要素から構成される政治‐

軍事体系の循環運動は、国民、軍事組織、政府と密接な関係を有し、戦争の本

質に深く根ざしたものとなる。 

 この戦争の本質を背景とする危機管理の代表的戦略には、信憑性のある強力

な威嚇と限定的な力の行使により、敵対者の行動を未然に思い止まらせる抑止

と、進行中の行為を封止し、既成事実を撤回・復帰させる強制外交が存在する。

どちらも根底には、自国の死活的利益を損なう事態を断固阻止し、原状回復の

ため武力行使をも辞さない「意思と決意」により、敵対者から譲歩を勝ち取り、

同時に紛争・戦争に至る決定的な破局を回避し、危機を終息させる意図を内包

している（８）。この政治‐軍事体系の循環運動において、紛争、戦争へのエスカ

レーションを阻止し、自国の中核的利益を守ろうとするならば、政策決定者は

深刻な二律背反に陥らざるおう得ない。すなわち、危機に胚胎する暴力性と憎

悪・敵愾心が、広く国民世論に伝播し大規模な紛争及び戦争に発展して、大量

の犠牲者と壊滅的打撃を招くような事態を避けようとする立場と、危機を脅威

ではなく、国家間の関係をあるべき姿に変える政治的機会として捉え、危機に

よる管理を手段として使用する立場との間に均衡を確立しようとする点に、危

機管理の本質的困難性が存在する。 

 従って戦争と同様、危機管理も常に政治的状態に由来し、政治的動機により

引き起こされる。そこでは政治的目的が危機管理の全過程を貫き、これに不断

の影響を及ぼす。このため政策決定者は、危機に際し、極めて高い政治的レベ

ルで機能する能力を持たなければならない。政治を政治主体自らの活動と、そ

の構成員の果たすべき役割の意思決定過程として捉え、政治的合理性を、意思

決定構造の確立と維持に関するものと見るならば、政治の最も重要な働きは、



政治により人々の意思の結合を生み出し、意思の結合体を一定方向に導き、そ

の結果生じる社会的協力を、制度化し維持する能力となる。この意味からする

と、戦争の力で社会を制圧することは、統治する事よりも遙かに易しく、軍事

力で多数者を抑えることと、政治により社会を統治することとの間には、常に

決定的な隔たりがある。 

 偶然性と蓋然性が支配し、相互の利害が衝突する緊張状態での危機管理は、

通常の均衡を達成する政治―軍事体系の循環運動と異なり「危機解消による戦

争回避」と「譲歩獲得を狙いとする政策展開」との間で、循環を実現する軌道

の変更であり、特定の均衡状態に向かう微分的な連続運動では到達し得ない、

新たな均衡状態への推移となる。その最終的均衡点においては、力を同意に変

え、力による服従を個人の自由な義務として、相手に強制を意識せしめず、進

んで自発的に参加する形態を生み出さなければならない。軍事的な力による意

思の強要と戦争の権利行使のみを前提としている限り、いかなる平和条約も想

定されない。危機管理はその究極目的である「国際社会の発展の源泉である平

和と安全」をめざす政治的行動であるのみならず、秩序形成のための政治的関

係の継続であり、外交、軍事、経済等のあらゆる手段を結合し、世界の平和と

安定という、国際社会共通の価値を創造する政治の実行と見なすことが出来る。 

 

 (2) 危機管理と民主制の原理 

 国家を精神的人格として、政治を人格化された国家の知力と見なす古典的立

場から見るならば、国家の生命は国民の結合のうちに成立し、さらにジャン・

ジャック・ルソー（Jean Jacques．Rousseau）が定義した「一般意志」（９）に従

うようなミクロ‐マクロ・ループにより、国家はその部分を全体として最も有

効に活動させる普遍的強制力として、主権を有すると考えることが出来る。 

 民主制社会の最重要機能は自己保存機能であり、民主制社会における危機管

理を考える場合「各人は必然的に、他者に課する条件に自らも従う」という原

理に基づき、各人の利害を対比させ、自己固有の立場を離れ、社会全体の観点

から事実を万遍なく見渡した上で判断を下すことが求められる。すなわち意見

収斂の過程で、主観的な個人の観念が相互主観的に確認可能な、より客観的な

ものに高められるところに、民主的な意思決定過程の重要な機能がある。 

 権力の集中を必要とする契約説の立場からすれば、民主国家における主権の

行為は、上下の約束ではなく国家と個々の構成員との約束であり、全構成員の

力を共同のものとして、国家意思の最高指導の下におく。そして国民間に平等

を確立し、国民は全て同条件で約束して同等の権利を享受し、この誓約から国



家に存在と生命が与えられる。その結果、社会的結合の条件として法が定立さ

れ、権利と義務が結合し、政治主体としての国家に意思と運動が与えられる。

 国家の行為実行の意思を立法権とし、行為実行の力を行政権として捉えるな

らば、政府は公共の力を結集して、国家意思の指導の下、個別対象に関連する

法に基づき行政を行い、個人や集団の私的努力では解決出来ない、国家行為を

達成する主権者の機関として捉えることが出来る。 

 確かに危機管理のように、関係する全ての人の意思の結合により始めて可能

で、社会にとり死活的に重要な目標達成の為には、政体の全構成員を同時に拘

束しうる国家意思により普遍的権威を与えられた、政府の介入を不可避的に必

要とする。しかしそこでは、公的権限と個人の権利を「権力分立制」と「法の

支配」という根本原理の下で、いかに調和させるかという、主権と人権の緊張

関係をめぐる本質的な課題を解決しなければならない（１０）。 

 その意味で、政府の危機管理活動は、その一般性、普遍性、包括性において、

他のあらゆる社会的活動とは本質的に異なる。また国家と政府は、国家が自ら

存在するのに対し、政府は主権者なくして存在しない。政府は国家から区別さ

れる一つの生命を持ち、行政府の全構成員が目的達成のため一致して行動する

際に不可欠な、行政組織としての特殊な自我、構成員に共通の感受性、自己保

存に向かう力、固有の心を有している。このため危機管理組織の強化が、政体

全体の機構を損なわぬよう、政府は、自己保存の為の特殊な力と、国家維持の

為の公権力を厳正に弁別し行使する事が求められる。特に政府を樹立し、権威

を決定し、その正当性を維持していく政治固有の問題と、当該政府を通じて社

会の公共目的を達成する、行政の固有の問題は、峻別されなければならない。

このことから、危機管理にとって最も重要なことは、軍事行動の選択に関して、

国家意志を反映する最高水準の民主的政治指導を維持する点にある。 

 

 (3) 国家行政機関としての危機管理組織 

 危機管理組織は国家意思の担い手として、国家の総合的安全保障を最終的に

担保する行政機関である。近代民主制国家はその統治の基礎を「権力分立」と

「代議制」の二つの政治原理に求め、統治の正統性を政治意思形成過程として

の「立法過程」に置いている。危機管理を政治から切り離した技術過程と見な

すか、あるいは国家意思の形成過程である政治と密接な関連を有する機能とし

て把握するかは、危機管理の政策決定と執行の主体が同一である統治作用に対

して、これを政治と行政とに分離し、行政の管理性が政策決定過程の上に有し

ている存在理由を正当に承認し、同時に危機管理の政治に対する優越性を否定



し、両者自立尊重の下に、その協力を確保する上で重要な意義がある。 

 国家の執行機関は、本来政治と行政の二面性を有している。それは一面、国

家安全保障政策に係わる少数の政治家の集団であり、議会の承認を求め政策を

提出し、議会承認後はその執行責任を負う。他面それは、議会決定の政策執行

に係わる大規模な危機管理組織の構成員の集団でもある。そこでは、行政府と

しての危機管理組織に対する立法府による民主的統制、すなわち国家存立を最

終的に担保する危機管理固有の原理から、危機管理組織に対して立法的・民主

的統制がどの程度まで及ぶべきかという、国家安全保障の核心に触れる問題が

存在している。 

  すなわち一方では、政治と行政の概念を峻別し、危機管理を政治が形成した

意思の技術的遂行過程として、行政目的の価値判断を考察の対象とはせず、危

機管理の実効性を判定する唯一最大の基準を、主として伝統的安全保障の技術

的合理性の側面に中心に置く。そして、もっぱら危機管理がいかなる方法と条

件の下で最も効率的に実現されるか、軍事・非軍事に及ぶ危機管理の技術的合

理性を追求する立場が存在する。  

 他方では、危機管理を機能的概念として捉え、目的の総合化に寄与する管理

性を内在させ、高度に専門分化した危機管理を体系化する。そして内外の社会

発展に適合的変化を試みる必要性を認め、危機管理と政治の相関関係と融合面

を重視する立場が存在する。そこには、適切な自由裁量と委任立法を通じ政策

決定に参画し、危機管理の指導性拡大の必要に即応しうる国益、公益、社会的

利益の理解者として、行政に関する内在的責任を果たそうとする要求がある。

 後者は危機管理組織を、前者のごとく手段方法のみで存在価値を有する専門

的権限体系として見るのではなく、目的の共感と意思伝達を備え、目的と価値

を決定するが故にその存在意義を認め、機械的・功利的意味ではなく、社会的・

規範的能率の観点から社会的効果を創造する機関と見なす。それは、安全保障

環境の急激な変化に対応して、新たな危機管理の展開が必要となる場合には、

伝統的統治構造の自己修正をも考慮する立場である。 

 主権者としての国民の地位が確定され統合された議会制民主主義における国

家意思の理論においては、危機管理が政治により根拠付けられ支えられると同

時に、政治も危機管理により具体的に守られることから、国家意思の指導の下

に、その意思を解釈・確定して危機管理に反映する、民主国家統治部としての

政府の意思決定の役割には、極めて重要な力点が置かれる。それはまた、国家

意思の理論と政府地位に関する議論の関係に重要な課題を残す。すなわち危機

管理における軍事・非軍事にわたる技術的効率性の追求とその民主的統制とい



う要請を、合理的意思決定の枠組みの中で解決する問題に帰着する。 

 

3. 危機管理組織と合理性 

 

  (1) 意思決定の合理性 

 意思決定過程における価値的要素と事実的要素の峻別は、政策と管理の境界

を形成する。ここでの価値と事実はそれぞれ目的と手段に関係し、組織の目的

となる価値を精確に識別して、特定行為がこの目的を達成する可能性を判断す

ることにより、目的到達に適した手段である代替的行動が選択される。目的達

成の手段の正当性は、事実的問題として確認が可能であるが、目的自身の正当

性は、究極的価値を具現する一般目的の達成に寄与する限りにおいて確認する

事が出来る。従って、意思決定において評価すべきは、決定そのものではなく、

決定とその目的達成の間に存在が予想される事実関係にある。このため、管理

上の意思決定の正当性は相対的であり、ある指定された目的到達に適切な手段

を選択したならば、その決定は合理的であると見なすことが出来る。すなわち

意思決定の合理性は、行動の諸結果を評価しうる価値体系による、望ましい代

替行動の選択と関係し、明示的な制約下における、目的目標系列の一貫した価

値極大化の選択として捉えられる。 

 この意思決定の合理性は、危機管理における抑止、強制外交いずれの概念に

おいても、ある選択による危険・損耗が、期待される効果と価値を上回るなら

ば、当該選択を思いとどまる合理的敵対者の仮定に含まれている。人間の行動

は少なくとも「意図的には合理的」であるとする合理的行動の概念は、人々の

達成目標に関する複数の単純な前提に拠って、当該行動に関する大量の経験的

事実を説明できるため、多くの場合非常に強力な説明原則となる。ハンス・モ

ーゲンソー（Hans J．Morgenthau）は、意思決定の合理性が「行為に合理的規

律を与え、各国の対外政策をして、歴代の政治家の動機、選好、知的・道徳的

資質が異なるにかかわらず、理解できる合理的な連続体ならしめる、対外政策

における驚くべき連続性を創り出す」と主張した（１１）。またグレアム・アリソ

ン（Graham T．Allison）も合理的行為者モデルにおいて「行動時、政府はいか

なる目的を追求したか、国家目的に照らし当該行動は合理的であったか、国又

は政府の目的と選択を詳述することにより、国際事件を解明し国際的出来事を

統一された政府の合目的行為として理解しようと試みるもの」（１２）として定義

している。 

 



 (2) 限定合理性と組織過程 

 実際には完全合理性の概念に加え、人間の合理性に限界があり静的でなく、

意思決定が行われる組織環境により左右されるとする、サイモンにより定義さ

れた「限定合理性」の概念を適用する場合が多い。その時、組織論の中心的関

心は、人間の社会的行動の合理性と非合理性の境界の設定にあり、完全合理性

を前提とした極大化・最適化の原則は、「概ね満足な政策」の発見に向けた、

限られた範囲で合理的である意思決定原則に変化する。 

 チェスター・バーナード(Chester I. Barnard)によれば、意思決定の過程は、

目的の絶えざる精緻化と、事実の一層綿密な識別に基づく漸近法の過程であり(１

３)、危機管理のように、社会の重要な方向と、国家の死活的問題に関する複雑な

決定を必要とする分野においては、そのような価値判断を厳密に行う科学的方

法、あるいは完全な専門的技術というものはない。それは「社会の一般的な了

解」以上に遡ることが出来ず、極めて複雑な価値判断を要するこの手続きは、

自由な民主的制度において最も正当化される。すなわち、価値決定に関する民

主的制度の責任は、決定における事実的要素と価値的要素を効果的に分離する

手続きによって強化され、また意思決定の問題を政治と行政のどちらに配分す

るかは、そこに含まれる価値的問題と事実的問題の相対的重要性と、事実問題

の精度により決定される。また危機管理のごとく、行政のある部分を政治的統

制から切り離すことが望ましい分野においては、行政機関は、法の精神に基づ

き、多くの価値判断をしなければならず、場合によっては明確に立法化されて

いる範囲を越えて、社会の価値に敏感であることを求められる。 

 

4. 意思決定における戦略的要因 

 (1) 危機管理戦略                               

 社会事象は一つの統一的現象であり、社会的事実は、直接には人間の行為の

結果として、常に重要な他の事実的側面を含み、いかなる事実も完全・純粋に

経済的あるいは軍事的なものではない。特にそれが軍事的事象であれ、経済的

事象であれ、意思決定には常に「戦略」の概念が内包されている。ジョセフ・

シュムペ－タ－（Joseph A. Schumpeter）によれば、経済的事実は「交換ない

し生産を通じて財貨を獲得する経済的行為」として定義され（１４）、一方、クラ

ウゼビッツは、戦争の軍事的事実を「相手を強制し、自らの意思を遂行させる

為に用いられる暴力行為」として定義している。すなわち経済的行為は、双方

の意思の合意を基調に生産・交換を手段として行われるのに対し、軍事的行為

は、意思の強制を基調として戦闘・破壊を手段に行われる。 



 経済活動における企業を、アルフレド・チャンドラー（Alfrad Chandler）は

ヴェルナー・ゾンバルト（Werner Sombart）を引用して「独立の経済的有機体

として、それを構成する個人の上にそれを超えて創設される。この組織体は経

済取引の遂行者として現れ、それ自身生命を持ち、往々にしてその寿命は、構

成員の寿命を越える」（１５）ものとして捉えた。また企業の意思決定は、原材料

の調達から製造・加工、さらに顧客販売に至る一連のバリューチェーンの中で、

資本、設備、人材等の諸資源を割り当てあるいは、新結合等の割り当て変更に

より実施され、従って「組織は戦略に従って作られる」と定義した。 

 さらに軍事上の戦略家と戦術家のように、企業のために経営資源を割り当て、

企業戦略立案の中枢的人物を企業家、すなわちアントレプレナーとして定義し、

これに対し配分された諸資源の範囲内でオペレーションを実行する者を、管理

者として弁別している。そこでは企業戦略の策定と実行が峻別され、戦略的意

思決定を企業の長期的体質に関するものとし、戦術的意思決定は、むしろ業務

を円滑かつ能率的に運営する、日常諸活動に関するものとして認識されている。 

 これに対しクラウゼビッツの戦争論における戦略は「戦争の目的達成のため

の戦闘の使用」を意味し、戦略構想の策定と戦略実現の過程を含んでいる。ま

た戦術は、より事実的な「戦闘で対抗戦力を撃破する、戦闘力の使用」を指し、

それは個別の戦闘相互間に秩序を与え、戦闘を具体的に遂行する活動となる。

 従って戦略は、戦闘を戦争の一般目的に結びつける活動として定義され、戦

争の目的達成に寄与する価値的要素と事実的要素の峻別が、戦略と戦術の間に

引かれる境界となる。実際、個々の戦闘の具体的目標を達成する戦術の妥当性

は事実的問題として確認可能であるが、戦闘の目的自身の妥当性は、究極的価

値を具現する戦争目的達成に寄与する限りにおいて確認される。 

 低強度紛争などの社会事象では、政治、経済などの各種要因が複雑に交差し

影響し合う。このため、危機管理戦略は「危機に際し、基本的国家利益を損な

うことなく平和的解決を図ることを究極の目的として、軍事、外交、情報、経

済、法律、その他の一般行政、これら戦略的要因の渾然一体とした使用、およ

びその使用に関する教義」として定義される。 

 

 (2) 戦略的要因の理論  

 危機管理において、戦略は達成すべき目的を設定し、その内部における戦略

的要因の配置を決定する。戦争では対抗勢力の壊滅、すなわち「敵戦闘力の撃

破」が全軍事行動の主要目標となるが、危機管理では基本的国益を損なうこと

のない「危機の解消」が常に中心的事項となる。ここで、軍事、外交、経済等



に含まれる「戦略的要因」を、バーナードに従い解釈すれば「他の要因を不変

とした場合、当該要因を除去しあるいは変化させることにより、目指す目的達

成を可能にする要因」として定義することが出来る。すなわち戦略的要因は、

当該要因の適切な制御により、危機管理の目的を満たす一連の条件を確立しう

る要因をいう。このため、戦略的意思決定に必要な分析は、当該要因を探索し

決定する事に帰着し、その結果自体が目的を新たな水準に変形させる意思決定

となる。従って危機管理は、幾つかの前提に基づき計画され、危機の場におい

て細部を決定し、全計画に不断の修正を加えることが必要になる。このため、

戦略は一瞬といえども現実の行動から遊離する事は出来ない。 

 このような戦略的意思決定の真髄を、クラウゼビッツは(17)「新たな行動形式

の発案よりも、むしろ行動の調和にある。行なうべき行動をその目的と手段に

適合させ、必要以上の事も、必要以下の事もせず、全体の結果が成功を以て終

る事にある。心中密かに前提とされていた事がよく実際に適合し、全行動が知

らぬ間に調和を保ち、最終的成功により始めてその事が明瞭になる性格のもの」

として捉えている。またバーナードはその管理的側面を端的に表現し「現在適

切でない問題を決定しないこと、機熟せずしては決定せず、また実行し得ない

決定をしない、そして他がなすべき決定をしないことである」と規定している。

 一般に危機管理の目的を決定した後、これを達成する経路、すなわち戦略のト

ラジェクトリー を見出すことは可能である。しかし意思決定の困難性は、戦略

の最高局面である戦略が政治と接触・同化する領域で、国家の意思に働きかけ

る精神的諸力を把握する点にある。精神的諸力が影響を持つのは、危機の緊張

に対してであり、不測事態固有の不確実性の霧に包まれた無数の誘因の判断を

誤る事なく、断固、適切な方針を守り、危機管理を最後まで完遂する姿勢が重

要となる。そのためには、最高の国家関係に関する深い洞察と、通常では全く

予見不可能か、長期の観察と思弁により辛うじて知りうる真相を一瞬にして看

破する戦略的能力が求められる、政治と危機管理はこの点で一つに合流する。 

 

 (3) 戦略と創発 

 危機管理の様々な事象が、予期せざる混沌たるカオスの内に姿を現している

危機的状況にあっては、生起する不測事態がいかに激烈であろうと､常続不断に

戦略的意思決定を遂行しなければならない。これにはクラウゼヴッツが「クー・

ドイユ（精神的な眼力）」(１８)として規定した、行動をより高い見地から指導す

る、明瞭で深奥な洞察の結果から生まれる「心眼」ともいうべき、真相看破に

努力する知性が必要となる。またかかる不確実な情報の中にあって、個々の事



象と原則との間に、必ずしも論理の鎖で結びつかない間隙が存在する場合にも、

戦略的意思決定に係わる疑惑、躊躇を排除する能力が不可欠であり、これは思

惟の外から思惟を支配する経験合理的な法則に従い克服される。 

 マイケル・ポラニー（Michael Polannyi）は人の知識について再考し、「人

は語ることが出来るよりも、多くを知ることが出来る」という事実に着目した。 

そして人が知識探求の際に、個々の細目を明確に語ることが不可能な場合に、

これら諸細目の感知事項を統合し、全体的特徴を知ることが出来るのは、経験

を能動的に形成する活動の結果であると規定した（１９）。人が知識を発見し真実

であると認める事は、経験をこのように能動的に形成、統合することにより可

能となり「二つの事象が存在し、語る事が可能なのが一方のみである場合にも、

二つの事象間に成立する関係を捉えることが出来る」のは、知識成立に不可欠

な、無言の暗黙の力によるものであるとした。 

 ヘンリー・ミンツバーグ（Henry Mintzberg）は、戦略を「影も形もなく、触

れることも出来ず、具体的実体としては存在しない。それは人の心の中に存在

する抽象的概念である」（２０）と規定した。バーナードはそれを戦略を遂行する

組織のセンスとして捉え「これはとうてい言葉で説明できないような劇的、審

美的な感情であって、自ら興味を持って、習慣的に試みる経験から生まれるも

のである」（２１）としている。 

 危機管理における戦略は、軍事、外交、情報、経済、法律、その他一般行政

などの戦略的要因が渾然一体となり、極めて錯綜し、詳細明示が不可能な複雑

な諸活動を、本来、言葉では完全に定義し難い、暗黙的関係に従って結合する

事に他ならない。この結合が暗黙の関係になっているのは、人は「戦略的要因」

を知ることは可能であるが「危機管理の目的」に注目する為には、個々の要因

について関知していることを、頼りにせざるおう得ない点にある。すなわち、

戦略的要因の諸部分を危機管理の究極目的との関連において映し出し、目的の

姿の中に感知する。危機管理の目的を識別することは、目的全体の意味に着目

し、戦略的要因の諸部分の感知に依拠する事に他ならない。 

 それは、個々の戦略的要因の細部を分析し、諸細目を際限なく明晰に知るこ

とから、目的全体の姿が導かれる性格のものではない。むしろ社会事象に含ま

れる戦略的要因に自らを没入させ、その諸細目を暗黙的に統合内面化すること

により「戦略的状況の内におかれた人の心」を読むことが極めて重要になる。

その際、戦略的要因を場面集合としてその意味を理解するためには、それらを

眺めるだけでは不十分であり、経験を能動的に統合・結合し、その中に透徹し

て初めて真の理解が可能になる。こうして危機管理の究極の目的は、その個々



の戦略的要因の細目が明示できないにも関わらず、認知することが可能となる。 

 従って戦略は、これら明示することの出来ない諸細目から、それら諸細目を

結びつける一つの包括的存在へと、演繹論理的な分析手法のみでは定義不可能

な、暗黙の経験合理主義的な方法で到達するシンセシスに依存している。それ

は、危機管理の目的と戦略的要因との協力により創造される危機管理の包括的

存在を理解し、意味を伴う関係を二項目間に確立するものとなる。 

 通常、人は戦略により説明される状況の形式を通して戦略を感知する。この

暗黙の包括的存在を知る場合に、その存在の軍事、外交、情報、経済等の諸細

目について感知していることは、その存在に注目する手がかりとされる。但し、

もし関心を諸細目自身に移すならば、諸細目のこの機能は失われ、それまで注

目してきた包括的存在が見えなくなる。ミンツバーグはこれを戦略家の要件と

して挙げ「効果的な戦略家とは、詳細な日常業務を回避する人間ではなく、そ

れとは正反対の人物である。一方では日常業務に没頭し、他方ではそこから戦

略的なメッセージを読みとることが可能な人物である」としている（２２）。 

 危機管理の包括的存在を制御する原理的活動は、細目自身を支配する戦略的

要因の法則に依拠して行われるが、同時にこれら細目を支配する個別法則から、

諸細目が形成するより高次の原理を説明することは出来ない。すなわち、危機

管理の包括的存在を制御する原理・原則は、戦略的要因を支配する個別法則か

ら導かれることはなく、むしろそれは次の戦略の創発過程から生み出される。 

 

 (4) 戦略の創発過程 

 危機管理戦略は、基本的国益を損なうことのない危機の解決を、上位の政治

レベルの目的とし、軍事、外交、情報、経済、法律など下位の成分をなす戦略

的要因レベルの諸細目に対して行う周縁制御の原理に従う。その際、危機管理

における上位の包括的存在は、下位の戦略的要因のレベルでは見られない創発

と呼ばれる過程から生み出される。 

 ミンツバーグは、実証研究が解明した結果として、戦略形成が基本的に動的

過程であり、その推進状況は不規則で予期せずに発生する傾向があり、安定的

パターンを混乱させる動的振る舞いが、再現性のない根本的変化を環境に生じ

させ、それにより戦略にイノベーション（革新）が起きる事を明らかにした。

この時の組織と環境の非連続性に着目し、その過程は自らの速度で進む創発的

学習と言う表現が最適であり、当初企図した熟考型の戦略を基礎に、その背後

に、無秩序やカオスの中で回避できないと判明した危機を機会として活用する

「危機による管理」を旨とする創発型の戦略が隠されていることを重視した。 



 すなわちこの過程は、創発型の戦略が自然に形成され始め、組織に学習能力

と資源がある場合に、行動が非計画的に新たな戦略的テーマに収束する。この

新戦略は組織変化時に浸透する傾向があり、組織全体の行動形式に拡散し、意

識的又は無意識的に組織に組み込まれた時、調和のとれた継続は中断し、創発

型戦略は組織のフォーマルな明示的戦略に変わる。従って、創発型戦略の要訣

は、戦略の予想ではなく、その出現時期の捕捉と適切な介入にあり、その際、

組織学習を可能にする次の基本原則が満たされている事が重要であるとした。

 まず学習された知識を相互に理解可能な共有知とするため、組織全体へ素早

く伝播させ、組織の中でその知識を最も必要としている部署へ確実に伝わるよ

うにすること、また同時に組織の外囲環境に眼を向け、創造的発想の触媒とし

て重要な知識を取り込む事が必要となる。組織内の重要な知識は、様々な部署

に偏在しており、新たに獲得された知識と結合して広範囲な影響を及ぼすため

に、学習を阻む組織境界を取り払い、組織横断的に外部を巻き込こむアンバウ

ンダリーなものとし、自由で新鮮な知識と情報を流通させ、組織境界から生じ

る既成概念の固執化を解消しなければならないとしている。 

 さらに戦略の領域では、暗黙の包括概念による経験合理的なシンセシスに基

づく創発型思考と、数学的論理的なアルゴリズムに基づく演繹合理主義的な分

析型思考の並立する点を重視し、ミンツバーグは直線的かつ秩序的な特徴を有

する論理分析的思考と、同時的で包括的な創発型の直感的思考の二つを区別し、

サイモンの「分析的アプローチと実証的（直感的）アプローチのどちらかを選

択をするような贅沢は許されない」という言葉を引用して、直感と演繹は適切

な均衡をもって結合されなければならないとした(23)。 

 

5. ネットワークセントリックな危機管理組織と意思決定優勢 

 

 (1) 意思決定の二つの方法論 

 事実、意思決定の研究には、大きく二つの流れが存在する。一方には合理的

人間を前提に、論理的基準に従う統計学やゲームの理論に代表される、演繹合

理主義的な分析的方法が存在する。他方、認知心理学や社会心理学に代表され

るように、合理的人間の意思決定という枠組みから一度離れ、実際の人間がど

の様な意思決定を行うかを観察し、仮説検証により意思決定の根底にある法則

を発見しようとする、経験合理主義な実証的方法が存在する。 

  サイモンに代表される演繹合理主義的な意志決定の流れは、問題とその数学

的構造が明確で有れば、選択肢が極めて多く最適解の計算が複雑であっても、



数理的モデルや情報技術を駆使して、瞬時に合理的決定を下すことが可能とな

る。但し、このアプローチでは人間が問題を完全に定義し、判断基準と全選択

肢を正確に評価し、最適な選択肢を選ぶという前提が含まれており、その根拠

は論理的に導かれるものであって、必ずしも実証に基づくものではない。また

前提条件がどの程度満たされるか、その都度確認されるとは限らないことから、

問題が明確でない場合は有効性が低下し、また規範性自体にも限界が存在する。 

  他方、ミンツバーグが指摘した経験合理主義的な意志決定の流れは、観察及

び経験則から仮説を形成し、努めて反証可能性の高い事例を検証して、耐力の

確証を得るか仮説の修正を繰り返す。この実証的アプローチに成功した場合に

は、個人や集団・組織の偏向、社会や組織文化の影響を精確に摘出し、判断や

予測に悪影響を及ぼす弱点や原因を究明し、是正することが可能になる。 

 実際、ミンツバークの研究では、米国の管理者は、至短時間に絶えず異なる

意思決定活動に従事し、組織上層の管理者ほど、経験則の適用、推論と予測に

よる認知活動が大きな比重を占め、過去に有効性が確認された経験合理主義的

う意思決定を、無意識の内に適用していることが実証されている（２４）。 

 通常、環境の複雑性と必要な情報量に対し、人間の認知能力が限られる場合、

演繹合理主義的な意思決定は困難となり、発見的方法で複雑な状況に漸近的に

接近する、直感的アプローチをとる場合が多い。しかし普遍性のある分析的ア

プローチと異なり、個人の経験則や直感に頼る共通の弊害として、仮説に合致

する情報を無意識に収集する偏向が働き、その後の処理判断、解釈の全過程に

わたる深刻な影響が指摘されている。また個人の主観排除のため、責任を分散

して集団組織的に意思決定を行う場合にも、社会的力が複雑に影響することが

知られている。また経験合理主義的アプローチによる場合、個々の局面に有効

な帰納的原則を、全ての意思決定に規範的に織り込む妥当性は保証されない。

 従って人間の判断や予測に混入する錯誤や偏向を補正するには、規範的な演

繹合理主義的方法と、実証的な経験合理主義的方法の二つの意思決定を、適切

に組み合わせ、限定合理性の枠を拡げ、精度を向上させることが重要となる。 

 

 (2) 新たな危機管理組織の潮流  

 過去の危機管理組織は、既存の社会構造の枠組みの中で、防衛、警察、出入

国管理、疾病・医療管理などの機能セグメントごとに構築され、トータルシス

テムとして階層型の構造をなしていた。組織は、行動主体である各サブシステ

ムの集中制御を運用の基本に、論理的に一貫した上下関係を有し、上層部に集

中する指揮統制系統が全体を管理・統括する事を特徴としていた。この集中指



令管理型のシステムは、あらかじめ想定された運用環境では、最適性、効率性

に優れる反面、環境が予期しない変動をした時には、システム全体の指揮・制

御部の変更を必要とする事が多く、対応に時間を要し柔軟性に欠けた。また、

サブシステムが機能を喪失した場合、他が正常であっても、システム全体の要

求機能の低下や機能喪失を招くばかりか、被害拡大の可能性があり、信頼性や

強靱性にも弱点があった。 

 このような従来の危機管理組織の「硬さ」は、組織の統一性に力点を置く集

中型のアーキテクチュアが、他のサブシステムの正常運用を前提に、サブシス

テム相互の依存関係、特定構造を配置したことに起因していた。このサブシス

テムの依存関係が一意に決定され、運用時に容易に変更出来ないシステムの硬

さは、多様な危機への対処能力を低下させた。また階層型の指揮統制では、危

機の場からは遠い頂点又は中間部が指令を行うため、最終決断に至るまで結節

点が多く時間を要し、急激な状況変化と現場意思の的確な反映を困難にしてい

た。特に社会の直面する危機が複雑化すると、システム中央部に集中する意思

決定主体だけでは、全体システムの目的達成は難しく、総合的な有効解を得る

ためには、意思決定主体をより危機の場に近いサブシステムに分散して置き、

一刻を争う危機的状況にシステム全体として迅速に対応して、戦略的な主動と

先制を確立し、意思決定優勢を獲得する機構が重要になる。同時に自律的サブ

システムの意思決定の負の波及効果を抑制し、組織全体としての秩序を保ち、

各主体の行動を一貫性のある調和の取れたものにする必要があった。 

 今日、危機管理の全体システムの分割として、サブシステムを考えるのでは

なく、先ず自律的なサブシステムが存在し、それらが結合された結果、全体シ

ステムが成立するアーキテクチュアが考案され、実験的に運用されている（２５）。 

 低強度紛争のように極めて異質な脅威主体群の行動が問題となり、完備完全

な情報を持った合理的主体による最適意思決定が期待出来ない場合、すなわち

最適化戦略ではなく、創発型の適応的な戦略が問題となる場合には、その適応

プロセスの結果予測は、非線形作用素に従う多主体が活動する複雑系が予想さ

れことから、合理的意思決定モデルのみから結論を得ることは不可能に近い。

 従って、規範的で演繹合理主義的な分析志向の意思決定と、経験合理主義的

なシンセシス志向の帰納的意思決定とを結合させる仕組みを構築し、上記の問

題を克服する事が求められる（２６）。 

 

 (3) ネットワークセントリックな意思決定構造 

 ジェームス・モファット(James Moffat)の研究（２７）では、今日の複雑な危機



管理環境に対応して、実験的に構築された危機管理組織が、熟考型の慎重な意

思決定と、創発型の直感的意思決定の二つのタイプを使い分けることが指摘さ

れている。熟考型の意思決定が、十分な時間をかけ、可能な選択肢から最適解

を選択する演繹合理主義的なアプローチを中心とするのに対し、創発型の意思

決定では、高度なストレスの下で、状況判断時間が極めて短い迅速な決定を行

うため、高度専門的な知識を基に的確な判断を下す経験合理主義的アプローチ

が用いられる。この二つの意思決定機能を結合させるため、組織の構造は、従

来の航空機、艦船、戦車など主として兵器プラットフォームを中心に、統一性

を重視して統合された中央集中型の階層構造から離れ、各サブシステムの自律

性を許容しながら統一性を確保し、なお組織として秩序ある行動が発揮出来る

ネットワークセントリックな自律分散型の組織構造が考案された。 

 この実験的な高速の意思決定エンジンが組み込まれた危機管理組織では、指

揮のレベルが引き下げられ、行動単位となるサブシステムは互いに大量の情報

に基づく共通の知覚を、相互に理解可能な環境意識（Shared Awareness）及び 

空間意識（Space Awareness）として共有し、静的環境で定義される合理的選択

による慎重型の最適化戦略だけでなく、動的環境に敏速に対応し続ける、創発

型の自律的戦略を用いることが可能になる。例えば、図１に示すような軍事的

な危機管理組織の場合、(1)陸海空、宇宙空間のセンサーから構成されるセンサ

ーグリット、(2)ネットワークを中心とした計算機と通信の構造基盤を 

構成する情報グリッド、(3)個々の知能化された精密誘導兵器システムが接続 

されるシュータグリッド、これら３層のグリッドから構成される。ここでは、 
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 図１ ネットワークセントリックな危機管理組織の概念図             

 



新たなエンパワーメント方式の指揮が採用され、組織形態は、統一性に軸足を 

置く中央集中型の枝状構造から、多様性に軸足を移した自律分散型のネット状

の構造に変化する。行動単位となる多くの主体（エージェント）は情報を共有

し、共通の知識・情報基盤の上で、分散する各主体の機能と力を新結合させる

事が出来る。その結果、ある特定目標達成のため、以前には存在しない組織構

造を、時間的経過に従い瞬時に出現させることが可能となる。さらに、タスク

環境に対する各サブシステムの共通の知覚・認識は、下位レベルの部分的力の

総和では説明不可能な、上位レベルの特性、機能、振る舞いを創発する「自律

励起（セルフシンクロナイズ）型運用」を可能にする（２８）。 

 すなわちこの高速の自律励起型運用は、複数の下層のサブシステムが一元的

な意思決定機構（指揮統制系統）から詳細な指示を受け、厳密に正確な行動を

する結果生まれるのではなく、ネットワークによって緩やかに結合されたサブ

システムが、上層の指揮機構から示された、全体的な企図と制限の範囲内で、

自律的な作戦の真の自由を保持しながら、演繹的意思決定の基本プロセス、観

察(Observe)、行動方針の立案(Orient)、決定(Decide)、行動(Act)からなる意

思決定ループを高度情報技術を活用して高速回転させ、刺激反応型のフィード

バックタイプのタスクを迅速に遂行することにより達成される（２９）。他方、上

層の指揮機構は収集された大量の情報を詳細に分析評価するよりも、むしろ掌

握した全体状況のパターンマッチングを認知し、過去の経験やシュミレーショ

ンからの学習知識に基づき、どの様なことが期待できて、どのように行動すべ

きかを、経験合理主義的に判断し作戦を指導する。すなわち自律励起型の運用

は、危機管理の場における知識創造の観点から、渦中にある主体が自己を固定

的に捉えず、他の主体との相互作用の中で絶えず学習を行う。そして自らに立

ち戻り、拡大した知識・情報基盤の上で、作戦要求に合わせ組織境界を超えて

行動を結合することを意味している。そのためには、組織の境界は弾力的で在

らねばならず、ここに組織境界の制約を超えた結合を可能にし、組織内外の境

界を弾力化・流動化するネットワークの概念を導入する真の動機がある（３０）。 

 

おわりに  

 

 21世紀初頭のアフガン戦争やイラク戦争では「戦線の存在しない戦争」と「目

に見えない無形の戦争」が中心概念となった。そこでは、地理的定義による戦

域が自立性を失い、軍事作戦は空間的に著しく拡大し、時間的に圧縮され、こ

れまで存在した軍事－非軍事の境界区分が本質的に融解した（３１）。 



 今日、国際社会が直面する、非対称性脅威の不透明なカオスの世界に挑戦す

る危機管理は、例えば、脊椎動物の免疫系のような検知能力、敵と味方の識別

能力、多種多様な防御能力、また新たな脅威の認識と攻撃能力、組織学習の蓄

積能力が必要となる。これにより社会ネットワーク上のどこであろうと、急迫

不正な脅威の存在を感知し、直ちにその行動を隔離して状況を危機管理センタ

ーに送り、脅威に対する抗体として対処機能を結合・生成し、脅威を受けた社

会の特定部位に処置する。同時に、社会ネットワーク全体にその抗体を広め、

危機に対する社会の免疫力を確保して対処法を学習する。すなわちテロリズム

への対応では、何層もの軍事的防御線のみに頼るのではなく、国家のあらゆる

「細胞」が差し迫った危機を感知出来る意思と能力を備え、そのような状況に

対応出来る、いわば国家と社会の免疫力を獲得することが重要となる。このた

めには、自律的対処力を分散させる必要がある一方、自律分散による高度な統

制の問題を解決しなければならず、組織全体のシナジーを生む難度の高いコラ

ボレーション（協働）を創造する危機管理組織のコア・コンピタンスが必要と

なる。ネットワークセントリックな危機管理組織においてこれを見た場合、コ

ア・コンビタンス（３２）は危機管理の対処機能（コア戦力）の背後に存在する中

核的能力で、その意思決定構造に体化されている。この組織の真の強みとなる 

無形の知的能力は、部分から全体の隠れた秩序を創発する、危機管理の真髄と

もいえるこの創発型の戦略を生みだし、意思決定優勢による圧倒的な競争優位

の源泉となる。危機管理組織のトランスフォーメーションは、このような国家

の組織的能力を構築する過程として定義される。 

 結論として、この構造転換に成功した危機管理組織は、絶えざる情報技術革

新を先導に、軍事の新概念、ケーパビリティ(３３)、人的資本、組織を新結合し、

国家の優位性（強み）を発展させ、国家の非対称な脆弱性（弱み）を防護する

ために必要な、国際安全保障における競争と協調の力を柔軟に組み替え融合す

ることが出来る（３４）。それは、強靱かつコンパクトな兵力で、より信頼性の高

い安全保障が得られることを意味する。先進国にとり、高度な危機管理体制を

構築して先行的、予防的に脅威レベルを低下させ、危機の解消に成功すること

は、結果として、紛争による膨大な軍事力の事後的負担を抑制して、国民総生

産の増分を高めることを意味し、国家戦略として最も合理的であり、国家の戦

略的地位向上に貢献する。これが現在各国が追求している危機管理組織の構造

変換（Transformation）の底流をなす原理となっている。 
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