
決断科学のすすめ
進化生態学から見た

新しい社会的リーダーのかたち

矢原徹一＠イ・アエラ全体会議

チンパンジー社会のボスと
人間社会のリーダーは

どこが決定的に違うのでしょうか？

公開用に内容の一部を変更しています。
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https://www.amazon.co.jp/決断科学のすすめ—持続可能な未来に向けて、どうすれば社会を変えられるか-矢原-徹一/dp/4829971061/ref=sr_1_1?hvadid=335549970407&hvdev=c&jp-ad-ap=0&keywords=%E6%B1%BA%E6%96%AD%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81&qid=1566447374&s=gateway&sr=8-1


今日のテーマ
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チンパンジー社会のボスと
人間社会のリーダーは

どこが決定的に違うのでしょうか？

人間社会のリーダーには
どんな資質が求められるのでしょうか？

リーダーの決断力を支えるのは
理性でしょうか？

それとも直観でしょうか？



今日の世界の多くの側面は、しば
しば「ジャングル」と呼ばれてい
ます。

目に見える緑のパッチがほとんど
ない、高層のコンクリートの建物
で満たされた大都市は、コンクリ
ートジャングルと言えるでしょう
。 また、私たちの多くは仕事で日
々、企業のジャングルに直面して
います。

現代人は以前の自然の状態から進
化してきましたが、ジャングルの
法則は現代世界にもまだ当てはま
るようです。

チンパンジーから学ぶリーダーシップ
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Renaissance Man Journal の記事より

https://gainweightjournal.com/insights-

on-leadership-from-chimp-alpha-male-

behavior/

https://gainweightjournal.com/insights-on-leadership-from-chimp-alpha-male-behavior/


1960年、ジェーン・グドールはタ
ンザニアのタンガニーカ湖の近く
のゴンベ国立公園に住む小さなグ
ループのチンパンジーの研究を始
めました。当時、このグループの
アルファオスはゴリアテでした。
ゴリアテは、他のチンパンジーを
自分の大きさで威圧できる巨大な
チンパンジーです。しかし、1964
年には、驚くべきことが起こりま
した。ゴリアテは、それまではお
そらくコミュニティ内で最もラン
クの低いオスであった、身体的に
はるかに小さいチンパンジーであ
るマイクによって、アルファオス
の座を追われました。

チンパンジーから学ぶリーダーシップ

6

Mike

Goodall (1968) The 

behaviour of free-living 

chimpanzees in the 

Gombe Steam Reserve. 

Ecology 1: 161-311. 



アルファ・オスになるための
３つの戦略

（１）力

（２）賢さ

（３）政治的連合

トップを維持するには3つの戦略すべ
てを組み合わせる必要があります。

Renaissance Man Journal の記事より
https://gainweightjournal.com/insights-on-
leadership-from-chimp-alpha-male-behavior/

→ 擬人化されすぎ（矢原）

チンパンジーから学ぶリーダーシップ

7

Goodall (1968) The behaviour of free-living chimpanzees in the Gombe Steam Reserve. 

Ecology 1: 161-311. 

Mike
Mike

Goodall (1968) The 

behaviour of free-living 

chimpanzees in the 

Gombe Steam Reserve. 

Ecology 1: 161-311. 

https://gainweightjournal.com/insights-on-leadership-from-chimp-alpha-male-behavior/


チンパンジーは離合集散社会に暮らしてい
る。

各個体（とくにメス）は生涯の大部分を森
の中でばらばらに過ごすため、支配的な関
係を示す直接的な相互作用は多くない。

アルファの地位はふつう明確だが、二頭の
オスが共同統治を行う例もある。

また、明確なアルファが存在せず、支配関
係と交尾の混乱が数週間から数か月つづく
こともある。

結局、オスのチンパンジーはなぜ順位にこ
だわるのだろう？

チンパンジーから学ぶリーダーシップ
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画像はアマゾンより

Mike
Mike

https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%BC%E5%AD%A6-%E2%80%95%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%BE%E3%80%8C%E9%9A%A3%E4%BA%BA%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F%E2%80%95-%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89/dp/4791771516/ref=sr_1_1?adgrpid=68063122025&gclid=Cj0KCQjwz8bsBRC6ARIsAEyNnvrGZW8WVQmztxQ9cX3mn7qABlVgq9TeinIOQJ2DBjKsIHuZGF-dW5oaAqBFEALw_wcB&hvadid=341073084443&hvdev=c&hvlocphy=1009717&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=8984153578800868466&hvtargid=aud-758806828496%3Akwd-701383259458&hydadcr=27703_11559536&jp-ad-ap=0&keywords=%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%BC%E5%AD%A6&qid=1569878583&s=gateway&sr=8-1
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http://www.berggorilla.org/en/gorillas/general/facts/how-closely-are-gorillas-related-to-us/

類人猿からヒトへの進化

「人間らしさ」が
ここで進化した



Grant and Grant (2006) Fig. 1 & 2 をもとに矢原が作図

進化のしくみ（１）自然選択

大型地上フィンチの進入
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進化のしくみ（２）性選択

メスがオスを選ぶ

画像はアマゾンより画像はアマゾンより

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E8%91%97%E4%BD%9C%E9%9B%86%E3%80%882%E3%80%89%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%A8%E6%80%A7%E6%B7%98%E6%B1%B0-2-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3/dp/4829901225/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%A8%E6%80%A7%E6%B7%98%E6%B1%B0&qid=1570322729&sr=8-4
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E8%91%97%E4%BD%9C%E9%9B%86%E3%80%881%E3%80%89%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%A8%E6%80%A7%E6%B7%98%E6%B1%B0-1-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BBR-%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3/dp/4829901217/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%A8%E6%80%A7%E6%B7%98%E6%B1%B0&qid=1570322729&sr=8-3


ヒトの進化にも性選択が作用した

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/45736

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/45736


Clark & Hatfield (1989)の心理学実験

実験者(心理学科の学生) はフロリダ州立大学のキャンパ
スで異性の学生に近づいて以下のいずれかの質問をした：

"Would you go out with me tonight ?" 

今夜デートしない？

"Would you come over to my apartment tonight ?" 

今夜私の部屋に来ない？

"Would you go to bed with me tonight ?"

今夜お泊りしない？

3.2 なぜ男性は美女の誘惑に弱いのか？

ヒトの進化にも性選択が作用した



質問に「イエス」と答えた学生の割合
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3.2 なぜ男性は美女の誘惑に弱いのか？

ヒトの進化にも性選択が作用した



類人猿からヒトへの進化
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Mike

人間が獲得した
新たな性質とは？



今日のテーマ
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人間社会のリーダーには
どんな資質が求められるのでしょうか？



http://tamah.web.fc2.com/j

ob/text/gak06.html

平等に協力するヒトの狩猟採集社会

協力してナウマンゾウを狩る旧石器人

http://tamah.web.fc2.com/job/text/gak06.html


神経質
（罰感受性）

外交性
（報酬感受性）

良心性（自制心）

評判処罰

生死に影響 社会的成功と結
婚に影響

1.3 人類はどうやって自由を手にいれたのか

ヒトの協力を支える性格因子（１）

処罰と評判が人間の協力性を高めた



イヌは足をまげて体を低くし、尻尾を垂らす
ネコは足をつっぱり体を高くし、尻尾を立てる

ダーウィン：人間と動物
の感情表現【1872年】

協調性のルーツ：イヌとネコの甘え方の違い

3.3  悲しみを喜びに失敗を成功に変える方法

ヒトの協力を支える性格因子（２）



1.3 人類はどうやって自由を手にいれたのか

ヒトの協力を支える性格因子（３）

処罰評判

神経質
（罰感受性）

外向性
（報酬感受性）

良心性（自制心）

協調性（共感力）

開放性
（知性）

血縁・互恵性

自然・社会



ビッグ５と神経伝達物質・情動/感情

ビッグ５ 神経伝達物質 情動/感情

神経質 セロトニン ネガティブ情動

外交性 ドーパミン ポジティブ情動

良心性 ？ 達成感

協調性 オキシトシン 愛・信頼感

開放性 ？ 驚き・知る喜び

3.3  悲しみを喜びに失敗を成功に変える方法

ヒトの協力性を支える性格因子（まとめ）



リスクをとる

3.1  運が左右する世界で成功する秘訣とは？

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

Free download: https://wallpapersafari.com/w/c6h5nG

https://wallpapersafari.com/w/c6h5nG
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2.5 リーダーに必要な本当の思考力

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

やりぬく

https://www.ted.com/talks/angel

a_lee_duckworth_grit_the_pow

er_of_passion_and_perseveran

ce/transcript?language=ja

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance/transcript?language=ja


ポジティブに生きる

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

https://www.disney

.co.jp/movie/head/

about.html
ヨロコビが大切

https://www.disney.co.jp/movie/head/about.html
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1.3 人類はどうやって自由を手に入れたのか？

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

共感をひろげる

https://www.kyodo.co.jp/bentounohi/

https://www.kyodo.co.jp/bentounohi/


6.5 どうすれば社会的ジレンマを克服できるか？

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

ビジョンを語る



ビジョン

共感力

リスクを

とる
前向きさ

やりぬく力

2.1 「優れたリーダー」はなぜ少ないのか？

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

リーダーに求められる５つの資質



2.1 「優れたリーダー」はなぜ少ないのか？

独創性が高い→安定した組織では危険
忠誠心が高い→働きすぎで倒れやすい
情熱的すぎる→敵を作りやすい
共感力が高い→だまされやすい
何事にも動じない→リスクを軽視する

各因子において上位10％に入る人の割合は10万分の１

ビッグ５性格因子とリーダーシップ

優れたリーダーの光と影



神経質
落ち込んだり憂鬱になったりする

ストレスを感じたり不安になったりする

外向性
知らない人とすぐ話ができる

パーティや社交イベントを企画する

良心性
かなり前から準備する

ものごとの整理ができる

協調性
人が快適で幸せかどうか気にかかる

他の人の気持ちを思いやる

開放性
絵画などの制作、著述、または作曲をする

哲学的、精神的な問題を考える

ビッグ５性格判定（簡易版）



神経質
生活のリズムを守る

瞑想法

外向性
失敗が許される経験をつむ

成功経験をつむ

良心性
毎月の目標を立てて公開する

英会話などのトレーニングを続ける

協調性
同じ釜の飯を食う

奉仕活動をする

開放性
本を読む

日記をつける

叱らない

ほめる

やりぬく

与える

興味を持つ

リーダーの心得

ビッグ５性格因子のトレーニング法



今日のテーマ
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リーダーの決断力を支えるのは
理性でしょうか？

それとも直観でしょうか？



6.1どうすれば対立を乗り越えられるか？

理性の限界と格闘した二人の天才

ハーバート・サイモン ジョナサン・ハイト

画像はアマゾンより 画像はアマゾンより

https://www.

youtube.com

/watch?v=r-

naBUbhUEs

https://ja.wiki

pedia.org/wiki

/ジョナサン・ハ
イト

https://www.amazon.co.jp/%E6%96%B0%E7%89%88-%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A1%8C%E5%8B%95%E2%80%95%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%84%8F%E6%80%9D%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E9%81%8E%E7%A8%8B%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB-%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%B3/dp/4478009139/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%A1%8C%E5%8B%95&qid=1570324406&sr=8-1
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%81%97%E3%81%82%E3%82%8F%E3%81%9B%E4%BB%AE%E8%AA%AC&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss_1
https://www.youtube.com/watch?v=r-naBUbhUEs
https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョナサン・ハイト


2.3 科学的思考の鍛え方

理性の限界を明らかにしたもう一人の天才

ダニエル・カーネマン システム１とシステム２の提唱

TEDトーク
経験と記憶の謎

画像はアマゾンより 画像はアマゾンより

https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=ja#t-42988
https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory?language=ja#t-42988
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC-%E4%B8%8A-%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%8B-%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%96%87%E5%BA%AB/dp/4150504105/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88+%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC&qid=1570329538&sr=8-1
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC-%E4%B8%8B-%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%8B-%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%96%87%E5%BA%AB/dp/4150504113/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88+%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC&qid=1570329538&sr=8-2


システム１：迅速な情報処理

2.3 科学的思考の鍛え方

システム１（理性）とシステム２（直観）



Frozen（アナと雪の女王） “Let it go” より:
http://www.youtube.com/watch?v=bvvxdie1F5k

なやんでたことが
It’s funny how some distance

うそみたいね
Makes everything seem small

2.3 科学的思考の鍛え方

システム１（理性）とシステム２（直観）

http://www.youtube.com/watch?v=bvvxdie1F5k


システム１（直観）が自動的に行うこと

• 猫に○○○ 、ロミオと○○○○○○

• 牛乳 下痢

• アベノミクス

システム１（理性）とシステム２（直観）



• 因果関係のストーリーを作り上げる

– 「牛乳」「下痢」・・・この2つの言葉を見ただけで
、「牛乳を飲んだせいで下痢をした」というストーリ
ーを作る。

• 好意を持っている人物の言うことは信じてしまう

– 安倍首相に好意を持っていれば、アベノミクスは成功
していると考え、安倍首相を快く思っていなければ、
アベノミクスは失敗していると考える

• 支持する証拠だけを見て支持しない証拠を無視する

– システム2を使ってよく考えようとしても、自分の判
断にとって不都合な可能性は排除してしまう

システム１（直観）の欠点

2.3 科学的思考の鍛え方

システム１（理性）とシステム２（直観）



(1)原因・対策・仮説を常に3つ以上考える

(2)原因の重要度・対策の効果・仮説の妥当性を評価す
る指標を考える

(3)指標についてたくさんのデータを集め、分析する。

科学的思考とはシステム２をしっかり使うこと

科学とは、システム１では正解が出せない問題を解くため
に、人類が編み出したさまざまな方法と知識の体系だ。

2.3 科学的思考の鍛え方

システム１（理性）とシステム２（直観）



フィニアス・ゲージ：
前頭前皮質腹内側部を損傷した人物

3.2 決断を支える理性と直感の役割

システム１（理性）とシステム２（直観）

https://ja.wikipedia.org/wiki/フィニアス・ゲージ

https://ja.wikipedia.org/wiki/フィニアス・ゲージ


直観の方がうまくいくことがある

3.2 決断を支える理性と直感の役割

システム１（理性）とシステム２（直観）

画像はアマゾンより 画像はアマゾンより

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%9B%B4%E6%84%9F%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%8C%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%81%8F%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F-%E3%80%8C%E7%84%A1%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%80%A7%E3%80%8D%E3%81%8C%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC/dp/4772695206
https://www.amazon.co.jp/%E8%B3%A2%E3%81%8F%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%80%9D%E8%80%83%EF%BC%9A%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E6%81%8B%E6%84%9B%E3%83%BB%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%BB%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E3%81%BE%E3%81%A7-%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC/dp/4772695451/ref=pd_sim_14_4/358-0457877-5149017?_encoding=UTF8&pd_rd_i=4772695451&pd_rd_r=f609ccd6-a1d9-4d68-a248-4600f17f9a5a&pd_rd_w=eZvLv&pd_rd_wg=Lhui6&pf_rd_p=2e61d088-fdb1-443a-804b-afc322ee8b23&pf_rd_r=RJT79WTKCAKH96V4ZV6X&psc=1&refRID=RJT79WTKCAKH96V4ZV6X


返報性

– 過去に恩恵を与えてくれた人を信頼する

権威

– 専門家を信頼する

社会的証明

– 周囲を信頼する

一貫性

– ぶれない人を信頼する

好意（ハロー効果）

– 好きな人を信頼する

信頼できるかどうかを直観的に判断する方法

3.2 決断を支える理性と直感の役割

チャルディーニ「影響力の武器」

システム１（理性）とシステム２（直観）



象（直観）と象使い（理性）のたとえ

6.1どうすれば対立を乗り越えられるか？

システム１（理性）とシステム２（直観）

https://ecosystems.us/b2b-sales/

https://ecosystems.us/b2b-sales/


https://medium.com/@i.pamuditha/du

nbars-number-8f364eef515d

150人を超えると、社会的ジレ
ンマ・フリーライダー問題が発
生しやすい

ダンバー数：返報性にもとづく協力の限界は150人

6.3 EU分裂の危機は人間の生物学的宿命か？

群
れ
の
大
き
さ

大脳新皮質の大きさ

ヒト

システム１（理性）とシステム２（直観）

Dunbar (1992, 1998)の研究につい
ての解説

大脳新皮質の大きさから推定すると、人間が適応している群れサイズは
約150人

https://medium.com/@i.pamuditha/dunbars-number-8f364eef515d


道徳的直感は集団間の対立の火種

6.3 EU分裂の危機は人間の生物学的宿命か？

システム１（理性）とシステム２（直観）

画像はアマゾンより 画像はアマゾンより

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%BA%E2%80%95%E2%80%95%E5%85%B1%E5%AD%98%E3%81%AE%E9%81%93%E5%BE%B3%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%B8%EF%BC%88%E4%B8%8A%EF%BC%89-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%BBD%EF%BC%8E%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3/dp/4000063219/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=VPE5E7PNX80L&keywords=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%BA&qid=1569882691&s=books&sprefix=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%2Cstripbooks%2C305&sr=1-1
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%BA%E2%80%95%E2%80%95%E5%85%B1%E5%AD%98%E3%81%AE%E9%81%93%E5%BE%B3%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%B8%EF%BC%88%E4%B8%8B%EF%BC%89-%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%BBD%EF%BC%8E%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3/dp/4000063227/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=VPE5E7PNX80L&keywords=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%BA&qid=1569882691&s=books&sprefix=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%2Cstripbooks%2C305&sr=1-2


対立の例：医療保険と経済

• 北の部族（個人主義）の物語

– 勝者は正々堂々と賞金を獲得した。敗者が不
満を言う権利はない。

• 南の部族（集団主義）の物語

– 富裕層は自分たちの都合のいいようにシステ
ムを操作している。

集団主義者は地球温暖化の脅威が大きいと考えるが、
個人主義者は地球温暖化の脅威を軽視する。
人類全体の幸福のために個人が犠牲を払うべき、とは考えない。
・・・Dan Kahan の研究

システム１（理性）とシステム２（直観）



多数の関係者

CO2削減

公衆衛生

ダム建設

公園整備

理性

直観

A

M

少数の関係者

対立が大きい

対立が小さい

6.5 どうすれば社会的ジレンマを克服できるか？

システム１（理性）とシステム２（直観）



窮地を生き抜いた人の経験から学ぶ

エベレストなどの登山は、死と隣り合わせ。

本書には、「最強の登山家」が遭難した悲劇
の実例が紹介されています。

本書の著者は、無酸素登山を実践する登山家
。九死に一生を得た経験もあります。

死と隣り合わせの世界を何度も経験し、生き
残った著者の、リアルな言葉には、圧倒的な
説得力があります。

「ありとあらゆるシナリオを想定して、それ
を回避するにはどうすればいいのかを徹底的
に検討する」

究極の危機管理とは、「究極の事前準備」だ
と、著者は強調しています。

画像はアマゾンより

https://www.amazon.co.jp/%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AE7%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%BF%92%E6%85%A3-%E5%B0%8F%E8%A5%BF-%E6%B5%A9%E6%96%87/dp/4635310396/ref=sr_1_1?adgrpid=62514807825&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtYo2nbMgL4q3Gxje9_hpe6p1m7Ju9EpR8fcd0gHYzHjZsnywJ3yfGBoCo-gQAvD_BwE&hvadid=338569215002&hvdev=c&hvlocphy=1009717&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=5442728919285287015&hvtargid=aud-758806828496%3Akwd-597595209599&hydadcr=23320_11078439&jp-ad-ap=0&keywords=%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AE7%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%BF%92%E6%85%A3&qid=1566429547&s=gateway&sr=8-1


現場主義的意思決定(NDM)理論

本書には、常人には思いつけない奇抜な発想
で、絶体絶命のピンチを脱した人物の事例が
掲載されています。

・山火事で迫りくる炎から生還した消防士
・真珠湾攻撃を編み出した山本五十六
・イラクのミサイルを着弾1分前に気づいた将校

このほか多数の事例を集め、その共通パター
ンを探ることでクライン博士が開発した
NDM理論。決断力を鍛えるには、この理論
を学びましょう。

クライン博士によれば、一見奇抜に見える発
想は、以下の４つの方法に整理できます。

・出来事のつながりから見抜く方法
・出来事の偶然の一致から見抜く方法
・好奇心から見抜く方法
・出来事の矛盾から見抜く方法

画像はアマゾンより

https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%B4%9E%E5%AF%9F%E5%8A%9B%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/4894516748/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E6%B4%9E%E5%AF%9F%E5%8A%9B&qid=1566425390&s=gateway&sr=8-4


NDM理論でも想定できない窮地

クライン博士は、４つの方法に
あてはまらないケースを「やけ
っぱちの推測」として紹介して
います。

ワグナー・ダッジが斜面中部で
作業しているときに、斜面の下
で山火事が発生。風は上向きに
吹き上げ、ダッジに向かって火
が迫ってきました。ダッジはど
うやってこの窮地を脱したか？

なんと、斜面の上の草原に火を
放ったのです。そして、風にあ
おられて上方向に燃え進む火の
後を追い、燃えあとに逃げ込む
ことで、窮地を脱しました。

「『洞察力』があらゆる問題を解決する」より

https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%B4%9E%E5%AF%9F%E5%8A%9B%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%82%B2%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/4894516748/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E3%80%8E%E6%B4%9E%E5%AF%9F%E5%8A%9B%E3%80%8F%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B&qid=1566429395&s=gateway&sr=8-1


しかし、SASは脱出法を知っていた

クライン博士を驚かせたワグナー・ダッジの「やけっぱちの推測」は、実はすでに
開発ずみのスキルでした。

「SASサバイバルハンドブック」には、上記のように、「炎が届く前に、地面の一
部を燃やしてしまう方法」が解説されています。このように、 「SASサバイバル
ハンドブック」には、クライン博士すら知らなかったノーハウが、たくさん紹介さ
れています。



「生き残った人の７つの習慣」
•ありとあらゆるシナリオを想定して、それを回避するにはどうすればいいの
かを徹底的に検討する」

•究極の危機管理とは、「究極の事前準備」 である。

「最新SASサバイバルハンドブック」
•備えよ、つねに！

•遭遇しそうな状況や必要であろう技術を調べ、用具を用意しておく。心構え
をし、適切な用具を持ち、注意深い計画を立てることが基本だ。

「決断科学のすすめ」
•もし宿泊先のホテルが火事になったらあなたはどうするか。このような危機
的事態においては、事態を事前に想定して心と体の準備をしておくことが決定
的に重要だ。

想定と準備が生死を分ける

お勧めした本に共通する結論：



今日のテーマ

人間は平等に協力する社会で進化し、
５つの性格因子を発達させた。

人間社会のリーダーには５つの性格の「異
常値」が求められる→分業が現実的

直観と理性を使い分けることが重要。
理性を使って事前に直観を鍛えよう。



• 九州オープンユニバーシティの会員になれば、「決断力を鍛える３
冊の本」などのさまざまな教材にアクセスできます。

• そのほか、さまざまなテーマの教材を提供します。

• 詳しくは → https://open-univ.org/

• 九州オープンユニバーシティの会員になれば、「決断力の鍛え方」
など、多くのテーマについて、研修会・講習会を企画できます。あ
なたの職場・地域に講師がお伺いして、マン・ツー・マンでの学び
の場を提供します。

• 詳しくは → https://open-univ.org/

九州オープンユニバーシティのすすめ

さらに深く学びたい方へ

https://open-univ.org/
https://open-univ.org/

