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本連載の第1回で､ 危機対応に

当たって一見常識とされている

ようなことが､ 実は研究成果をみる

と正しくない場合があることを指摘し

た。正しくない思いこみは､ 災害対

応の誤りを引き起こす｡ 連載の最終

回に当たって､ この問題を改めて考え

てみたい｡

本当にパニックになっているのは誰か
　災害を初めとする危機対応の際に

行政や専門家（以下危機管理対応者

とする）が持つ、住民がどのような

人たちであるのかという「人間観」は

重要である。しばしば「人々はパニッ

クを起こすから冷静な対応を呼びか

けなければならない」、あるいは、「う

わさに惑わされるかもしれないから正

しい情報に基づいて行動させなけれ

ばならない」というのは、こうした人

間観を表している。しかし、このよう

に危機に際して人々がパニックを起こ

すとか、うわさに惑わされるという前

提は、危機管理者が持つ代表的な

誤りの１つである。

　人々がパニックを起こすということ

は、社会学・心理学の研究では、

繰り返し否定されている（Covello　

et al., 1988, Mileti & Peek, 2000, 

Anderson & Spitzberg, 2009）が、そ

れが改まらないため、「パニック神話」

（panic myth）といわれているくらい

である｡ パニックというと、大勢の人々

が逃げまどう状況や、うわさやデマに

踊らされるという人 と々いうイメージが

浮かぶ。しかし、第1回に指摘したよ

うに、現実はむしろ逆で、危機的状

況に直面してもなお「これは大変な事

態ではない（通常時と同じ）」と考え

てしまう傾向（認知的不協和の解消）

があることが確認されている。Mileti 

& Peek（2000）は、逃げ惑う人々

というイメージは、（怪獣やパニック

映画の）映画監督が作り出した幻影

であるとすら述べている。

　実際、危機に際してパニックが起

こったことが確認されている事例は少

ない。たとえば、毎年米国では多く

の人が火事で死亡しているが、それ

は設備の欠陥や判断の誤りが主要な

原因であり、パニックによって引き起

こされた非理性的な反応によるもの

ではないという研究報告がある。ま

た、火事に遭った人々に対するイン

タビューでも、ほとんどの人が自分は

火事の時パニックを起こすことなく、

必要な対応をしたと信じていたことが

わかっている。

　パニックはマスコミによって作られ

た神話であるとみなす研究者も存在

する。釘原らの調査（釘原、2011）

では、1993年～1995年の朝日新聞

にはパニックという言葉を含んだ記

事が326（１週間当たり約２回）あっ

た。同じくこの3年間の米国の全国

紙USA Todayでは649（１週間当た

り約４回）あった。このことは、世

間一般ではパニックという言葉が、

火事や地震等の「緊急事態における

人間の情動や行動」を表現する場合

に用いられるだけでなく、広く人間の

「ネガティブな情動や統制不可能な行

動」を誇張して表現する場合にも用

いられる、きわめて一般的な言葉であ

ることを示している。しかしそれは、

パニックという「用語」の使用頻度

が高いと言うことを示しているだけで

あって、実際にパニック現象が生じて

いることを反映するものではない。

　パニックについて言及することは、

情報公開の不徹底につながってい

る。今回の福島原子力発電所の事

故の際にも、放射能の拡散予測のシ

ミュレーション（SPEEDI）のデータ

があったのにもかかわらず、政府は5

月に至るまで公表しなかった。「すべ

て公表すると国民がパニックになるこ

とを懸念した」（細野補佐官，朝日新

聞2011年５月３日付）ためとされて

いる。パニックを本当に恐れていたの

か、あるいは口実にしているのか、真

実は不明であるが、前者なら知識不

足であり､ 後者ならば責任を問うべき

問題である｡ 情報が公開されなかっ

たために住民は適切な避難ができな

かったことを考えれば、パニック神話

が社会に及ぼす影響の方が、むしろ

重大である。

　パニックの発生を確認した数少な

い事例のほとんどが、公的機関から

の曖昧な情報がきっかけになっている

（木下（1986）など）。住民が起こす

と思われているパニックよりも､ 公的

機関にいる危機管理者の方がパニッ

クを起こすことが指摘されているくら

いである（「エリート・パニック」という）。

　ここでいうエリート（危機管理者）

とパニックとの関連は３通りある。す
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なわち、「エリートはパニックを恐れ

る」、「エリートがパニックを引き起こ

す」、「エリート自身がパニックになる」

である。危機対応上は最初の２つが

問題となる。すなわち、実際には稀

な事象が起こるという誤った前提で

危機対応が行われた結果として、本

来は起こるはずのない社会の混乱が

引き起こされるのである。

人間観と危機管理対応策
　「人は危機時にパニックや混乱を引

き起こす」というような、非理性的な

人間観（非理性モデルという）に対

して、人間は理性的に行動すると考

える（理性モデルという）のが心理学

や社会学の立場である。非理性モデ

ルでは、人間をあたかも物体のよう

に見たて、自発的な意思もなく流され

ていくと考える。行政機関やマス・メ

ディアの報道は、このモデルに沿っ

ていることが多いとされる。一方で理

性モデルでは、人を情報や集団の絆、

役割などにしたがって、自発的に考え、

判断し、行動する主体としてとらえる。

　このような２つの対立する人間観

は、２つの異なる危機への対応策を

生み出している。一方は、命令統制

モデルであり、他方は創発能力モデ

ルである。前者は、非理性モデルに

基づくもので、人間の理性や適応能

力は危機的状況で失われることを予

測して対策をたてる。創発能力モデ

ルは、理性モデルに基づくもので、

人間の理性、柔軟な適応能力、自

発性が、危機的状況においても維持

されることを前提とする。

　命令統制モデルでは、命令系統が

厳格で、柔軟性がない軍隊のような

組織を想定している。危機的状況に

おいては、社会的混乱は必ず発生す

ると考え、個人や組織の能力の低下

を前提とする。そこで、官僚組織的

構造やルールの厳格な運用、また、

細部にわたり文書化された官僚組織

的な手続きこそ効果的な対策である

とする。軍隊モデルと呼ばれることも

ある。事実、軍隊や警察、消防が立

案する対応策は、基本的にこのモデ

ルに沿っている。

　これに対して創発能力モデルでは、

非官僚的で、緩やかに統合された柔

軟な組織こそ、危機における人々の

要請に応えることができると強調す

る。危機的状況にあっても、状況に

応じた「創意や工夫」をする能力を

人が保持しているとみる。

  「緊急社会システム」を組織論的な

視点から検討した野田(1997)も、同

様の指摘をしている。つまり危機マネ

ジメントで重要なのは、統制よりも調

整と協働（collaboration）である。

統制モデルでは、協働の重要性を認

識することができない。「協働」する

ためには、よく知っている既存の社

会構造を利用することが最も重要で

あり、危機に対して新たに人工的な、

特殊な権威構造を作ることは有効で

もなければ、現実的でもない。

　野田によれば、計画は詳細であれ

ばあるほど柔軟性を失うので、それを

避けるためには最初からある程度の

臨機応変性を確保するように作成し

なければならない。創発能力モデル

に基づくとき、重要なことは、計画に

はあらかじめ整備すべき領域と整備

しない領域があることを認識し、そ

の両方を持つことである。整備しな

い領域の主なものには、組織間の調

整が含まれる。大きな危機になれば

なるほど関与する組織が増え、それ

ぞれの組織が持つ文化の違いや考え

方の違いが対立をもたらすことは少な

くない。その調整の方針をどうするか、

詳細に決めるのではなく大まかな方

針を持っておき、臨機応変に対応す

ることをあらかじめ関係者間で合意し

ておくことが必要になるだろう。

訓練の重要性
　ここまでに述べてきた２つの対応

策のどちらがより正しいかが重要なの

ではない｡ 心理学の立場からみると、

統制モデルは、ことに住民への対応

に関して､ 現実に適合していないとい

えるが､ インシデント･コマンド･システ

ムのように、ある分野(消防､警察など)

では、危機対応の効率を上げるとい

う側面もある｡ 重要なのは､ 自らの

危機管理対応策が統制モデルに基

づいているのか､ 創発能力モデルに

基づいているのかを意識し､ 危機管

理計画もその視点で見直しておくこと

である｡

　そのために重要なのが､ 対応の事

前の準備と、その運用の実地演習で

ある。危機管理対応訓練というと､

しばしば「本番さながら」の訓練（し

かし､シナリオはあらかじめ用意され、

関係者に周知されている）が好まれ

るが､ むしろ重要なのは関係諸機関

の調整や意思決定の訓練である｡ フ

ランスやイギリスで危機管理組織の

研修を数多く経験しているフランスの

ソフィアアンティポリス大学のクロッ

カル教授は、危機管理訓練で最も

重要なのは、組織間コミュニケーショ

ンがうまくいかない事実を、訓練を通

して具体的に体験することであり、そ

の調整をどうするかについて、参加者

が訓練を通して事前に考えることであ

ると指摘している。
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