
社会システムと意志決定

第1回　予言の自己成就

小山友介



授業を始める前に・・・

前回の講義時間に出席していなかった人は手
を挙げてください

あなた方はグループ12にします（予定）
グループの意味については次のスライド参照

人数が多すぎる場合にはどこかに編入します

テキストは買いましたか？？



講義予定

6/16：８章
6/23：９章
6/30：１０章
7/7：１２章
7/14：１４章
7/21：１７章
7/28：１８章

4/21：１章
4/28：２章
5/5：祝日（こどもの日）
5/12：４章
5/19：５章
5/26：休講（学会）
6/2：６章
6/9：７章



割当決定！

6/23 ９章
相対的剥奪の考え方：G2
6/30 １０章
第一次集団の仕組み：G1
7/7  １２章　組織と人間：
全面的収容施設における
二次的適応：G5
7/14 １４章　選択的交際と
社会統合：G11
7/21 １７章　
教育と社会的不平等：G7
7/28 １８章　つきあい方の
戦略と秩序形成：G12

4/28 ２章　　
社会的ジレンマ：G10
5/12 ４章　　
官僚制の逆機能：G9
5/19 ５章　　
社会的意志決定:G6
6/2 ６章 共通利益の実現：
公共財の供給：G8
6/9 ７章 弱い紐帯の強さ：
社会関係のネットワーク：
G3
6/16 ８章
逸脱とラベリング：G4



講義の進め方（再）

皆さんを１２グループに分けます

1. 各グループが章の一つを担当＆発表（約３０分程度）
パワーポイント必須・・・プレゼン練習を兼ねます

テキスト以外の資料の引用／紹介は大歓迎

自分の発表が無い回は，学生発表のチェッカー役に

2. 小山による補足説明（約３０分）
3. 前回の内容理解をチェックする小テスト（約３０分）
過去の講義資料はすべて小山のHPに掲載します
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/yus



講義前に紙を配布します

２枚配ります

小テスト：記名必須

発表者コメント：記名推奨（必須ではない）

授業終了時に両方回収

コメント：グループへ（小山は見ない）

小テスト：採点に利用（出席の代わり）

今回は一枚：名前も書いてください



コメント用紙に書くこと

中身の理解が最優先なので・・・

良かった点（真似したい点）

悪かった点（自分の時は注意したい）

が一つずつあればOKです
全員が一つでも、これだけの人数あれば
いろいろ出ますから、十分です

ただし、それ以上書くことを禁止しません



単位の基準（再）

小テストの結果：出席チェックも兼ねてます

レポート提出：２タイプやります

1. あとで挙げる推薦本リスト（全部新書：安いので買って
ください）から一冊読んで，レポート

2. 講義数回毎：自分が体験したこと，もしくは実際に
起こった出来事を資料で調べて，講義で用いた概念を
使って説明する

3. 1.のレポートを連休明けまでに提出：受講の条件
※ 提出先　yus@arai-lab.com
予備：koyama@dis.titech.ac.jp

※ 必ず圧縮すること！



発表の注意（再）

枚数は１０枚~１５枚程度
最低でも１５分以上は話せる分量をつくること

文字数は多すぎない（この発表程度が上限）

自分で調べた資料を追加するのは大歓迎

「参照にした資料」を列挙したスライドを
発表スライドの最後に作ること

くれぐれも，著作権法に触れないように（笑）



次のスライドからが講義内容です

皆さんの発表は一応これが基準です

発表の後、表現法の基本を説明します

自分の意見と内容の切り分け

引用のやり方

せっかくだから、僕の発表もチェック
してください（笑）



第1章　予言の自己成就

担当　小山友介



内容

5.事例紹介
1.アメリカの
スト破り
（テキストの例）

2.佐賀銀行の
取り付け騒ぎ

6.参考資料リスト

1. 自然現象と
社会現象

2. ソーシャル
リアリティ

3. フィードバック
4. 意図せざる結果
と創発



2種類の予言

○月○日に大地震がある

×月×日に株が大暴落する

・・・二つの差は？？

→自然現象と社会現象の違い



自然現象と社会現象

テキストにちゃんとした定義がない！

読んだ第一印象はこういうことですよね

自然現象：人間がかかわらない現象

社会現象：人間がかかわり、人々の
行動で結果が左右される現象



しかし・・・ちょっとツッコミ

人が絡む現象＝社会現象とは限らない！

人が絡んでも、結果が左右されない現象がある

例①：会計学的な恒等式
全企業の黒字の和＝全企業の赤字の和

例②：入学試験
誰が通る／落ちるはわからないが、最初から落ち
る人数は決まっている

構造と決定原理が外部から与えられる現象は
人が絡んでも社会現象ではないことに注意



広辞苑の定義を見てみると・・・

自然現象

自然界でおこる現象。自然におこる現象。

社会現象:さて，どっちの意味？
広義では、社会に現れる一切の現象、すな
わち経済・道徳・法律・芸術・宗教などの諸
現象。

狭義では、「社会的事実」に同じ。



社会現象の定義に決着をつけよう

広辞苑の「狭義の社会現象」の方に
決まってますよね

・・・では，「社会的事実」とは何か？



Social Reality
人間は事実そのものをリアルだと感じるわけ
ではない

個人は，他人と同じ感覚を共有した（共同主観）
とき，「現実感」を感じる

この「現実感」を，ソーシャルリアリティと呼び
ます

社会的事実や社会的現実はその訳語です

小山はソーシャルリアリティの方が慣れてるの
で，以後はこれで通します（笑）



ステレオタイプ認知

人間はありのままを見ているわけでない．
→意志決定・判断の負担が大きすぎる

「偏見」「ステレオタイプ」を前提として眺
める→判断への負担を軽くしている

ステレオタイプの根拠はかなり弱い

あえていえば、根拠はみんなで共有して
ること（＝ソーシャルリアリティ）



ソーシャルリアリティの例
一番わかりやすい例：9.11テロ
飛行機がビルに突っ込む映像を初めて見たと
き，すぐに本当だと思いましたか？？

ステレオタイプと大差：一瞬、脳が理解を拒ん
だ？
不謹慎かもしれないけど，僕は呆然とこんなこと考え
てしまいました・・・

「あ，映画みたいだ」

「突っ込んでから爆発までに「間」があったな・・・」



こんな行動を取りませんでした？

家族とＴＶ画面を見ながら会話する

友達にメールや電話をする

それは，「今みている映像を他の人
も見てる」ことを確認したのではない
ですか？



ソーシャルリアリティを
支えるもの（１）

信ずるに足る社会的な枠組みがあること

簡単な現象：他の人も同じことを信じ
ていることを確信できること
・・・「～さんもそう言ってる」

王様の服は立派
王様の服は立派



ソーシャルリアリティを
支えるもの（２）

複雑な現象：自分の判断の根拠を
委任できること
・・・「テレビでＸＸさんが言ってた」

マスコミ報道がきっかけでパニックに
なることも
例：某ニュース番組での残留ダイオ
キシン報道（ほうれんそう）



フィードバック

システムの出力信号があとの時点で同じシス
テムに入力信号として与えられること

ここでの「システム」は全体の仕組みのこと

システム

出力入力

出力が入力に反映



ポジティブフィードバック

Positive Feedback
入力と出力が増幅されていく方向にフィー
ドバック機構が働くこと

予言の自己成就はこのプロセスの影響
が大きい

逆はネガティブフィードバック
(Negative Feedback)



ポジティブフィードバックの例

善行か悪行

何をやっても
悪く思われる偏見

偏見と排除が
次第に増幅

不良少年の発生



ネガティブフィードバックの例

市場メカニズム

価格調整

需給差減少需給差

徐々に需要＝供給に接近



意図せざる結果
誰もパニックを起こそうとして行動していない

あくまでも、「自衛」のため

周囲の環境へ適応しただけ

自分と他者の相互作用を意識していない、
もしくは意識したけど利己的に動いた結果

他人の行動結果＝自分の環境

自分の行動結果＝他人の環境

出てきた結果は誰も意図していない結果



創発（Emergence）

集団の結果が，個々人の意図を超えた，
何らかの意図や性質を持っているように
見えることがあります

そういった現象を「創発(Emergence)」
といいます

集団の結果≠単純な個人の行動の和

創発の例：鳥や魚の群れ行動



事例（１）

アメリカのスト破り



注：労使制度の用語について（１）

ユニオンショップ：使用者は従業員を組
合員・非組合員の別なく雇用できるが，
従業員は採用後一定期間内に労働組合
に加盟せねばならず，加盟しない場合ま
たは組合員資格を失った場合には解雇
される，という協定。
（有斐閣『経済辞典』第4版）



注：労使制度の用語について（２）

クローズドショップ：使用者は，協定を結
んでいる組合の組合員だけを雇用するこ
と，組合を脱退したり除名されたりした者
は解雇しなければならないこと，などの
条項が労働協約中にある場合をさす。日
本でこのような協約を締結している実例
はほとんどない。
（有斐閣『経済辞典』第4版）



スト破りが生まれる構造

白人：「黒人＝スト破り」の偏見

白人：偏見に基づいて，黒人を労働組合
から排除

黒人：結果として，スト破りをしないと職
が無くなる

白人：「やっぱり黒人は信用できない」

白人：さらに強く黒人を排除



ポジティブフィードバックの様子

仕方なくスト破り

排除偏見

偏見と排除が次第に増幅

ユニオンショップ制や
クローズドショップ制
のため、現段階で非
組合員である人々は
不利な環境下におか
れていることに注意



事例（２）

佐賀銀行の取り付け騒ぎ



発火点となったメール文面

　「緊急ニュースです！某友人からの情報によると２６
日に佐賀銀行がつぶれる そうです！！預けている
人は明日中に全額おろすことをお薦めします
(;･_･+　一千万円以下の預金は一応保護されま
すが、今度いつ佐銀が復帰するかは不明なので、
不安です（・＿・｜信じるか信じないかは自由です
が、中山は不安なので、明日全額おろすつもりです！
松尾建設は、もう佐銀から撤退したそうですよ！以
上、緊急ニュースでした！！素敵なクリスマスを☆
彡」



事件の経緯（複数の新聞記事より作成）

2003/12/24：嘘のメールが送信される
送信した人数：２６人

2003/12/25昼頃：噂が広がる
受信した人数：９００００人以上！

ATMに人が殺到
→引き出された現金450億円（通常の7倍以上）
一時的な現金不足→行列ができる

行列を見て，人がさらに殺到
午後６時過ぎで行列は２００人以上！



参考：佐賀銀行のプレスリリース

　お客さま各位

　本日、極めて悪質なメールの流れて
いることが判明しましたので、佐賀警察
署にて告発いたしましたのでお知らせ
いたします。

　当行についてメール記載のような事
実は全くありません。

　皆さまにおかれては、メールを発信し
た犯人の逮捕のため、メールを何時頃
誰から受信したのか、またその内容は
どのようなものであったか等について、
当行（総合企画部、経営管理部または
お近くの支店）にお知らせください。



この騒ぎを例の図に当てはめると・・・

危機感
パニック

うわさ

引き落とし
行列

その様子を見た人
に伝播



なぜあれほどの事件になったのか？

社会的な不安

２度聞き効果
複数箇所から聞くと、同じ
内容でも信憑性が高まって
しまう

行列：目に見える危機感・
パニックを誘発

意志決定ストレス
早くおろさないと、間に合
わないかも！



まとめ
今回理解してほしいのは，次の３概念です

自然現象と社会現象の違い

フィードバック

意図せざる結果

余力のある人は，あと２概念理解してください

ソーシャルリアリティ

創発



参考文献

池田謙一，『社会イメージの心理学ーーーぼく
らのリアリティはどう形成されるか』，サイエン
ス社，１９９３

金森久雄，荒憲次郎，森口親司（編），『経済
辞典（第4版）』，有斐閣，１９９３
『広辞苑（第４版）』，岩波書店，１９９１



参考URL（2004年4月21日現在）

http://homepage2.nifty.com/221b/med
ia/index.html
http://gk68.pepper.jp/blog/archives/000153.
html
佐賀銀行事件に関する佐賀新聞Googleキャッシュ
（http://www.saga-s.co.jp/saginsawagi.html ）
都市伝説の部屋　
http://www5d.biglobe.ne.jp/~DD2/ul.htm

http://gk68.pepper.jp/blog/archives/000153.html
http://gk68.pepper.jp/blog/archives/000153.html
http://gk68.pepper.jp/blog/archives/000153.html
http://gk68.pepper.jp/blog/archives/000153.html


発表のやり方



基本的なお約束（１）

表紙（タイトル）スライドに入れる項目

日付

今回の内容（タイトル）

グループ名

グループ参加者の名前

２枚目は目次スライドにすること

最後の数枚は参考にした資料を並べること

中身で１０～１５枚を作る気でお願いします



基本的なお約束（２）

すべてを説明する必要はない
間違いなく説明することでなく

ポイントを浮かぶように説明せよ

表現は簡潔に
基本的に箇条書き

シンプルな言葉に変えて説明は短く

改行するときは位置を工夫：言葉の途中に
ならないように



基本的なお約束（３）

説明の順番は入れ替えても構わない

自分が説明しやすい方向でOK
ただし、説明の筋がちゃんと流れること

演出効果は内容がないとカッコワルイ

アニメ、絵：場所を絞って効果的に

まずは中身を充実させよう



発表原稿の扱い

前日（火曜日）の午後６時までにメールで
送ってくれれば、HPにアップしておきます
それ以降だと、僕が研究室を出るまでなら
セーフだと思ってください（保証はしません）

当日の配布物を用意したいとき

大学では１週間前までに提出しないと駄目

印刷できる範囲（A4で３枚）で前日６時までなら、
僕が打ち出してきます



辞典を引く

国語辞典は使わない：専門性の強い単語では，
ちゃんとした解説は載っていません

わからない専門用語はちゃんと専門の辞典を
引いてください

経済学辞典と社会学辞典がおすすめ

今回広辞苑を使ったのは，授業での「効果」を
狙ったため（そういう使い方はOK)



ネットで検索する

基本的にGoogleでOKです
検索後は工夫してください

And検索を多用するはずです
複数の組み合わせで調べてください

小山の例：
「佐賀銀行　デマ」「佐賀銀行　メール」
「豊川信金　事件」



引用の仕方

必ず，引用箇所がわかるようにすること

「　」　で囲む

引用部分の前後を１行あけてインデント（開
始位置をずらす）する

これをしないと著作権違反（盗作）です！

スペース的に可能なら，同じスライド内に
出典も記すこと



出典の記し方の例（テキスト）

前回の紹介したモデルの定義

「現実にあるもの，あるいはあると考えら
れるもの（ものとして存在するものだけで
なくメカニズムやプロセスと言ったものも
含む）の特徴を単純化して表現したもの
（テキストP6）」



出典の記し方の例（他の文献）

「ライムかレモンのジュースをジンとまぜて，砂
糖とビターを入れれば，ギムレットができると
思っている．ほんとのギムレットはジンとロー
ズのライム・ジュースを半分ずつ，ほかには何
も入れないんだ．マルティニなんてとてもかな
わない」

（『長いお別れ』，チャンドラー，清水俊二訳，
ハヤカワ文庫）



出典の記し方の例（原文と訳の対比）

しっかりしていなかったら，生きていられない．
やさしくなれなかったら，生きている資格がない

If I wasn‘t hard, I wouldn’t be alive.  If 
I couldn‘t ever be gentle, I wouldn’t 
deserve to alive.
『プレイバック』，レイモンド・チャンドラー

※「強くなくては生きていけない．優しくなくては生
きていく資格がない」って言い方が有名



参考文献・参考資料の書き方

著書：著者，本のタイトル（『』で囲む），出版社，
出版年を記す

論文や雑誌記事など：雑誌名，出版年と月，
掲載ページを記す．執筆者がわかるなら記す

新聞：新聞名，年月日，（わかるならどの地方
版か）を記す

ホームページ：URLと可能なら調査した日を記
す（もうなくなっている可能性もあるため）
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