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リスクコミュニケーション



１．リスクに関する情報と非開示
• 地震・津波・洪水などの自然災害のリスクに関する情報

• 環境汚染，食品、農薬、医療，犯罪，テロ，防衛などのリスク
に関する情報

• 原子力関連施設などの各種施設や事業の立地などにおけ
るリスクに関する情報

• JCO臨界事故
• 雪印乳業大規模食中毒
• 東京電力の検査報告隠蔽
• 三菱自動車リコール情報隠蔽

（熊田禎宣，樹下明，坂野達郎，太田敏澄，宮崎緑，松井啓之，原子力発電所の新設，運
営，検査の異なった状態における安全評価の情報開示，リスクコミュニケーションの方法に
関する調査研究，平成１７年度原子力安全基盤調査研究報告書，（独）原子力安全基盤機
構，2006）
（梅原英一，太田敏澄，企業におけるリスクコミュニケーションのゲーム理論によるモデル
化－ガーディアン・エージェントの機能と有効性－，地域学研究，３８（４），2008，889-907）
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２．さまざまなリスク

• 経済性
– 事業企画・事業計画，財務，原価，品質．．．

• 人
– 人の行動と組織構造，人的資源計画・開発．．．

• 情報
– 通常時・緊急時の情報管理，情報セキュリティ．．．

• 安全
– 労働安全衛生，未然防止活動，危機管理．．．

• 社会環境
– 環境評価，環境アカウンタビリティ，産業廃棄物管理．．．

2010/11/13 5第４回ITリスク学研究会



３．リスクコミュニケーション

• 「個人，集団，組織間でのリスクに関する情報および意見交
換の相互作用プロセスである．」

（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｏｕｎｃｉｌ，１９８９）

• 「利害関係者間で，健康や環境のリスクに関する情報をある
目的をもって交換することである．」

（ＯＥＣＤ，２０００．９）

• 「リスクの性質，大きさ，重要性，その制御に関して，利害関
係のある者が情報を交換することである．」

（社団法人日本技術士会，２００４．１）
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４．リスクコミュニケーションの目的

• リスクの発見・特定のための情報収集

• 関係者との間の誤解または理解不足によるリスク
の顕在化防止

• 関係者に及ぼす可能性のある被害の回避・低減

• 事象の正負両面を考慮した上で，社会的なリスク受
容の判断をすること

• 正確で十分な情報の提供

• 合意形成のためのルールと技術
（社団法人日本技術士会，２００４）
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５．リスクコミュニケーションでの
手順と必要事項

• 目的や目標を明確にする

• コミュニケーション手段の決定および代替的
手段の検討

• 対象者と内容を明確にする

• 過程，対応経緯，対応者などのコミュニケー
ション過程，内容，結果の記録・保存

（社団法人日本技術士会，２００４）
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６．リスクコミュニケーションの
効果に影響のある要因

• 送り手の要因
– 信頼性

– 中立的な第三者を介在させる

• 受け手の要因
– 知識・認知・感情などによるバイアス

• メッセージの要因
– 表現の方法

– 確率や不確定性伝達の困難さ

• 媒体の要因
– マスメディア・・・注意喚起型

– 対人的媒体・・・合意形成型

– 電子メディア・・・即時性，広域性，水平性

（社団法人日本技術士会，２００４）
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７．リスクコミュニケーションにおける
意思決定の課題

• どのような開示方針に基づくのか，

• どのような手段あるいは媒体を通じ，

• どのような対象者に，

• どのようなタイミングで，さらに，

• どのようなメッセージを発信するか，また，

• その内容や結果をどのように記録するのか ．

• 風評被害（堀，2003）や住民のゼロリスク要求など
への対処
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８．企業の利害関係者に対する
情報開示の課題

• 企業倫理や社会的責任

• 公益通報者保護のための法律

• 企業における監査制度に関する新たな法律

• 財務的リスク

• 企業運営に関するリスク
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９．リスク・マネジメント

• リスク対応方針の策定
– 人命の優先や環境被害の最小化などという方針の策定
– 資金・人材・時間の投入方針

• リスク特定
– 組織やプロジェクトに重大な結果をもたらす可能性のある

リスクや結果の重大性の判断が困難なリスクの把握

• リスクアセスメント
– リスク分析とリスク評価

• リスク対策
– リスク保有，リスク低減，リスク回避，リスク移転などの方

策の選択

（社団法人日本技術士会，２００４）
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９．リスクコミュニケーションの視点

対象となる事項例 検討すべき課題例

インフラ的視点
・ネットワークにおける諸制度
・情報通信システム

・チャネル容量の過負荷
・選択的情報利用の発生

主体間の関係的視点
・主体のリスク認知

・リスクコミュニケーションにお
ける態度

・情報の開示と主体間の信
頼関係

・共同意思決定におけるコ
ンフリクトの発生や解消

・合意形成のルールや技術

ガバナンス的視点
・リスクの特定
・リスクのアセスメント
・リスク対策

・社会のデザイン
・複雑性のハーネシング
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リスクコミュニケーションのまとめ

• リスクコミュニケーションは，相互作用プロセ
スであり，

• リスクマネジメントの基盤と思われるが．．．

• リスクコミュニケーションにおける利害関係者
間の関係は，どのように記述すればよいので
あろうか．

• リスクコミュニケーションの主体間関係に着目
した定式化を試みる必要がある．
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リスク情報開示ゲーム

Eiichi Umehara and Toshizumi Ohta, 
Using Game Theory to Investigate Risk Information Disclosure 

by Government Agencies and Satisfying the Public: 
The Role of the Guardian Agent,

IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: 
Systems and Humans, Vol. 39, No. 2, 2009, pp.321-330.

に基づく



１．行政によるリスク情報開示の特徴

• 風評被害の存在
（１）実際には起こってないか、実際よりも誇張された出来事

（２）風評被害はマスメディアを通じて流布する。

（３）仕入れ業者の出荷停止や消費者による買い控えで、生産者

が経済的損失を受ける。

風評被害の恐れにより行政機関のリスク情報開示がためら
われる場合があることが報告されている。

JCO事故では、「農産物の安全には実際何の影響もなかったが、風評
による買い控えが起こり、大きな被害が出た。補償の対象と認めら
れた額は2001年3月で160億円に達する。」（岡本・今野、2003）

（Umehara & Ohta, 2009）
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２．リスク情報開示をプロスペクト理論で
説明 （下村(2003) ）

• 情報公開の遅れは、「全く発生しない確率が15%あ
る」ことを重視した可能性がある。」

• E(80億）×100％＞E(100億）×85％＋E(0）×15%

• （損失期待値とは逆の選択）＝＞プロスペクト理論

開示 確実に風評被害で80億円の損害が出る。

非開示 100億の損害が出る確率が85%だが、全く発生
しない確率が15%。

（梅原・太田,2005）
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３．行政のペイオフの定式化
（累積プロスペクト理論(Tversky&Kahneman) ）

• 期待効用理論

期待値＝発生確率×価値

効用＝一般的にリスク回避行動を前提

• 累積プロスペクト理論
プロスペクト理論は３つ以上の代替案の比較はできないので、累積プロ

スペクト理論を用いる。

V（見通し）＝π(発生確率）×ｖ（価値）

π：重み関数、ｖ：価値関数

（梅原・太田,2005）
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４．損失に対する重み関数

１．リスク情報開示では、行政は損失を考慮する。

２．価値関数はリスクニュートラルと仮定し、重み関数を検討する。

３．重み関数は、低確率では、リスク回避。高確率ではリスク追求。

４．π(P)＝Pδ／（Pδ+(1-P)δ）1/δ 、δ≒0.69
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５．行政のペイオフ

• 期待値では、開示が有利と仮定する。

∴ Yd＜PYn

• 期待値で有利でも、非開示を選択する可能性

⇒ リスク追求行動、主観確率

累積プロスペクト理論による行政の選択の説明

開示 被害額Ydが確実に発生する

非開示 被害額Ynが確率Pで発生するが、

確率（1-P）で被害が避けられる

（Umehara & Ohta, 2009）
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６．情報開示における非対称性

行政

・専門家

・プロスペクト理論による開示

良いニュースは開示(リスク回避)

悪いニュースは非開示(リスクテイク)

住民

・非専門家

・満足化基準：安全は空気のようなもの

問題が未発覚:無関心

問題が発覚: 大きな社会問題

1.情報量の非対称性. 

2.情報理解能力の非対称性.

3.情報に対する反応の非対称性. 

4. 自己保身のような開示側管理者のリスク追求行動

（Umehara & Ohta, 2009）
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７．行政と住民の関係の特徴

• 行政と住民の相互作用

• 住民は常に関心を持っている訳ではない。

（必ずしも自己利益最大化ではない）

住民の希求水準に応じた満足化として

モデル化する。

（リスク情報開示ゲームの提案）

（Umehara & Ohta, 2009）
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８．住民の行動
（満足化基準AL； Simon,H.A.）

・住民は行政を無条件で信頼する可能性

（安全は空気のようなもの＝通常は無関心？）

・行政は住民の無関心に対して情報非開示とする
可能性

満足水準以下 代替案の探索

満足水準以上 達成される代替案が一度見つかると、
それ以降の探索を中止

（Umehara & Ohta, 2009）
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９．住民のペイオフの定式化
（探索コストCc ）

Ｄ
⊇AL

探索 非探索

住民の選択

YesNo

ｺｽﾄ＝Cc ｺｽﾄ＝0

Ｄ：住民が保有している情報の集合

AL：住民が保有したいと考える情報の集合

• 住民のコストは、リスク情
報探索コスト。

• 直接的な金銭的被害は、
行政の負担となり、住民
には及ばないと仮定 。

「直島町における風評被害対策条例」
等の事例

（梅原・太田,2005）

2010/11/13 24第４回ITリスク学研究会



１０．リスク情報開示ゲームのペイオフ

住民 行政 住民の
コスト

行政の被害に関する価値（損失）

探索 開示 -Cc Ｖ(開示：探索)＝－(Yd＋Ca)

非開示 -Cc Ｖ(非開示：探索)
＝－{π(P)(Yn＋Ca)＋π(1-P)Ca}

非探索 開示 0 Ｖ(開示：非探索)＝－Yd

非開示 -P
×SP

Ｖ(非開示：非探索)＝－π(P)×Yn

（Umehara & Ohta, 2009）
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１１．リスク情報開示ゲームの定式化

プレーヤ 行政＝開示側、住民＝被開示側

戦略 行政＝{開示、非開示}
住民＝{探索、非探索}

提携の可能性 提携はないと仮定する。

情報の入手 行政がリスク情報を保有する。

行政が開示した場合、住民は入手する。

但し、開示情報を必ず入手（認識）すると
は限らない。

共通知識 リスク情報は行政に集まると仮定する。

（Umehara & Ohta, 2009）
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１２．リスク情報開示ゲームの空間

Ｘ

Ｙ

リスク情報開示ゲーム１：
自発的開示ゲーム

リスク情報開示ゲーム３：
情報探索ゲーム

リスク情報開示ゲーム２：安
心ゲーム

-Ca

リスク情報開示ゲーム４：
強制開示ゲーム

• 開示と非開示の行政のペイオフ差

住民＝{非探索}：Ｘ＝Ｖ(開示：非探索)－Ｖ(非開示：非探索)

住民＝{探索} ：Ｙ＝Ｖ(開示：探索)－Ｖ(非開示：探索)

（Umehara & Ohta, 2009）
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リスク情報開示ゲーム３：
情報探索ゲーム

住民

非探索 探索

行
政

開示 {Ｖ(開示：非探索) ② 、０①} {Ｖ(開示：探索) ④、－Ｃc②}

非開示 {Ｖ(非開示：非探索) ① 、－P･SP③} {Ｖ(非開示：探索) ③ 、－Ｃc②}

パレート
解

行政の価値関数:
X=Ｖ(開示：非探索) －Ｖ(非開示：非探索) ＜０:開示より非開示の方が有利
Y＝Ｖ(開示：探索) －Ｖ(非開示：探索) ＜０ ：開示より非開示が有利
Y＞-Ca (Ｖ(開示：非探索)＞Ｖ(非開示：探索)）：パレート解は｛開示，非探索｝

住民の戦略に関わらず、行政は{非開示}を選択

ナッシュ均衡

Ｘ

Ｙ

-Ca

（梅原・太田,2005）
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１３．リスク情報開示ゲームと戦略

ゲーム 戦略 ナッシュ均衡解 パレート解

自発的開示
ゲーム

住民の戦略に関わらず，行政
は，｛開示｝を選択

住民｛非探索｝
行政｛開示｝

住民｛非探索｝
行政｛開示｝

安心ゲーム 住民が｛非探索｝なら，行政は
｛開示｝，｛探索｝なら｛非開示｝

#1住民｛非探索｝
行政｛開示｝

#2住民｛探索｝
行政｛非開示｝

住民｛非探索｝
行政｛開示｝

情報探索
ゲーム＊

住民の戦略に関わらず，行政
は，｛非開示｝を選択

住民｛探索｝
行政｛非開示｝

住民｛非探索｝
行政｛開示｝

強制開示
ゲーム

住民の戦略に関わらず，行政
は，｛非開示｝を選択

住民｛探索｝
行政｛非開示｝

なし

＊強制開示ゲームとの差異は，行政の情報開示・対応コスト（Ｃａ）による．

（Umehara & Ohta, 2009）
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１４．リスク情報開示ゲームと情報開示

• 行政が合理的意思決定者（合理的期
待理論）ならば、自発的開示ゲーム

• 行政が合理的でないケース
１．強制開示ゲームでは、行政に情報を開示させる

には、強制開示を義務づける必要がある。

２．安心、情報探索ゲームでは、強制的なリスク情
報開示以外の手段でも解決できる可能性がある。

 ガーディアン・エージェントの検討

（Umehara & Ohta, 2009）
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１５．住民のリスク情報保有度ギャップ改善方策

住民

ガーディアン 非探索 探索

行政 開示 {Aq-C(1-q), aq} {A② ①,a①} {-C④,0②}
非開示 {0, 0} {B① ②, -b③} {0③,0②}

ガーディアン・エージェント

行政に対しては監視、住民に対しては啓蒙

行政が開示 啓蒙エージェントとして、住民が、その情報を入手し保有す
るよう支援する 。開示されたリスク情報を保有度qで、住民
に保有させる能力をもつ。(1>q>0) 

行政が非開示 監視エージェントとして、非開示であることを理解し、確率1

で、行政に対しリスク情報探索を行う。

ペイオフ

（Umehara & Ohta, 2009）
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１６．ガーディアン・エージェントが住民に
リスク情報を保有させる度合いと行政の
{開示、非開示}の出現頻度 （数値例）
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（Umehara & Ohta, 2009）
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リスク情報開示ゲームのまとめ

• ２人ゲームで，情報探索ゲームという空間があるこ
とが分かり，

• ガーディアン・エージェントを導入する意義を見出す
ことができる．

• つまり，パレート解の実現を目指す社会的集合知能
を解明するための一つの試みとなっていると考える
ことができそうだが，．．．

• 社会的制度設計の課題に取り組む必要がある．
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社会情報学



社会情報学

• 情報を基軸として文理融合を図り、社会的な問題の発見や
問題の解決を目指す。

• 人と社会を結ぶ情報システムについて、モデリングやシミュ
レーションに基づく研究を行う

– 社会システム論、情報システム論、社会情報の意味論か
らなる３領域の複合領域

• 社会情報システムのあるべき姿を描く

– インターネットや電子政府の将来像

– ソーシャル・メディアの有効利用の在り方
諏訪博彦、太田敏澄、ソーシャルメディアによる組織・コミュニティの変革、人工知能学
会誌、25(6)、841-849、2010．
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社会情報システム学の特徴づけ
課 題 内 容 特 徴

どのような現象を対象とし， ディジタル社会
リアリティ／

バーチャリティ

どのように把握し， 複雑系／組織化 創発性／境界

どのような方法で，
シミュレーション／

ゲーミング

ルール／

相互作用メカニズム

どのような便益をもたらすか
制度設計／

システム設計
サイバー・コモンズ
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サイバー・コモンズの組織化(太田，2002）



社会情報システム学の３要素
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(Ohta & Ishida, 1998)



まとめ
• リスクコミュニケーション

– リスクコミュニケーションは、利害関係者間でのリスクに関
する情報および意見交換の相互作用過程である。

• リスク情報開示ゲーム
– ゲーム論的定式化によれば、その解として情報探索ゲー

ムがあり、そこでの情報開示が行われるようガーディアン
・エージェントの導入が望まれる。

• 社会情報学
– ガーディアン・エージェントの導入のような制度設計を通じ

て社会的貢献が考えられる。
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