標を達成するための企図
評価し選択を行うという

るし、それぞれに対して

事実を認識させられるこ

が十分生かされていない

失敗を繰り返し、経験知

も、その後、何度も同じ

い」と考えていたとして

（てつ）は踏みたくな

人は「過去の失敗の轍

ずにいるということだ。

まだ十分な処方箋を出せ

題に対してわれわれはい

ら言えることは、この問

繰り返されている事実か

の発生・崩壊が周期的に

いる。実際、金融バブル

問題として提起されても

適切な意思決定の問題

してみたい。

めにも、意思決定を科学

リテラシーを検討するた

ではわれわれのリスク・

を難しくしている。本章

同じ土俵で論議すること

を呼び起こし、複数人が

だけに、われわれに錯覚

は、特に多面性を有する

になろう。リスクの場合

シーを高めることが可能

すいバイアスへのリテラ

ることによって、陥りや

活用した意思決定（ヒュ

するための手段、直観を

世界において思考を節約

という。それが、現実の

れわれは身に付けている

囲内で対処するすべをわ

を確保して処理能力の範

実の下でも一定の合理性

ている）。そのような事

る（限定合理性と呼ばれ

ていることが知られてい

倒的に処理能力が不足し

な能力を比較すると、圧

報の量とその処理に必要

ている。判断に必要な情

ついての意思決定を行っ

時に非常に多くの事柄に

た要素を脳で整理し、瞬

る多様で複雑に絡み合っ

どのシステムを使うべき

意思決定案件に対して、

われわれが日々直面する

う恐れがある。従って、

要な案件を放置してしま

ったり、消化し切れず重

り、逆にタイミングを失

な時間を要することとな

応しようとすると、多大

の案件をシステム２で対

なってくる。一方、全て

影響を及ぼす恐れも高く

なバイアスが意思決定に

とが難しくなり、心理的

眼的に検証、思索するこ

る。ここでは多面的・複

考に多くを頼ることとな

ぎると、システム１の思

て迅速さに重きを置き過

吸って重くなり、立ち上

と滑ったが、海綿が水を

りにやってきた時、わざ

海綿を背負って川のほと

なった経験に味を占め、

ると、塩が溶けて身軽に

た時、滑って水中に倒れ

を背負って川を渡ってい

の話がある。これは、塩

わ）の中に塩を運ぶロバ

イ ソ ッ プ 寓 話（ ぐ う

もできる。

されていると考えること

ートフォリオ管理が要求

ピードも管理していくポ

小化しつつ意思決定のス

よる判断上のリスクを最

可能であり、バイアスに

してＥＲＭ体制を整備す

の枠組み（注２）を参照

さてＣＯＳＯ

る）が大切である。

こと（メタ認知と呼ばれ

イアスの存在を意識する

態を招く。このようなバ

ロバと塩の話のような事

ていると、極論すれば、

と直面する事実が異なっ

この経験上のストーリー

る傾向がある。しかし、

分自身の経験を下地にす

トーリーは、かつての自

することが多い。そのス

意識の中に事実関係にス

する際、われわれは、無

面する課題の解決を検討

意味を考えてみたい。直

直観で判断することの

訓が述べられている。

大な事態を招くことの教

の判断にバイアスの可能

知性を高め、同時に自身

しい変化、リスクの多様

いこととなる。環境の激

的なリスク処理ができな

ると、図３の通り、合理

おいてバイアスが介在す

るリスクの特定・評価に

の最初のステージに当た

る。リスク管理プロセス

ートフォリオをゆがませ

ングは、組織のリスクポ

た不適切なリスクテーキ

レームワークから逸脱し

上が求められている。

リスク・リテラシーの向

ッショナルとして、常に

リスクに対するプロフェ

それゆえ、組織構成員は

ることを業としている。

ールし、統合的に管理す

有限責任監査法人トーマツ

ず、戦略の変更の遅れか

ミュラー・リヤーの錯視

たことがあると思われる

茂之

構成員各人の意思決定・

れ、共有されていたとし

ら倒産に至った企業も多

認知の問題に直面するこ

後藤

行動に注目が集まってい

ても、現実の意思決定段

い。戦略論では、過去の

（図１）を知識として知

とになる。人は、相反す

合理的なリスクマネジ
メントを施した適切な
リスクテーキング

ディレクター

ると述べた。また同時に

階においては、判断上の

っていたとしても、やは

不適切なリスク リスク
テーキング
回避

１． な ぜ 今 意 思
決定なのか

個人責任のモニタリング

リスクが介在する可能性
経営破綻においてタイム

り実際に広がった矢を伴

合理的なリスク評価

《第７回》

した活動は期待できない
意思決定は決して容易で

とも多い。それは、人の

を取り上げる場合、人の

か、われわれは常に選択

がることができず溺れて

についても監督上の関心

リーな判断力、先見力、

リスクの認識

保険Ｅ Ｒ Ｍ 基 礎 講 座

からである。しかし、一

経営の歴史を振り返っ

はない。

意思決定の本源的要素の

心の中で起こる認知プロ

を迫られている。システ

しまったという物語であ

が高まっていることに触
もあるからである。この

決断力、実行力について

った線の方が長く見えて

その追求過程で生じるリスクテーキングに関する意思決定

連載

方で、個々人のリスクに

ても、不確実性がもたら

中にそのような失敗に誘

ーリスティクス〈注１〉

ム１、システム２の思考

性も高めるという認識

れた。本章では、ＥＲＭ
ような現実的な観点から

多くの事例研究がなされ

しまうわれわれの感覚を

経営目標の追求

意思決定の科学 （その１）

対する認知を共有し、整

す収益機会と損失機会に

導する要因が含まれてい

と呼ばれる）である。従

のどちらを選択したか、

が、合理的な意思決定を

リスクに対する意思決定

ている。その中で、類似

否定し得ないだろう。

システム 2 の思考

化・複雑化はリスクの未

す重要となろう。

界の存在を指摘してい

（ 注 １） ヒ ュ ー リ ス テ

◇

（つづく）

る。その一つが、「人の

ィックとは、必ずしも最

ミ ス（

意思決定に介在する判断

いる。つまり、固有の限

るにすぎないと警告して

ＥＲＭ

リスクアペタイト・フ

前章（保険ＥＲＭと不

合的な意思決定を実現す

翻弄（ほんろう）され、

セスを問題にする必要が

って、われわれの思考は

ることは有用であるが、

担保するために、ますま

の枠組みが現実に実践さ

について考えてみたい。

の失敗を繰り返している

深い思索に基づく意思決定

トーリーを見いだそうと

易流行）で、保険ＥＲＭ

ることは容易でないのも

事態の変化に対する「見

ある。さらに、その対象

次の二つの方式として整

る。リスクを十分確認せ

ＣＯＳＯは、この体制は

れる局面に着目した場合

将来のシナリオは誰に

事実も確認され、なにゆ

ヒューリスティクスを活用した意思決定

３． 判 断 上 の リ
スク

の実効性を高めるため、

事実である。組織内でリ

るためではなかろうか。

をリスクとする場合、リ

意思決定全体をポートフ

「合理的な保証」を与え

における組織構成員の意

も正確に予測できない。

自然に感じる錯覚が意思

出典：「ダニエル・カーネマン『心理と経済を語る』友野典男監訳、2011 年、楽工社」と「Finkelstein, S.,
Whitehead, J. and Campbell, A., 2008,『Think Again』, Harvard Business Press」を参考に執筆者が作成

２． 二 つ の 意 思
決定方式

リスク文化の浸透、組織

スクアペタイトが明示さ
極 め、 見 切 り 」 が で き

つまり、誰でも一度は見

スクに対するわれわれの

理される（図２）。

ず、誤った判断から、重

思決定の重要性について

従って、将来に対して働

え、先人の経験を生かせ

このようにわれわれが

論じていく。なぜなら、

き掛ける企業活動には無

決定にも存在するのでは

e
m
g
d
u
j
y
t
l
u
a
f

合理性を担保するために

過程、執行過程における

われわれが、戦略形成

）」である。

る直観や経験則に基づく

簡便な思考方法。いわゆ

く判断や意思決定を行う

けずに短期間で満足のい

が、高い認知的労力をか

適解に導くわけではない

は、意思決定過程におけ

意思決定をいう。

（ 注 ２）「 保 険 Ｅ Ｒ Ｍ

（文中の意見に当たる

部分は執筆者個人のもの

と温故知新③」参照

であり、所属する組織の

可欠であることを指摘し

組織が不確実性に対し

ものではありません）

日に掲載します。

◆この連載は隔週木曜

て、いかに合理的な意思

社は契約者のリスクをプ

れる時代である。保険会

決定をするかを強く問わ

ているわけである。

スク）に対する管理が不

る判断ミス（判断上のリ

t
n

大阪大学経済学部卒

介在せず

介在・評価ミス

個々の適切な意思決定な
くしては、組織としての

なかったのかが本質的な

業、コロンビア大学ビ

意思決定のシステム

ないか。このように考え

数のシナリオが想定され

築、グループ内部モデ

ジネススクール日本経

リスクと特定・評価過程における
心理的バイアスの介在
リスクに関する情報不足

整合性ある活動、経営目

ルの高度化、リスクア

済経営研究所・客員研

ＲＭ関連パネルに参

ペタイト・フレームワ

究員、中央大学大学院

保険交渉、合併・経営

ーク、ＯＲＳＡプロセ

総合政策研究科博士課

加。現職にて、ＥＲＭ

【後藤茂之氏プロフィ

ス整備に従事。ＩＡＩ

程修了。博士（総合政

統合に伴う経営管理体

ル】

Ｓ、Ｇｅｎｅｖａ Ａ

バイアスのかかった
リスク評価
（リスクの過大・過小
評価）

リスクを評価する
リスクがないと思い
に足る情報の不足
行動する不適切な
による不適切な
リスクテーキング
リスクテーキング

高度化関連コンサルに

大手損害保険会社お

ｓｓｏｃｉａｔｉｏ

リスク評価過程における
心理的バイアスの介在
リスクを
認識しない
リスクの
未知性

従事。

よび保険持ち株会社に

策）。

図２

失敗の多面的分析
リスク分析と対策
新たな対応策の立案

制 の 構 築、 海 外 Ｍ ＆

て、企画部長、リスク

ｎ、ＥＡＩＣなどのＥ

ミュラー・リヤーの錯視

失敗の認識
過去の経験則に基づ
く対応策の立案
現実の課題

Ａ、 保 険 Ｅ Ｒ Ｍ の 構

管理部長を歴任。日米

不適切なリスクテーキングの構造
図３

システム 1 の思考

図１

現実の意思決定におい

ォリオに見立てることも
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