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社会のなかのさまざまな危機について、法学、政治学、経済学、社
会学の研究成果に基づく考察を通じて、人びとが危機とその対応
に対する不安に向き合うための新たな視座の提供を目指す。本巻
では、想定外という言葉で安易に片づけてはならない、世界、政策、
組織、選択にまつわる危機について考える。

自然災害、戦争、恐慌、人口減少から家族、健康、仕事、人間関係
まで。社会に生じる危機（クライシス）へのあるべき対応について、
社会科学の知見を結集する。本巻では、危機対応のしくみを創るこ
とに関わりのある、法律、制度、価値、行動にまつわる危機につい
て考える。
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「危機対応学」刊行にあたって
危機対応の社会科学（「危機対応学」）は、社会に発生する様々な危機（クライシス）および社会そのものの危機的状況と、そ
れに対する社会や個人の対応のあり方について、社会科学の観点から総合的に考察する新たな学問である（英語名は Social
Sciences of Crisis Thinking）。目的は、社会における危機の発生と対応のメカニズムの解明であり、同時にそこから危機を転機
とするための諸条件を提示することにある。……
危機対応学は、現代の多くの人々が「危機に対応できそうにない」
「危機が起きても自分（たち）は無力でしかない」といった意
識や不安を抱いているのではないかという問いから着想された。危機には、戦争、侵略、恐慌、不平等、人口減少、自然災害、環
境問題といった集団を脅かすものもあれば、健康、家族、仕事、教育、地域、人間関係にまつわる困難など、個々の生活に直結す
るものまで、様々な事態が含まれる。さらに、事実や確率として明確に認識された危機だけでなく、漠然と不安に感じていたり、
言説こそ罷り通っているものの、はっきりとは同定できない危機もある。危機対応学では、人々により構築されてきた社会システム
と関わる、あらゆる意味での社会的な危機を考察対象とした。……
危機の存在はいかに想定される（されない）のか、それに対するふさわしい対応とはいかに実行できる（できない）のかといっ
た問いを、社会科学の知見を結集しながら、危機対応学では研究してきた。
シリーズ「危機対応学」は、4 年に及ぶこれらの研究成果を取りまとめたものである。危機対応学では、テーマを特化し、岩手
県釜石市を対象に、地域における危機の位相と対応を多角的に調査する総合地域研究と、国境を越えた危機のメカニズムを国
際政治、国際法、国際経済の観点から分析する国際危機研究も行ってきた。本シリーズは、上下巻からなる危機対応の社会科
学に関する学際研究と、これらの地域研究と国際研究各１巻の全 4 巻から構成されている。……
「危機対応学」全 4 巻では、現代社会が抱える危機のあり方について、社会科学の総合知による見通しを示すことを通じ、今後
様々な危機が起こっても「対応できる」という手ごたえ、もしくはそのためのヒントを示していく。
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