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概要 
 

 危機対応学は、危機とその対応メカニズムを社会科学の観点から解明する東京大学社会

科学研究所の全所的プロジェクト研究である。プロジェクトでは、メリディアン 180 と連

携した国際共同研究、岩手県釜石市との協働により設置した危機対応研究センターを拠点

とする総合地域調査、東京大学地域貢献「見える化」事業などが開始されている。 
研究では、個々の危機対応事例の考察に基づく帰納法的考察に加えて、危機対応に関する

社会科学的な一般原理も追及していく。演繹的な考察に向けて、本稿では危機対応の社会的

段階論の他、危機と対応に関する分類について提案した。危機は、想定という概念を軸にす

れば、想定内、想定超、想定外に分類可能である。一方、時間という概念から、対応は、放

置型、復帰型、創造型のいずれかに分類することもできる。これらの危機対応の分類に、事

前と事後、個別と集団、確率と意識、事実と言説といった視点を組み合わせることで、危機

対応を必要とする社会のあり方を立体的に浮かび上がらせることが可能となる。 
これらの考察の他、自然災害への対応に関する独自のアンケート結果を用いた計量分析、

国際政治の危機に関する共同研究など、危機対応学では複数のプロジェクトが行われる。 
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「危うさ」に「対する」 
 本年度、第一回目の危機対応学ワークショップとなります 1。昨年度は、まず所内で綿密

な議論をするため、あえて非公開としてやってきました。今年度からは誰でも参加可能な公

開ということにしたいと思います。危機対応学のホームページなどで一般に広く周知し、ご

関心の方への参加を呼び掛けていきますので、よろしくお願いします（以下、報告で用いた

パワーポイントのシートは文末に添付）。 
 危機対応学ということで、あらためて辞書で「危機」という言葉を引いてみました（シー

ト 2）。「かもしれない」「あやうい」「危うさ」「感じられる」「危殆に瀕する」など、危機と

いう言葉は、どこか曖昧さや不確実さといいますが、漠然とした印象を伴うようです。一方

で、今度は「対応」という言葉を見てみますと、こちらは対照的に「向き合う」「関係」「決

まった」など、明確なものに対峙する意味で使われることが多いようです（シート 3）。 
そう考えると「危機対応」という言葉には、はっきりとしないものに対して、しっかりと

向き合うといいますか、どこかねじれたようなニュアンスを伴うような気もして、あらため

て面白いな、と今更ながら感じました。はっきりと危険を直視して、それに対する客観的な

対応策を考えるというのが「リスク管理」ということだとすると、危機対応は、やはりリス

ク管理とは、目指す方向性が違うのかもしれません。 
 
4 つの視点 
 シートの 4 枚目は、ご存じの方も多いと思いますが、今年 2 月（14 日）の研究所創立 70
周年の記念行事で、最新の全所的プロジェクトということで危機対応学を１枚のポンチ絵

で紹介したものです。 
危機対応学は、開始以来、「危機とその対応メカニズムを社会科学（の観点から）解明」

するものであることを明記しています。また危機とは単なるリスクというだけではなくて

「危（険）＜リスク＞」を「機（会）＜チャンス＞」に転換するという意味を伴うという、

昨年度来の所内での指摘も書き込んであります。 
2015 年度末に所内のみなさんにアンケート調査を行った結果、浮かび上がった危機対応

学の 4 つの重要な視点である「事前と事後」「個別と集団」「確率と意識」「事実と言説」と

いう点も、今後、重要な論点になると考えています 2。 
以前、希望学でお世話になった方から「希望学は、もうやらないんですか」と言われたこ

とがあります。希望学は 2005 年度から 2009 年度の全所的プロジェクト以降は、有志によ

るグループ研究ということで、今も続けています。希望学は、社研のホームページに今も載

せていただいていますので、ご関心の方はご覧いただければと思います 3。 

                                                   
1 以下の内容は、2017 年 4 月 18 日に開催された 2017 年度第 1 回全所的プロジェクト・

ワークショップでの報告をとりまとめたものである。 
2 危機対応学の説明については、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/about/01-/ 
3 希望学については、http://project.iss.u-tokyo.ac.jp/hope/hopology/ 

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/about/01-/
http://project.iss.u-tokyo.ac.jp/hope/hopology/
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個人的には、危機対応学は、希望学からの自然な流れだと考えています。ポンチ絵にも描

きましたように、昨今の世界情勢などを考えても「今や、将来に一切の危機のない世界を想

定するのは、難しい」というのが、多くの人の感覚なのではないでしょうか。だとすれば、

「むしろ、今後起こり得るどんな危機に際しても、何とか対応出来そうだという見通しや手

応えの得られる社会にこそ希望は生まれるはず」だと考えています。この表現は、学内誌で

ある『淡青』に寄稿を求められたときに考えたものですが、「見通し」や「手応え」という

言葉は、手前味噌ですが、少し気に入っています。 
 
国際共同研究 
 5 枚目と 6 枚目のシートは、2016 年度と 2017 年度に危機対応学として、大学に予算配

分要求を行ったときに使用した資料になります。 
 これまでの全所的プロジェクトでは、研究所を挙げて、3 年とか 4 年とか、時間をかけて

じっくり取り組んでいくことを大事にしてきました。ですが、現在は、大学の予算制度の変

更もあって、全所的プロジェクトを継続的に行っていくには、毎年度、進捗や成果を説明し、

その都度大学に承認されることで、予算を獲得していく必要があります。この点は、おそら

く危機対応学以後の全所的プロジェクトも直面する状況だと思いますので、あえて所内の

関係者の方には申し上げておきます。 
 予算要求では、数分という短時間でのヒアリングで簡潔なプレゼンテーションを、大学の

経営陣を前にして行うことになります。2016 年度にヒアリングを受けた際に印象的だった

のは、大学執行部の一人からはっきりと「東京大学への貢献はあるのですか」とたずねられ

たことでした。社研に限らず、どんな部局でも、良い研究をしているというだけでは、予算

を獲得するのは、これからはむずかしいでしょう。3 枚目のシートの下に「アクション」と

いう言葉がありますが、これは東京大学ビジョン 2020 のアクションのいくつかの項目に、

危機対応学が合致していることを説明するために付けたものです 4。 
 このうちアクションで「国際的に卓越した研究拠点を拡充・創設」を求めていることに対

応するよう、危機対応学の活動として、環太平洋共同研究・政策提言グローバルネットワー

クである『メリディアン 180』の東京大学拠点を設置しました 5。昨年 7 月には、メリディ

アン 180 と共催で、Developing Proposals for Risk Mitigation in the Asia-Pacific Region
という題名の国際会議を沖縄で開催し、複数の社研メンバーが参加しました 6。 
 
地域協働拠点 
 国際共同と並ぶ危機対応学のプロジェクトが地域協働で、こちらはアクションの「学術成

果の社会還元」「産学官民協働拠点」に対応しています。具体的には、希望学以来のお付き

                                                   
4 東京大学ビジョン 2020 は、http://www.u-tokyo.ac.jp/president/b01_vision2020_j.html 
5 メリディアン 180 については、https://meridian-180.org/ja 
6 沖縄会議については、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/7810.html 

http://www.u-tokyo.ac.jp/president/b01_vision2020_j.html
https://meridian-180.org/ja
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/research/7810.html
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合いである岩手県釜石市と覚書を昨年 11 月に取り交わし、協働して「危機対応研究センタ

ー」を所内に設置しています 7。センターは、震災・津波の記憶継承の他、将来の危機対応

の方策を研究・提言し、社会還元することを目的にしています。 
 センター設立時には、釜石で久しぶりにシンポジウムを開催し、こちらにも地元の方々に

加えて、たくさん釜石初訪問の方も加えて、社研のメンバーに釜石に来ていただきました。

今年に入ってからは危機対応に関するトークイベントも開催しています。釜石での調査を

目的に科研費申請をしていましたが、幸いなことに無事採択されましたので、今年度と来年

度にかけて久しぶりにじっくりと大規模な釜石調査を、危機対応学として行います。 
 シートの 6 枚目には、東京大学地域貢献「見える化」事業という言葉があります。これは

何かといいますと、日本国内の地域における、さまざまな危機に対し、地域と連携しながら

克服に向けた対応活動を行っている東京大学の教員ならびに大学院生の研究活動に必要な

経費を支援するもので、こちらも本年度に機能強化促進分として予算措置が大学からなさ

れました 8。今後は、助成を行うだけでなく、東京大学による地域の危機対応への貢献の取

り組みの成果と、地域の危機対応に関する諸方策の提案を、東京大学による地域社会への貢

献事業として広く発信していく予定です。 
 危機対応学は、社研の全所的プロジェクトではありますが、東京大学でフィールド研究を

されている方々と連携を深めながら、より充実した成果を得ていきたいと考えています。 
 
期待と懸念 
 危機対応学には、今のところ、幸いなことにある程度の予算措置を大学から獲得すること

ができました。ただ、今後の予算については、しっかりと活動の成果を毎年挙げてアピール

していかないと、何の保証もありません。あらためまして、関係者のみなさんのご協力をよ

ろしくお願いします。 
 予算折衝の結果では、事業の総合評価とならんで個別のコメントが戻ってきます。シート

の 7 枚目と 8 枚目には、コメントの一部を抜粋しています。7 枚目は、比較的好意的な評価

を並べたもので「大学全体の強みを伸ばす潜在力が期待できる」「知のプロフェッショナル

を社会科学面から支える根幹事業」「大学における研究等の成果を社会還元する上でも重要」

といったコメントをいただき、少し過大な期待ではないかと（笑）、面映ゆい気もしないで

はありません。ただ「文理融合も検討されたい」というコメントなどは、今後しっかり検討

していきたいと思っています。 
 一方、8 枚目は辛口のコメントです。「多岐に亘りすぎ」「既存のプロジェクトと両立でき

るプロジェクトなのか」「もう少し絞ると発信力も増す」ですとか、「具体的にどのような連

携を行っているか/行う予定か、わかりにくい」「総論はあるのか」など、率直な意見をいた

だいています。おそらくこれらは、予算折衝に限らず、危機対応学に対する一般的な疑問に

                                                   
7 危機対応研究センターについては、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/center/ 
8 地域貢献「見える化」事業については、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/mierka.html 

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/center/
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/mierka.html
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も通じるもののようにも感じますので、真剣に受け止めたいと考えています。 
 特に総論の部分については、重要だと思っていて、こちらについては、あとで問題提起を

させていただきます。 
 
所内ワークショップ 
 昨年度は、所内での危機対応学ワークショップを 9 回開催し、全所的プロジェクト運営

委員会からのものを含む全 17 本のご報告をいただき、毎回多くの参加を得ました 9。いず

れもたいへんに興味深い報告ばかりで、社研のメンバーしか知り得ない、もしくはメンバー

が特によく知っている個別の危機対応事例が、かなりの質量であるという印象を持ちまし

た（シート 9）。 
 いろいろな具体的な危機に対して、実際にどのようなことが考えられ、行動されたのかと

いう、一般には知られていない、表現に語弊があるかもしれませんが、いわば「裏話的対応

のプロセス」の事例は、本当に面白かったです。しかもそれを専門的・学術的な知見から評

価が加えられることで、広く社会に提示する価値と意義があるように感じています。その意

味でも、危機対応学というのは、社研の全所的プロジェクトに適した内容だったかなと、確

信しました。 
 もう一つ印象的だったのは、危機に対していかにスムースにといいますか、効率的・効果

的に対応するかという観点に加えて、社研のメンバーの間では、危機に対していかにフェア

に対応するか、つまり公正な対応とは何かという観点への関心が高いと感じられた点です。

東日本大震災後に、釜石でも誰にとっても公平・公正な対応は、本当にむずかしいし、無理

だという声を聞いた記憶があります。だからこそ、あらためて危機対応学のなかで、危機に

おける公正性という困難な問いにチャレンジしてみたいというのが、社研メンバーのなか

には比較的多いのかもしれません。 
 一方で個別の事例はとても興味深い反面、先ほどの総論がないというコメントとも関連

するかもしれませんが、危機対応学全体を貫く視座や論点はまだ固まっておらず、これから

の課題というのも事実だろうと思っています。 
 
帰納法的考察 
 ただ、そのような課題を今後検討していく必要はありますが、まちがいなく言えるのは、

危機対応学に加わってくださる研究者の大部分は、各自の専門分野で「危機」や「対応」な

どの、なんらかの具体的な事案を持っていらっしゃるだろうということです（シート 10）。
危機対応学のホームぺージに寄稿していただいた数々のエッセイをみても、そのような事

例を、社研の研究者の多くが豊富にお持ちだろうと推察しています 10。 

                                                   
9 全所的プロジェクト運営委員会は、有田 伸、飯田 高、玄田有史、中村尚史、保城広

至によって構成されている。 
10 危機対応学にまつわるエッセイについては、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/essay/ 

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/essay/
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 これらの個別の事例やテーマは、専門分野を超えて、興味深いですし、とてもユニークに

感じられます。特に「実のところ、あまり知られていない社会の危機」ですとか、「知って

いるようで知らなかった社会の危機」にいかに対応してきたのかという学術報告は、きわめ

て有益な知見を一般にも提供してくれると思います。 
 そう考えると、個別の事例にまつわる報告をアンソロジー（作品集）として一つにまとめ

ることで、そこから帰納法的に全体を俯瞰する「危機対応の社会科学」とは何かを、浮き彫

りにしていくというアプローチが、成果報告のかたちとしては、有効なのではないでしょう

か 11。それは危機対応学を社会に発信する一つの方向性になるだろうと想像しています。 
 だとすれば、危機対応学を 2019 年度にまとめて成果として発信するには、2018 年度に

帰納法的考察をしていく時間を確保する必要があります。そうなると逆算すれば、2017 年

度中には関係者にアンソロジーの執筆を依頼し、18 年度早々までには草稿を作成いただく

ということになるのかと考えています。この執筆依頼の点については、報告の最後に、具体

的な提案をさせていただきます。 
 
理論的考察 
 このように帰納法的考察に向けたアンソロジーの執筆依頼に向けて、全所的プロジェク

ト運営委員会でも、できるだけ早く企画を練っていく予定です。ただ、それと並行し、個別

の事例を超えて、危機対応に関する社会学的考察のため、一般的・普遍的な前提と内容を演

繹的に考察することについても、あきらめずに取り組んでいこうと思っています（シート

11）12。 
 その演繹的考察のヒントになるのが、昨年度以来、ずっと注目している４つの視点だろう

と今も考えています。普遍的な分析枠組みとして、危機対応の「事前と事後」「個別と集団」

「確率と意識（もしくは「客観と主観」）「実態と言説」といった基軸を、これまで提案して

きました。これらについては、未だ全体として煮詰まった議論が出来ていませんが、プロジ

ェクトに参加いただくみなさんに、4 つのいずれかの軸について、お考えを聞かせていただ

く機会をこれから設定していくつもりです。 
 それらを通じて、危機対応学の理論的考察の部分を検討していくことを考えていますし、

それはアンソロジーの冒頭の部分としても、重要なパートになるだろうと予想しています。 
 
キーワード 
 危機対応学では、2015 年度実施の所内アンケートや、2016 年 7 月の沖縄会議など、でき

るだけ議論のきっかけになりそうなキーワードを集めることに注力してきました。その内

                                                   
11 【帰納】個々の特殊な事柄から一般的原理や法則を導き出すこと（方法）。（『新明解国

語辞典』第六版、三省堂）。 
12 【演繹】一般的な原理から、論理の手続きを踏んで個々の事実や命題を推論すること

（考え方）。（同上）。 
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容は危機対応学のホームぺージに掲載しています 13（シート 12）。 
 これまでも多岐に亘るキーワードが寄せられています。希望学の場合、最大のキーワード

は、言うまでもなく「希望」だったわけですが、実は他にも隠れキーワードがありました。

たとえば「挫折」などの隠れキーワードの一つで、希望とは単なる未来志向だけではなく、

過去の挫折に向き合うなかで、はじめて出会うものが希望といった内容が共有されて、釜石

調査が始まったり、その調査内容の豊かな解釈につながっていきました。「物語」「つながり」

なども隠れキーワードで、危機対応学でも危機や対応の背景となるキーワードが共有され

てくれば、いろいろ広がりや深みが出てくるのではないでしょうか。 
 現時点でも、個人的には、いくつかのキーワードを考え始めています。その一つがなんと

いっても「準備」です。将来どのような危機が起こるかわからないにしても、それでも何が

しかの対応をするための基盤を事前に形成しようとするのが、準備(preparation)でしょう。

しかもそれが個別の準備だけでなく、集団として基盤を形成する「社会的準備」のようなも

のが、どのような条件のもとで促進される（されない）のかが、気になります。 
 それから危機が生じた事後には、判断をするための正確な情報などがきわめて不完全だ

ったり、そもそも欠如しているのが、むしろ通常だったりします。だとすれば、そのときに

大事になるのは、なんらかの経験に基づく「カン（勘）」が働くかではないでしょうか。カ

ン(intuition)が働くことで、そんなにまちがいではない方向に進んでいけますし、日頃から

カンを磨いておくことの大切さを社会全体で意識できていたり、慣習として言説化できて

いることが、しなやかな危機対応の根幹にはあるような気がします。 
 さらにカンと同じように、危機時には、事前に考えておくこと自体が無理で、その場その

場において即興(improvisation)で対応しなければ、どうしようもないことも多々あろうか

と思います。そのとき、火事場の馬鹿力ではないですが、それまで予想もしていなかったよ

うなパワーや発想が生まれて、その結果として、偶然的に創造的な価値が生まれることもあ

るのではないでしょうか。 
 シート 12 では、社会科学ということで、準備、カン、即興に、あえて「社会的」という

言葉を付しています。これまでの考察で、危機対応には「社会資本」「レジリエンス（復元

力）」といったキーワードが重要という声も、アンケートやワークショップで多く寄せられ

てきました。ただ、それらの既存の概念にとどまるのではなく、危機対応のあり方をみんな

で語るためのキーワードを新たに発見したり、想像することにもチャンレジしていければ

と考えています。 
 
段階論 
 他にも危機対応の一般原理を考える上で、危機に社会的に対応する段階論のようなこと

も考えられるかもしれません。シートの 13 枚目には、その一つの例を挙げてみました。 
 危機が起きた最も初期の段階では、自分が最優先といいますか、まず自分はどうしようか

                                                   
13 キーワードについては、http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/about/03-/ 

http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/about/03-/
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とか、せいぜい家族や大事な人のことを考えるでしょう。それをさらに個人や家族だけでな

く社会全体で何かの対応をしようとするためには「みんな、同じ危機に直面しているんだ」

といった共感を形成できるかが、一つのカギを握るように考えています。 
 共感ができた段階で、すぐ次に来るのは「みんなにとっての問題だ。だとすれば、みんな

で何とかしよう」といった共通認識が、求められるのだろうと思います。 
 個人主義が進んだり、社会の分断化が進んだりすればするほど、これらの共感や共通認識

の形成はむずかしくなるでしょう。おそらく現在の民主主義の危機には、これらの段階がう

まく乗り越えられないことが大きいのかもしれません。 
 ただ、これらを乗り越えた先にも、また新しい壁が待っています。問題を共有したとして、

それは解決可能だとか、解決しないまでも少なくとも今よりは良い方向に変えていけそう

だという共通展望を持てるかどうかが、重要になりそうです。それは「みんなで取り組めば、

何とかなるかも」といった意識だと思うのですが、震災後の復興状況を考えると、この共通

展望を形成することが、なかなかむずかしい。それは地域の希望の形成の一つの重要な要因

だった「希望の共有」ということとも関係しています。 
 幸いにも共通展望を持てた先に、大事になるのは、なんといってもアクションでしょう。

「みんなでやってみよう」とか「実際、みんなでやってみた」という協働行動がそれにあた

ります。Hope is a Wish for Something to Come True by Action の Action の部分です。 
 では、行動すれば、それで終わりかといえば、そうではない。多くの場合、危機対応は一

回限りではなく、連続しての取り組みを求められることになるのではないでしょうか。

PDCA サイクルなどといいますが、大事なのは、そのサイクルを適切に繰り返していって、

できればプラスのスパイラルに持っていくことでしょう。「みんなでやったら、こうなった。

では、次はどうしようか」と、ワクワクしながら、みんなで向かい合える状態になったら、

しめたものです。 
 他にも、危機対応を表す段階論というのが、考えられるかもしれませんが、このあたりの

共通原理のようなものが見えてくると、危機対応学は一つの学問として具体像が提示でき

るようになるかもしれません。 
 
「危機」の分類 
 さらに危機対応を一般化するための方策として、危機と対応をそれぞれ類型化といいま

すか、分類することも考えられるかもしれません。実は、この危機と対応の分類というアイ

デアは、3 月に全所的プロジェクト委員会に、広渡清吾さんをお招きして議論させていただ

いたのですが、そのなかで広渡さんからのご提案いただいたものでもあります。 
 広渡さんのヒントを、私なりに考えてみて分類を試みた案が、シートの 14 枚目です。ま

ず危機の分類ですが、ここも広渡さんのご意見から示唆を得て、「想定」という概念を軸に

分類してみました。 
 危機というのは、できれば起こらないでほしいと願っていたことが、実際に起こったとき
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に直面します。ただ、その危機も、客観的な確率面だったり、ときには覚悟といった主観的

な意識の範囲内で、起こることがあります。そのときには「やはり起こったか」「遂に来た

か」などと思ったりします。それは「想定内」に分類される危機の範疇だと考えられます。

特に専門家など、その危機についてよく考えてきた人ほど、実際に起こった危機を想定内と

捉える傾向があるでしょう。 
 ただ起こるであろうこと自体は想定していたものの、その程度や、度合い、頻度などが、

予想を大きく上回って発生する危機もあるはずです。一定程度、発生を想定はしていたもの

の、その想定範囲を超えた危機として「想定超」に分類される危機と名付けました。自然科

学であれ、社会科学であれ、科学な万能ではありませんから、どんなに専門的な知見を有し

ている科学者であっても、専門超の危機に遭遇することはあるはずです。 
 それから、そもそもそのようなことが起こることを、まったく想定していなかったような

危機もあるはずです。そのような危機は、想定という枠組み自体から外れているといいます

か、枠組み自体がないことも多い。そこで想定の範囲や対象からまったく外れた危機を、「想

定外」の危機として分類してみました。専門家は想定をすることが商売といいますか、想定

が得てして得意です。一方で専門家ではでない大部分の人々は、そもそも想定などすること

自体が、疲れたり、考えすぎると不安になったりします。だとすれば、一般社会に生きる人々

にとって、多くの危機は想定外の危機であることが多いのかもしれません。 
 このように、想定という概念を使えば、自分の考える対象の危機が、3 分類のどれかに当

てはまると思うのですが、どうでしょうか。 
 
「対応」の分類 
 同じように「対応」ということについても、なんらかの分類が出来ないか、考えてみまし

た。危機にとっての想定のような明確な基準がすぐには浮かばなかったのですが、強いて言

えば、現在、過去、未来といった「時点」という観点から、3 つに類型化したのが、同じく

14 枚目のシートにある対応の分類です。 
 まず一つ目の対応は、なんらかの危機が起こったとして、特に「何もしない」という対応

です。それは、意図的にせよ、そうでないにせよ、その時点、その時点（「現在」）の状況の

流れに「まかせる」「まかせざるを得ない」「どうしようもない」ということが、実際の多く

の危機では見られるのではないでしょうか。ネーミングがむずかしいのですが、表では、現

在のまま、特に何も対応しないという対応のことを「放置型」と記してみました。 
先の段階論でいえば、共感形成、共通認識、共通展望のいずれかが欠けた場合には、具体

的な協働行動は起こらずに、放置型の対応に終始することも少なくないように感じます。 
 それに対して、なすがままの状態で放置したり、放任したりするのをよしとせず、より積

極的に対応しようとすることもあります。そしてその対応の方向性として、危機が起こる以

前の過去の時点に引き戻すことを目指した対応が、一つには考えられます。この危機発生以

前の状況へ戻ることを目的とした対応を、「復帰型」の対応と呼ぶことにします。 
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 加えて、放置型ではない、積極的な対応には、単に過去の時点に戻るのではなく、危機を

きっかけにして、新しい未来を創造できるような「機会（チャンス）」にすることを目指し

た対応も考えられるでしょう。このような対応は、未来に向けた「創造型」の対応として分

類できるかもしれません。 
 現在のままでいる対応、過去に戻ろうとする対応、未来を切り開こうとする対応といった、

時点を意識した分類ですが、無論、この他にも対応をより効果的に分類できる方法もあるか

もしれません。ぜひ危機の分類も含めて、より適切な代案があれば、ぜひともご提案いただ

ければと思います。 
 
分類事例 
 では、以上の分類によって、実際のさまざまな危機がどのように位置づけられるかを考え

てみたのが、シート 15 になります。 
 社会経済的に、現在の少子化の進行を危機だと考える人は多いと思います。1990 年代頃

には今後少子化が進んでいくという想定をしていた専門家もいて、それぞれ警鐘を鳴らし

ていたはずです。そしてそのような想定にまさに合致するかたちで、その後少子化が進んで

いきます。それに対し、政府や自治体も少子化対策として、いろいろ考えてきたわけですが、

保育や働き方など、多くの面で手つかずのまま、実際には放置されたまま現在に至っている。

このように考える人は、少子化を想定内危機の放置型対応とみなすことになります。 
 財政赤字も、ある程度は想定されていたのですが、バブル経済崩壊後の予想を超える長期

の停滞や、想定のスピード以上の高齢化の進展から、想定を超えて蓄積が進んでしまった。

こちらに対しても、消費税増税や経費削減など、適切な対応が進まないことから放置されて

きたと考える人にとっては、財政赤字は想定超危機の放置型対応といえるかもしれません。 
 戦争も、ある程度、想定していても偶発的な事情などから生じてしまうこともあります。

その場合、多くが望むのは、戦争前の平和な状況に戻ることでしょうから、戦争回避は想定

内危機の復帰型対応となるでしょう。 
 また技術面で想定していたトラブルが起こってしまい、それに一所懸命対応しようとし

た結果、あたらしい技術が誕生することもある。だとすれば、技術革新は想定内危機への創

造型対応の産物であるといえます。一方、現在の医療では治すことの出来ない難病にかかっ

ていることを知らされた患者にとって、深刻な病気は、完全に想定外の危機です。いろいろ

処置をしたとしても、最終的には死を受け入れる道しかないとすれば、不治の病は想定外危

機への放置型対応として、結局は覚悟することが求められる。 
 また原発事故という現代日本の最大危機への対応の困難さは、この分類からは次のよう

に言えるかもしれません。津波による原発事故を、想定を超えた危機と考えるか、それとも

そもそも想定ということから外れた危機と考えるかは、立場や専門によって異なってくる

ように思います。そのため、いろいろな意見の食い違いも生まれている。さらに事故への対

応として、地域の住民が元の生活を取り戻すことが何より大切だという復帰型対応を重視
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する意見もあれば、これをきっかけに新しいエネルギー社会に切り替えるべきだという創

造型対応を述べる意見もあるでしょう。ここでも、どのような危機に対して、いかなる対応

が必要かという観点から、丁寧に整理し、議論していくことが大切に思います。 
 このように考えると、危機と対応の 3 類型はそれなりに有効な分類方法かもしれません。 
 
なぜ今、危機対応学なのか 
 広渡さんとお話ししたとき、なぜ今、全所的プロジェクトとして、危機対応学に取り組む

必要があるのかという問いに対しても、向かい合ったほうがよいというアドバイスをいた

だきました。危機と対応の分類案からは、それに対する説明も、ある程度、できるかもしれ

ません（シート 16）。 
 たとえば、先に例示した少子化に限らず、現在起こっているさまざまな危機的状況は、本

来ならば、ある程度想定できていたり、専門的知見から警告されていたことも多かったはず

です。しかし想定内危機であったにもかかわらず、事実上、大部分が良くない意味で放置的

対応に終始してしまったとすれば、その理由の解明など、それに対する反省と教訓の獲得が、

今こそ求められているのではないか。だとすれば、危機対応学には、現代的意義がある。 
 また東日本大震災を例にすると、その震災の被害は、原発事故も含めて、想定を大きく上

回るものでした。それに対して、震災からのすみやかな復興が求められているわけですが、

いっこうに進まないとも同時にいわれる。その理由には、いろいろな背景があると思います

が、震災に対する国の対策は、国民から集めた税金を特定の人々の私有財産の形成には使用

できないなど、現状復帰が原則であるため、復帰型対応という復旧策にしかなり得ないとい

う根本問題がある。 
一方で、本来は、震災をきっかけに人口減少に対応したコンパクトシティを実現するべく、

創造的対応として復興策が理想なわけですが、なかなかそうはいかないという現実がある。

このような復帰と創造との相克をどのように考えていくべきかが、震災への対応としては

問われているように思います。 
 また 2000 年代以降の社会を表現するキーワードかもしれない「閉塞感」や「不透明感」

なども、まったく考えもしなかったことが起こるかもしれないという、想定外危機に対する

一般の人々の漠然とした不安を表しているともいえる。そして何がしかの想定外の危機が

起きてしまったときのために、日々どのように生きるのか、刹那的に生きるか、何らかの準

備をしておくかといった、「では、どうすればよいのか」という問いかけに社会科学者とし

て向き合っていく必要がある。その際、単に「専門家にまかせて」とか「よく考えて」では、

一人ひとりが期待する危機対応として、適切な回答とはいえないでしょう。 
 このように考えると、今、なぜ危機対応学なのか、という問いに対して、一定の説明がで

きるかもしれません。 
 
立体的考察 
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 このように、危機と対応の分類は状況を把握するのに、ある程度、有効なように考えてい

ますが、一方でやや平板ではないかという印象を持つ方もいらっしゃるかもしれません。 
 分類によって、危機対応ということを表現するとして、危機や対応の背景にある条件や環

境を明らかにして、危機対応が求められる社会そのものの全体像を示すには、どうしてもも

うひと工夫が要りそうです（シート 17）。 
 そのときにこそ、先にみた 4 つの視点が重要になると考えています。すなわち「事前と事

後」「個別と集団」「確率と意識」「事実と言説」のうち、どの切り口から社会をとらえるか

と視座を明確にすることで、対象とする社会とそこでの危機対応を立体的に浮かび上がら

せることができるかもしれません。たとえば、先の震災復興・普及に対する現状復帰原則や

コンパクトシティという理想の対立などは、「事実と言説」という視点から、東日本大震災

という想定超危機への復帰型と創造型の対応の相克として捉えることが出来るように思い

ますが、どうでしょうか。 
 
2017 年の活動 
 最後に危機対応学として、2017 年度に予定している活動について、説明させていただき

ます（シート 18）。 
 まず、本日を第一回目として、今年度も危機対応学ワークショップを公開で開催していき

ます。原則、毎月第四火曜午後を予定していますが、今年度は社研の外部からゲスト講師を

招くことも考えていますので、ゲストのご都合によっては違う曜日や時間帯になることも

あるかもしれません。決まり次第、できるだけ早めに告知をしますので、引き続きのご参加

をよろしくお願いします。 
 それから 2016 年度に実施した「将来に向けた防災意識・行動・価値観調査」がまとまり

ましたので、今年度はそのデータを用いた計量分析に取り組んでいきます。調査項目には、

災害に遭ったときに、どのような対応が公平だと考えられるかといった、ユニークな内容も

含まれています。分析については有田（伸）さんを中心にワーキンググループを立ち上げて

分析を始めます。社研に所属していて、計量分析がお得意な方への参加協力を呼び掛けてい

くつもりです。最終的には、この分析自体を一冊の本にとりまとめて、たとえば『自然災害

の危機対応学』（仮題）などの題名で、2018 年頃に刊行することも考えています。 
 また冒頭で説明しました「危機対応研究センター」を拠点に、危機対応学としての釜石で

の総合社会調査を久しぶりに実施します。希望学調査として 2007 年調査、震災後の 2012
年のインタビュー調査、そして2017年から18年にかけて三度目の大規模調査になります。

これまでの調査研究を踏まえつつ、危機対応という観点から震災前後から現在までの釜石

の有り様を社会科学的に考察していきます。こちらも釜石調査として、2019 年頃に一冊に

まとめられたらと計画しています。 
 一方、国際共同研究としても、メリディアン 180 と連携して「国際的視点からの危機対

応学」に関する書籍の出版企画を進めていく予定です。具体的には、危機対応に関してユニ
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ークな知見を持つ海外の執筆者にアンソロジーへの寄稿をお願いしようと思っています。

その上でアンソロジ―のエッセンスをとりまとめて、コーネル大学のエイナウディ・センタ

ーと東大社研の共同で、2019 年に日本語、英語、中国語、韓国語での電子書籍の同時刊行

を目指します。 
 その他に国際研究として、保城（広至）さんをリーダーに「危機対応学・国際研究班」が

立ち上がることになり、所内外の研究者に参加いただくことになりました。2018 年度に開

催される世界社会科学フォーラムで中間報告をしていただいた後、こちらも成果を取りま

とめて出版する予定です（シート 19）。 
 加えて冒頭で説明しましたように、東京大学地域貢献「見える化」事業を実施します。学

内の研究者（教員・大学院生）で、地域のさまざまな危機への対応に貢献している研究を資

金面で支援するプロジェクトです。あわせて支援対象者には、その活動を報告していただき、

危機対応学の成果に取り組んでいきます。危機対応学のホームページに、見える化事業の要

項と申請書を掲載してありますので、ぜひともお知り合いの東大の研究者にお声がけいた

だければ幸いです。 
 
アンソロジー要項案 
 最後に、できるだけ多くの社研のメンバーに参加いただきたいと考えています、先ほどお

話しましたアンソロジーへの執筆をお願いする構想案を、暫定的ですが、お示ししておきま

す（シート 20）。 
 まず作品の想定読者は、研究者ではない一般の読者をイメージしていただければと思い

ます。ですので、特定分野の専門家しか知らないような専門的な用語や表現は、出来る限り

避けていただければ幸いです。分量も、一つひとつの作品を一気に読めるように、できれば

1 万字前後程度でお書きいただければ助かります。 
 それと、これは昨年度のワークショップやホームページのエッセイを踏まえてのお願い

なのですが、危機や対応に関する具体的な事例を、出来るだけ盛り込んでいただけると、面

白い作品集になると感じています。その際、一般の読者が「そうだったのか」と感じるよう

な、よく知らなかったり、まったく知らなかった内容を、極力含めていただければ幸いです。 
 その事例を踏まえて、一般的な原理について帰納的に考察していくことを考えています

ので、スケジュールとしては、2017 年度の夏休み前までには執筆の依頼をし、年明けくら

いに草稿をご提出いただくことを考えています。 
執筆者は、全所的プロジェクトですので、社研のメンバーが主になりますが、メリディア

ン 180 の関係者など、研究所以外の方にも場合によってはお声掛けすることがあるかもし

れません。またアンケート調査、釜石調査、さらには保城さんの国際研究班に参加するので、

アンソロジーには執筆しないということでも結構ですし、反対に両方にお書きいただくと

いうことも歓迎します。 
 その上でアンソロジーへの執筆をご了解いただいた方には、多分、秋くらいになるかと思
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うのですが、進捗の確認を含めて、今日お話しした内容を踏まえて、ご検討いただく内容が、

想定内、想定超、想定外のいずれの危機に関するものかをお聞かせいただければと、考えて

います。同様に対応についても、放置型、復帰型、創造型のいずれにかかわるものになりそ

うかを、確認させていただきます。もちろん原発事故の例のように、複数の危機や対応にま

たがるものでも構いません。 
 同様にお書きいただく内容が、４つの視点、すなわち「事前と事後」「個別と集団」「確率

と意識」「事実と言説」のいずれに関連しそうかも選んでいただければと考えています。こ

ちらも複数にまたがってもかまいませんし、反対にどれにも当てはまらないということで

あれば、その点も含めてご意見をお聞かせいただきたいと思います。 
 選んでいただいた分類や視点は、最終的に本を構成する際に活用させていただく他、危機

や対応のタイプごとに執筆者の方に集まっていただいて、共通の原理や法則性が見いだせ

るかといった議論をさせていただくことを考えています。 
 
最後に 
 以上、これから危機対応学をどのように進めていきたいと考えているのか、ご説明しまし

た。また確定的ではない部分も多々ありますので、ご意見やご助言などありましたら、いつ

でも結構ですので、よろしくお願いします。 
 2019 年度までの活動を通じて、「危機対応学とは△△である」「危機に対応するとは○○

することである」「危機対応力を高めるには□□が求められる」といった、シンプルなメッ

セージを最終的に発信できればと思っています（シート 21）。 
 引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。 
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