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行動分析学事典 

丸善出版 

リスク学事典 

冊子版ISBN ： 9784621302149 

同時1アクセス(本体)     72,600円 

●人文科学、自然科学、社会科学など多様な分野のリスクに対峙してきたリスク学は、それぞれの学問分野
ごとに独自のリスク概念が取り上げられてきた経緯から、これまで単一の学問体系は存在していなかった。
しかし、世界の相互接続性、相互依存性の高まりから異なるリスク同士の結合も例外ではなく、それらを
横断的に俯瞰できる試みが求められるようになってきた。 

●本事典は、中項目事典の体裁をとることで、それらリスク学を構成する各分野の相互連関性を分かりやす
く把握できる。また、東日本大震災、リーマンショック、女性や性的マイノリティの社会的排除など、現代
的な問題に起因するリスクも大々的に扱った章立てとなっている。 
一人ひとりの市民が様々なリスクに直面する現代にあって、リスクを把握し共生していくための必読書。 

日本リスク研究学会 編 

好評発売中！ 

リスク学事典・関連書籍 

様々な分野で想定されるリスクの対応策・評価手法等を解説し、相互参照可能 

目  次 （収録項目の一部） 

刊行年：2019年6月 

同時3アクセス(本体)   108,900円 

＜第一部 リスク学の射程＞ 
第1章 リスクを取り巻く環境変化 
リスク概念の展開と多様化 / 5つの原発事故調査報告書
と被ばく線量の安全基準値 / 世界金融危機の構造と監
督当局の対応 
 
＜第二部 リスク学の基本＞ 
第２章 リスク評価の手法：リスクを測る 
リスクの定量化手法 / データの不確実性と信頼性評価 
/ ITシステムのリスク評価 
 
第３章 リスク管理の手法：リスクを最適化する 
リスク削減対策の多様なアプローチ / 裁判におけるリ
スクの取扱い / 企業の危機管理とリスク対策 
 
第4章 リスクコミュニケーション：リスクを対話する 
東日本大震災とリスクコミュニケーション / 手続き的
公正を満たす合意形成にむけたプロセスデザイン 
 
第5章 リスクファイナンス：リスクを移転する 
統合リスク管理と部門別資本配賦 / 巨大地震と再保険
制度 
 
＜第三部 リスク学を構成する専門分野＞ 
第6章 環境と健康のリスク 
労働環境 / 上下水道・水環境の健康リスク / ワクチン
と公衆衛生 
 

第7章 社会インフラのリスク 
インフラの老朽化リスク / エネルギーシステムとセキュリ
ティ / 宇宙開発利用をめぐるリスク 
 
第8章 気候変動と自然災害のリスク 
大規模広域災害時における国と地域の連携 / 気候変動に対
する国際的な取り組み・ガバナンス / 残余のリスクと想定
外への対応 
 
第9章 食品のリスク 
主要国の食品安全行政と法 / 微生物学的リスク評価 / 食
品摂取と健康リスク 
 
第10章 共生社会のリスクガバナンス 
障害者との共生を阻むリスク / 定住外国人の社会的排除と
多文化共生 
 
第11章 金融と保険のリスク 
リスクの経済学の系譜 / バブルの歴史とその生成の仕組み 
/ 価格変動リスクの評価 
 
＜第四部 リスク学の今後＞ 
第12章 リスク教育と人材育成、国際潮流 
 
第13章 新しいリスクの台頭と社会の対応 
風評被害とは何か / 人工知能の普及に伴うリスクのガバナ
ンス / 再生医療と先端医療の光と影 
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環境経済・政策学事典 環境経済・政策学会編 2018年 9784621302927  ¥66,000 ¥99,000 1027988229 

環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要項目を取り上げ、環境問題の解決のための視座を提供する中項目事典。 

環境リスク再考 
―化学物質のリスクを制御する新体系― 

鈴木 規之 著  2009年 9784621081839  ¥7,040 ¥10,560 1009767742 

現在のリスク評価の根底にある問題点を浮き彫りにし、現在のリスク評価を超えた環境と安全の新たな体系の必要性を提言する内容。 

放射線とつきあう時代を生きる  
―あってはならない、なくてはならない放射線― 

岩崎 民子 著  2013年 9784621086049  ¥3,690 ¥5,940 1013312290 

放射線の基本知識、原子力エネルギーの利用に伴う事故と、その対処方法、事故時における放射線防護までをわかりやすく解説します。 

実務に役立つ 地震リスクマネジメント入門 中村 孝明 著  2013年 9784621086964  ¥6,160 ¥9,240 1014015988 

地震リスクマネジメントの基礎知識からその有効性や実例を紹介し、防災対策を立案するうえで手助けとなる一冊です。 

化学実験の事故事例・事故防止 
ハンドブック 

鈴木 仁美 著  2014年 9784621087589  ¥44,000 ¥66,000 1015223805 

具体的な事故例や、化学物質を取扱う際の危険度や注意点などを知識として得ることで、事故を回避することができます。 

リスクってなんだ? ―化学物質で考える― 花井 荘輔 著  2006年 9784621077542  ¥5,280 ¥7,920 1008139860 

「リスクの考え方」を化学物質に焦点をあてて入門者にもわかるよう丁寧に解説。リスクマネジメント、リスクアセスメントを始める前に読んでおきたい本。 

国際開発学事典 国際開発学会 編 2018年 9784621303405  ¥66,000 ¥99,000 1029502814 

火種にならない国際支援、人的支援を含む効率的な援助とは何か。現地とどのように合意形成を行うか。諸分野にまたがる国際開発学を写真や図を
交えながらそれぞれの専門家が1項目2pで解説。 

犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会 編 2016年 9784621089552  ¥66,000 ¥99,000 1023366617 

犯罪心理学の基礎知識からより専門的なテーマまで丁寧に解説。文献情報や索引も充実させたレファレンス機能の高い「読む事典」。  

ヒューマンエラー = Human error  第2版 小松原 明哲 著  2008年 9784621080573  ¥3,960 ¥5,940 1008139865 

「ヒューマンエラーとは何なのか?」「どうして起きるのか?」「どう防ぐか」を体系だって整理し、事例にもとづきながら検証する手引書。 

リスク危機マネジメントのすすめ 宮林 正恭 著  2013年 9784621085646  ¥4,950 ¥7,425 1016496142 

おもに企業で働くビジネスパーソンにむけて、必要と思われる内容や事例に絞り込み、すぐに実務に役立てられる内容。 

ダチョウのパラドックス 
―災害リスクの心理学（※） 

Robert Meyer ・  
Howard Kunreuther 著  
中谷内 一也 訳 

2018年 9784621303306  ¥9,240 ¥13,860 1028700609 

私たちはなぜ、繰り返し災害リスクを見誤り、結果的に準備を怠り、再び災害をうけてしまうのでしょうか。本書は、私たちが判断を誤る六つの心理的バ
イアス と、解決へのアプローチを、心理学的な観点から簡潔にまとめています。 

リスク ―不確実性の中での意思決定― 
（サイエンス・パレット 023） （※） 

Baruch Fischhoff・ 
John Kadvany 著  
中谷内 一也 訳 

2015年 9784621089187  ¥3,300 ¥4,950 1018858778 

いかにリスクを小さくおさえ、回避するにはどういった対処をすべきなのか、その基本的な考え方を学べるリスク分析の入門書。 

● タイトル末尾の(※)はダウンロードが出来ません。 


