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概要 
  
本稿では、社研パネル若年・壮年調査の 2016 年調査に加えられた「危機」に関する自由

記述回答の検討を通じ、ひとびとはどのような事態を危機と考えているのか、またそれら

の危機に対してどのような考えをもち、どのような備えを行っているのかについて探索的

に検討した。その結果、ひとびとが考える危機としては、自然災害や天災、具体的には「地

震」に関するものが群を抜いて多いこと、またひとびとが考える危機の内容は、性別・年

齢・地域の差異を反映してもいること、さらにこれらの危機への言及と具体的な備えの有

無との間にはかならずしも明確な関係が見いだせないこと、などがあきらかになった。こ

れらを含めた本稿の考察結果は、今後危機対応学が取り組んでいくべき課題、ならびにそ

れらに取り組む上での方向性に対して一定の示唆を与えてくれるものと考えられる。 
  

                                                   
1 本稿は、石田浩・三輪哲・小川和孝・有田伸「パネル調査から見る離家経験、家族形成、

子ども保険への加入、危機への意識：『働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査（J
LPS）2016』の結果から」（2017 年、東京大学社会科学研究所パネル調査プロジェクトデ

ィスカッションペーパーシリーズNo.101 http://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/panel/dp/PanelDP
_101.pdf）の筆者担当執筆部分に、新たな分析の結果に基づく大幅な加筆を加えたものであ

る。本稿の草稿、ならびにそれを基にした危機対応学ワークショップでの報告（2017 年 1
月 17 日）に対して貴重なコメントを下さった各位に深くお礼申し上げる。 
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1. はじめに 
 
危機対応学を進めていく上で、そもそもひとびとは、どのような事態を「危機」とみな

しているのかを確認しておくことは重要だろう。この目的のために、同調査運営委員会の

協力のもと、東大社研パネル若年・壮年調査の 2016 年（第 10 波）調査 2には「あなたが

考える『危機』とは何ですか」、そして「その『危機』についてどのようにお考えですか。

またどのような備えをしていますか」という自由記述回答形式の質問が加えられた。危機

の具体例を問う質問は、調査票の作成者があらかじめいくつかの選択肢を提示し、そのな

かからあてはまるものを選択してもらうという形式も考えられたが、ひとびとの危機に関

する意識を、事前に提示される選択肢に影響されることなく、できる限り実態に近い形で

すくい取るため、今回の調査では自由記述回答の形式をとった 3。本稿では、これらの質問

への回答の分析を通じて、ひとびとが考える「危機」とは何か、またそれに対してどのよ

うな考え・備えを持っているのかについて探索的な検討を行っていきたい。 
まず全体的な回答状況をみると、「危機とは何か」の質問に対しては、2016 年調査に回答

した 3,400 名のうちの 69.7%（2,370 名）から何らかの回答が寄せられた 4。また、その次

の「危機に対する考え・備え」についての質問の回答率は 62.0%であった。2014 年調査に

おいて同じく自由記述回答形式で質問した「現在および将来の生活全般（仕事、子育て・

教育、介護、老後の暮らし）への不安」への回答率が 50.5%であったことと比べれば、危

機についての質問への回答率はかなり高く、この問題への関心の高さがうかがえる。 
これらの質問のうち、「危機とは何か」に対する回答には、すべてその中身を確認した上

で、内容に応じて一定のコードを割り当てた。これらのコードの体系は、実際の回答内容

をふまえながら適宜改編を加え、結果的に 105 種類のコードが設定された 5（付表 1 参照）。 
これらのコードは、大きくは「自然災害・天災」「食料・環境・資源」「病気」「事故」「死」

「老化」「障害」「（より広い）健康悪化」「ケガ」「家族関係」「介護」「老後問題」「失業・

失職」「家計・生活水準の悪化」「会社・事業の経営悪化」「国際関係」「社会全体の問題」「そ

の他の生命・生活・財産の危機」「そのほかの問題」「どれにも当てはまらない問題」の 20
の項目群（中分類）からなり、それぞれの詳細な内容に応じて、あるいは「誰にふりかか

る危機であるか」によって、105 の項目へと細分されている。また自由記述回答にコードを

割り当てる際、対象者が複数の危機について、あるいは複数の内容を組み合わせた危機（た

                                                   
2 この調査の詳細に関しては、前掲の石田浩・三輪哲・小川和孝・有田伸（2017）をご参

照いただきたい。ちなみに対象者の年齢は、調査時点で 29 歳～49 歳となっている。 
3 自由記述式の回答には、調査設計者の予想を超えた回答が得られる、現実感のある回答を

得やすい、などの利点がある。保田時男「調査項目のつくり方」（社会調査協会編『社会調

査事典』丸善出版、2014 年）195 頁。 
4 回答率は、性別や年齢によって大きく異ならない。 
5 大量の自由記述回答のコーディングは、前田麦穂さん（東京大学大学院教育学研究科）の

ご尽力によって可能となった。深く感謝したい。 
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とえば「失業による生活水準の悪化」など）について言及している場合、示されたものす

べてにコードを割り当て、複数の回答を許容した 6。 
 
2. 回答が多かった「危機」 
 
表 1 はこのように集計された「危機とは何か」に対する 105 種類（細分類）の回答のう

ち、挙げられた比率が高い上位 20 種類を示したものである。この表の比率は、この質問に

回答した対象者数（2,370 名）を分母としている（以下同様）。 
 

表 1 回答の多かった危機（上位 20 種類：細分類） 

 

 
この表によれば、もっとも多く挙げられたのは「（内容を特定しない）自然災害・天災」

（39.4%）で、「地震」（27.1%）がそれに続く。これらの比率は 3 位以降に比べて非常に高

く、日本に暮らすひとびとにとって、やはり地震をはじめとする自然災害が、危機として

もっとも想起されやすいことがわかる。またこの調査が熊本地震（2016 年 4 月）の直後に

実施されたことも、地震や自然災害に関する回答を高めた一因と考えられる 7。 

                                                   
6 以上のコーディングに基づいた場合、「危機とは何か」の質問への回答数は最大で 11、平

均で 2.0 であった。対象者は平均的に、2 つ程度の「危機」を挙げている計算になる。 
7 被害の大きかった熊本県での調査実施を一時的に延期したため、同県に居住する調査対象

者は本データには含まれていない。 

1 （内容を特定しない）自然災害・天災 39.4%

2 地震 27.1%

3 自分の家計・生活水準の悪化 14.9%

4 自分の失業・失職 9.5%

5 自分の病気 8.5%

6 戦争・軍事攻撃 8.4%

7 そのほかの家族的問題 4.9%

8 （社会全体の）不景気・経済破綻 4.6%

9 自分自身の健康悪化 4.5%

10 （理由を特定しない）生活の危機 4.2%

11 そのほかの社会的問題 3.9%

12 そのほかの漠然とした危機・不安 3.8%

13 家族（配偶者・子ども）の病気 3.7%

14 テロ 3.5%

15 そのほかの本人に関する問題 3.4%

16 自分自身の老後 2.8%

17 自分の事故 2.8%

18 （理由を特定しない）生命の危機 2.7%

19 （社会全体の）治安問題 2.5%

20 家族（配偶者・子ども）の死 2.4%
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その次が「自分の家計・生活水準の悪化」（14.9%）、「自分の失業・失職」（9.5%）とい

う経済状況に関する回答であり、これらに「自分の病気」（8.5%）、「戦争・軍事攻撃」（8.4%）

が続く。 
以上が、回答が多かった上位 6 つの危機であり、残りは回答比率が 5%を下回る。ただし、

それぞれの危機の回答比率は、危機の内容がどの程度細かく分類されているかによっても

左右されるため、もう少し広いくくりの分類を用いて回答の全体像をとらえておくことも

有益だろう。表 2 は、このために 105 種類の危機を 9 つの大分類にまとめなおし、それぞ

れの回答比率を示したものである。 
これによれば、もっとも回答の多かったカテゴリーはやはり「自然災害・天災」で、半

数以上のひとびと（55.4%）がこれに言及している。その内訳を細かくみると、やはり「（内

容を特定しない）自然災害・天災」「地震」の比率が圧倒的であり、火事（1.5%）、洪水・

水害（1.0%）、台風（0.8%）、噴火（0.8%）など、他の災害を挙げる比率は低い（表 1 およ

び付表 1 参照、以下同様）。 
 

表 2 大分類別にみた危機回答比率 

 
 
次に多かったカテゴリーは、自身や家族の家計・生活水準の悪化や失業・失職・経営悪

化などからなる「個人の生活・家計・経済状況に関する問題」であり、回答者の 29.3%が

これを危機として挙げている。これに、自身や家族の病気や健康悪化などの「健康・生命

に関する問題」（26.1%）が続く。 
これらの次に多かったのが、「社会全体に関する問題 8」（14.9%）、「国際関係 9」（13.2%）

というマクロな社会問題に関する危機である。大分類レベルでみた場合、対象者の 10%以

上が挙げた危機はこれら 5 つのみであり、この後は具体的な個別の項目にはあてはまらな

い「その他の問題」（9.7%）、そのほかの家族的問題（4.9%）、離婚・夫婦関係（1.2%）な

どの「家族関係・家族問題」（6.6%）、自分自身の老後問題や親の介護問題（1.9%）などの

                                                   
8 社会全体の不景気・経済破綻（4.6%）、治安問題（2.5%）、政治問題（2.3%）、社会保障・

年金問題（2.2%）、少子高齢化（1.7%）などが含まれる。 
9 戦争・軍事攻撃（8.4%）、テロ（3.5%）、その他国際関係（1.8%）、（より広い）近隣諸国

関係（0.7%）などが含まれる。 

1 自然災害・天災 55.4%

2 個人の生活・家計・経済状況に関する問題 29.3%

3 健康・生命に関する問題 26.1%

4 社会全体に関する問題 14.9%

5 国際関係 13.2%

6 その他の問題 9.7%

7 家族関係・家族問題 6.6%

8 介護・老後問題 5.2%

9 食料・環境（自然）・資源に関する問題 2.7%
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「介護・老後問題」（5.2%）、放射能汚染・原発事故（1.0%）、食糧不足（0.7%）などの「食

料・環境（自然）・資源に関する問題」（2.7%）の順となっている。 
 

3. 個人属性別にみる危機回答 
 
では、「危機とは何か」に対する回答は、性別や年齢によって異なるのだろうか？図 1 は、

表 2 と同じ大分類による回答比率を男女別に示したものである。この図をみると、いくつ

かの項目において回答比率が男女間で異なっていることがわかる。具体的には、「社会全体

の問題」と「国際関係」は男性の方が言及する比率が高く、「自然災害・天災」、「健康・生

命」に関する問題、「家族関係・家族問題」、「介護・老後問題」は女性の方が言及する比率

が高い。また詳細なデータの提示は省略するが、細分類（105 項目）別の回答傾向をみても、

男性よりも女性の方が、家族や親の健康・生命問題や親の介護問題など、家族に関する問

題に言及する傾向が高い。 
 

 

図 1 男女別にみる危機回答（大分類） 
 
図 2 は、同じ大分類による回答比率を年齢グループ別に示したものである。この図によ

れば、まず「生活・家計・経済状況」に関する問題は、年齢が高いほど回答比率が低下し

ていることがわかる。105 種類の細分類でみても「自分の家計・生活水準の悪化」は、30
代前半で 18.3%であるのに対し、40 代後半では 14.9%となっており、また「自分の失業・

失職」も 30 代前半（10.5%）よりも 40 代後半（7.9%）の方がやや低い。キャリア形成や

子育てなど、ライフコース上の課題が多く残されている若い世代よりも、それらをある程

度終え、将来の見通しも立ちやすくなった壮年層ほど、経済的リスクに対する危機感が減
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少していくということなのかもしれない。 
これに対して、「社会全体の問題」、「国際関係」、「介護・老後問題」は、年齢が高いほど

回答比率が高くなっている。細分類別にみても、社会全体に関する問題については、年金

などの社会保障問題（30 代前半で 0.7%、40 代後半で 3.9%。以下同様）、治安問題（1.4%
→2.7%）などで比率が高まっており、国際関係についても戦争・軍事攻撃（5.3%→11.6%）、

テロ（2.1%→4.3%）などで特に高まっている。また、介護・老後問題についても、自分自

身の老後（1.4%→3.9%）、親の介護（0.5%→3.1%）などで特に比率が上昇している。年齢

が高いほど、社会全体に関する問題や国際関係など、より広い範囲の問題を危機として挙

げる傾向が高まる理由はあきらかではないが、前述したように自分自身や家族の経済的な

リスク感が低下する中で、より大きな問題へと関心を向けられる心理的な余裕が生じるた

めとも考えられる。 
 

 
図 2 コーホート別にみる危機回答（大分類） 
 
一方、健康・生命に関する問題についても年齢が高いほど回答比率が高まることが予想

されたが、予想とは異なり、そのような傾向はみられない。細分類別にみても、自分の病

気（8.5%→8.5%）などには明瞭な変化がない。このグループの内には、自分自身の健康悪

化（3.7%→5.8%）のように上昇している項目も存在するものの、自分の事故（3.4%→2.6%）

のように逆に低下する項目も存在しており、それらが相殺された結果と捉えられる。 
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4. 地域別にみる地震への危機感 
 
 以上でみてきたように、ひとびとの考える「危機」のうち、もっとも多く挙げられるの

はやはり自然災害・天災に関するものであり、そのなかでも特に、地震について言及され

る比率が際立って高い。では、地震に対する危機感には、地域によって違いがあるのだろ

うか。すなわち、近年大きな地震が起こった地域ほど、あるいは大きな地震が起こる可能

性が指摘されている地域ほど、地震の発生を「危機」として挙げる比率が高まるのであろ

うか。 
 

 

図 3 地域別にみる「地震」回答比率 
 
図 3 は、地震について言及した対象者の比率を居住地域別に示したものである。全体平

均（27.1%）とくらべると、四国で特に高く、東海でやや高い。その一方、北海道、東北、

北陸甲信越でやや低い。また調査直前に熊本地震が起こった九州沖縄も、その比率はそれ

ほど高くはない。 
 このような結果からは、近年大きな地震が起こった地域よりも、近い将来その可能性が

指摘されている地域の方が、地震の発生を「危機」として挙げる比率が高いようにもみえ

る。実際、都道府県別にみても、和歌山県、徳島県、愛媛県、高知県で地震への言及比率

が特に高い（40％以上）一方、東日本大震災で大きな被害が発生した岩手県、宮城県、福

島県では低い（10%～20%）。大きな地震を実際に経験すると、地震への対処に一定の手ご

たえを得られるために危機として言及されなくなるのか、あるいは一度大きな地震が発生

すれば、近いうちには再び起きないだろう、と考えられるために言及されなくなるのか、

今後さらに検討を深めていく必要があるだろう。  
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5. 地域別にみる国際関係への危機感 
 
このほか、戦争・軍事攻撃など、国際関係に関する問題への危機感も、地域によって異

なっている可能性がある。他国からの軍事攻撃を受けやすいと感じられている地域ほど、

この問題を「危機」と感じやすくなると考えられるためである。 
図 4 は、細分類における「戦争・軍事攻撃」、ならびに大分類における「国際関係」への

言及比率を同様に地域別に示したものである。この図をみると、「戦争・軍事攻撃」（全国

平均 8.4%）については北陸甲信越で、また大分類の「国際関係」（全国平均 13.2%）につ

いては北陸甲信越、東京、東北、中国地方で危機として言及される比率が比較的高いこと

がわかる。その一方、四国や北関東では「戦争・軍事攻撃」が挙げられる比率は低い。 
詳細なデータの提示は省くが、都道府県別にみた場合、「戦争・軍事攻撃」が危機として

言及される比率は、日本海に面した北陸地方において概して高かった。図 4 には北陸甲信

越のうち、北陸 4 県（新潟、富山、石川、福井）の対象者のみについて算出した比率も示

しているが（図右端）、北陸 4 県では「戦争・軍事攻撃」を危機として言及する比率が 16.0%
とかなり高い。日本海に面し、近隣諸国との距離感も近いこれらの県では、他国からの軍

事攻撃や戦争の可能性がより強く認識されているためではないかと考えられる。 
 

 

図 4 地域別にみる「戦争・軍事攻撃」「国際関係」回答比率 
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6. 具体的な「備え」と危機回答の関係 
 
以上のように、ひとびとが回答する具体的な「危機」の内容は、そのような事態が生じ

る可能性についての認知によって影響を受けていると考えられる。その一方で、事態が生

じる可能性は同程度に認知されながらも、それに対する具体的な備えや対処をきちんと行

っているか否かによって、そのような事態が「危機」としてとらえられるか、あるいはそ

うはとらえられないか（あくまで対処が可能な事態として位置づけられるか）の違いが生

じているという可能性も考えられる。 
このような可能性の当否を検討するために、ここでは「保険加入の有無」と危機の自由

記述回答との関係をみていく。社研パネル若年壮年 2016 年調査には、各種保険への加入の

有無をたずねる質問が含まれている。このうち「生命保険」「がん保険」「火災保険」「地震

保険」に着目し、各保険への加入の有無と、それぞれに関連する危機（9 つの大分類、105
の細分類、ならびに付表 1の四角囲みで示された 20の中分類）への言及の有無との関係を、

クロス表ならびにそのカイ二乗検定を通じて確認していく。 
 
表 3 各種保険加入有無と当該危機言及有無とのクロス表カイ二乗検定結果まとめ 

 

  

生命保険× がん保険×

大分類・健康・生命 - 大分類・健康・生命 -

大分類・経済状況 - 大分類・経済状況 -

中分類・病気 - 中分類・病気 -

中分類・死 - 中分類・死 -

中分類・健康悪化 - 中分類・健康悪化 -

中分類・失業・失職 - 中分類・失業・失職 -

中分類・家計・生活水準の悪化 - 中分類・家計・生活水準の悪化 -

細分類・自分の病気
5%水準

で有意
細分類・自分の病気 -

細分類・自分の死 - 細分類・自分の死 -

細分類・自分自身の健康悪化 - 細分類・自分自身の健康悪化 -

細分類・自分の失業失職 - 細分類・自分の失業失職 -

細分類・自分の家計・生活水準の

悪化
-

細分類・自分の家計・生活水準の悪

化
-

火災保険× 地震保険×

大分類・自然災害・天災
5%水準

で有意
大分類・自然災害・天災 -

細分類・内容を特定しない天災 - 細分類・内容を特定しない天災 -

細分類・地震 - 細分類・地震 -

細分類・火事 -

- : 非有意
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表 3 は関係性を検討したクロス表（変数ペア）の一覧と、それぞれのカイ二乗検定結果

をまとめて示したものである。この表によれば、検討対象の多くで、保険加入の有無と関

連する危機への言及の有無との間に有意な関係は認められない。すなわち、関連する保険

に加入していない（備え・対処が十分でない）からそれを「危機」だと考える傾向は、明

瞭な形では認められない。また逆に、当該事態を「危機」だと考えるからこそ、関連する

保険に加入するという傾向も多くの場合認められない。 
ただし、検討対象のうち、2 つの変数ペアについては統計的に有意な結果が表れた。その

1 つが、生命保険の加入と自分の病気（細分類）との関係である。すなわち、生命保険に加

入していないひとびとに比べて、加入しているひとびとほど「自分の病気」を危機として

言及する傾向が高い（7.9%対 11.8%）。こんにちではかなり一般的な保険である生命保険に

加入できていないひとびとは、その分病気になることのリスクを大きく認知し、それを「危

機」として言及する比率が高まるものと解釈される。しかしその一方で、もともと持病を

持っていて、それを危機ととらえているひとびとは生命保険への加入が難しく、そのため

にこのような関係性が生じている可能性も否定し得ない。 
もう 1 つが、火災保険の加入と自然災害・天災（大分類）との関係である。しかしこれ

に関しては逆方向の関連が表れており、「自然災害・天災」（大分類）を危機として言及す

るひとびとほど、言及しないひとに比べて火災保険に加入している傾向が強い（57.6%対

53.3%）。自然災害・天災への不安や危機意識が、その「備え」へと結びついている事例と

考えられるだろう。 
 以上のように、多くの場合、関連する保険に加入している（その危機に対して備え・対

処をしている）ほど、当該危機について言及する比率が低い、あるいは逆にその比率が高

い、という明確な結果は表れなかった。ひとびとが「危機」として感じる事態は、さまざ

まな深刻な被害をもたらし得るものであり、保険に加入したからそれで安心できる、とい

うほど簡単なものではないのかもしれない。今後は保険加入のみならず、他の備えの有無

との関係についても詳細な検討を加えていく必要があるだろう。 
 

7. 危機に対する考え・備えについての自由記述回答のテキスト分析 
 
以上「危機とは何か」という質問に対する自由記述回答の分析を行ってきたが、最後に

「その『危機』についてどのようにお考えですか。またどのような備えをしていますか」

というもう 1 つの質問への回答についても検討を加えておこう。ただしこの質問は、問い

の範囲自体が広いため、これに対する回答もきわめて多様であった。このため、この質問

への自由記述回答に対しては、一定の枠組みに基づくコード化や分類とはまた異なる方法

を用いてアプローチしていくこととしたい。 
ここでは、共起ネットワーク分析を通じて、「危機に対する考え・備え」の検討を行って

いく。この方法は、テキスト上でのある単語と別の単語との「共起性」（ここでの例に即し
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ていえば、同じ対象者の自由回答において、ある単語と別のあると単語が同時に用いられ

やすいか否か）を測定し、それをもとに単語間のネットワーク構造をあきらかにしようと

するものである 10。 
具体的には、まず自由記述回答に対して形態素解析を施し、テキストを単語に分解する。

ここでは基本的に代名詞以外の自立語を分析の対象とした 11（付表 2 には、そのうちの頻

出語を上位 150 語まで示している）。これらの単語間の共起関係を測定し、単語間の関係性

を図示したものが次の図 5 である。この図では、丸の大きさがその単語が出現する頻度を

表しており、丸と丸の間に実線または点線が引かれているものは、2 つの単語の間の共起性

が高いことを示している 12。またそれぞれの丸は、媒介性を基準としたサブグラフ検出に

よってグループ化され、グループ毎に異なる色が塗られている。 
この図をもとに、危機に対する考え・備えの自由記述回答を読み解いてみよう。まず、

もっとも丸の数が多い中央から左にかけての緑のグループは、「自然災害」という危機に関

するものととらえられる。共起関係、ならびに実際の自由記述回答の確認結果を基に具体

的な記述を挙げると「地震に対して水や食料を備蓄する」「家族の間で避難場所を話し合い、

連絡方法を決めておく」「防災グッズを持ち出せるよう用意／準備する」などとなり、これ

らが自然災害に対する備えとして代表的なものといえる。また自然災害に関しては、「地震

はいつ起きる／起こるか分からない」という回答も多い。 
次に、図の右側の赤い丸のグループは病気や事故に関するものと捉えられる。このグル

ープに関しては「保険に入る／加入する」「事故に注意する」などが代表的な備えといえる

だろう。その左下の紫の丸のグループは、積極的に健康を維持することで、病気などの危

機を避けようとする意識の表れと位置づけられるだろうか。ここには「体調管理を行う」「健

康診断を受ける」「食事に気をつける」「運動を心がける」などの備えが含まれる。 
このほか、2 ないし 4 個の単語が結び付いた小さなグループは、それぞれ個別のイシュー

に関する言明である。「子どもの教育に対する不安」や「老後の個人年金」「親の介護」な

どは危機の代表例であり、「勉強して資格を取る」「政治に（関心を）持つ」などは具体的

な備えの例である。 
  

                                                   
10 分析にはKH Coderを用いた。KH Coderとそれを用いた計量テキスト分析については、

樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して』（2014
年、ナカニシヤ出版）を参照のこと。 
11 「危機」という単語自体は分析から除いた。さらに箇条書きの際の文頭の丸数字なども

除いた。 
12 最小出現数は 20、描画間係数は 100 とした。 
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図 5 危機に対する考え・備えの自由記述回答の共起ネットワーク分析（全回答対象）  
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最後に残ったクリーム色の、真ん中下部に位置する比較的大きな丸のグループであるが、

これらは特定の危機に関するものというよりも、より一般的な危機全般に対する言明と捉

えられる。この中で注目されるのは「特に」という単語である。今回の分析では、助動詞

は分析対象から除いたため、否定の助動詞「ない」は分析対象となっていないものの、個々

の自由記述回答を確認したところ、この「特に」という語は否定表現で用いられているケ

ースが多かった。「（必要だとは思うが）特に備えはない／備えていない」という回答が、

その代表的な例である。このほか「自分自身で身を守る」なども、危機全般に対する個人

の備えを示したものといえるだろう。 
 
8. おわりに 
 
以上、調査者が事前に選択肢を設定しない自由記述回答形式の質問に基づき、ひとびと

の考える危機とは何か、またその危機に対してどのように考えているか／備えているかを

探ってきた。その結果、まず「危機とは何か」については、地震に代表される自然災害・

天災を「危機」と考える傾向がいずれの年齢・性別でも群を抜いて高いことが示された。

この結果は、大きな被害をもたらす地震が頻繁に生じる日本社会においてこそのものとい

えるだろう。また「危機とは何か」の回答は、回答者の年齢や性別の違い、さらには地域

の違いによってもある程度異なっていることが示された。年齢・性別に応じたライフステ

ージや家庭での役割の違い、あるいは居住地域に応じた当該事態の発生可能性の認知の違

いなどが、それぞれの回答者が深刻にとらえている危機内容の違いをもたらしているもの

と考えられる。さらに、具体的な備えとしての保険加入の有無との関係をみても、それぞ

れの事態を「危機」として挙げることと、それに関する保険に加入していることとの間に

は、ごく限られた変数間ペアに関してしか有意な関係性を見いだせなかった。危機に対す

る意識、あるいは逆に危機に対する実際の備えには、さらに多くの要因が影響しているこ

とをうかがわせる結果といえる。 
最後に、危機対応学が今後取り組んでいくべき課題、ならびにそれらに取り組む上での

方向性に関して、本稿が示唆するところを確認しておこう。 
第 1 に、日本社会における「危機」への対応を考える上で、やはり自然災害、特に地震

への対応の問題は、きわめて重要な問題といえる。もちろんこの問題はこれまでも防災研

究を中心に取り組まれてきたものであるが、それらの成果をふまえつつ、また必要に応じ

て新たな視点を導入しつつ、「危機対応学」としてもこの問題に積極的に取り組んでいく必

要があるだろう。 
第 2 に、危機に対する意識と、危機に対する実際の備えの関係性、ならびにそれぞれを

規定する要因の検討の重要性である。本稿ではきわめて限られた分析しか行えなかったも

のの、ある事態を「危機」として挙げるか否かは、それに対して実際の備えを行っている

か否かとは、明確な形では関連していなかった。それらは本当に関連しないのか、さらに
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それぞれはいかなる要因によって規定されているのかについて、さらに詳細な検討が必要

だろう。 
第 3 に、上述の問題とも関連するが、危機に対する意識や備えを、そのような事態が生

じる可能性についての「認知」と関連させながら検討していく必要があるだろう。地震に

対する危機感の地域別分析からあきらかになったように、近年大きな地震を経験した地域

における「地震に対する危機感」はそれほど高くはなく、むしろ全国平均より低くさえあ

った。このような結果は、「一度大きな地震が来たから、もうしばらく来ないだろう」とい

うようなある種の楽観的期待に基づくものであるのか否か、地震に対する実際の備え、さ

らには地震の発生可能性についての言説などとも関連させながら、より詳しく検討してい

くべきであろう。 
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付表 2 危機に対する考え・備えについての自由記述回答の頻出語（上位 150 語） 

 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
備え 420 対応 50 体調 28
思う 397 日々 50 言う 27
考える 255 対策 48 購入 27
保険 248 意識 47 受ける 27
災害 241 情報 47 食品 27
自分 220 収入 45 親 27
特に 218 食事 45 置く 27
備える 216 分かる 45 現状 26
生活 199 家 44 考え 26
備蓄 184 感じる 44 住む 26
水 183 行動 44 預金 26
食料 165 大切 44 ある程度 25
家族 158 管理 43 具体 25
地震 157 生きる 43 決める 25
防災 151 子ども 41 現在 25
準備 150 身 41 仕方 25
健康 143 連絡 41 買う 25
貯金 138 会社 39 保存 25
非常 118 行く 39 テロ 24
避難 117 政治 39 家具 24
今 115 戦争 39 教育 24
貯蓄 114 年金 39 時間 24
仕事 102 出る 38 人間 24
いつ 101 経済 36 難しい 24
用意 101 社会 36 避ける 24
子供 99 多い 36 力 24
必要 99 日頃 36 見る 23
出来る 94 防ぐ 35 持ち出し 23
気 93 可能 34 状況 23
場所 93 自身 34 心配 23
少し 87 守る 34 診断 23
グッズ 84 話し合う 34 注意 23
確認 83 心 33 介護 22
入る 80 心がける 33 環境 22
不安 79 普段 33 常備 22
起こる 77 運動 32 無い 22
人 72 資格 32 来る 22
自然 71 事故 32 スキル 21
加入 69 老後 32 回避 21
常に 65 国 31 困る 21
持つ 64 食糧 31 作る 21
日本 61 行う 30 体 21
病気 61 生命 30 知識 21
用品 60 努力 30 予測 21
個人 59 方法 30 取る 20
働く 58 良い 30 増やす 20
起きる 57 場合 29 入れる 20
天災 53 話す 29 被害 20
お金 51 安全 28 勉強 20
確保 50 将来 28 維持 19
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