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地震対処から日本人の危機意識を見る 

要  旨  

 日本は島国であり、地震が多発して、国内資源が欠乏している為、

日本の人々が危機意識を持っている。本文は日本人の危機意識が形

成する原因から着手して、日常生活の中に、特に地震中の表現を述

べて、われわれ中国人にとってどのような示唆をくれるかを検討す

る。  
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从应对地震的角度看日本人的危机意识 

     

摘要   

因为日本是岛国，多发地震，国内资源贫乏，所以日本人抱有危机

意识。本文从日本人危机意识的形成原因着手，陈述在日常的生活中，

尤其是地震中的表现，来研究给我们中国人带来怎样的启示。 
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はじめに 

 中国語には「人无远远,必有近远」ということわざがある。その意味として

は、人にして遠き慮り無ければ、必ず近き憂い有りとのことだ。日本人は幼稚

園から地震などに関わる様々な防災教育を引き受けさせられて、危機に警戒心

を持っていて、危機意識が強い。危機意識は日本人の特別な国民性と言え、生

涯を伴う意識でもある。第二次世界大戦後、僅かの三十年の間、日本は著しく

発展し、七十年代になって、米国に次いでの世界経済第二位に登った。その原

因を究明すれば、勤勉に働くほか、危機意識も大きな役割を果している。この

論文は日本人の危機意識の形成原因、日本人の生活の中で危機意識の表現、特

に地震に対する危機意識の表現を研究して、われわれ中国にとって、どのよう

な示唆をくれるかを検討する。 

 

一．日本の地震 

地震とは 

地震（じしん）という言葉は、以下の 2 つの意味で用いられる。 

地震学における定義としては、地球表面を構成している岩盤（地殻）の内部

で、固く密着している岩石同士が、断層と呼ばれる破壊面を境目にして、急

激にずれ動くこと。これによって大きな地面の振動が生じこれを地震動とい

う。地表面の揺れというと、地震動のことで一般的にはこちらも「地震」と

呼ばれる。「地震」という語句は『日本書紀』にも見え、その他古文書の記

録にも登場 するが、これらは今日の地震学における地震動のことであり、

また「大地震」、「小地震」などと共に震度の程度を表すものでもあった(注

釈 1)。 

1．日本の地震の発生の現状 

日本は太平洋の火山地震帯に位置付けているため、火山と地震が頻繁に発

生している国家である。 

1792 年、日本では火山の爆発事件が発生して、1.5 万人が命を失った； 

1923 年、日本関東では大地震が発生して、13 万人の生命を奪われていた。

1995 年 1 月、日本ではランク 7.2 の「坂神大地震」が発生して、大量の 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%AE%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%AD%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9B%B8%E7%B4%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E5%BA%A6


 

人員死傷に至ってしまった。 

注釈 1：http://ja.wikipedia.org/wiki/   

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 

2011 年 3月 11 日、日本ではランク 9 の地震が発生していた。東京にも強

烈的な地震感じがあり、地震による大規模の津波も発生し、重大な人員死傷

に至り、福島第一原子力発電所での原子核漏れ事故を引き起こしていた。 

日本では地震が発生する頻度が高い。ある統計によると、毎年には数千回

の地震が発生しているそうだ。その中に、ランク 3 以上のは 4 回日ごとにある

ようだ。関係データーによれば、世界では毎年に発生するランク 6 以上の地震

のうち、20％が日本に発生しているものだ。地震が日本人の生活の一部にある

ものだ。 

2.日本の地震の発生の要因 

  なぜ日本では火山と地震がこんなに頻繁に発生しているかと言うと。日本列

島がちょうど太平洋プレートとユーラシアプレートの境を接するところに位

置付けているのだから。地質プレートの学説によれば、太平洋プレートが薄く

て、密度がやや大きくて、位置が相対的に低い。西の方へ水平的に移動する際、

隣接するユーラシアプレートの下に急降下するおそれはある。ユーラシアプレ

ートが太平洋プレートとぶつかり合う場合、その境を接するところの岩石層が

変形や、割れることなど発生して、火山爆発や、地震などに至る。イメージ的

に理解できるために、以下の図(注 2)を参照する。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E9%9C%87


 

 

注釈 2：（http://asagaku.com/kokoku/jishin_tsunami） 

3．日本人が地震に対する態度 

こんなに頻繁的に発生している地震に対し、日本人はどのような態度を持っ

ているか。「落ち着く」という言葉にて纏まられると思う。即ち、日本の一般

庶民は地震に恐れないとのことだ。2004 年 10 月 23 日、新潟にてマグニチュ

ード 6.8の地震が発生していた。当時 1000人くらいの死傷に至ってしまった。

この後のある日、日本のＮＨＫテレビは東京繁華街に置いてある幾つかのカメ

ラで撮影した地震が発生時点の画像を放映していた。この画像から見れば、地

震発生時点で、町が揺れていたが、町上の人々がいつも通りに歩いていて、車

も平日通りに走っていた。商店には依然として人波がごった返し、慌てている

人が一人も見えないで、叫んだ人も居ない、地震が発生しないようにしていた。

翌日の早朝、テレビで非常に落ち着いている新潟人が見ていた：一部の道路は

地盤が沈下していたため、応援車両が直ちに災害現場に到着できなくなってし

まったが、群れを成し隊を組んでいた災害者らは寒い風の中に静かに待ってい

た。人々の顔から見れば、誰が災難民であるか区別できず、彼らが静かな気持

ちを持ち、家屋、財産、親族などを失ったばかりの現実を直面している。 

二．日本人の危機意識 

危機意識とは 

危機意識（ききいしき）というのは社会において人間によって持たれる意識

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E8%AD%98


 

の一つ。このような危機意識というのは、社会においての現時点においての支

配的な価値観や秩序などが崩壊しそうになった場合に、人間がそのことに対す

る不安から持たれる意識のことである。また組織などといった自身が所属して

いる場所そのものが危機に瀕した場合にも持たれる意識であり、自身の組織が

崩壊しそうになったり、災害が発生したことによる被害からも人間というのは

危機意識を持つようになるということである(注 3)。 

１．日本人の危機意識と形成する要因 

 日本は危機意識が高い民族である。子供が幼い頃から、危機意識を育成し

ている。 

日本民族は尋常を超える危機意識が持っている事が偶然ではないで、深い根

源があると思う。以下はそれぞれ自然地理環境、歴史伝承、社会のプレス及び

儒家思想からの影響で、四つの方から分析する。 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%A1%E5%80%A4%E8%A6%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%AE%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94
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3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找

老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买

论文。  
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注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

 

 

2．自然地理環境による危機意識 

 ご存知のように、各民族の生存方式、民族文化、民族伝統、民族精神など

は各民族の生活の生存環境と密接な繋がりがあると思われる。日本の生存環境

は日本人の生存と発展に満足させられないので、日本人に大きな生存危機を与

えている。 

 第一に、日本の国土が狭くて、面積が僅か 37.78 万平方キロメートルである。

山地が多く、平野は僅かしかないのに対して、人口は 120,000,000 に達してい

る。日本の食糧の 50％以上は輸入する事に頼っている。 

注釈 3：ja.wikipedia.org/wiki/危機意識  

第二に、資源の欠乏である。エネルギー資源と鉱物資源は日本の工業生産の

基礎になっているが、日本はこの二つの資源が少ないため、世界で最大の資源

輸入国となっている。 

 第三に、災害が頻繁に起こる。日本は環太平洋地震帯にあるため、世界屈指

の地震国である。日本も火山、台風、豪雪、津波などの自然災害の多発国であ

り、「自然災害の博物館」とまで呼ばれているそうである。自然からの恐れだ

けではなく、島国の閉鎖と開国の体験として、資源の欠乏等それぞれの危機感

を抱いて、特に競争心の強い日本人が常に危機感を感じるのは島国根性である

と言われる。 

3.歴史伝承からの影響による危機意識 

 歴史上では、中国の強さに対して、日本は東アジアの島国で、国力はあまり

強くない為、日本は圧力を感じる。その結果、日本は中華文化を学びながら、

大陸に対して警備心を表している。更に、文化背景が違うため、排斥する事も

発生しやすいのである。開国前の日本文化は中国の儒家文化から学んでいた。

儒家文化は国に対する忠誠、親孝行などを強調する。これに対して、キリスト

教は神様を信じて、祖先を祭ることなどを禁止する。古代日本は中国の華夷観

を学んで、自分の国を神国だと思っている。従って、異質文化の間、激しい衝

突があるかもしれない。日本人の外国に対する固有観念により、日本人の危機

意識は外国に焦点を合わせると言えよう。 



 

4.社会のプレスによる危機意識 

 社会プレスの憂患意識だ。例えば、日本国立社会保障と人口問題研究所が

公表していた「日本未来人口の推測」という報告書では、2055 年まで、日本

の人口が 8993 万まで減ることになり、そのうちに、年寄り人口が 40％に達し

て、今までの 2 倍になるそうだ。人力優勢に厚く信頼する日本にとって、この

ようなプレスの重さと深刻さが想像できる。 

また、周辺各国から日本に与える外在的なプレスでもある。北朝鮮の「核兵

器」、韓国の「日本への反発」、中国の「奮い立ち」…これらが日本に緊張させ

られることになる。このようなプレスの下にいる日本人達は発展途上国であり、

国際地位が徐徐穏やかに上昇している中国人に比べて、憂患意識がずいぶん違

う。 

5.儒家思想の「憂患意識」による影響 

 中国から伝えられた儒家思想の影響も無視出来ない。儒教は「仁」と「和」

の思想を宣揚して、日本人に巨大な影響に与えた。「和」という思想は、日本

人が儒教に影響され、まっすぐ気持ちである。それに、思想的に危機意識が成

立していた。この危機意識は、日本人の心の中に深く埋蔵している「和」の表

れだと思う。 

 

三．日本人の危機意識が生活での表現 

1．日常生活中での表現 

 前文に述べたように、日本人は危機意識が高い民族である。これは彼らの心

理特徴、思想観念及び日常の生活で、細かいところにも十分に表現していると

思う。 

この危機意識のひとつの表れとして、日本人は安全を求める心理が強いこと

である。ゼロ金利であってもなお日本人の貯蓄率は非常に高いこともその理由

から説明できる。 

例えば、タクシー運転手は荷物を運ぶ際、速い足取りで走っている。夜遅く

なっても、東京の事務所にはまだ勤務中である職員の姿が見える。 

また、日本人の危機意識を示す別の例として、靴の置き方を挙げる。日本人

はつま先を家の外側に向けて靴を並べるが、平常時にはなにげない習慣でも、

非常時にはすばやく靴をはいて逃げることができる。  

住民ビルごとに、自らの地下貯水装置を持っている。小さければ、数トンの

雨水が溜まられる。大きければ、数千トンの雨水が溜まられる。日本人の話に

よれば、この雨水が循環的に利用できる。花と樹木や、野菜などに水をやるば

かりではなくて、便器や、車の洗いにも使われる。最も重要なのはこのような

雨水が火災や地震などの災害が発生する緊急時点使われることになる。このよ

うな事から分かるように、日本人の治に居て乱を忘れずという意識が実際に暮

らしの細かいところの実施に移していく。 

  日本人の危機感は外交においても突然大きな変化を生み出すことがある。明

治維新では、それまで攘夷をかかげていた日本が突然開国を宣言。敗戦後の日



 

本も、米国に対する態度を 180 度転換させた。日本人の思考と行動は、危機意

識によって裏付けられているようだ。 

2.地震での表現 

 日本人は日常の生活でも憂患意識を常時に持っている。地震に対する危機

意識も重い。危機感を持っている日本の市民、政府、役所などのグループはど

ういうふうに事前的に対応しているか。または言葉を変えて、日本人の危機意

識がどういう風に地震に表現しているか。次のような仕方をする。 

日本人はよく防災物質を家に整えている。既に前文に述べた通り、「緊急カ

バン」を随時に家庭に用意して、圧縮されているビスケットや、水、懐中電灯、

はさみ、ティッシューペーパーなどを入れておいてある。 

日本人の憂患意識が日本の建築にも表現している。東京の現代的な都市の建

築だけではなくて、田舎の町の建築にもその堅固さが非常に深い印象を残って

いる。ビルごとに防震に関わるデザインもある。 

 地震によってもたらした損失（例えば、建物の倒れ）を最小限に控える為に、

日本の建築はひとつの重要な特徴として、堅固さを持っている。特に学校と国

家テレビ放送局の建築が非常に堅固だ。日本では、回数多い地震を経て、最後

まで倒れない建築の中、必ず学校が一つだ。 

日本のテレビ放送局の建築も非常に堅固で、基本的には形が奇異である外観

も無くて、ほとんど質素である。屋上の撮影機が一日中 24 時間稼働していて、

スタジオにも撮影機が編集部での仕事中の状況を録画している。地震が発生し

たら、人々が最初的に見ているのがテレビ放送局の屋上で撮影されていた録画

または編集部で仕事中の画像だ。この録画はほぼ地震が発生して何分間の間に

庶民達に放送して、最短の時間に一番速い情報を伝えれるようになる。 

日本の家屋は回数の数えられない地震を経ていて、人員の死傷が非常に少な

い。なぜと言うと、このような防震出来る家屋を建てる時、様々の面から考え

て、いい加減に手を抜かないで、真面目に建てたものである。そして、2003

年、日本の科学家はマグニチュード８の地震を抵抗できる家屋を開発していた

そうだ。日本の<<建築基準法>>では、高層ビルが必ずマグニチュード 7 以上の

強烈的な地震を抵抗出来ることを定めている。 

1995 年 1月 17 日、日本ではマグニチュード 7.2 の「坂神大地震」が発生し 

て、大量な人員死傷に至ってしまった。今回の大地震の後、日本政府は防振し

て、災害を抵抗する措置を強化して、速やかに中央から地域まで地震と災害を

防止する策略を制定するだけではなくて、建築の地震への抵抗する基準もアッ

プさせることになった。 

日本のすべての建物には非常口を設置している。日本人の頭には、「万が一

のことを防ぐ」という考えがあって、常に準備している。 

日本は地震が多発生する国家であり、小地震が日常の料理のように発生して 

いる。例えば、日本のテレビ番組を見ている途中、時々地震警戒または地震に

関するニュースが出てくる。  

日本全国各地では、地震博物館と地震に関する知識の学習館を設置している。

市民に向けて無料で開館するようだ。このような博物館及び学習間には、市 



 

民達が身をもって地震発生時の感じを体験できる。 

毎年の 9 月 1 日は日本の防災日で、8 月 30 日から 9 月 5 日にかけて日本の

防災週である。日本の市民は皆防災演習に参加する。毎年の法的「防災日」が

やってくる際、各町、役所、学校、会社皆とも、人員を組織して防災演習を開

催する。突然に地震などのような災難が発生する場合、災難に面する応急対策

を説明して、人間の自らを救う意識を育成させる。特に外国人への防災訓練を

重んじる。地震または火災が発生する場合、どのように避けるか、どのように

秩序的に疎開するか、大声しないで、小声で話し合うすべきなど．．． 

日本の防災演習が事前的な防犯教育に役を立つことだけではなくて、自らを

救う意識も普及する。救援されたければ、集団を服従して秩序を守り、忍耐す

ることも戒める。 

日本の住民住宅団地ごとには避難所があり、つまりこの団地における学校 

のことである。したがって、日本の学校はどれでも地元で地理位置が相対に高

い場所に建てられていて、建築の品質上にも高い地震を抵抗する基準に達する

ように要望されている。 

また、日本の各町内から出してあげた防災知らせの中では、どうしても小学

校、中学校と高校の位置を標識しなければならないことだ。一旦災害が発生し

たら、学校へ避難に行くように住民たちを指導する。日本の学校建築は中国都

市における豪華な学校と比べられないが、防災のセンターの機能を持っている。

市民達が災害に遭う際に最も安心する避難場所だ。あそこには広い運動場や、

体育館などがある。地震、豪雨などの災害は発生次第、市民が優先にここにや

ってきて避難する。一部の学校には小倉庫もあり、淡水、スコップ、燃料など

を貯蔵しているようだ。実際に災害が発生すれば、このようなものが救命する

工具となるだろう。 

日本の防振システムが完璧で、地震への体験が豊富である。数百万年前、太

平洋の底では火山が爆発していたため、日本の現在のような様々大小島になっ

ている。日本の東海岸は太平洋の深い海域に面している。現在この辺の海底は

相変わらず不安定で、日本が地震の多発地域となっている。この常に揺れてい

る島にいる日本人達は大量の地震に関する知識を把握して、豊富な地震体験を

積んでいる為、地震に直面してそのたの国家の住民達よりずっと落ち着いてい

るようだ。とともに、日本は地震を測定する事や、防振や、災害を救う面にも

工夫して、巨大な資金を投入している。 

1978 年、日本政府は《大規模地震対策特別措置法》を制定していた。この

法では、一旦大地震が予測できたら、発生する三日の直前、首相より《警戒宣

言》を発表して、政府から直ちに全面避難救援措置を起動することを定めてい

る。この以外に、日本の科学家は一部の海域水底 2000 メートルの槽にモニタ

システムを取り付けていて、海上モニタを通じて、関係情報を人造衛星に打ち

出して、グローバル物体の位置を測定するシステムを利用して密接に大陸プレ

ートのズレを監視している。 

それに、日本政府は「地震災害早期評価システム」も開発している。このシ

ステムには、大量のマグニチュード 4 以上の地震災害に関わる資料を貯蔵して

いる。一旦地震が発生したら、このシステムが 30 分に自動的に災害規模を算

出して、指導当局がこの災害規模地域に速やかに救援措置を展開することなる。



 

長期以来、日本が都市防災体系を作る際、始終ポイントとしては、どのように

自動車道路、鉄道、公園等の都市基礎施設の耐震性と安全性に向上させるかと

の事に位置づける。東京の大通りも路地にも歩いて、やや広い緑地が政府に災

害がやってくる際の「緩衝地帯」と確定されていることが分かってくるように

なる。 

 

終わりに 

 中国は幅広くて、人口が多い発展途上国である。今現在政治、経済、軍事

上の実力がますます向上している。しかし、「中国威嚇論」のような言い方も

出てき。客観的に見れば、中国社会の全体的な発展レベルはずっと欧米や、日

本のような先進国に落ちているようだ。中国社会に存在する問題もずっと日本

より多くて、特に危機意識の面においてなおさらだ。従って、中国は切に現実

を無視して楽観できないだろう。 
 日本人の身から、わが国自らの不足とキャップが見えるでしょう。われわ

れは日本人の危機意識を学んで、治に居て乱を忘れず、自分の不足に注目しな

がら国家の発展に力を尽くすのだ。 

 歴史的な原因により、今現在大勢の中国人は日本と日本人を反発しているよ

うだ。中国人の立場に立って、これが理解できることだと思う。数千年前、何

にも無かった日本のような小国家が色々中国から学んでもらっていたが、近代

に入って、段々強くなっていたら、逆にわれわれ中国を侵略し始まっていた。

これは歴史事実だが、人々が長所と短所がそれぞれ持っているように、日本で

も、わが国に勉強すべきところもあると思う。例えばその生まれつきの危機意

識のこと。若者の私達はこの点を理性的に見るわけだ。治に居て乱を忘れず、

いつも危機意識を持ちながら、日本のような国家を堤防する傍ら、これからの

経済のますますの発展のために頑張ろう。 
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