資料２
平成 29 年 1 月 23 日
「世界が驚く日本」コンセプト骨子
＜検討意義：
「日本らしさ」の発信へ＞


いま、世界が日本に注目し始めている。



2013 年には和食のユネスコ無形文化遺産への登録が決定した。



2015 年のミラノ万博における日本館は高い評価を受けた。



さらに、2016 年 10 月には訪日外国人観光客が初めて 2000 万人を超えるなど、日本の文化や
ライフスタイルに対する関心が高まってきている。



2020 年には東京五輪の開催も控えており、今後さらに世界の目が日本に集まっていくと考えら
れる。



このタイミングをとらえ、日本の「感性」を活かし、ジャパンブランドをより効果的に海外に
発信するため、コンテンツ、ライフスタイル、食、サービスといったクールジャパン商材・サ
ービスの根幹となる日本古来の価値観と、それを表現する「世界が驚く日本」のコンセプトを
取りまとめ、再構築したい。

＜はじめに：世界が驚いた“Spirit of Japan”＞


2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災は大変傷ましい大災害であったが、その際に、海外の
メディアにこぞって報じられ、世界の人々を感動させたのは、混乱する状況の中でも互いに助
け合いながら避難生活を送る日本人の姿勢、心のあり方の素晴らしさだった。



米国 ABC テレビが震災三日後の現地を取材し「日本人の精神の根底には『一体（come together
as one body）』という価値観がある」と報じたように、日本人は他に寄り添う心、自分ではな
く他に心をあずける感覚を培ってきた。日本人にとって他者を助けることは自分を助けること
に等しいのだ。こうした一種の同化感覚と、調和・協調の精神は、世界に尊敬される、日本人
ならではの感性であると言える。



このような感性は日本の自然環境や時代背景、そこから培われた様々な日本人の価値観によっ
て育まれたものであろう。それでは、日本人ならでの感性・価値観とは何であろうか？

＜本論：
「世界が驚く日本」とは＞


キーコンセプト： 日本人独特の自然観

～同化感覚と「間」の感覚～



「日本人らしさ」をつくり出しているのは、いったいどのような価値観・感性であろうか？



その核となるのは「日本人独特の自然観」であると考えられる。山国であり、島国でもある日
本における自然風土とは、台風、洪水、豪雪、火山、地震など厳しく変化に富み、人々の生活
に過酷な試練を与える一方で、四季に富む温暖な気候や山海の幸など、豊かな恵みを与えてき
た。



こうした中で日本人には、自然を外部環境として捉え克服するべき対象とする西洋の近代合理
的自然観とは異なり、自然を畏怖しつつ、その中に自らを溶け込ませ柔軟に共生していく価値
観が芽生えた。



それだけではなく、豊かな自然との共生の中で、日本人は自らの感覚と自然とを同化させ、
“内なる自然”を見出す感性を育んだ。西洋の一神教とは異なり、日本人はあらゆる自然との
接点において自らの内面に生じた崇拝の気持ちを神としてあがめた（八百万の神）。



こうした自然への同化感覚は、日本人の道徳感の根底に流れる、感謝・謙虚な姿勢を形づくる
とともに、四季の豊かな自然の色を繊細に取り入れた独自の色彩感覚や、あらゆる自然の恵み
に感謝し素材を活かす姿勢へと繋がっていく。また、無限の自然を表現しようとする感性から
日本的な形容詞が生まれ、豊かな言語表現・文学へと繋がっていった。



また、その独特の自然観は、神道的なアニミズムや無常観を生み、禅の思想などに繋がってい
く一方、対立する概念や矛盾をも受け入れながら、自らを観念的に中立・ニュートラルな位置
に置き、あるがままの状態の中に美しさや意味を見出だそうとする「『間』の感覚」を生み出し
た。



これは、
「いき（粋）」、
「余白」、
「不足の美」など、日本人の伝統的な美意識にも深く影響する
とともに、日本人のものづくりの根本を形成する「手の平文化」や「縮み志向」といった、モ
ノ・コトにおける独特な嗜好にも繋がっていった。
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日本人独特の価値観：
日本人の心に根ざす調和の精神


では、自然と共生し同化感覚を磨いた日本人は、その行き着く先に何を目指してきたのか？



西洋人の近代合理主義にとって、自然とは外敵であると同時に、様々な文明を生み出すための
材料であり資源であった。すなわち自然とは人間の生活を発展させるための「手段」であった
とも言える。しかし、日本人にとっての自然とは「最も理にかなった、調和のとれた状態」、す
なわち自然こそが最終的に到達すべき「目標」であったと言える。



このような、目指すべき調和の取れた状態を日本人は「和」と呼んだ。かつて聖徳太子が「和
を以て貴しとなす」と説いた十七条の憲法の第一条は、
「上和らぎ、下睦びて事を論（あげつら）
ふに諧（かな）ひぬるときは、則ち事理自ら通ふ。何事か成らざらむ。」という言葉で結ばれて
おり、
「和」を目指すことが全ての物事の真理・理法に通じるという意味が込められている。



自然から「間」を見出した日本人は、
「和」を成すことを求めて、心（内なる自然）と体、そし
て体と環境（外にある自然）とを一つにしようと努め、精神を磨き、身体感覚を整え、合理的
な体の使い方、外界と人体とが合理的に繋がり機能するような住環境、衣服、道具、作法を生
み出していった。こうした「和」を目指す日本人の生活観の中から、「道」の思想が生まれる。
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「道徳感」、
「人の道に反する」など、人間性を表現する際に、日本人は「道」という言葉をよ
く用いる。また、武士道に始まり、柔道、剣道、茶道、華道など、文化・芸術に至るまで「道」
と表現されるものは多い。



「道」とは、もとは道教・儒教などの中国思想から来た言葉であるが、日本人は、心と体を整
え、調和された状態へと導くための価値観や行動様式を「道」として体系化してきた。



人の感性においては、常に自然に回帰したいという欲求と、モノ（人工物）を生み出し自然か
ら離れ開放されようとする欲求とがせめぎ合っていると言われる。



自然との同化感覚を磨いてきた日本人にとって、二律背反する欲求の間のニュートラルな状態
に自らを置く感性が「間」であり、
「道」とは対立する感性を繋ぎとめ、心と体を整える価値観
の体系と言える。
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相反する感性を繋げて
整える価値観の体系
＝「道」

 他国の傾向： 回帰と開放、どちら
かに偏る人が多い。またはそのよう
な文化が共有されている。

 日本人の特徴： 回帰と開放、二つ
の相反するエネルギーを繋げ、
整えようとしてきた。その体系化さ
れた価値観を「道」と呼ぶ。

全ての日本人に浸透する「道」の精神、その最たるは職人の世界


日本人メジャーリーガーが活躍するようになり、毎年、甲子園球場には多くの米国人スカウト
が集まるようになった。彼らが最も驚くのは、日本の部活動の実態である。監督・コーチの指
導のもと、坊主頭に刈りそろえ、懸命に練習に打ち込み、常に声を張り上げ、全力疾走を心が
け、礼儀も忘れない。そこには、単純なスポーツとしての訓練を超えた、
「道」の精神が宿って
いる。



家での躾け、学校教育、社員教育など、日本人の教育現場では、スキルや知識だけではなく、
むしろ礼儀や心構えといった「道」に通じる精神が重視される。
「道」の思想は日本人の教育観
に通じ、教育によって「道」は日本社会に隅々まで浸透してきたのである。



そうした「道」を求め、教え育てる場の最たるものは職人の世界である。
「道」には、まずは限
定された工程を学ぶ「型」
、型を自分のものとし、駆使することで独自の手法へと磨き上げる「技」
（型にはまる→型破り）の過程がある。



職人は型を身に着け、技を磨き、技術を継承するとともに進化させていく（守・破・離）。この
過程そのものが「道」である。そして、日本人の「道」には終わりが無い。終わりがないから
こそ、いつまでも謙虚に自らを磨き、世代を超えて伝承され、進化し続けていく。
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心と体を調和した状態（「和」）へと整えるため
の価値観の体系が「道」。
日本人に最も特有の感性こそが「道」である。

道を追求していく過程では、まず限定された
「型」を学び、身に着ける。「型」が磨かれると
「技」となり、「技」の体系立てたものが「道」。

伝統的な「道」の精神はモノに宿っている


こうした日本人独特の「道」の精神は、モノに対する独特の価値観に繋がっている。



日本人にとっての「道具」とは決して「Tool」ではない。そこには、同化感覚を磨いてきた日
本人独特の、
“迎え入れの感覚”が込められている。例えば日本人は涼をとる際に風鈴を鳴らす、
暖をとる際には火鉢にじっと手を当てる。部屋の空気を冷やし、または暖めるなど外部環境を
変えようとする前に、日本人は自らの“内なる”感覚を研ぎ澄ませ、変えようとする。



和楽において、琴も琵琶も太鼓も、原則的には数百年続いた形を崩さない。楽器はそのままに、
楽器を使う人の感覚・感性を進化させていく。一方、洋楽においては、楽器自体を絶え間なく
進化させていくのである。



日本人にとって道具とはすなわち、
「道を具える」もの、使う人の感覚・感性を磨くためにある
ものである。



だからこそ織物、塗り物、刃物など、日本の道具は西洋から見ると、一般的な合理性からはほ
ど遠い、恐ろしいほどの手間と時間をかけて作られる。これは、道具がずっと残り続け、使わ
れ続け、人とともにあって人の感性を進化させ続けること、終わりない道の探求に通じている
のである。



こうして道具には「道」の精神が宿り、研ぎ（極め）の文化、経年変化を愛でる習慣、作り手
八部・使い手二部といった伝統的なものづくり文化・職人文化に至っているのである。

※東日本大震災時に手元に残り、翌日から使われた漆塗りの食器
世界を驚かす日本の“ものづくり”


このようにして、日本人独特の自然観、同化感覚を磨き、調和を目指す感性が、「間・道・和」
という独特の価値観を生み出し、日本人のライフスタイル、それを支えるものづくり文化へと
繋がっている。そしてこれらは、現代にも継承され、以下のキーワードに代表されるような日
本のものづくりのコンセプトに現れている。


キーワード１：

突きつめる

鋭敏な感性で自然の中に真理を見出す。心と体を一体にし、身体感覚を研ぎ澄ませ、技を
極め、美しさや機能性を極限まで追求する。むやみに飾り立てるのではなく、逆に余剰や
脚色などをそぎ落とし、最小限にしつつ細部にまでこだわり、本質的に“あるべきかたち”
を追求する。
⇒「突きつめる」から連想される、日本らしさを表現するワード（例）
きわめる、そぎ落とす、細部へのこだわり、職人技、鋭敏な感性、身体感覚の重視、
手の平文化、洗練・優美、振る舞い・行為の美意識、用の美 等


キーワード２：

学びとる

自然界をはじめあらゆる外部環境について、まずはあるがままを受け入れ、柔軟に取り入
れようとする。矛盾しまたは対立する概念や、うつろいや儚さをも受け入れ、そこから新
たな価値や美を見出そうとする。師の教える型や技を素直に継承しつつも、終わりなき研
鑽によって進化させ、また継承しようとする。
⇒「学びとる」から連想される、日本らしさを表現するワード（例）
受け入れる姿勢、変化への柔軟性、日本古来の伝統と外来のものの融合、不易流行、
技術の伝承、守破離、型と型破り 等


キーワード３：

合わせる

あらゆるものを対立させず、尊重しつつ融合、または組み合わせ、その良さを引き出し、
守っていく。優美さとシンプルさ、規律と遊びなど、二律背反な価値観も競合させず共存
させていく。様々な個性の存在を認め、自己流のアレンジを楽しむ。
⇒「合わせる」から連想される、日本らしさを表現するワード（例）
アレンジする、見立てる、新しいものと古いものの融合、都市と自然の共存、
遊びの感覚、地域に根ざした多様性


キーワード４：

源をいかす

自然に感謝するとともに、自然から与えられた素材に対して繊細な感覚を働かせ、活かし、
自らの生活に取り込んでいく。あるがままの自然を愛で、そこに様々な美しさを見出し、
豊かな表現につなげていく。
⇒「源をいかす」から連想される、日本らしさを表現するワード（例）
素材を活かす（＋素材そのものの良さ）
、オーガニック、循環型志向、縮み志向、

繊細な味覚、独特の色彩感覚、シンプリシティ


キーワード５：

思いをよせる

他に寄り添う心、他に心をあずける感覚を重視する。自然との共生によって磨かれた同化
感覚によって、自らの感覚・感性を豊かにし、外部環境や他者の感情を自らの感覚の中に
迎え入れることで、心を通わせ、外界と自分とを調和させる。
⇒「思いをよせる」から連想される、日本らしさを表現するワード（例）
おもてなし、感謝の気持ち、謙虚さ、以心伝心、快適さと利便性を両立した商品

• きわめる、そぎ落とす
• 細部へのこだわり
• 職人技
• 鋭敏な感性
• 身体感覚の重視
• 手の平文化
• 洗練・優美
• 振る舞い・行為の
美意識
• 用の美

（日本人のモノ・コト、ライフスタイルを
支える感性を現すキーワード）
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• おもてなし
• 感謝の気持ち
• 以心伝心
• 快適さと利便性を
両立した商品
• 謙虚さ
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「道」
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（自然と日本人との関係性に
よって培われた独特な価値観）

合わせる

• 素材を活かす
（＋素材そのものの良さ）
• オーガニック
• 循環型志向
• 縮み志向
• 繊細な味覚
• 独特の色彩感覚
• シンプリシティ

• アレンジする
• 見立て
• 新しいものと古いものの融合
• 都市と自然の共存

今こそ自らを見つめ直し、自らを整え、自らの言葉で発信する


日本人ならではの感性・価値観は、日本独特の自然環境や時代背景を経て、長い歴史の中で培
われてきた。そのストーリーは私たちの中に息づいている。



この数十年の歴史を振り返ると、古来より自然と共生してきたはずの私たち日本人は、いつし
か自然への感謝を忘れ、かつての日本人が育んできた感性・価値観を忘れ、それらを否定し壊
してきた事実も多々散見される。



私たち日本人一人一人が、今一度、
「日本人らしさ」を振り返り、改めて自らを省みつつ、世界
の人々の暮らしを豊かにするメッセージとして、自らの言葉で日本人独特の感性・価値観を発
信していくことが求められている。

以上

