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２ ． 長 所の起源
長所 の起 源 に つい て は 、多 くの 資料 を参 考 に表 2 に 示 す 7 件 を想 定し 、そ れぞ
れの 起源 が 日 本の 長所 に結 びつ く シ ナリ オ を推 測し た。その 結果 、主 に① ～ ⑤ の起
源か ら、ほと んど の長 所が 導き 出せ るこ とが わ かっ た。起源 と推 測の シナ リオ は筆
者の独断なので異論もあるだろう。それにすべての長所に結びつくシナリオを推
測で きた わけ では ない 。起 源の 想定 が 不 足 な の か、長所 に結 び付 くシ ナリ オの 推測
が不 十分 なの かも しれ ない 。し かし 結論 の 判断 に大 きな 影響 はな い で あろ う 。
表 2． 長 所の 起 源
番号

長所 の起 源

起源 の影 響

①

自然 環境

気象 と季 節変 化に よる 豊富 な植 生と 自然 美 、自 然災 害

②

稲作 農業

共同 体中 心の 社会 形成 、組 織規 範の 発達

③

3 宗教

儒教 の道 徳理 念、 神道 の自 然崇 拝、 仏教 の 極楽 浄土 思想

④

江戸 時代 の文 化

江戸 時代 の 町 人 文 化 に よる 文芸 、美 術 、 工 芸 の 発展

⑤

市場 経済 の発 達

消費 財の 品質 と安 全性 、お よび サー ビス 業 の品 質向 上

⑥

島国

限定 的な 海外 から の異 民族 や文 化の 流入

⑦

天皇 制

権力 の上 位に 位置 する 普遍 的な 権威 の存 在

2.1

自然環境

日本 の自 然環 境の 特徴 は、地勢 的に 南北 に長 い こと 、季 節的 な 気 象 の 変化 が大 き
いこ と、降水 量が 多い こと 、自然 災害 が多 いこ と の 4 点で ある 。南 北に 長く 季 節的
な温 度変 化が 大き いこ とか ら 、多様 な植 生 に恵 まれ 、豊 富な 食材 を入 手で きる 。食
料が豊富なのは降水量が多いからで、面積あたりの収量が多い水田稲作を可能に
した のも 多雨 の恩 恵で ある 。植 生が 豊富 で季 節 変化 が大 きい から 、広 葉樹 は新 緑の
緑か ら秋 の紅 葉ま で変 化し 、四 季折 々の 花が 咲 いて 美し い景 観を 提供 して いる 。日
本に生まれ日本で育つ日本人にとっては当然のことなのだが、植生の乏しい外国
から 来た 人は 大い に感 激す るの であ る。
自然 に恵 まれ てい る、 食料 が豊 富 、 食 材の 多様 性に 恵ま れて いる 、 色 彩が 豊か 、
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食べ 物が 美味 しい 、食 事の 選択 肢が 多い とい う 長所 は、この 起源 から 十分 に説 明で
きる であ ろう 。だ が、それ だけ では ない 。自 然 の美 を居 住環 境に 取り 込も うと して
日本 庭園 や日 本画 が発 達し 、美 術 水 準 の 向上 に も寄 与し てい る。自然 を愛 して いる 、
自然 との 共生 意識 が強 いと いう 長所 も、同じ 起 源で 説明 でき る 。自然 の美 に恵 まれ
てい るか ら、その 美を 損な いた くな いと い う意 識が 生ま れ、清潔 意識 が 高 い、街や
道路 が清 潔 と いう 長所 にも 結び つい てい る 。
長所 とさ れて いる 緊急 時の 冷静 さ、優れ た 緊急 対応 、高 い自 己犠 牲の 精神 は、自
然環 境の ネガ ティ ブな 側面 に起 因し てい る 。日 本は 台風 の通 り道 だか ら、昔か ら季
節的 に強 風 と 集中 豪雨 が発 生し 、洪 水で 田畑 が 被害 を受 けて きた 。地 震も 多か った
から 、建 造物 の損 壊や 土砂 崩れ も 頻発 して いた 。こ のよ うな 定期 的な 自然 災害 は、
外国 には 見ら れな い特 徴で ある 。自 然災 害の 発 生 自 体 は 防げ ない から 、必 然的 に冷
静な 緊急 対応 能力 が定 着し たの であ ろう 。被 害 の拡 大を 防ぐ にも 、損 なわ れた 農業
基盤 を再 建す るに も、 自己 犠牲 をと もな う 多く の努 力が 必要 だっ たで あろ う。
2.2

稲作農業

稲作農業が日本の長所に及ぼした影響は、共同体を重視する価値観の普及であ
る。集団 の利 益を 個人 の利 益よ りも 優先 させ る 考え 方で 、個 人主 義と 対局 にあ る集
団主 義と いっ ても よい であ ろう 。日 本は 多様 な 植生 に恵 まれ てい るが 、主 食と する
穀類の選択肢は乏しかった。北海道以外は麦やトウモロコシの生育環境が適合せ
ず、稲作 だけ が本 州の 主食 に適 した 穀物 だ った ので ある 。そ れに 水田 稲作 は、面積
当た りの 収量 が 他 の穀 類よ り圧 倒的 に 多 い 。こ のた め、山間 地が 多く 平地 に恵 まれ
ない 日本 には 最適 だっ た。
一方 、稲 作農 業は 麦や トウ モロ コシ に比 べる と 、地 域 集 団の 協力 が必 要 な 場面 が
多い 。換 言す れば 自己 完結 性が 低い 特徴 が ある 。水 田だ から 地域 ごと 、水 田ご との
用水供給と管理が重要で、そのためには地域全体での協力と綿密な調整が欠かせ
ない 。同 じ稲 作で も 、灌漑 の依 存度 が低 いタ イ やベ トナ ムと は大 きく 異な って いる
ので ある 。ま た 田 植え と刈 り取 りに は 労 働力 の 集中 投入 が必 要だ から 、地 域 の 支援
や協 力が 不可 欠だ った 。今 では 農業 機械 が発 達 して 農作 業の 生産 性が 上が り、自己
完結性が高くなっている。しかし機械化以前の稲作は完全な労働集約型だったか
ら、 労働 力を 融通 する 緊密 な 地 域 協 力体 制 が必 須要 件 だ った 。
稲作の生産性を高めつつ緊密な協力体制を維持するには、二つの側面からこの
目的 に適 した 地域 社会 を形 成す る 必要 があ る。 一つ は稲 作の 生産 性か らの 要求 で、
必要 な作 業 を 地域 全体 で共 有し 、公 平に 分担 す る組 織管 理機 能で ある 。こ のた めに
組織 規範 が発 達し 、共 同体 重視 の合 意形 成が 生 まれ たの であ ろう 。日 本人 の社 会性
に関 する 長所 の多 く が 、こ の観 点で 形成 され た と 私 は推 測し てい る。具体 的に は 順
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法精 神が 強い 、公 共道 徳心 が高 い 、秩序 維持 意 識が 高い 、協 調性 に優 れて いる 、公
益を 重視 する 、共 同体 帰属 意識 が強 い な ど であ る。一方 、協 調性 と公 平負 担の 原則
から 、非 協力 的な 農家 に対 する 制裁 も必 要 だっ た。 いわ ゆる 「村 八分 」で 、 10 種
類の イベ ント（ 結婚 、出 産 、建築、旅行 、冠（ 成人 式）、病気、 火 事 、水害、葬式 、
年忌 （法 要）） のう ち 、火 事と 葬式 以外 は仲 間 に入 れな かっ たの であ る。
もう一つの側面は、共同体に属する構成員に安心感と信頼感を与える環境であ
る。各構 成員 が相 互に 尊重 し、公平 に苦 楽を 分 かち 合い 、自 主的 に組 織に 貢献 す る
には 、一 体感 が必 要に なる だろ う 。その ため に は 、全員 に組 織構 成員 とし ての 素養
が求 めら れる 。日 本人 の素 養に 関す る多 くの 長 所は 、こ の観 点で 形成 され た も の と
推察 して いる 。具 体的 には 次の よう な 長 所 が該 当す るで あろ う。親切 、人 の物 を盗
まな い、努力 の継 続性 が 高い 、礼 儀正 しい 、他 人に 迷惑 をか けな い、誇 り高 い、経
済自 立心 が強 い、勤勉 、義 理に 厚い 、謙 遜、温和 、優し い、尊厳 、従 順（ 序列 重視 ）、
宿命 的な 役割 意識 、道 徳的 義務 感、年長 者 へ の 敬意 、周 囲の 評価 を配 慮、マナ ーに
優れ る、 気配 りが でき るな ど で ある 。
学校教育の長所の多くも、共同体の構成員としての行動規範を習得する役割が
起源 にな って いる 。具 体的 には 次の 長所 が該 当 する であ ろう 。ル ール を守 る教 育が
され てい る、道徳 教育 があ る、運動 会な どで 協 調性 と団 結心 が教 えら れて いる 、わ
がま まや 暴力 抑制 など（躾 ）教 育が 行わ れて い る、給食 の 全 生徒 参加 方式 、家 庭科
があ り日 常生 活の スキ ルを 教え てい るな ど であ る。なお 外国 の 学 校給 食で 、生 徒が
当番 制で 配膳 や後 片付 け ま で す る国 はな い 。
公共 環境 、社 会状 況、組織 機能 の長 所 も 、大 半 が共 同体 の規 範向 上が 起源 と考 え
られ る。 具体 的に は下 記の 長所 が 該当 する であ ろう 。 秩 序正 しい 、安 全性 が高 い、
浮浪 者が いな い、落し 物は 置い てあ るか 届け ら れる 、他 人か らの 無礼 や暴 力行 為が
少な い、 老人 が自 主的 に街 を清 掃 、老 人が 自主 的に 街を パト ロー ル、 社会 が安 定、
公共 秩序 の水 準 が 高い 、訴 訟が 少な い、他人 に 対す る敬 意が 普遍 化、合意 形成 を重
視、組織 行動 能力 が高 い、共同 体帰 属意 識が 強 い、均質 性が 高い 、公 共秩 序関 連法
規が 高水 準 な ど で ある 。
2.3

３ 宗 教 （儒 教 、神 道 、仏 教 ）

3 宗 教が 日本 の 長所 に及 ぼし た影 響は、親孝 行 や名 誉の 重視 に具 体化 され たも の
と推 察し てい る。 中で も儒 教に よ る道 徳規 範の 教え は 、 多大 な影 響を もた らし た。
儒教 は五 常（ 仁、義、礼、智、信）の徳 性 で 、五倫（父 子、君臣 、夫 婦、長幼 、朋
友）の関 係を 正し く保 つ 教 えで ある 。影 響が 大 きか った のは 、四 書五 経と 呼ば れる
教典 の完 成度 が高 く、 表現 が優 れ てい て 指 導層 の教 育に 適し てい たか らで あろ う。
日本でも主に江戸時代から武士の教育に採用され、重要な教えは多くの藩校で暗
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記を 求め られ てい た。経典 の一 部は 、低 学年 を 対象 とす る寺 子屋 でも 教え られ てい
た。今は 学校 で儒 教を 教え るこ とは ない が、接 する 機会 が多 い格 言に は有 意義 な示
唆が 込め られ てい る 。この ため 学校 で学 ばな く ても 、読 書や マス メデ ィア を通 じて
人々 の記 憶に 入り 込ん でい る。本レ ポー トの 読 者も、
「 過 ぎた るは 及ば ざる が如 し 」、
「君 子は 和し て同 ぜず 、小 人は 同じ て和 せ ず 」、
「義 を見 てせ ざる は 勇 無き なり 」な
ど、 いく つか の格 言を ご存 じで あろ う。
儒教 が行 動規 範を 示し てい るの に対 して 、神 道 は自 然 に 神が 宿る とし 、自 然を 怖
れ、自 然を 敬い 、自 然に 対し て謙 虚 であ れと 教え てい る 。具 体的 な 行動 規範 より も、
自然に対する基本姿勢を示しているのである。結果として非常時における冷静さ
や秩 序維 持、お よ び忍 耐力 の起 源に もな って い る。仏 教は 死後 の 極楽 浄土 を 前 提に 、
生前 に「 徳」を積 むこ とを 求め てい る。儒教 、神道 、仏 教は 理念 と道 徳律 、お よび
行動 規範 に 共 通部 分 が ある ので、3 宗教 を区 別 せず に次 のよ うな 長所 の起 源と 考え
てい る。 親を 介護 施設 に入 れた が らな い（ 親孝 行）、 名誉 （社 会 的な 地位 ）を 重視
する 、恥 の罪 悪感 が強 い、 品格 が 高い （道 義心 が高 く不 心得 者が 少な い）。な おキ
リスト教とイスラム教は 厳格な一神教なので、日本に伝来する前から広く普及し
てい た多 神教 の神 道と 馴染 まな い 。この ため 日 本の 長所 への 影響 は小 さく 、具 体的
な長 所に 結び つく シナ リオ は推 測で きな か った 。
2.4

江 戸 時 代の 文 化

日本は江戸時代になると平和が続き、戦乱による人材と資源の消耗がなくなっ
た。また 農地 の拡 大と 生産 性の 向上 で、生存 目 的以 外に も資 本を 投入 でき るよ うに
なっ た。そ の資 本 は支 配層 であ る武 士階 級で は なく、主に 商人 と 町民 に蓄 積さ れた 。
その 結果 、広 範囲 に 文 化が 育ち 発展 した 。文 学 では 新井 白石 や渡 辺崋 山な ど著 名な
作家が輩出し、浮世絵では葛飾北斎に代表される画家が世界的に高く評価される
名画 を残 した 。歌 舞伎 や芸 能も 発展 し、陶器 や 工芸 の分 野で も優 れた 作品 が生 まれ
た。医学 や科 学も 発展 し、杉田 玄白 や平 賀源 内 が優 れた 業績 を残 した 。重 要な こと
は資本が商人や町民に蓄積された結果、農業以外の分野で 多様な専門的職業が発
達し たこ とに ある 。
この 時代 、中 国と 韓国 は中 央集 権体 制で 、科 挙 で選 ばれ た官 吏が 地方 行政 を担 っ
てい た。彼ら は皇 帝の 代理 とし て全 権を 委ね ら れて いた から 、任 期中 に多 くの 私利
を得ようと地域住民の余剰資本を限りなく収奪していた。このため農業関連以外
の専 門的 な職 業 が 生ま れず 、文 化の 発展 が阻 害 され 、芸 能や 工芸 品が 発展 しな かっ
たも のと 私は 推測 して いる 。江 戸時 代の 町人 文 化が 起源 とな った 日本 の長 所は 、主
に文 学と 美術 、そ れに 工芸 の分 野で ある 。具 体 的に は 美 術の 水準 が高 い 、文学 の思
想が 豊富 、工 芸品 の品 質が 高い 、 芸術 が発 達 、 よい 文化 と伝 統が 保持 され てい る 、
古い 建築 物が 美し い な どの 長所 に具 体化 さ れた ので ある 。
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2.5

市 場 経 済の 発 達

外国 人が 指摘 する 日本 の長 所に は、製造 業に 関 連す る信 頼性 や安 全性 と、サー ビ
ス業に関連する接客マナーや清潔感が多い。日本に来ればすぐに気がつく自国と
比べ た長 所だ から であ ろう 。だ が、これ らの 長 所は 古く から の伝 統的 な長 所で はな
い。 私が 20 代の 頃は 、行 政機 関や 銀行 は 12 時に なる と窓 口を 閉め 、 13 時 まで 平
気で 客を 待た せて いた 。こ のた め勤 め人 は銀 行 を利 用す るの が困 難で 、私 は給 料を
貯金せずに机の引き出しに入れっぱなしにしていた。交通機関の職員や警察官 の
態度 は横 柄で 、飲 食店 の衛 生水 準は 低く 、床 の 隅で は往 々に して ゴキ ブリ が走 って
いた。当時 の就 業人 口 は農 業と 製造 業 が 7 割以 上で、サー ビス 業の 従 事者 は現 在よ
り少 なく 、ビ ジネ ス 意 識も 低か った とい え よう 。
サー ビス 業の 接客 姿勢 が 改 善さ れた のは 、農 業 と製 造業 の生 産性 が 向 上し 、就 業
人口 がサ ービ ス業 に移 動し たか らで ある 。そ の 結果 、サ ービ ス業 の競 争が 激し くな
り、設備 水準 も 接 客姿 勢も 重視 され るよ うに な った 。現 在は コン ビニ やフ ァー スト
フード店に接客マニュアルが常備され、接客マナーの評価が従業員の処遇にも反
映さ れる よう にな っ て いる 。製 造業 も市 場経 済 が 発 展し 、信 頼性 や安 全性 に問 題が
ある と生 き残 れな くな った 。こ のよ うに 市場 経 済の 発達 が、製造 業と サー ビス 業の
水準を高める起源になっていると推察している。具体的には下記の長所が該当す
るで あろ う。
製造 業関 連：
消費 財の 品質 が高 い、管理 者の 責任 感が 強 い、工場 の品 質管 理水 準が 高い（徹 底
した 生産 管理）、 市販 の弁 当や 総菜 が美 味し い 、製 造食 品の 安全 性が 高い （数 段
階の 確認 過程）、商 品 が豊 富な ど。
サー ビス 業関 連：コン ビニ のサ ービ ス範 囲 が広 い、
（ 利便 性大 ）、コン ビニ 店員 が礼
儀正 しい 、接 客マ ナー の水 準が 高い （ 小売 、サ ービ ス）、 レジ 店 員が てい ねい 、
食べ 物（ 外食 ）が 安く て美 味し い、 食 品の 衛 生 管理 （保 存、 調理 ）水 準が 高い 、
トイ レが きれ いで 無料 、店 舗の 衛生 水準 が 高い 、食 べ物 が安 全、サー ビス 業の 営
業時 間が 長い（利 便性 が高 い）、公 共交 通施 設と 乗り 物が 清潔 、公 共ス タッ フ（ 警
察官 、案 内 、清 掃）の対 応が てい ねい 、公共 ス タッ フが 顧客 を尊 重す る 、交 通機
関の 発着 時間 が正 確な ど 。
2.6

島 国 と 天皇 制

島国は異民族や異文化 の流入を阻害するから、独自性の高い文化や価値観を育
てる 側面 があ る。 日本 語は その 一 つで 、表 意文 字の 漢字 と表 音文 字の 「か な文 字」
を組 み合 わせ 、美 しく て効 率の よい 独自 の言 語 体系 を生 み出 した 。日 本語 が美 しい
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という評価は活字では実感しにくいが、筆と墨を使って書かれた日本語が美しい
こと に異 論は ない であ ろう 。日 本語 がて い ねい 、日 本語 が美 しい 、悪 口が 少な い と
いう 長所 は、 島国 に起 因し てい ると 私は 考 えて いる 。
なお イギ リス も島 国だ が、ヨー ロッ パ大 陸と の 距離 が非 常に 近か った から 、宗 教
や文 化の 交流 が盛 んだ った 。フ ィリ ピン やイ ン ドネ シア も島 国だ が、日本 に比 べれ
ば近 隣の 島や 大陸 との 距離 が 近 く、海況 は 安定 して いる 。こ のた め、小さ な船 で容
易に 民族 と文 化が 交流 して い た 。千 年を 超え る 長期 にわ たっ て 、同一 民族 が孤 立し
た環 境で 発展 した 国 は 、日 本以 外に ない と 私は 考え てい る。
神道 も島 国の 日本 で自 然発 生し 、独 自に 発 展し て広 く普 及し た。この ため 、自 然
を怖 れ、自然 を敬 い、自然 の前 に謙 虚で あれ と する 日本 人の 特性 は、神道 を起 源と
考え る意 見が ある だろ う。しか し神 道自 体 が 、自然 災害 の多 い日 本の 環境 で発 生し
たこ とを 考慮 する と、謙虚 さの 起源 は島 国や 神 道で はな く、日本 の自 然環 境 そ のも
のに ある と私 は考 えて いる 。天 皇制 につ いて も 長所 の起 源と する 意見 があ るが 、外
国との戦時における全国統一集団意識の形成以外に、具体的な長所に結びつくシ
ナリ オを 想定 でき なか った 。
2.7

長 所 の 起源 の まと め

表 1 に示 し た 130 件 の長 所
の起 源を 図２ に示 す 。自然 環境
が 16 件 、稲 作農 業か ら発 達し
た共 同体が 60 件 、 3 宗教 が４
件、江戸時代の町人文化が 6
件、 市場 経済 が 25 件 、島 国が
3 件 であ る。 残る 16 件は 起源
を推 測 で きな かっ たが 、重 要な
長所 とは 考え て い ない 。図 ２か
ら読 み取 れる よう に、稲作 農業
を起源とする長所が過半数を占め、日本の特徴が共同体主義にあることが明確に
なっ た。現 在は 農業 の 就業 人口 が 1 割 に満 たな いこ とか ら、共 同体 主 義は 低下 して
いると思われるかもしれない。しかし共同体主義は大量生産型の工業社会にも継
承さ れた 。大 量生 産型 の工 業で は、共同 体指 向 が生 産性 の向 上に 適し てい たか らで
ある 。稲 作農 業起 源に 続い て多 いの は市 場経 済 起源 の長 所で 、過 去か らの 伝 承 では
なく 成熟 した 社会 の成 果で ある 。次 に多 いの は 自然 環境 起源 の長 所 で 、今 後も 非人
為的 に継 承さ れる であ ろう 。 次 節で は 長 所 の継 承方 法と 持続 性に つい て述 べる 。
（ そ の ３） に 続 く
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