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論旨

1. ｢今・ここ｣からの脱却という命題は、他国の特質・歴史を認め、
交流することで理解が深まり、克服できる。

2. 日本の良さは一つの考えでなく、時間性・空間性の両面で自ら
編集し、独自の多様性を持つ文化を作り上げてきたことである。

3. 今後は異文化を受け入れるだけでなく、独自の文化を生かし　
日本的なるものを外へ発信していく必要がある。

4. 日本文化の中にある日本美（侘び・さび）を追求するデザイン　
は世界的な影響とコミュニケーション力がある。

5. 日本人の倫理観は集団の中で、他人との関係の中で自分の　
居場所を見出すことにより、役割を果たすことにある。西洋人　
の個人主義、リーダーシップに基づいた組織運営とは本質的　
になじまない。

6. 中空構造が日本文化の特質、会社組織においても重要な役割
を果たしている。



私のビジョン　追求したいこと

常盤塾でやりたいこと（2007年9月）
• 日本人と欧米人の文化の違い
• グローバリズムの中の日本のとるべき道

課題

• ｢私｣がない→｢私｣を見つけること



本日の発表内容

変遷

風土・和魂洋才・デザイン・倫理観

相称性の変遷、千利休、無印

中空構造（まとめ）

・西洋人VS．日本人の特質
（時間と空間のとらえ方の違い）

・デザイン

・居心地の良い場所

２．私見

（理解）

日本文化論の歴史

菊と刀

雑種文化論

時間と空間

・著者（加藤周一）の考えの整理

　「時間と空間」

　今＝ここ

・われわれの目指す方向性

・デザイン・和文化が有力な資源

１．主旨

（内容）

「和楽」

私の仕事

・自己紹介

・常盤塾でやりたかったこと
はじめに　



はじめに　　“和楽（小学館） ”

【編集方針（和楽らしさ）】

・和楽の“和”は、“和む、なじむ” 、

聖徳太子の“和を以て尊しとなす”

・日本文化の中にある日本美を追求

・会員向け高級雑誌、他にできないことを
やる

・特集でルーツ体験イベントを開催

（会員ツアー）

【広告主ニーズ】

・和の心を表現、企業イメージの向上

【読者の特長】

・男性は会社経営層が日本文化の知識を
得るために購読、若手ＩＴ系経営層も多数

和楽2007年11月号より



和楽　企業タイアップ記事

　優れた編集力　　：時間性（歴史・タイム）と空間性（茶室・浴室）の表現



１．主旨（内容）

• 文化とアイデンティティの追求
• 日本人とは何か、

• 日本社会とは何か、

• 日本文化の性格とは何か、

• 日本の位置づけはどうなるのか

• テーマ「今・ここ」からの脱出を達成するために
何をすべきか

• 個人としての課題

• 組織としての課題



加藤周一の位置づけ
戦後日本と日本文化論の変容　（出所：青木保「日本文化論の変容」）

中根千枝（タテ社会）

土居健郎（甘え）

肯定的特殊性の認識　前期1964～1976

特殊から普遍へ

肯定的特殊性の認識　後期

歴史的相対性の認識

否定的特殊性の認識

内容

ルース・ベネディクト

川島武宜（家族的原理）

1945～1954第一期

カレン・ヴァン・ウォルフレン1984～第四期

濱口恵俊（日本らしさ、間人主義）

エズラ・ヴォーゲル

1977～1983

第三期

加藤周一（日本文化の雑種性）

梅棹忠夫（文明の生態史観）

1955～1963第二期

研究者時期区分



加藤周一　“日本文化の雑種性”（1955）

• 「大陸からの影響と黒船以来の欧米化の波にさらされて
きたが、そこに生まれた文化の雑種性そのものに積極的
な意味がある」

• 「西欧の純粋種に劣等感を抱くのではなく、むしろ欧米と
は違った可能性を見出すべきである」

• 「日本的伝統が純粋種として成立するものではないこと
は、日本人一般は生活上よく実感しており、雑種をその
ままの形で受け入れ、結構面白く暮らす生活を工夫して
いる」

　　

• 雑種文化論＝和洋折衷的生活様式の肯定
• 雑種＝日本と西洋の折衷



それまでの日本人論

★　ルース・ベネディクト｢菊と刀｣ （1948）
意義）　アメリカの文化人類学研究において、単純な未開社会の研究から、複雑な複合社

会研究へと従来のパラダイムを破る突破口となる研究

　　　　１．文化相対主義）　いかなる文化も独自の、その文化内で自律する価値を有すると
して、1つの文化で成立した価値観で他の文化をとらえては異文化の理解ができな
いとする説

　　　　２．偏向なし）　欧米対日本という比較において、欧米人の抱く偏見や西欧文化中心
主義の尺度で一方的に評価することから逃れようとする

否定的特殊性

近代化論　　西欧に発達した近代合理主義を評価の基準にすえて日本社会を見る、見方。
日本の非合理主義が批判され、日本社会は市民社会と民主主義の未発達な前近代社会
である。集団主義と恥の文化は否定的特殊性としてとらえる。

→日本人のアイデンティティの追求（新生日本の目標）は、先進モデル追従の、自らの文化
の否定と劣勢の認識に求められそこからの脱出が説かれている

19世紀、明治維新以降の近代国家の建設

脱亜入欧、富国強兵、軍部独裁と皇国史観による支配

敗
戦



ルース・ベネディクト｢菊と刀｣でのキーワード

各人が自分にふさわしい位置を占める

（各々其ノ所ヲ得）

集団主義

自重徳の原理

恥の文化
世間の前での恥が行動の標準である社会

罪の文化

道徳の絶対的標準を説き、良心の啓発を頼みにする社会

　日本をして日本人の国たらしめているもの＝アイデンティティの拠り所の仮定
　１．社会関係を中心にとらえようとする日本文化の特徴＝集団主義

　　　　２．比較文化的ないし比較文明的な視点＝恥の文化



加藤の問題提起　　　「今＝ここ」
（出所：加藤周一｢日本文化における時間と空間｣）

• 今＝時間　　過去は水に流す、未来はそのとき
の風向きに任せ、現在に生きる

• ここ＝空間　大勢順応主義、鬼は外、福は内、
（所属）集団帰属意識　

日本社会における特質、克服すべき課題

（加藤の主張）



概念的枠組

空間的

<異文化>
ゼロ

<今・ここ>

時空間的

<旅>
時間的

<ムラ>

空間的距離　有空間的距離　なし

時間的距離　なし

時間的距離　有

ムラの外に出ない
村人の経験

旅人の経験

異文化の経験



日本文化における時間と空間との関係

• 時間における「今」の強調
　全体に対しての部分の自律性（自己完結性）の
強調

• 空間における「ここ」の重視
　全体から部分でなく、部分から全体へという思考
過程の方向性

　全体の型よりも、部分の質に関心をする態度



時間の概念

１．始めあり終わりある線分上を前進する時間

2．円周上を無限に循環する時間

3．無限の直線状を一定の方向へ流れる時間

４．始めなく終わりのある時間

５．始めあり終わりのない時間

ユダヤ・キリスト教
※人生（日本・平家物語）

？

古代ギリシャ（無限）
ヘレニズム（無限循環・宇宙）
※四季（日本・日常的時間）

古代中国（人間社会）
仏教（輪廻思想）

仏教（ミロク信仰）

６．始めなく終わりのない時間 ※古事記神話（無限）

著
者
の
提
起
し
た
時
間
概
念



その一刻
＝「今」が

貴重。

・循環史観　ヘレニズムとの違いは、歴史的時間には限定されていて、天体の運動には関わらない

・あくまで関心は、人間社会の構造にある

・天地の間に万物が去来し、光陰はさって再び帰らないという直線的な時間の意識があった。時間に
は始めも無く、終わりが無い。万物に現れては消え、人生は反復されない。

古代中国

・始めも終わりも無い無限の時間

一定の方向を持つ直線、無限の過去から無限の未来に向かって流れる

・円周上を無限に循環する時間（ヘレニズムの時間概念）

円周上の一点における出来事は、特定の時間がたてば、繰り返される

宇宙には調和的秩序があり、それは永遠に続くと考える「天球」モデル

古代ギリシャ

・始めと終わりがある時間、両端の閉じた有限の直線

始めから終わりに向かい、強い方向性を持って流れる、出来事は一回かぎり

意味は後を振り返り、行く先を見る相互関係の体系に由来する

絶えず目標に向かって前進する直線的な有限の時間の概念

人間が作る歴史という概念、歴史的人間主義

ユダヤ教的時間

・輪廻思想

因果関係が必要とするのは、出来事の前後関係であり、前後関係は円周上を循環する時間ではなく、
直線上を前進する時間において明瞭。半ば循環的、半ば直線的。

仏教の時間

・ミロク信仰（終末論）

始めがなく終わりのある直線的時間。時間は無限の過去から有限の未来へと向かう。

・末法思想　　　シャカの死を起点とする。

Ⅰ期　シャカの正法の行われた時代　　　　Ⅱ期　シャカの像法の行われた時代

Ⅲ期　仏教の衰微した時代

・時空間を「空なるもの」とする考え方

現実は距離と見ることもできるし、一体としてみることもできる。万物は一であり、一は万物である。

過去・現在・未来は永遠の今であり、永遠の今は過去・現在・未来である。

『今』に生き
ることへの
強調へ

・始めなく終わりない直線＝歴史的時間（古代日本）

・始めなく終わりない円周上の循環＝日常的時間（四季）

・始めがあり終わりがある＝人生の普遍的時間（平家物語、諸行無常）

日本文化



大勢順応主義

• 集団の成員の行動様式に表れた現在中心主義。
• 成員の大部分が特定の方向へ向かう運動（雪だるま効果）。
• 「無私」の立場から公に殉じ、「私」を貴び、賑々しく、みな一
緒に、めでたく豹変し、変節することができる。

• 「ご一緒」が重要。
• 「私」を無くして集団に奉仕するのを美しいとする美学。その
美学は集団の目的を問わない（新撰組）。

• 日本社会の全体は、だれも明瞭な責任をとることなく、ひと
つの大勢へ順応から別の大勢への順応へ、抵抗なく、滑ら
かに、自然に移行した（ルモンド紙ロベール・ギラン：インス
タント族）



空間の３つの特徴

1. 奥（オク）の概念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私的空間の秘密性　　　　「空間的には入り口から深く
入ったところで、人に見せず、大事にするところ」　　　　
聖なる場所＝御嶽（森の奥）　　　　　　　　　　　　　　　　
オクへむかう運動、進めば進むほど聖性が増す　　　　

2. 水平面の強調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本化＝塔の非塔化　建築的空間を水平面に沿って
構成

3. 建て増し思想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時とともに変わる必要に対応できる利点があると同時
に、隠して出来上がった教室から成る建物の全体の形
を初めから予想はできない欠点はある　部分から出発
して全体にいたる

　　　



閉じている空間

ムラ人 外人

「家」

家族／非家族

ムラ共同体

日本社会

内人と外人

文化的距離による２つの外人
タイプ

近＝隣村、人種、言語、習慣

遠＝山伏集団

•境界の内側でのムラ人の生活は、寄り合いや祭礼に代表されるような
「公」と、個人の結婚や死のような「私」との区別はない。

あらゆる個人は共同体に組み込まれ、埋没する。

•ムラの閉鎖性は、日本国の閉鎖性（鎖国政策）。中国人は海外へ移住
した（華僑）。与えられた領域の内部に留まろうとする社会心理的傾向。



空間の様々な表現

• 日本的なるもの＝利休の茶の体系と茶室
• 利休茶室＝
　建物と環境を1つの空間として設計。建築が環境
と対立せず、時間に抵抗しない。

• 建築はそれ自身を否定する構造であり、季節と
ともに変わり、年とともに消えていく人生の「無常
観」の表現。



「侘び」　16世紀の美学革命

• 表現手段の多様性を極度に制限
• 環境に対して、自己を主張しない利休好み
の茶室の特色は、細部を限りなく洗練して
ゆくこと。

• 伝統破壊的価値感
　従来：宋磁、李朝名品、豪華壮麗

現代のミニマル・デザインの原型
装飾や凝った形状は排除され、平面や直角が多用される。

塗装も省略ないし簡易になるため、
色調は単色が多いが、木製品では木目をあらわにすることも多い。



非相称性（Ａｓｙｍｍｅｔｒｙ）の美学

中間

・記念碑的建物＝相称性

・個人住宅＝非相称性

西洋

非相称性文化

・茶室・庭園

日本

相称性文化中国

【非相称的美学の背景にある世界観】
「今＝ここ」の強調、部分が全体に優先。

時間空間の全体を意識し、構造化しようとする立場に立てば
相称的美学が成り立つ。



２．私見（理解を深める）

・異文化を受け入れるだけでなく、
発信すべきものがある

（和文化）

普遍的なものと独自のもの

（ブランド）

・他国の文化を学ぶ

・仕事（文化的背景を生かす）

・くつろぎという文化的意味

空間

・効率→中期的効果

・歴史の中での目標

・他国の時間概念を知る

・歴史に学ぶ
時間

組織（集団）個人

私＝目的をもつチームの中での位置確認、積極的な役割を担うこと
＋自分の特質を把握すること　　（まとめの私的ポジショニングで説明）



グローバル化の中の日本のとるべき道仮説
（参考：青木保他）

求められるのは　“普遍性と個別性のバランス”

1.　多元的時代
　　西欧近代絶対主義から文化相対主義へ

2.　独自の文化的アイデンティティの追求
3.　新たな普遍主義への転換



視点①　人間存在の時間性・空間性（出所：和辻哲郎「風土」 ）

アジア

日本

インド

ヨーロッパ

（ギリシャ）

アラビア

地域 人間存在の風土的規定（文化・社会の特質）風土の現象類型

・人は自然の中から容易に規則を見出すことができる
（自然的と合理的との結びつき）

・明るい・従順な・合理的な自然の姿

・明朗な主体的存在（人間中心的な立場の創設）

・競闘の精神（争闘の是認）

・内なる生命の露出

乾燥と湿潤の結合

→夏の乾燥

・受容的・忍従的　・季節的・突発的　・熱帯的・寒帯的

・隔てない距離、家族制度

・豊富に流れ出つつ変化において静かに持久する感情

調子の速い移り変わり

あきらめでありつつも反抗において変化を通じて気短に
辛抱する忍従

※人工的＝合理的

暑熱と湿気との結
合

湿潤

モンスーン的
人間

・理性の秩序の確立、理性による自然の征服

・陰鬱の精神（無限の深みを追求）

→冬の湿潤

牧場的人間

・人と世界との対抗的・戦闘的関係

・人間の全体性への個人の絶対的服従の関係

乾燥沙漠的人間

風土とは単なる自然環境ではなくして、人間の精神構造の中に刻み込まれた
自己了解の仕方。人間存在を個人としてではなく、社会としてとらえる。



視点②　日本文明の奥底を流れるサイクル
（出所：中西輝政　日本人のこころとかたち）

• すぐれた外交とは＝太子外交
• プラグマティズム（実用）
• ハートフルネス（誠実）
• プレステージ（威信）
• 戦略的思考（軍事力、経済力）



「和魂洋才」 戦略　　　　
技術ではなく精神こそが、国を守る最後の押さえ

• 「尊王攘夷」尊王は国を救うための戦略であり、
攘夷のためにこそ開国し、西洋の進んだ文明の
利器を導入するという合理的な戦略

• 「ぎりぎりのもの」日本のアイデンティティ、日本
の精神文化が守らねばならない日本防衛の最
後の拠り所

• 「一国・一文明」日本が滅びると、精神の拠り所
がなくなる



スポーツの世界

ラグビー日本代表　　星名ー大西ー岡

• 大西鉄之祐　　　合理性と精神性の一体化
• 戦術「接近ー連続ー展開」　「カンペイ」
• 戦争体験
　「決死の覚悟」「精神の凝縮」「日本的情念」

• 岡仁詩
• 岡イズム　　一瞬の判断
　「個の重視」「自主性」「新しもん好き」

異戦術
•現在も交互に繰り返す

•どの分野も同じ？

サッカー日本代表
岡田ジャパンの戦術



視点③　「で」という考え方（出所：原研哉デザイン講義）

• デザインとアートの違いはなにか。私はそれを動機や発端の生まれる場所
の違いにあると考えている。問題の発端を、社会のなかに見つけるのがデ
ザイン、自分の中に見つけるのがアートではないか。（中略）　デザインは、
問題の発端が社会の中にあり、発見し、共有されるものをプランニングして
解いていく。そして共有の中に感動が生まれる。

　　　

• ビジネスの形が世界中で均質化していると言える。だがそこで無印は決し
てその均質化の流れにはのらず、日本という国で培われている文化的背
景を生かそうとしている。それを象徴するひとつのエピソードが「が」と「で」
の考え方である。

　　「これがいい」という「が」は、近代の自由の象徴としてもてはやされ、個人
の「が」を実現できるのが良い社会だと考えられていた。しかし全員が「が」
を言い続けると世界はたちゆかなくなる。無印良品では「これでいい」を目
指している。ここで言う「で」は、不満足やあきらめを含んだものではなく、　
自信をもってこれでいい、と言えるようなものである。一方で、無印良品の
広告表現では多くを語らず、　見る側がそこにイメージや感情を移入できる
ような「空（うつ）」なる表現を用いている。



無印良品　ＨＰ

2008　　やさしくしよう！
140年ほど前に、西洋の文化を受け入れることによっ
て日本の文化は混沌に直面しました。今でもその大き
な混乱は続いています。ですから私たちのまわりの環
境は、必ずしも理想的な状況とは言えない矛盾に満ち
ています。また、アジアにおける経済の爆発と、低コス
トを求める競争によって生活文化の質はさらに混迷の
度を深めているかもしれません。
そうであればこそ、私たちは繊細で、簡素で、丁寧で、
清潔な自分たちの文化の中に確かにある美意識を
「資源」として再確認する必要があるのです。

2005　茶室と無印良品
国宝慈照寺・東求堂「同仁斎」。茶室の源流であり、今日
言われる「和室」のはじまりとなった空間です。
「同仁斎」は、将軍足利義政が多くの時間を過ごした書斎。
書院造りと呼ばれるこの部屋には、明かりとりの障子の手
前に、書き物をする張台がしつらえられています。障子を
開けて見る庭の風景は一幅の掛け軸のよう。ひさしが長く、
深い陰翳を宿す東求堂に、障子ごしの光が差し込む風情、
そして障子の格子や畳の縁などで生み出されるシンプル
な構成は、まぎれもなく日本の空間のひとつの原形。



シンメトリー（左右相称性、対称性）

シンメトリー

1. 左右対称（線対称）
2. 回転対称（点対称）
3. 平行移動
　　（唐草模様）

4.　自己相似形
　　（ユニクロ・無印の
店舗）

アシンメトリー

（左右非対称）

整数分割

日本美の基準

各要素は左右対称にしておいて、
最後に配置するときに、少し位
置をずらして、非対象にするとい
う手法。

縄文式土器



デザインの変遷　　　　　　　　　　　　（画像：ｳｨｷﾒﾃﾞｨｱｺﾓﾝｽﾞ）

装飾性の否定→機能的主義

鉄とガラスとコンクリート、自由主義
社会にふさわしい、洗練された建築
様式

『開放感のある内部空間』『無彩色で
鉄とガラスでできた外壁』『水平と垂
直だけで構成された外観』

1910年～

1930年～
アップル社

モダンデザイン様式

インターナショナル・
スタイル

手作り感を抑えた装飾様式

プラスティックやガラスや金属を使い、
ハイテクイメージを演出

『シンメトリー』

『直線』『単純な幾何学的形体』

1920年～アールデコ様式

装飾的かつ抽象性に富む造形表現

※浮世絵などの江戸時代の日本美
術の表現様式の影響

『流動的で植物的な曲線模様』

『非対称のレイアウト』

『有機的な形体』

『陰影のない平面的表現』

1895年～
フランス

1905年～
米国

アールヌーボー様式

カステル・ベランジュ

シーグラムビル

クライスラービル



禅的生活の進め（出所：玄侑宗久　日経夕刊20080214)

• 自分というのは自然の分身、自然の一部なのです。だから自然と同じように刻々
と変わる。でも今は個性、個性という。個性というのはキリスト教社会の考え方
です。神様からいただいたペルソナが初めからある。（中略）役割が変われば名
前も変わるというのが日本人の考え方で、自分の中に八百万（やおろず）が住
んでいるのです。

• キリスト教では神様が人間を作ったけれど、エデンの園を追放され、原罪を背
負っている。人間は悪いことをしかねないから契約を結び、管理しなくてはなら
ない。

• 禅的生活とは、言い換えれば、予断を持たずに今の足場に立つということです。
予断を持つから苦しみが生まれる。明日はこうなると思って、そうならなかったら、
不愉快になるでしょ。先のことはわからないから面白い。世の中は思うようにな
らないのが当たり前。（中略）揺らぎを楽しめる人こそ風流な人なのです。

• 今という一瞬を楽しむのが禅の考え方ですが、人間はコーヒーを飲むような目
先の目標では飽き足らず、その先を目指す。厄介なのが中期目標です。これが
人間の生き方を人工的にし、不安な気持ちにもさせる。

※ZEN（禅）は、YOGAなど海外でも大人気の文化です。



視点④　三位一体の構造（出所：中沢新一｢三位一体モデル｣ ）

父

子 聖霊

増殖

人間が直感的に感じ取る、目に見えない実体

増殖する

イエス・キリストは神の子

父のコピー、神と人間との間をつなぐ媒体

物事に一貫性や永続性を与える原理

霊とは増殖し、躍動し、拡大し、伝染していくもの、信用なら
ない、制御不可能な性質をもつ

聖
霊

人間の世界に神の意志を媒介する原理、それが子の原理子

神とは、安定していて世界を根底で支える未来を確実なも
のとして、同じものの反復として秩序をつくりだそうとする権
力の機能

父

【キリスト教における三位一体】

※西洋における父性優位

キリスト教と資本主義（近代科学）
の結びつき



視点⑤　日本人の倫理観（出所：河合隼雄、１９９９、｢これからの日本｣）

主義

倫理観

西洋人の個人主義。

デカルト「我思う、故に我あり」

あらゆる存在に疑いつくしたときに、
最後に「私」が残る。

「私から出発し、私という人間をど
う活かしていくか」をまず考える自
己実現の発想。

集団主義（菊と刀）。

「私なんてない」
この世の全ては支えあい、関連
し合って存在している。

他者との関係にあるという倫理
観。

自分の内面の倫理観。モラルが明
確な言葉のかたちをとる、厳しい
倫理観。

自分と他人との関係の中に設定
されている。世間の枠内。海外で
は羽目をはずしたがる、臨機応
変な倫理観。

西洋人日本人

• 西欧的分析知の限界　　分析知は本来、全てはつながっているという考えの
対極にある

• この世の全ては関連しあって存在している部分ではなく全体から物事を捉え
るという大乗仏教の発想とは異なる



日本的中空構造　（出所：河合隼雄　中空構造日本の深層）

文字通りのリーダーとして、自らの力に
よって全体を統率し、率いてゆく

リーダーというよりも世話役。自らの力に頼
るのではなく、全体のバランスを図ることが
大切。

組織におけ
る長の役割

・個人の個性や自己主張を重要視。・全体としての場の調和や平衡状態の維持
のほうを重要視。

態度

・統合モデル。合理性という原理を中心
に、矛盾を含まず論理的に整合性を持
つ体系を樹立。

・日本神話の論理は統合ではなく、均衡の
論理。力も働きももたない中心が、相対立
する力を適当に均衡せしめている。

論理

・父性優位。父性は物事を切断し、分離
していく機能を持つ。

・近代化の歪みを指摘。

・母性優位の国。母性は全てのものを全体
として包み込む機能を持つ。西洋の近代文
明を取り入れつつ、歪みなし

心理

・キリスト一神教・一神教ではない

・多神教への統合性の希求ない

信仰

・科学の知で世界文化を支配。

・人間が自己を他の事象から分離し、対
象化して観察する能力を人間にもたらし、
自然科学へと発展。

・日本は原理主義ではない（神話の知によ
る特有の曖昧さ）

・近代科学の合理性を一面的に受け入れ
ない。

知の体系

西洋人日本人

中空構造 ・・・周囲にはいろいろなプレーヤーがいるが、真ん中には誰も入らず、なるだけ真ん中は
空にしておくことで、相対立するものや矛盾するものを敢えて排除せず、共存しえる可能性を持つ



中空構造の中心としての企業文化（出所：中谷巌）

• 本地垂迹説　本源としての仏や菩薩が、衆生を救うために
その“迹（あと）” を諸方に垂れて、それが神となって姿を
あらわしたのだという考え方。

• 神仏習合　いろいろな神様を拝んできたが、実はみな仏教
の神様であったという考え方

→柔軟性、日本化のプロセス　　が特徴

稲作文化

共同体的

すりあわせ文化

狩猟文化

成果主義

マーケットの競争原理

日本は中空構造の吸収能力と日本化していく
プロセスがあり、当事者意識は強い。

皆で解決し、それを競い合うような文化。

それぞれの現場を担っている人々が、それぞ
れの当事者意識、能力をもってやっていく。

西洋は契約社会

契約どおりやるが、それ以上のことはやらない。

ＣＥＯによるトップダウン型。

日本欧米

トヨタは組み合わせて
上手く運用



　　　統合型

（合理性・技術）

個人重視

集団重視（ＣＳＲ）

調和・均衡型

　（精神性）

「今・ここ」

・現在集中主義

・私の居場所（集団の中の）

・長期的視点

・チームプレー

生き方　ポジショニング・マップ

私

旧　日本人

・短期的視点

・チームプレー

・短期的成果

・個人重視

積極的な
外部刺激

実際の日本人

中西輝政

大西鉄之祐

中谷巌

河合隼雄

加藤周一

ベネディクト
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