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第２回「美しい国づくり」企画会議 

 

日時：平成19年５月30日（水）17：01～18：31 

場所：総理大臣官邸４階大会議室       

 

１．開会 

２．塩崎官房長官 挨拶 

３．「美しい日本の粋（すい）」と今後の企画について 

４．討議 

５．閉会 

 

（配付資料） 

 資料１ 「美しい国づくり」企画会議 有識者名簿 

 資料２ 「美しい日本の粋（すい）」の応募状況及び主な応募内容 
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午後 ５時０１分 開会 

○平山郁夫座長 それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。 

 官房長官は国会に出席のため、少し遅れてこられるようですが、会議を始めます。また、中

西先生は所用のために今日は御欠席です。11名のメンバーで第2回目の企画会議を開催します。

後ほど、長官がいらっしゃったら、その時点で御挨拶を願います。 

 それでは、今後の企画と現在公募中の「美しい日本の粋」の応募状況について世耕補佐官よ

り御説明をお願いします。 

○世耕総理補佐官 補佐官の世耕でございます。 

 それでは、今座長から御指示のありました2件について御報告を申し上げます。ただ、それ

に先立ちまして、まず官房長官が遅れておりまして大変申しわけございません。到着次第御挨

拶をさせていただくということで、くれぐれも皆様によろしくということでした。 

 また、先生方には、安倍内閣のメールマガジンに御寄稿をいただいています。読者から大変

好評でして、順番にお一人お一人書いていただいております。ぜひ今後ともよろしくお願いを

申し上げます。 

 それでは、今後の企画について御説明させていただきたいと思います。 

 第一弾の企画は後ほど御報告いたしますが、「美しい日本の粋」という形で日本らしさを言

葉で見つめ直すという形で進めています。 

 「美しい日本の粋」では、言葉として大切にすべきところが徐々にわかってきました。それ

らの共通化を進めると同時に、新たな企画では、日本らしさをビジュアル、写真という形で切

り出していきたいというふうに考えております。「美しい日本の粋」は、作文を応募の前にじ

っくり考えていただくというハードルがあるわけですが、今回の第二弾企画は、写真で応募で

きるという手軽さが特徴だと考えてます。新しい企画を通じて、より多くの方に美しい国づく

りのプロジェクトに御参加いただきたいと思います。 

 さらに、もう一つの企画も考えておりまして、美しい日本をつくっていくために、「私はこ

うしたい」という身近な実践例を教えていただくことが内容で、この2つの新たな企画をやっ

てみたいと思います。 

 写真を応募することを内容とする企画については、単なるフォトコンテストではなくて、自

然や景観、芸術、文化、日々の生活や地道に働く人、あるいは地域の活動に打ち込む人の姿ま

で多様な日本らしさをビジュアル、写真で切り出していきたいと考えております。写真に込め

た公募者の思いとか、伝えたいことを100字以内で説明をしていただければと考えております。 
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そして、応募のあった作品について、原則すべてウェブサイトで紹介をしていきたいと思います

が、このウェブサイトや広告を通じて国民全体で共有をして、さまざまな気付きの機会を提供し、

その輪を広げることで、さらに自発的な行動を触発していく形に持っていきたいと思います。募集

期間が終了した際には、「美しい国づくり」企画会議の先生方に、それぞれが共感する作品を選ん

でいただき、例えば平山郁夫先生賞という形で選んでいただいて、表彰を行ってはどうかと考えて

おります。 

 もう一つの企画は、大切なものを大切にする具体的な取り組みがしっかりと広がっていくよ

うに、「私はこうしたい」という身近な実践例を教えていただくということを考えております。

募集に際しては、「美しい日本の粋」の応募作品の内容等を踏まえ、あらかじめ国民に身近な

取り組みの具体例として、例えば挨拶の励行とか近所のごみ拾いなどを提示してみようかと思

っています。国民一人一人の自発的な取り組みの参考になるように、これを冊子に取りまとめ

て、関係省庁、自治体、民間企業等の取り組みにつなげていければと考えております。 

 以上が、今後の企画の御説明です。 

 続きまして、「美しい日本の粋」について御説明します。資料2を御覧ください。なお、今

日はすべて応募のあった作品をある程度大きく分類をして、壁に立てかけてあります。 

 日本“らしさ”や日本“ならでは”を、31文字以内で応募してほしいと、そしてそれを選ぶ

理由を書いてほしいということで、4月20日から募集を開始いたしました。今日で１カ月と10

日が経ち、現在、全体的な傾向といたしまして、5月25日金曜日の時点で応募総数は1,821件で

す。今日時点では、2,000件弱になるという報告をもらっていまして、幅広い層から応募をい

ただいています。たった1回だけ、新聞に広告を打っただけにしてはよく集まったと思ってお

ります。日常生活や体験を通じて、思いの込もった真剣で深く考察された内容かと思っており

ます。 

 応募状況は、性別では、男性が３分の２、女性が３分の１、男性が圧倒的に多くなっていま

す。応募方法は、ホームページ経由が６割、手紙かはがきの形で来ているのが４割という形に

なっています。年齢別に見ますと、かなり幅広い年齢層から来ています。特に中年層が比較的

多いかと思っておりまして、50代が23％、40代が18％、60代17％、30代14％ということでござ

いました。また、学校の授業の取り組みの中で応募をされたところもありました。青森県の中

学校でございますが、クラスでまとめて送ってこられたというケースもございました。地域別

には、ほぼ全国から満遍なく、人口比と同じような形で来ておりますが、東京都からの割合が

若干相対的に多いかなと思っております。海外からも60件ほど来ています。 
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 次に応募内容ですが、かなり傾向が出ておりまして、全体としては自然、気質、生活様式・

景観、ことば、伝統・文化・芸術、技術と、大きく分類してみました。分類についてもいろい

ろ御議論があるかと思いますが、事務的に今申し上げた大きな分類をしてみました。 

 その中で、やはり圧倒的に気質、思いやりとか礼儀正しさといったものが41％と、一番でし

た。そして、それに続くのが、漫画、アニメも含めた文化・芸術・伝統といったところで、こ

れが20％。続いて自然、そして生活様式・景観という形で続いています。思ったより少ないと

思ったのが、ことば、あるいは技術も少なかったようです。 

 そして、我々の方で、その次のページで関連図という形で応募内容の理由に書かれた内容を

もとに作成してみました。縦軸が目に見えるかどうかという観点で整理し、横軸は左から本来

持っているもの、さらに伸ばしていきたいもの、そして気付いていないものという形で整理を

させていただきました。そして、本来日本が持っているものとしては、豊かな自然があり、こ

れが日本人の気質や感性の源泉となり、生活、ことば、あるいは芸術などにつながっていくと

いう姿が出てきたのかなと思っています。気付いていないものとしては、安全な水、銃のない

社会など、このようなところがいいところだけど気付いていないのではないかという姿が出て

まいりました。 

 これから、御議論いただいて、我々なりにまとめてみたわけですが、取りまとめる際の切り

口、軸について御意見をいただきたいと思いますし、やはり政府のやっている事業でもありま

すので、何らかの政策提言にも結びついていけばと思っております。特に美しさの維持、再生、

創造には、何が重要なのかということも含めて本日御議論をいただければと思っております。

以上が事務局からの御報告でございます。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。 

 ただいま世耕補佐官より御説明がございましたが、有識者の皆様から今の御説明について、

また新たな企画案について御意見を伺いたいと思いますが、その御意見を反映させる形で企画

の詳細については事務局にお任せするということでよろしいでしょうか。御意見いただいた後

でそういたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 今の御説明について、御意見を伺いたいと思いますが、前回と違って逆周りに松永さんより

御意見を伺いたいと思います。 

○松永真理氏 この応募を見ての感想ですが、まず皆さんがとても真摯に書いてくださってい

るということです。次に、内容の分類を見て驚いたのが、「気質」に関するものが随分多いと

いうことです。「自然」よりも多かったのに、意外な気がしました。ただ、その「気質」が
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「自然の風景」の中から育まれてきているというのも、改めて感じられたように思います。 

 私がこの中で一番おもしろいと思ったのが149番の「稲田」と書いていただいたものです。

これは60代の男性の方が書いていらっしゃる文章で、本当に躍動感あふれています。黄金色に

輝く稲田、そこにはメダカがいる、ドジョウがいる、フナッコがいるという、色彩もあれば、

童謡も出てくるし、祭りの囃子の音も聞こえるという、短い文章の中でこれだけの風景を見せ

てくれたということがすばらしいなと思いました。 

 文章としては、これが出色の躍動感でしたが、その上の141番の祭りというのがあります。

私は祭りというところに、日本人の自然観、季節感、伝統美から地域の中で継承されてきたも

の、歴史やそれに込められた知恵や精神性、様式にいたるまで見ることができると思います。 

 もう一つ、祭りというところで、日本全国の祭りのカレンダーができたらおもしろいのでは

ないかなと思いました。祭りというと、有名な観光客が押し寄せる祭りしか知らないですけれ

ども、地域に残っている祭り、それを歴史からいろいろなところを掘り起こしていくというこ

とができたら、すばらしいのではないかなと思いました。 

 以上です。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。次に、弘兼先生、どうぞ。 

○弘兼憲史氏 問いかけが美しい日本の粋という問いかけなので、必然的に気質というところ

に意見が集まったのだと思いました。これが美しい日本ではなくて、力強い日本とか頼もしい

日本とかという問いかけになりますと、これは技術などに意見が集まるでしょうが、「美しい

日本」という形になりますと、やはり気質に意見が集まるのも納得しました。 

 私はこの中で、「日本国憲法」「憲法９条」という意見が多いと思いました。これはそれぞ

れの意見がありまして、日本の平和は憲法９条があったからとは言い切れないところがありま

すので、私は日本国憲法９条というのはちょっと外して考えまして、その平和の「和」という

ところに着目しました。聖徳太子の十七条憲法の第１条「和を以って尊しとなす」というとこ

ろに注目されている方が多かったと思いました。私が調べた限りでは459、950、1221、1308と

10は一緒なのですが、1047、146番というあたりに、聖徳太子の「和を以って尊しとなす」と

いう精神と書かれてあったので、これはおもしろいかなという気はしました。 

 特に1310番の方で神仏儒習合思想について、つまりすべての宗教を日本というのは受け入れ

る国である。例えば中東でしたら、アラーという一神教で神がいて、それをムハンマドが伝え

るという形ですけれども、ほかの宗教は全く認めないのが中東。それに対称的なのが日本、そ

してインドもそうですが、あらゆる宗教を認めるという形で、それで「和を以って尊しとな
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す」につなげるという考え方もなかなかおもしろいかなと思いました。 

 あともう一つ、謙譲という言葉がかなり入っていまして、謙譲、譲り合う、この精神は恐ら

く日本以外はあまりなく、日本固有の感情であると思いましたので、謙譲という言葉にも注目

してみたいと思います。和と謙譲、その辺を推したいと思います。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。では、田中先生、どうぞ。 

○田中直毅氏 価値を維持するということが多分美しさのためには非常に重要だと思います。

しかし、そういう意味での保守というのは、既存するものに対して戦っていないと、あるいは

既存するものに対して警戒心を持っていないと価値の維持というのは難しいわけです。 

 第二次世界大戦後の少なくとも日本の保守党は財政赤字の拡大に対しては、ほとんど関心を

寄せませんでした。しかし、財政赤字が膨れ上がるということは、日本社会を根底から損なう

ことで、この点について日本の保守政治は、少なくとも1960年代の途中から20世紀いっぱいま

では、必ずしも十分な関心を寄せていなかったというのが私の理解です。 

 それから、価値維持のためには、一方で自主独立というか、自分の領域については自分で守

るんだという意識がないと、これもまた非常に脆弱なものになるわけです。 

 そういう視点で寄せられたものを見ますと、私は例えば職人の技について言及されているの

があります。例えば30番、これは要するに自分のできる範囲でもって価値を維持するんだ、あ

るいは自主独立という形で自分の領域を確定するんだ、こういう気持ちが恐らく日本の中にど

れだけあるのか、残っているのかというのが重要ではないか思います。もちろん、科学の分野

での日本の力量は問われていますけれども、しかしそれが職場としてどう生かされるのかとい

うことになりますと、職人といいましょうか、エンジニアリングにかかわるところでの当人の

自負心というのは非常に重要です。それがつながる限り、我々は我々の社会の中の価値維持に

多分成功するのではないかと思います。そういう意味では自分の周りにおいて、職人としての

技、職人としての器量というものをどうやって見出そうと、何とか見出したいと思っておられ

る方の意識というのは非常に重要ではないか思っています。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。次に、庄山先生、どうぞ。 

○庄山悦彦氏 今回この応募を拝見いたしまして、多数の応募がされており、その内容もいろ

いろな角度からで、また前向きなものが多かったと感じています。先ほどのお話だと、更に応

募数も増えているようで、国民的な運動に少しずつ近づいてきたのではないかと思っておりま

す。ぜひこういう形で皆さんが参加されればと思います。 

 私としては、例えば823番の｢技術立国日本｣を選びました。その理由は、私達日本人はもっ
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と科学技術の重要性を再認識した方がよいと思います。今回、技術に分類される分野への応募

が３％ぐらいということで、これは、私達の身の回りにあるいろいろなものが科学技術のお陰

で便利になりましたが、それが当たり前となってしまい、科学技術が裏方みたいなものになっ

ているからだろうと思っています。 

 しかし、日本が各国から評価される国であるためには、日本の独特の科学技術とその成果を

積極的にアピールするべきだと思います。そのため、今回の「美しい国づくり」の中で、この

点を再認識するということが非常に重要ではないかと思い、先ほどの823番を選んだ次第です。 

 過去いろいろな方々が努力して、例えば環境問題や、省エネルギーの分野において、優れた

技術を開発し、世界のお役に立てるものにまでなっています。最近では「技術外交」という言

葉も言われていますが、この分野はやはり日本のすばらしさ、美しさを示す領域の一つではな

いかと思います。 

 日本は、国民の創意工夫と勤勉さを持って、これからも豊かで安全な国を築いていかなけれ

ばならないということは間違いのないことで、そういう意味においては、過去のよいところを

継承し、さらに新しい発展をしていくこの「美しい国づくり」の中においては、科学技術の重

要性を見直すチャンスではないかと思います。 

 現在、上野の国立博物館でダ・ヴィンチ展が開かれていますが、科学技術の力で、芸術と技

術が見事に融合されております。これからはいろいろな分野の融合が、さらに日本の得意芸と

して世界に認識されるようになるのではないかと感じました。 

 以上でございます。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。では次に、川勝先生どうぞ。 

○川勝平太氏 当初の事務局案では「美しい日本の粋」を「30字以内で」という文字制限があ

りました。なぜ「30字以内」なのか聞きましたところ、特に理由がないといわれる。それは粋

なはからいでないので、1文字ふやし、日本文化の粋である和歌を念頭に「31字以内」の方が

いいと提案したところ、受け入れられました。それで「31文字以内」となっているのですが、

そのことに気付いて31文字の和歌にして粋を表現した応募作品は10編ほどでした。意外に少な

かっただけでなく、前回の会議で首相が日本の美しさについて「敷島の大和心を人問はば 朝

日に匂う山桜花」という宣長の歌を紹介されましたが、応募作品に、それにまさるか、匹敵す

るものを期待したのですが、残念ながら、ありませんでした。 

やはり前回の会議で、どなたかが漢字１字で日本の粋をあらわすのはどうかと提案されてい

ましたので、今度はそれを念頭に簡潔な応募作品を探しましたが、弘兼さんの言われた「和」
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ですね。そのほか「和を以って尊しとなす」「和の精神」「和を保つ思いやり」等々、それに

類した応募作品があり、また、理由説明のなかで「和」に言及している作品が数多くあり、私

はそれらの中から応募作品497番の「和」を選びました。この方は、「和」を選んだ理由につ

いて「和は個を生かしつつ、全体が見事に調和した自然界の営みを人間社会に再現し、真善美

を統合した極致だ」と説明されて います。また、「和は十七条の憲法に始まり、国の名前、

伝統、芸術、社会の営みに織り込まれた日本文化の粋である」とも記されています。説明文が

きっかり100字の規定どおりで推敲された文章です。「和が真善美の統合の極致」というのは

立派な見識です。 

もう一つ、生活文化の粋では、先ほど「稲田」が出ましたが、それに類した「棚田」「御

飯」「御飯と焼き魚」「稲作文化」「日本酒」「米」などがありますが、そのなかで「御飯と

焼き魚」が、日本の生活文化の基礎が稲作漁労であることを表現していて、なかなかいいと思

いました。 

以上でございます。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。では、次に荻野先生、どうぞ。 

○荻野アンナ氏 日本の粋のお話の前に、今後の予定について一言よろしいでしょうか。 

 日本の粋と写真を応募する企画のほかにも企画が新たに入っておりますが、今、例えば「日

本の粋」で、カットアンドペーストだというお話が先ほどありましたが、大変なお仕事を内閣

官房の皆様がなさっているわけです。写真というと、またさらに大変な応募数を整理せねばな

らないわけで、この流れでもう一つの企画というよりは、今は「日本の粋」を取りまとめる方

向でもう少し時間をかけて、その上である程度の限定とか、枠が定まった上で応募された方が

労力が節約になるのではないかと思いました。 

 日本の粋自体、これだけたくさんの応募数があり、政策に生かすということを考えると、個

人としておもしろいと思うものよりは、使える、あるいは海外に発信できるというものに目が

いきました。これと思うのは心は定まっているのですが、大笑いしたのは435番の「スーダラ

節」で「スースースーダラダッタ」を「粋粋粋ダラダッタ」で日本の粋という─個人的には

荻野賞ですけれども、これは政策に生かせるというものではなく、ただ、おまけに私はこの方

と意見が逆で、「美しい日本の粋」にはそんなお金は使っていないと思います。能力は使って

いるけれども、お金は使っていないと思います。私はどちらかというと、何も商品は出ないそ

うですが、せめて東京限定永田町バージョンハローキティボールペンぐらいは何か応募してく

ださってある程度選ばれた方には差し上げた方がよろしいのではないかと思います。 
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○下村官房副長官 官邸ボールペンなどもありますね。 

○荻野アンナ氏 晋ちゃん饅頭でも太郎くんちょい悪牛乳カステラでもいいと思いますけれど

も。 

 例えば、本当におもしろいものはいろいろありますし、「箸の文化」はすばらしいと思いま

すし、幕の内弁当は日本の自然が箱に詰められていておもしろいと思いますけれども、履物を

そろえるというのも多数ありました。例えばこれから法案とか立法にするというので、履物を

そろえることというと形にならないと思うので、そういう意味では、739番の60年以上も戦争

をしていないというのがあります。和の心というのが既に出ましたけれども、60年以上戦争し

ていないというのは非常に具体的で、これは世界のどの国に対しても誇れる事実だと思います。 

 例えば、ホタルのある景色ですとか、棚田とか稲田といいますと、存在するものもあります

けれども、かなり失われてしまったものへのノスタルジーであったりします。それを回復しよ

うということでしょうけれども、それに対して今あるもの、具体的なものというので739番を

私は推したいと思います。 

 あともう一つ、何番かわからないんですけれども、先ほどずらっと見ておりますと、「日本

人は全員詩人だ」という表現がありました。単品で和歌とか俳句とか日本語の表現を選ぶ方は

たくさんありましたが、海外に発信するというとき、「日本人は全員詩人だ」というのは非常

にインパクトがあり、またこれは好むと好まざるとかかわらず、本当に生死にするまでに、ど

こかで和歌、俳句にかかわっているわけで、そういう意味で２つが嫌な言い方ではありますけ

れども、使えるものだなという印象を持ちました。 

 あともう一つ、これは御提案になるのですが、憲法９条というのが予想外に入っていました。

感想を言わせていただきますと、憲法９条が思いやりやおかげさまと一緒に気質の中に分類さ

れているというのが、これは我々当たり前というか余り気がつかないかもしれないですけれど

も、恐らく海外だと皆さんびっくりされると思います。それは善し悪しではなく、日本の独自

性といいますか、理屈ではなく感性で、それこそ「和を尊ぶ」表現と思い、要するに全く政治

色のつかない気質としての憲法第９条や憲法というのを、非常にニュートラルなこの場から発

信し、問いかけることができるのではないかと思いました。気質として和を尊ぶ心があり、そ

の中で憲法への関心が高いということで改めて気づいたのですが、私どもは憲法をきちんと読

む機会が意外とありません。提案として、全くニュートラルな立場から憲法の読書感想文を応

募してはいかがでしょうか。例えば、英訳と仏訳といった日本語以外の言語で憲法を読むと、

また全く印象が異なります。どのような立場でも良いので、改めて憲法を読み直し「感想」を
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送るというプロジェクトがあっても良いのではないかと思います。 

 今まで、「美しい日本の粋」にせよ、他のアイデアにせよ、既に御用意いただいたものを検

討していく形でしたが、前回、弘兼さんが１字で日本を表すというコンテストを提唱されまし

た。同様に私も企画会議からの発案として提唱させていただきます。 

 また、そのようなことを行っていくためには、全員で毎回集まり会議をするという形はとて

も大変です。既に、具体的に幾つかのテーマに分類されていますので、例えば伝統・文化・芸

術とことばを合わせ３つか４つほどに分類した上で、幾つかのワーキンググループを形成し、

具体的なことに当たることができればと思います。 

○平山郁夫座長 では、ただいま塩崎官房長官が御出席になりましたので、一言御挨拶をお願

いします。 

○塩崎官房長官 他の委員会があったため遅くなり恐縮です。また委員会に戻らねばならず、

後ほどまた失礼させていただきます。 

 いずれにしても、有識者の皆様方には大変お忙しいところ、本日第２回目の「美しい国づく

り」企画会議に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 美しい国づくりプロジェクトは、さきに第一弾企画、「美しい日本の粋」の公募で国民とと

もに日本らしさを見つめ直すことから始めたところです。国民一人一人が日本らしさを見つめ、

その中からこれからの21世紀の日本において大切にしていかなければならない様々な価値、あ

るいは人類の発展に貢献できるような普遍的な価値を共有財産として見出していきたいと思っ

ています。 

 さきに安倍総理が提唱した温暖化対策ビジョン「美しい星50」においても、日本のよき伝統、

すぐれた最先端技術、環境と調和した美しい社会の仕組みなどの日本らしさが重要な要素とし

て掲げられています。これは、先般日本経済新聞社のシンポジウムにおいて、「美しい星への

いざない」というタイトルで総理が発表したところです。 

 このような中で、今回は第二弾の企画として、国民一人一人の日本らしさへの気づきが、さ

らに幅広い世代に広がるような企画と、大切なもののための実践行動を促すような企画の検討

をお願いしたいと思っています。 

 次に、４月20日の開始から１カ月以上たった「美しい日本の粋」では、国民から1,800余り

もの真剣な御意見をいただいています。応募されたものを取りまとめる上で、何を大切にして

いくべきなのかを浮かび上がらせたいので、皆様方から切り口や軸についての御意見をいただ

きたいと思っています。 
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 また、今後政策提言に結びつけることも念頭に置きながら、大切だとされた美しさの維持、

再生、創出には何が重要なのかということについても忌憚のない御意見をいただきたいと思っ

ています。美しい、あるいは日本の粋だと思っていただくだけでは、政治の場に皆様方にお集

まりいただいている意味がないので、どのようにして、それを守り、あるいは育てていくこと

ができるのかという政策提言に結びつけていくことが極めて重要であると思っています。 

 一方で、国内に住む日本人が自分ではまだ気づいていない美しさ、あるいは大切なことも多

くあろうと思います。さらに伸ばしていくべき美しさ等と併せて、皆様のお考えを遠慮なく御

披露いただいて、御審議をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。では、続いて岡田先生、どうぞ。 

○岡田裕介氏 私は、少年犯罪への対策という観点も含め、やはり日本の教育の中で、きちん

と敬語を教えることによって、敬語を使うということが非常に大切なことのような気がします。

これは国会を見ていても感じることです。討論ではあったとしても、公式の場などでは、自分

たちの中でもう少し汚い言葉などを自粛していく。やはりこのようなことをきちんとしていく

ことが、日本人の基本的な本能ではないかとは思っています。 

 「美しい日本の粋」でも、かなりの方々が、日本語、敬語の大切さを挙げています。いただ

きます、ごちそうさま、ごめんなさい、ありがとう、もったいない、という言葉は謙譲に結び

つきます。また、ある意味では、今回ことばへの応募は７％と出ていますが、気質とことばが

混同され、同じような観点で書かれていると思いますので、半数近くの方が何か日本人の精神

的なものを取り上げていただいています。今回、私もそのように捉えているのですが、非常に

うれしく思いました。 

 そして「美しい日本の粋」と言ったとき、私はこれ非常に難しいと思いました。今の憲法９

条の問題もそうなのですが、この中でかなり政治的な内容が含まれてくる。つまりどういうこ

とかと言えば、工業国の日本というものと、自然を大切にしようというものは、相反するもの

だと思います。新幹線、橋、ロボット、そして弘兼さんの漫画、私どものアニメと、祭りや和

菓子などとは余り同等感がない感じがします。進歩した日本という捉え方と今までのものを残

そうという捉え方が、割と混在している気がしています。この討論を聞いていても、そのよう

な感じがとてもします。ですから、個々人は自由なお考えで良いのですが、座長として取りま

とめされる時には、要するにどの方向へまとめていけば良いのか、お考えいただきたいと思い

ます。 
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私も今回応募内容を読ませていただいた中で、実は気づかなかったというか、なるほどそう

なのかと思ったのですが、一番最初から読み進めた際に、10番「日本語の重要な位置にある漢

字のまず、形や意味を明快にすること」というのがありました。たまたまトイレに行ったとき

に、和式、洋式と書いてある。和という言葉は確かに日本を表しているということを初めて何

となく感じ取れたし、それでいて先ほどから出ているような定義を含めて、結構なかなかの意

味合いで使われていると初めて気がつきました。自分は今回、これを推奨するとかということ

だけではなくて、そのような感覚を自分が気がつかなくて、これが日本の誇れるものであり、

粋ではないかと思いました。他にも48番「長寿」というものもあり、割と自分で面白いと思い

ました。長寿国であると。要するに命を大切にして、結構良い国なのではないのかという言い

方です。これは、何か直していこうというものではありませんが、なかなか単純でいて良い日

本の見方をしていると思いました。 

 また、202番は「海に囲まれた平和な島国」なんだということをきちんと自覚していく。国

境がない、つまり日本は大陸から離れた一つのきちんとした平和な島なんだよ、という何か原

点みたいなものを読んだときに感じました。他にも自分が感じたところはいろいろあるのです

が、629番「日本人にとって水と安全はタダのもの」と思っている感覚。でもこれは基本原則

としてすばらしいことですよね。日本を、今どのように直していくのかということではなくて、

日本の中で自慢できるものとして、今回私がどれをおもしろいと思ったかという観点で選ばせ

ていただいています。 

 1,066番に、日本は美しい国だという国民の自覚が美しい国づくり、とあります。逆説のよ

うでもありますが、要するに自信を持って、自分たちがこの国は美しいんだと思う心こそが美

しいのではないかというような観点だと思いますので、意外にこういうものが私にとってはお

もしろく感じられました。 

 でも、いろいろなことを発見させてもらったというか、三宅さんとの雑談で、自分は、政治

っぽくなってくるのを今回なるべく避けていきたかったのですけれども、命を大切にする中で、

やはり銃を使った犯罪というのをどのようにして撲滅していくかということは、そういうこと

を論議する場所でもないとは思いますが、核兵器の問題とかいうより、小さなところで単純で

はありますが、やはり日本の一つの大きな課題だと思います。ただ私もいろいろ刑法の話は専

門の人からお聞きしたことがありますが、必ずしも刑法を重くすればいいという話でもないと

思うのですけれども、アメリカでの銃を持っている方がいいですよね、やはり自分たちを守る

ためには必要ですよという感覚と、今の日本の銃を持っているのはおかしいよというのは、相
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反する日本独自の結構おもしろいというか、興味のあるところではないかと思います。ですか

ら、日本が例えば刑法で銃を使った犯罪に対してはもっと重い刑を科するということは、それ

で犯罪が減るかどうかは別として、また議論をされている。ですが、そういう社会というもの

が、結構日本独自の誇れることではないか。このように少し別に考えてみたということです。 

 私の今の総括では、今挙げたような、少し文章的にはよくないものもありますが、文章で選

ぶというよりも、何となく思いというか、自分が気がつかなかったなと思うところを拾わせて

いただきました。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。では次に、井上先生。 

○井上八千代氏 私も和という字、和みであるとか、和らぎであるとか、使い方はさまざまですけ

れども、和ということを使った場合ですと、いみじくも川勝先生と同じ497番か、85番か、という

ように思っておりました。 

 それから、少し捨てがたいのが821番。おもしろみはないのですけれども、理由の文章がどうか

と思うのですけれども、一期一会ということ。これが出てきまして、捨てがたい。やはり人と出会

うということの大切さみたいなものを一言で表現するにはよろしいかなというように思いました。 

 それから、日本人にしかない繊細さと独特の感性みたいなものを何か一言で訴えるものがないか

と思いましたのですけれども、なかなかなくて、そういう意味合いで言えば、56番の虫の声や、こ

こにはないのですけれども、お月さまのこととか、そういうもう少し違った表現のものが出てくれ

ば、当たり前と言えば当たり前ですけれども、こういったことも取り上げてみたいことではあると

思っています。 

 １つを選べと言われたら、497番かなというふうに思っています。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。次に、石井先生、どうぞ。 

○石井幹子氏 まずいただきましたたくさんの応募、大変興味深く、ああこういうことを粋と

考えている人たちがこんなにいるんだという大変新しい発見がたくさんあったような気がいた

しました。 

 それで私は１つ選ぶということでありますと、たまたま中近東の国々に行って帰ってきたと

いうこともあるのですが、335番の豊かな森と清らかな水に恵まれた国ということは非常に私

自身に強くアピールがありました。やはり飛行機で日本に帰ってきて上空から見ますと、本当

に日本は緑が豊かで、そして水田に水が入って、殊に今の時期はそうですが、本当に美しいな

と思いました。世界中でこれほど緑の豊かなところというのは、もしかしたら数えるほどしか

ないのではないかという気がしました。またここに書いていらっしゃる方が自然との共生とい



14 

うこと、それを世界に発信したいということ、そして環境技術を含め、世界に貢献できる美し

さになってほしいという未来のことを含めて言っているということで、私は非常に今回のプロ

ジェクトにぴったりの言葉ではないかというように思った次第です。豊かな森と清らかな水に

恵まれた国ということで、先を見ていこうということです。 

 そして、あわせて申し上げたいと思うのですが、「美しい日本の粋」の主な応募内容の４ペ

ージ目のところですけれども、この分類の方法は大変結構だと思うのですが、ぜひここに時間

的な軸を加えていただきたいと思います。かつてあったけれども今はない、何か自分の心の中

に幻としてあるようなものもかなりこの中にはあるのではないか。美しい自然であるとか、清

流とか白砂青松というようなものは探せばないわけではないけれども、極めて少なくなってし

まっています。かつてあったものでそれを残したいというものも含め、前、それから今、それ

から先という過去と現在と未来ということの時間軸でもう一度整理していただきますと何か見

えてくるのではないかというような気がします。 

 先ほど官房長官から大変心強いお言葉を伺いまして、非常に私はよかったと思っていますが、

政策提言に最後は結びつけようというところに、官邸でやる意味がとてもあるというように思

っています。最初この「美しい日本の粋」を国民から募集するというとき、それからまたあわ

せてフォトコンテストをするというようなことを伺ったとき、これは果たして官邸がやること

なのかなと、むしろ民間のエージェント、広告エージェンシーがやっても良いようなことでは

ないかなと、実は少し心配な気持ちがありました。しかし、むしろこのフォトコンテストとい

うのは、今このように皆様がお書きになった1,800の御意見がビジュアルな形で見えてくるも

ので、今はやはり、例えば100の言葉、200の言葉を費やすよりも、ワンショットの絵や写真で

見せた方が皆が分かる、という非常に手っとり早く分かる共通のイメージを作っていくための

ツールとして考えれば、それも大変いいのではないか。 

 そして、やはり到達するところは政策提言であり、そういう意味で私は日本は今後世界に対

して何ができるのか、まさに美しい星を守っていくためにどうしたらいいのかということを、

さまざまな伝統や文化の中から培われた現在持っている日本のすばらしい技術、例えば自然エ

ネルギーを使っていくことであるとか、省エネ技術や環境汚染に対する技術というものを、今

後どのような形で広めていけば良いのかといったものも折り込んだ提言に是非したいと思いま

す。やはり美しい国を、汚くしてしまったものを取り返して、もう一度ここにあります自然を

美しくし、自然から培われた気質を見つめ直し、そして世界に向けて発信していくというよう

なところが着地点であれば大変いいと思っています。 
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○平山郁夫座長 ありがとうございました。それでは、山内先生お願いします。 

○山内昌之座長代理 政策提言ということになれば、またそちらの方から逆に遡及して考えれ

ば難しい問題もあるのですが、ひとまずここでは、たたき台の中で描かれたイメージを、政策

として活かしていけば非常に活きてくるものは何かという具合に考えたいと思います。その際

にすべての問題は、やはり表現や言葉、自分の思っているところを他者にどのように伝えるか、

という工夫に関わってくるのではないか、と感じた次第です。とくに、和というのは大変素晴

らしい言葉であり、豊かな森と清らかな水という表現もやはり美しい言葉の問題でもあります。 

 したがって、いろいろな気質、他人のことを思いやる心、規律正しさ、生活様式、自然、感

謝の気持ち、このような繊細な事象をあらわす際に、今日本人の基本となる言葉が揺らいでい

るのではないかという思いを感じるところがありました。１つだけということになれば、日本

の粋とは、925番のキャッチフレーズが良いのではないかと思います。「言葉は人を優しくす

る、言葉は人を強くする、不思議な言葉」となっており、行動と言葉との関係、言葉によって

勇気づけられる、言葉によって人を尊敬する、お互いを尊重し合う、そしてその触れ合いが日

本の国民各層をもう一度結びつけていくことになります。このような観点から、正しい言葉と

いう問題を私としては重視してみたいと思うわけです。 

 今後の企画についても、例えば人を優しくする言葉とは何か、人を強くする言葉とは何か、

というように、将来の企画につながる形で具体的に募集するということも可能ではないでしょ

うか。 

 925番のような問題意識は、もったいない、お互いさま、お疲れさま、といった労りの気持

ち、さらには自然や美の表現などにも関わってきますので広がりも帯びるのではないかと思い

ます。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。 

 これで一回り、それぞれの立場から御発言いただいて大変ありがとうございました。 

 こうした日本の粋というものを募集し、たくさんの応募されてきた中身を拝見しますと、

1,800に及ぶ様々な御意見の裾には、まだまだ深い様々なお考えを持った人がいると思います。

非常に真剣に真面目に考えているので、それぞれの立場から見直したという点、私も大変共鳴

しました。 

 先ほど来、それぞれの立場でお話をお伺いしましたが、真善美として考えれば、工業製品、

例えば飛行機でも船でも電化製品のあらゆるものは、性能を発揮すると美しさが出てきます。

美しさというものは、非常に合目的的といえるのでしょうか。そして、それを使う立場に立つ
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と倫理観が重要です。車やいろいろなものはきちんとルールに則って、これを運用しないと性

能が良いだけに事故を起こすなど大変な惨事を招きます。そういう意味では、ここにある美し

さ、自然とか和などは、全てこれに帰すると思います。 

「和を以って尊しとなす」と言いますが、ではこういう日本人の価値観はどこから出ている

か。古い時代、日本列島に縄文、あるいは弥生、あるいは古墳時代と、歴史以前の時代が長く

続きました。ある時代に、日本を統一する際、ここからは私の個人的な独善なのですが、大和

政権が勾玉、銅鏡、鉄剣という三種の神器を象徴としました。石と銅と剣の神器は、私は様々

な時代に時差を持って日本列島に渡ってきて移り住んだ、それぞれの文化を象徴していると思

います。これが征服王朝であれば、以前の文化を全く否定して、全て壊してしまうわけです。

日本の場合は、ベーリング海を渡る、南から渡る、あるいは日本海を渡ってくる、様々な系統

の種族がいたと思いますが、石器、銅器、鉄器を象徴とするように、それら皆で仲良く住みま

しょうということ、これが大和政権の「和を以って尊しとなす」ということではないかと私は

解釈をしています。何故「和を以って尊しとなす」ということが象徴的に言われているのかと

いうことは、決して騎馬民族のような征服王朝ではないことによるものと思っています。 

 日本人の宗教観についても、様々な宗教を入れて、クリスマスをやったり、除夜の鐘を迎え

新年を送ればお宮参りをする、という非常に様々な価値観を寛容な気持ちで入れています。決

して原理教ではないという意味での日本人の価値観、これは自然と共生することで様々に混ざ

り合ってきているのではないかと思いますが、お年寄りから若い方まで、それぞれの立場から、

31文字にそういうことを訴えているのだと思います。この大変健全なご意見を上手に扱えば、

また新しいものが生まれてくるのではないかと思います。 

 いろいろとご意見がありますが、文化を築く原則として、例えばローマ帝国やアジア、唐の

文化を見ますと、自分たちの軸となる精神性や文化というバックボーンを一本通しながら、ゲ

ルマンや地中海文明などを全部取り込んでいる。古いものを大事にしながら新しいものを入れ

るという包容、寛容さが多数民族を抱えても大ローマ帝国が300年間平和であった理由です。

唐の場合も、漢文化を軸にシルクロードやインドを通じて、ヘレニズムなどが入ってきていま

す。ですから、非常に幅のあるユニバーサルな文化が生まれた。これが一神教になると、もう

お互いに争うということになる。 

 では、日本はどうかというと、当時の国際交流のために諸制度、文化を海外からとり入れ、

そして仏教が伝来しましたけれども、これを神仏混交で迎えています。先進した文化に全てを

のみ込まれないという非常に地方的ではありますが、日本人の精神を一本通しながら本当に貪
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欲に吸収し様々なものが生まれています。明治維新には和魂洋才がありましたが、これは現代

でもあると思います。こういう精神は日本人以外にアジア含まれていると思います。日本人や

アジア人が気持ちを失わず、科学技術の進んだ欧米の合理性や科学技術は学ぼうとしてきまし

た。日本は島国で非常に地域性がありますけれども、この精神が今日までの日本を支えている

と思います。 

 こういうものがばらばらであっても、日本の粋として非常に良い形で入っているのではない

かと思いますので、事務局にまとめていただいて、日本人の包容性というか、決して原理教で

ない幅のあるところが政策提言の一つになるのではないかと思います。 

 例えばパレスチナの紛争、あるいはアフガニスタンやイラク戦争など、治安の問題でますま

す深みにはまり大変なときにあります。これに対し日本がいろいろな意味で協力していますけ

れども、やはりこの文化の面で一神教同士の争いに日本のよさとして包容力のあるところで接

すると大分違うのではないかと思います。加えて日本が60年間戦争をせず、60年間一発も外国

に対して銃弾を打っていないということは、希有なことです。日本は、人道面や文化面、ある

いはＯＤＡで様々に支援しながら、そしてまた武器輸出をしていません。常任理事国が平和を

言いながらも、いろいろな国の武器がお互いに飛び交っているという状況の中で、日本はそれ

だけはないということです。ですから、特に今、中東の現地で毎日悲惨な目に遭っている方な

どは、日本はそういう意味で何とか和平につながるようにお願いします、ということを言いま

す。 

 その点では大いに日本は誇りに思って、いろいろの面でお手伝いすると。そういう点では山

内先生などは専門家で中東関係のことをよくご存じだと思いますが、そういうものの具体例が

この日本の粋の中に出てきていると思います。今日は皆さんから大変貴重な御意見をいただい

ていますので、もう一度事務局でよく分類していただいて、さらにまた議論を続けていきたい

と思います。 

○荻野アンナ氏 発言してもよろしいでしょうか。 

○平山郁夫座長 どうぞ。それぞれ御意見を伺いましたけれども、それに対して御意見を伺っ

ても結構です。 

○荻野アンナ氏 一言ですが、さきほど石井さんがおっしゃった、政策提言につながっていく

ということはいいことだと、私も全くそう思います。 

 ただ、他の有識者の方々がおっしゃられたように、余りにも様々なレベルのことがあり、政

策につながる部分とつなげずにあえて活用する部分とを、２つはっきり分けて考えねばならな
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いということを今日感じました。 

 例えば物づくりであるとか、環境であるとか、そのようなものは、政策提言すべきレベルで

あるのに対して、先ほど憲法というときに、何となく政治的であってはならないという思いが

有識者それぞれにあった、その反応は私も感じました。ですから、政策提言とは別のレベルと

して考えるべきものもあり、先ほど読書感想文と言いましたのも、政治と全く関係なく憲法に

ついて感想を述べる唯一の場かもしれないと思って御提案したような次第ですので、そのレベ

ルを分けるということを少し考えねばと思います。 

○平山郁夫座長 わかりました。いろいろ先ほど御意見を伺いましたが、それについて、足り

なかったところ、あるいは発言されたことに対してさらに御意見をいただければと思いますが、

どうぞ御発言をお願いします。 

○岡田裕介氏 政策提言をまとめるということになりますと、具体的にどういうことなのかと

いうことを一回お示しいただかないと。例えば美しい山河をどうしますか、残そうにも政策提

言が無いのなら、これはやめましょうということではないでしょう。そういう言い方をすると、

美しい空をどうするんですかと言ったら、守りましょうということになるのではないですか。

それでいて僕が先ほど言っているのは、先進技術、新幹線、橋、ロボット、こういうのは伸ば

していきましょうになりますよね。そうすると、矛盾が起きてくる。要するに工業地域をつく

るということは自然を破壊していくということであり、この会議が２つ同時に提言していくと

いうことは、相矛盾を起こしてくるのではないかと。だから、政策提言の時に、どういう具合

に何を残していきましょうというのは、ここでもう日本語なんかどうでもいいよという議論に

なるのか。政策提言と言われても、どういうのが政策提言なのかがもう一つ具体的に見えてこ

ないんです。 

○荻野アンナ氏 その場合、例えば美しい空を残しましょうということと、工業化をロボット

などの技術、テクノロジーで進めましょうというのは、必ずしも矛盾しないですし、例えばＣ

Ｏ２を固める技術とかそういうものを出さない技術とかというとつながると思うんですね。で

すから、そういう意味で、今余りにもまだ広いので、更に各分野でまとめていただくというこ

とは必要かもしれないですね。 

○岡田裕介氏 その矛盾はいつもあるんです。ＣＯ２を出さなくて済むと言われますけれども、

現実には何もしない方が出ないわけです。究極のことを言うと、自然を守りましょうというこ

とは、動かさないことですよ。 

○荻野アンナ氏 究極はそうですけれども、我々は原理主義者ではないですし、和を尊ぶので
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適当なレベルで出せるとも言えます。 

○岡田裕介氏 その時に２つを、１番、２番と並べることは、この会議の提案としては矛盾を

起こすのではないでしょうか。提案というとどういうことになるのかが、もうひとつ具体的に

よくわからないところがあるんです。 

○平山郁夫座長 工業技術が本当に進むんでしたら無公害なんですけれども、その貸し借りが

まだ完全に合理的にいっていないというところではないでしょうか。ですから、例えば化石燃

料からも無公害のエネルギー源を重水素で出すとか、太陽熱とか、いろいろ進めばもっともっ

と公害なしで、生態系を壊さないよう自然の摂理に反することなくいけるのではないかと思い

ます。それが理想の世界ですが、またそれに対しての矛盾や破綻が出てくると思います。です

から、やはり真善美だと思うんですね。バランスを崩すと破綻が出るというところではないで

しょうか。 

○石井幹子氏 私まだ今日２回目でございまして、言ってみれば何か年度内にというぐらいの

スパンであろうと思いますので、今回「美しい日本の粋」というものを分類して出てきたもの

をみると、水平軸でも極めて多様だし、時間軸でも非常に多様なものが出てきました。この会

議では様々な分野の方たちが集まっているわけですから、いろいろな角度から討議をしながら、

これまでの政策提言とは一味違った何か大勢の方たちの共感を得ながら、開発して何か新しい

ものをつくっていければ良いと思います。これまでの２０世紀型ではない２１紀型の政策の方

向が見えてきたら大変良いのではないかと思います。その時に日本人としてのアイデンティテ

ィー、これまで日本で培われていた文化、そして守るべき自然、様々なそういったバックグラ

ウンドを踏まえながら、今後討議を重ねていく中で、フォトコンテストであったり、いろいろ

なツールとして出てきて、それが一般の方たちにもっとわかりやすく浸透していったらいいな

と思います。これまでにない新しいことをやっていくというのが私はここで是非求めるべきこ

とではないかと思います。 

○平山郁夫座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。どうぞ御発言願います。 

○松永真理氏 フォトコンテストも素晴らしいと思いますけれども、あらゆる美しさを対象に

携帯でも写真が撮れるとなると、もう膨大になってしまいます。それで先ほど私は祭りという

視点で何か切ったらどうだろうかと、そうすると今まで地方に埋もれているものがいろいろと

見えてくるし、そこに発見があると思います。枠組みというか、切り口みたいなものを設けた

方がいいのではないかと感じました。 

○平山郁夫座長 ありがとうございました。「美しい国」といっても皆が初めはわからないと
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言っていました。また、いろいろなことを政府が言ってもなかなか応答が無いというのがこれ

までの状況でした。しかし、今回、広告を出したりして「美しい日本の粋」として、どこが美

しいのですかという質問を出したら、2,000通弱の真面目な応答があったことに大変興味を持

ちます。時期的にも、教育の問題、しつけの問題或いは社会的な様々な現象にも即応して、こ

れ以上おかしくなったらもうたまらないという時期に来ているのだと思います。また、どこか

でけじめをつけて、もう豊かさだけのものでは、今の第４世代、若い世代は何か足りないと感

じている時期に来ているのだと思います。そういう時期の中で、こちらからいろいろ注文を出

し、全員参加ではないですけれども、多くの方が応答されるかと思っていましたら、これだけ

の非常に真面目な応答がありました。これは、皆さんが興味を持ち、いろいろ考え出し、これ

が広範囲に広がってきているということだと思います。 

○荻野アンナ氏 先生のおっしゃるように、これまさにギリシャ人もびっくりの直接民主主義

ですよね。 

○平山郁夫座長 新聞各社が世論調査のようなことやっていますが、個々いろいろなばらつき

がありますし、偏向している場合もありますし、本当の世論をとらえているのかどうか、疑問

な点も伺えます。そういう点で直接投票と同じで「美しい日本の粋」に対して応募が出てきた

というのは、これは大変なことだと思いますね。ですから、いかがでしょうか。こういうのを

何回か積み重ね、携帯で写真を撮るのも含め多くの方の参加を促すよう、一遍行き着くところ

までやってみたらどうでしょう。 

○荻野アンナ氏 松永さんのおっしゃるように、確かにある程度テーマ性がはっきりした方が

皆様のというか、内閣官房の方の労力が少しは軽減されるかもしれないですね。 

○平山郁夫座長 しかし、圧力があるということが大きな応答ですので、ちょっと身に余るぐ

らいですね。どのぐらい波が打ち寄せて返してくるのかという、これも一つ興味があります。

子供でもパチパチ写真を撮れますし、そのような写真が広く認識されると、新聞で３０年後は

３分の１日本人が少なくなる云々とか過疎地帯の話が報じられている中で、都市への一極集中

ではなく、我が故郷へ帰って美しいところで余生を送りたいと思う人も増えれば、非常に良い

循環になると思います。呼び戻すために、家を造ったり、珍しいことをしたりすると、一時期

は人が寄ってくるでしょうけれども、根本的な原則的な合意というのがあると、これはもう違

うと思いますね。生まれ故郷や大きくは日本国にどういう思いや意識を持つかという、そうい

う大きな原則が出てくることを期待しますね。それが今で言うどんな時でも日本を守っていく

のだという、我々の美しい国を守るのだという、それを意識に還元されるのではないかと思い
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ます。内閣官房の「美しい国づくり」推進室は大変だと思いますけれども、そういうことを踏

まえてひとつ御足労を願って、宜しく第２弾の手だてをお願いします。 

 それでは、世耕補佐官から今後について説明をお願いします。 

○世耕総理補佐官 ありがとうございました。 

 私も冒頭政策提言ということを言ったわけですが、何も今すぐ答えをというようなことは全

く考えていません。ただ政府官邸でやっている以上は、単なる文化評論に終わるのではなくて、

自然と何か結果が出てくれば良いと思っています。今単純な私の頭で考えると、例えば景観保

護を少し政策として考えた方が良いのではないかということが、最終的に出てくればというこ

とでございます。今これだけの国民の皆様からの意見も集まってきていますので、先ずはじっ

くり議論を煮詰めるというところからスタートをしていただければと思っております。 

 今座長から御指示がありました通り、第二弾の企画も、これが一体どういうことになるかは

っきり言ってわかりませんが、チャレンジ精神をもって頑張ってやって参りたいと思います。 

 第３回目の会合は、本日の議論も含めまして６月下旬を目処に本日の議論の続きを行わせて

いただきます。また有識者の皆様からいただいた御意見を踏まえて「美しい日本の粋」を取り

まとめるための切り口ですとか、あるいは座長からお話のありました軸、この中で軸が何なん

だろうかということについての御議論もいただければと思っております。 

 そして、「美しい日本の粋」の企画の今後の応募状況や議論の進め方については、随時御相

談の上、次回の日程を調整して事務局より連絡させていただきます。 

 また有識者の先生方には第二弾の企画の発表を始めとしたプロジェクトの最新の動きについ

て情報提供してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○平山郁夫座長 長時間にわたってどうもありがとうございました。 

午後 ６時３１分 閉会 



番号 日本の粋とは 理由 年齢層
性
別

有識者名

907
侘び　寂びを受容する心。渋味、苦味、酸味等
を滋味とする衣食文化

日本の豊かな四季が育んだ情緒は人の心に衣食住に大
きく影響している。口に出さない心の言葉、表現しにくい味
をも美味に変える繊細さは恐らく日本独自の文化だと考え
る。こんな感性は未来永劫まで育て磨きたい。

70歳以上 男 平山

925
言葉は人を優しくする。言葉は人を強くする、不
思議なもの、ことば

何気ない行動に有難うと言われ心が温かくなった人、落ち
込んでいる時に掛けられた言葉によって勇気づけられた
人は沢山います。更に尊敬語、謙譲語、丁寧語、美化語、
正しく遣えば、美しい心の交い合いが生まれます。

60～69歳 女 山内

149 稲田。

黄金色に輝く稲田。そこにはメダカかがいる。どじょうがい
る。鮒っ子がいる。バッタがいる。こどもたちがいる。ジイジ
やバアバがいる。祭りの囃子の音が聞こえる。。。、「今日
も元気だ、ごはんがうまい！」

60～69歳 男 松永

1310
聖徳太子の、「神仏儒集合思想」、「和をもって
尊しとなす思想」

資源がなく、小さな島国であるにも関わらず、時代を追うご
とに繁栄する日本文明。　これは、他の宗教・文明をフレキ
シブルに受けいれ、学ぶ姿勢にあります。　２１世紀の人
類のモデルとなる思想だと思います。

40～49歳 男 弘兼

30 職人の技

効率化と機械化に流され、日本人ならではのきめ細やか
な細工や、緻密なものを作る技術が次の世代へ伝えられ
ることなく、失われようとしているように思えるので、職人の
技にしました。

30～39歳 女 田中

823 技術立国日本

日本を戦後の焼け野原から今の経済大国に押し上げたの
は、日本人の持っている手先の器用さと知識が生み出し
たものづくり日本(技術立国)です。現在ナノテクノロジー、
ロボット、環境技術は世界をリードしています。

30～39歳 男 庄山

497 和（やわらぎ）

「和」は、個を生かしつつ全体でみごとに調和した自然界
の営みを人間社会に再現する、真、善、美が統合された極
地。「和」は十七条の憲法に始まり、国名、伝統、芸術、社
会の営みに織り込まれた日本文化の粋である。

40～49歳 男 川勝

739 ６０年以上も戦争していないところ。

世界で唯一原爆を落とされながらアメリカを恨むこともな
く、戦争を放棄している日本。平和でない国は美しい国どこ
ろではない。「一切戦争とは関わらない！」とても美しく、世
界に誇れる姿勢ではないでしょうか。

20～29歳 男 荻野

1066 日本は美しい国だという国民の自覚

世界の人たちから美しいといわれた日本の国をその国民
だという自覚を持っていれば、ここがそのように生活すれ
ば、美しい日本の国は大丈夫ではないかと思う。美しい日
本国の国民である自覚を持つことが何より大切だと思う。

50～59歳 女 岡田

497 和（やわらぎ）

「和」は、個を生かしつつ全体でみごとに調和した自然界
の営みを人間社会に再現する、真、善、美が統合された極
地。「和」は十七条の憲法に始まり、国名、伝統、芸術、社
会の営みに織り込まれた日本文化の粋である。

40～49歳 男 井上

335 「豊かな森と清らかな水に恵まれた国」

自然との共生を大切にしてきた先人の教えは、今こそ国是
として世界に発信できる概念だと思います。環境技術を磨
き、世界に貢献できる美しい国になってほしいと思います。
私はシンプルライフを実践しています。

50～59歳 男 石井

（参考）「美しい日本の粋」に応募があったものの中で、有識者が選んだもの


