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はじめに
①２年前、山口短大の「比較文化」の授業で
「日本文化を世界に！」というテキストを使用
（15章からなり、授業では５章まで履修）

② 全15話の中には、我々日本人でも意外と知らない
と思われる話があるので今回はその中から 6 件を
ピックアップして紹介することにする

ﾃｷｽﾄ：英宝社 Let’s Introduce Japanese Culture!

（日本文化を世界に！）



紹介する話題
1. 東京スカイツリーの秘密

Superb! Tokyo Skytree

2. 高品質の日本テクノロジー
Japanese High-Quality Technology

3. 健康にいい、色彩鮮やかな日本食
Healthy ＆ Colorful Japanese Cuisine

4. 平和とおもてなしの日本ロボット
Hospitality and Peace in Japanese Robots

5. サムライ
Samurai Spirit

6. 神様と仏様の出会い
Shinto's Encounter with Buddhism in Nara
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1. 東京スカイツリーの秘密
東京スカイツリー：
・自立式（free-standing）電波塔、 高さ 634m

・2012年5月22日オープン、東武グループによって建設された、押上 業平橋駅
・Design Concepts･･･

①時空を超えた都市景観の創造 ②まちの活性化への起爆剤
③都市防災「安全と安心」への貢献

① 東京スカイツリーは何を具象化しているか？
－過去の伝統美と近未来の融合

A  fusion of traditional beauty and neo-futuristic design

② 東京スカイツリーが地震に強いのはなぜ？
－五重塔の芯柱制振構造を採用。芯柱が、外枠に接しておらず振動
を制御するcounterweightとして働いている。
芯柱：375mH の強化コンクリート円筒柱
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1. 東京スカイツリーの秘密
③なぜスカイツリーは見る場所によって見え方が違うのか？
－タワーの地上真上では三角形、上へ行くにつれて丸みを帯びた三角形に

320mHでは円形に変化する構造になっている

④ 建築家が伝統的日本建築や日本刀作りから取り入れた技法とは？
－上部･･･日本の伝統建築の列柱からむくり (凸型、丸みを帯びた曲線、arch rise)

－下部･･･日本刀の持つそり (凹型、なだらかに反ったライン、warpage)

⑤塔の色として藍白(Skytree white 白磁の様な）を実現するために
採用した何の技法は？
－藍染めの技法（白地に少量の青みを添加する手法 白殺し）

東京スカイツリーは過去と現在の素晴らしい結合であり未来への扉を開くであろう
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2. 高品質の日本テクノロジー
①日本の製造業は今日世界の厳しい競争の中にあるが他の国には
ない日本固有の技術的特徴があるという。それらとは？

－「コンパクト志向」(Compact)･･･小さなものへの日本人の愛着
－「完璧をめざす職人意識」(perfectionist craftsmanship)

② Sony の「Walkman」は人々のライフスタイルをどのように変えたか？
－通勤中に音楽を聴き始めた（音楽の聴き方に革命的な変化を与えた）

1979年に登場

③ DDI Pocket Corporation はMobile Phone の中に何
を組み込んだか？

－ camera（今や携帯電話の標準装備）
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2. 高品質の日本テクノロジー

④ 岡野工業（株）とテルモ（株）が開発した世界で最も細い注射針
（0.2ｍｍ）の 効用とは？

－患者が注射の際に殆ど痛みを感じない
⑤ 新幹線の脱線事故はたった一度だけ。その時の原因は？

－中越地震 (2004.10.23)

新幹線：the safest high-speed railway system in the world

with Automatic Train Control System

－TVや携帯などのshareでは外国makerにTopの座を譲ることになった
－機械をつくる機械(mother machine)の輸出や、電子機器の基盤に電子部品を装着
する実装機では圧倒的なshareを誇る

－今後ますますコンパクト化が進みハイテク製品の高信頼性が重要になって来る
ためコンパクトなものを造る能力＆ 完璧を求める職人的技術を有する日本の
技術は、今後も世界に大きな貢献をするであろう 7



3. 健康にいい色彩鮮やかな日本食

① 2010年時点で世界中に2～2.4 万軒の日本料理店があるという。
なぜ日本料理はnon-Japanese にも人気があるのか？
－美しく、カラフルに盛り付けされていて、見た目がきれい
－tasty, healthy 、原材料の色、香り、味を活かしている

② 日本食を見た目に美しくしている 3 要素とは？
－5 つの色が使われている･･･赤、黄、緑、黒、白
－食器を料理ごと（色、量、季節）に注意深く使い分ける
－料理の見た目の美しさを考えて丁寧に盛り付ける

③ 日本料理では料理ごとに最適な調理方法が選択される。それらとは？
またその理由は？
－生もの(raw)、蒸し物(steamed)、煮物(simmered)、焼物(broiled)、
揚げ物(deep-fried)

－素材の旬の味、色、栄養価を保ち、美味しさを最大限引き出すため
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3. 健康にいい色彩鮮やかな日本食
④ “meat from the field”として知られている食材 とは？

－大豆（植物性たんぱく質）
大豆加工品として･･･味噌、醤油、豆腐、納豆

⑤ “microbiotic diet” は何を重視しているか？
－whole grains(全粒穀物) 、野菜、豆 を重視

microbiotic：
1929年に食育を目的として日本人が提唱し注目を浴びるようになった
精進料理に似ている、魚はＯＫ
マドンナやトム クルーズなどの多くのセレブの間で人気がある

懐石料理･･･Tea ceremony dishes 一汁三菜
会席料理 ･･･Party dishes  二汁七菜
精進料理･･･僧侶用料理としてつくられたVegetarian dishes
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4. 平和とおもてなしの日本ロボット

日本のロボットには、産業用に開発されたもの (船舶、クレーン、
自動車、TV、カメラ･･･) だけではなく、アニミズム的指向に基づく
人間を対象にした癒し系のものがある･･･日本の得意の分野

(animism: 物などに愛情感じたり霊的な存在を見る)

① robot suits HAL(Hybrid Assitive Limb)は何のために設計された？
－障害者 or 重量物運搬者の運動能力を向上させるため

② 日本ロボットにはどんな価値観が織り込まれてあるのか？
ー日本の文化的価値観＝おもてなしと平和の精神

③ 1999年にSonyが開発したAIBOはどの分野のものだったか？
－entertainment robot

（cuteな外観と行動をするpet） 10



4. 平和とおもてなしの日本ロボット
 ④ GeminoidとASIMOの違いは？

－ ASIMO; Hondaが開発した人間型ロボット
― Geminoid ;阪大石黒浩教授が開発した改良
した遠隔操作型の人間型ロボット

―NAO ; フランス Aldebaran Robotics が開発した小型ヒューマノイド
―HUBO ; 韓国 Korea Advanced Institute Science and Technology 開発した

ヒューマノイド
―日本のロボットには江戸時代から続く「カラクリ」の伝統が生きている
―災害とロボット：東日本大震災、原発事故対応で活躍
クインズ･･･世界トップレベルの移動性能、高放射能下での測定
パロ ････ 避難所での人々の心を癒した
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5. サムライ
武蔵や一郎に見られる武士道精神は世界中でrespectされている

(サムライ：自分の信念に固執し目標達成を強く願望する人）

① サムライのもともとの意味は？
－“さぶらう”に由来。約千年前宮廷の貴族にserveした男たち
－戦国時代（12~16A.D.）の後、徳川幕府が統治を始め、侍は
戦う必要がなくなった。儒教を学び始めた。spirituarity ＆
self control が尊ばれた

② 武蔵と一郎はなぜ多くの人に人気があるのか？
－技を極限まで高めようとひたすら努力している
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5. サムライ
③武蔵が生み出した独自の哲学及び独自の剣術の流儀とは？

－五輪の書(土、水、火、風、空) ＆ 二刀流
(五輪の書 水： Live like water because water changes 

its shape, color depending on the container and

a drops of water becomes an ocean.) ブルースリーも心酔

④ 一郎の武士道精神は彼自身のどこに見られるか？
－野球に対する冷静な振舞いと神髄に迫る求道的言動

⑤ 「葉隠」; 武士道について説明した言葉を記録した書物
－武士道というは死ぬことと見つけたり

－武士が如何に振る舞うべきか、他人との人間関係を如何に持続すべきか
を説いている ビジネス上の処世術にもつながる
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6. 神様と仏様の出会い
仏教、外国文化、外国の物品、外国人が流入し奈良は活気ある国際都市に。
聖武天皇は外国に対して警戒をいだき国威を示すために大仏を建立した。
この時、宇佐八幡宮が全面支援し、神仏習合の役割を果たした。

① アニミズム(animism) とは何？
－自然界のすべてのものには霊魂が宿ると考える信仰

② なぜ ６世紀頃奈良は活気あふれる都市となったか？
－Silk Road の先端の地として外国文化、物品、さらに仏教が流入し
さらに僧侶、商人が入国しそれらの影響を受けた。

③ なぜ大仏が建立されたか？
－自国の平和と繁栄だけでなく外国（特に中国）との力関係を意識した
うえで日本の国威を示すため (752年) 14



6. 神様と仏様の出会い
④誰が東大寺の守護神となったか？
－宇佐八幡宮 Hachiman(八幡神)

⑤ 神仏習合の象徴の一つは何か？
－お寺における鳥居
（東大寺境内の八幡神社と鳥居、浅草寺他多くの寺院
に見られる鳥居 etc）

日本人のうち 神道の信者数1億2千万人、 仏教徒8千5百万人、
つまり大部分の人は神道、仏教両方を信じている。
･･･外国からのゲストには驚きとしてとらえる。

以 上

ご清聴ありがとうございました
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