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日本の
日本の強み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
1 繊細で人に気を遣える人が多い
2

GDP世界第２位まで行った余韻がまだまだ残っている。理由；日本は本当に貧乏になってしまったのでしょうか？仕事がない、お金がないといいな
がら町を歩くとまだまだ超先進国の景色が目に飛び込んできます。今手を打たないとホントに貧乏になってしまうのではないかと心配です。

3 協調性を重視した組織力。変化を受け入れてきた歴史（１０００年単位で）
4 細部へのこだわり、妥協のなさ
5

西洋化した文明を持ちながら、独自の文化を同時に維持し続けてきたユニークな歴史。右肩上がりの経済成長を遂げたことで、失ったものや落下す
ることを体験した価値観。自然と人の文化が共存する社会こそが日本の強み。

6

一旦仲間として意識しあうと、細かな配慮をしながら、互いの立場や都合を調整しあい、外に向かってよいパフォーマンスを実現していけるチーム力
が強みだと思います。

7

自分以外の人を思いやる心、勤勉さ。穏やかで平和をイメージさせる文化(茶道、華道等）。犯罪率が他国に比べ低く、安全（夜女性が一人で出歩け
るほどの安全）。清潔、食品安全性が高い。

8 （教育テーマに限定）日本国民は、非常に勤勉であり、教育水準が高い。（初等・中等教育面）高等教育への進学も高い。
9 民度。治安の良さといっても良い。経済的な成功と、戦後の一貫した平和主義教育のなせる帰結であろう。
10

①独自の高度な先端技術やノウハウを学び、実践（就職）が可能。（まだまだ日本の大学は“売り”になると思います）②学生環境としての安全・治
安面が比較的よい

11

仕事、キャリアーに対する「やりがい」「いきがい」ワークライフバランスを考える際に、欧米では、プライベートな時間と「収入確保の時間」としての仕
事のバランスになるが、日本で追求すべきは、「バランス」より「ハーモニー、融合」であり、それが出来る国であると考える。

12

強力な現状維持志向。
首相が3年の間に5回も交代しても、デモや暴動、経済の混乱すら起きないこの国の安定度はある意味世界最強だと考えます。

13 繊細な感性を持っていること。
14

日本人が本来持っている和の心。地球や社会が直面している今の難局を乗り切るには、西洋の対立軸ではなく、個々の強みを活かした協働が求
められているから。

15 2670年近く続いている皇室に裏打ちされる日本的世界観。
16 2000年以上の歴史。日本にしかないユニークなものを作れる源泉となるから。
17

「日本人」ではなく「日本」の強みということなので、私が考える日本の強みは異文化を自国文化として新しく取り入れることが可能である文化スタイ
ルではないかと思います。

18

関係性に対しての感覚がすぐれていること。それが、また、自然や美との意識と交感できる特質を持っていること。自己から始まる交感の連鎖とし
て社会への関わりを実感できる特性があること

19 チームワークを持って共通の目標に向かえる団結力。
20 基礎教育の普及・長い歴史。言語化しづらい共通認識。「坂本龍馬」など全国民が知っている数多くの先人・ロールモデルの存在。
21

空気が変わるとあきれるほど変わり身が早い。オタク気質で細かいことが得意。マジメ。謙虚。集団行動が得意。信じ込みやすく、通説が覆ると素
直に新しい考えに飛びつく。

22

森林や水源を持ち、豊かな海に囲まれている自然環境。人と自然が共生する伝統文化を持っていること。技術開発などで、世界をリードする分野
があること。

23

高齢化社会として「世界最先端」にあること。今後世界で、中国／インドなどでおこってくること(高齢化によるビジネスチャンスのニーズも医療／介
護の問題なども)を一足早く垣間みれること。

24 勤勉さ
25

勤勉で努力家。これも素晴らしいと思う。さらに良いところは、「和をもって貴しと為す」といった精神ではないだろうか。互いの信頼を得ることが国際
交流につながると思うが、相手に対して礼を尽くすことができるのは最も素晴らしいと考える。

26

日本の強みは海洋を通して、様々な文化を受けいれていたこと。和魂洋才という言葉があるようになど西洋の優れた考え・制度をカスタマイズして
日本流の近代化に成功した。このような考えが日本の強みである。

日本の
日本の強み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
家電・車・バイク等メーカーの信頼性が高い。対外債務がほぼない。個人金融資産が多い。交番が多く安全。海洋資源が多い。下水道ほぼ完備。
27 地熱エネルギーを取り出しやすい。宇宙技術開発が優れている。新幹線・原発。医療の充実。私学教育だけに偏っていない。風景がきれい。水道
の水が飲める。
28 まじめにコツコツと積み上げることを美徳とする職人気質な国民性。
29 和をもって尊しとなす・支え合い、人の役に立つ、弱い人を慈しむココロ。協調性が高く、争いを好まない
30 技術力がある
31

現場のオペレーションを緻密・正確に且つ創意工夫を凝らして実施する力（「普通の人たち」の能力の高さ）
世界最高の平均寿命が示す高レベルの医療・公衆衛生

32 和を尊重する文化
33

ホスピタリティ。私生活・ビジネスを問わず、それが一定以上のレベルで均一に行き渡っている点はなかなか真似できないと思う（行きすぎという向
きもあるだろうが…）。

34

第一に、「勤勉な国民」であること。これほど勤労意欲の高い国民もないと思います。もちろん貧しさからの脱却も一因でしょうが、やはり「志」が根
底にあると思います。

35

地政学的な立地及び島国であること。勤勉でまじめな国民性。相手を思いやる和の心。独自に育まれた伝統・文化、共通言語。豊富な水資源に代
表される豊かな自然。日本がこれまで外交やビジネスにおいて各国と築き上げてきた信頼というアセット。

もてなしの精神、仕事柄、銀座の高級腕時計店のスタッフの採用支援にて。中国人のお客さん対応のため、中国語ができる方の採用。ただ、日本
36 人の方の採用にこだわっていました。理由は、日本人が中国語で対応するから、お役様も購買意欲がわくという考え。どうすれば喜ばれるかを徹底
しています。
37 顧みるべき歴史や伝統があること。勤勉であること。
38 誠実さ、勤勉性、思いやり、情緒
39

多くの人に好まれる要素を持っていること。食事、観光、古代の歴史、サブカルチャーなど、日本人の意識以上に海外の方から「Cool」といってもら
えるものがある。しかもそれが、日本が意図して作ったものでなく自然に派生していっていることは、日本独自の強みだと思うから。

40 勤勉。
41

（幕末～明治初期や太平洋戦争敗戦後に見られるように）国家の存亡がさらされる危機に直面した際に、国民一丸となって危機を克服し、列強の
仲間入りや世界第２位の経済大国となることを果たすことのできる「ここ一番に踏ん張る力」

42 協調性
43

明治維新以降からの先人達の努力の賜物により、政治・経済・産業・教育・医療・文化等の社会的基盤が整っていること。その理由としては、維持
するため費用面での負はあるものの、これから構築する国々とっては、 一朝一夕には追いつけるものではないから。

44

外国に先駆けて本格的な人口減少社会を迎えつつある中で、今後も豊かな社会の在り方を見出し、東アジアを始めとした外国をリードしていくチャ
ンスを目前にしていること。

45 吸収力：宗教，科学技術，文化等，海外から持ち込まれたものを自国の既存のものと上手く組み合わせ，吸収する力は素晴らしいと思います。
46

相手の立場に立った視線で行動できることは強みです。この慣習が協力という環境を作りやすくします。製品開発などゴールが明確化できている
分野においては大きな強みを発揮すると考えます。

47 四季豊かな日本風土のそれぞれの地域の魅力（食・文化（祭や伝統芸能など）・景色など）。
48

戦争の負け国からの急速な復興から見える、国民の団結性やがんばりが強い。四季があり過ごしやすい環境なため、産業等の進展がしやすかっ
た。

勤勉さ、もてなし、虚栄心などは日本人が持つ、世界に誇るべき資質ではないかと思います。日本の国際競争力の低下が指摘されますが、これら
49 に支えられたものづくりがあるのであれば、世界市場の今以上のマーケティング、トップセールス等による補完により、日本経済の再浮上は必ずあ
るのではないのでしょうか。
50

科挙文化圏なので出身階層にかかわらず皆が勉強するものだという文化を持ち、比較的、出身に関係なく能力で社会的活躍をしやすい社会だっ
たこと。

51

過去150年で、成功と失敗を実体験したこと。成功の背景には、独自の文化と民度の高さがある。明治維新後50年で世界に伍する科学技術を研究
開発するレベルに到達している。

52 細部に拘ること

日本の
日本の強み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
53 ユニークな文化があり、想像の世界がとても豊かな国だと思います。人の勤勉さは間違いなく世界トップレベルだと思います。
54

集団としての統率・行動力、日本人だと、集団の中で自分のポジションを見つけ、その視点から集団に対して貢献するという能力に優れている。外
国人だと自分をどれだけアピールできるかという点が先に来てしまい、同レベルのポジションに同様な特性をもった人材が揃うと衝突しやすくなる

55 閉鎖的な島国根性でも国内では十分生きていける。
56

(本来は)明示されたシステムや制度に拘らない柔軟性に発した、サービス精神と個々に備わる補完意識の高さ。いわゆる、典型的な多神教地域に
おける強み。

57

人の性質：真面目・勤勉な気質。なんだかんだいってやはり一人一人の平均として、性質的にまじめで、「このくらいはやるべきとこだよね」のライン
が高い。よって、社会のルールが機能しやすく、個々人の財産やプライバシーが守られやすい。

58

培ってきた技術力やブランド力。穏やかな国民性やまじめさ、勤勉さ。比類のないサブカルチャー。文化を愛でる心。夜、出歩いていてほとんど身の
危険を感じないで済む安全・安心。

59

「学校教育の仕組み」だと思います。多くの人を一定の学力レベルまで到達させることができる点は、世界的に見て、まだ高いレベルにあると思いま
す。

60 勤勉、丁寧、親切、努力、誠実、謙虚
61

「何でも食べる事」、宗教観も薄く、世界中に出かける日本人。食に貪欲で世界中に素材を探しながら一方で加工技術もまた発展させていると思う
のです。食べて生き残る、これって強みだと思います。ただし不衛生には弱いので病気も多いですが、、、

大きな市場があり、国内のビジネスで大きな企業が作れる。・プロセスについてのノウハウを蓄積して、企業にただシステムを入れるだけでなくど
62 のように使うかまでセットで販売するのが得意。・投資するお金があるので、プロジェクトマネージャーとしてアジアの他の国と協力してたくさんのもの
が生み出せる。
独自の文化や流行が興りやすい点：多様な価値観を許容する国民性と、法や社会倫理などによる制限が少ない体制を背景に、ニッチなシコウを
63 持つ小規模集団が、情報社会の中で多方面へ共感を求めるためではないか。⇒このことから日本には、小規模経済群が中～大規模経済群へ発
展しやすい土壌があると考えます。
64

世界に誇れる日本特有の和の文化があること。四季があること。アニメやコンテンツなど、優秀な作品が多くまれていること。国民性として、強調性
があること、清潔に関して非常に敏感なこと。

65

明治維新、戦後を踏まえて大きく成長した経験・高度成長期を踏まえて環境問題に直面し、解決した経験・人口減少社会にいち早く突入した経験・
おもてなしの心

66 識字率を含めた基礎的な教養の高さ、理由：教えれば大概の事ができる
67 内部に熱い気持ちを秘めながらも、周りとの協調をより大切にするところ。
68

わび・さびの美学にみる「観点を変化できる」点。存在を固定で見る西洋と異なり、花の枯れる様にものの憐れを感じることができる認識センス。観
方を変えることで、存在の可能性は無限に広がってゆく。

69 信頼が前提という協調性を重んじる文化が根底にある
70

衛生に関しては強いと感じる。私の知っている限り、どこでも水道水が普通に飲めるのは日本ぐらいではないかと思う。日本の浄化技術と設備の普
及は世界でも高いレベルではないだろうか。

71 勤勉さ、伝統文化、おもてなし、森羅万象の気持ち
72 繊細さ
73

信じたことには命を懸けてまで取り組もうとする実直さ・ここぞ！というときには頑張れる底力・自分を押し殺しても相手をたてようとする、究極の「利
他」主義・小さい＆細かいところにも命を吹き込むことのできる感性の鋭さなど沢山！

74 世界中の経済、技術情報が容易に手に入り利用できる。ロボット等の優れた生産技術。勤勉でまじめで、衛生的な国民性。
75 信頼性においては日本人はとても強いと思います。
76 ホスピタリティ、清潔さ、秩序、技術力、ソフトパワー
77

昨今日本の外国に対する経済的な影響力は小さくなっていますが、そんななか逆に影響力を強めているのは日本の「文化」であると思います。海
外でもアニメや漫画の知名度があがり、ハリウッドでドラゴンボールが映画化されるなど影響力は増していると思います。

78 約束事を守ること、予測可能性が高まることにより、合理的に活動できるため、果実を得やすい。

日本の
日本の強み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
79

均質化している価値観（弱みとも感じますが）。単一民族ゆえの似通っている価値観。全国どこにいっても（同世代であれば特に）意見や価値観を
共有できる

80

近代以降の努力次第で立身出世ができる社会システム、外圧に対するバッファーとしての海を持ち流動性の少ない社会のなかで、成功するため
のノウハウとしての勤勉さ、誠実さ、変化に対応する柔軟さを持つ点。

81

業種や組織にかかわらず、共同作業に於けるチームプレイを得意とするところ。・組織への忠誠度が高い。・勤勉さは先進国の中でも有数のレベ
ル。・仲間意識が強い。（土地柄や同一民族が占める割合が高いからと思います）

82

製品やサービスに細やかな思いやり、気遣いが行き届いており丁寧なこと。外国製品と比べ「かゆいところに手が届く」いたれりつくせりな製品が多
いと感じるので。国民性にも通じると思います。

蓄積した歴史文化。天皇を中心とした日本の歴史は、第二次大戦以後は否定的な受け取られ方をするが、2000年以上も続く文化は他にない。ま
83 た、資源のない日本が200年以上も続けた鎖国体制による循環型社会のシステムは、環境問題とエネルギー問題に直面するこれからの世界の参
考となる。
84 まじめ、勤勉、誠実、まめ。相手を尊重する文化。和。
85

基本的に利他主義。誠心誠意、一生懸命努ウィンウィン関係を築きあげる。プロジェクトを開始したら最後の最後まであきらめるない国。和を第一と
する。相手の要請をまずできる形で受け入れようと努力する。相手に合わせようとする。安心感がある。平和主義。

86

おもてなしの精神や、武士道精神といった『感性の文化』があるため、きめ細やかな対応が出来るし、身体を使って礼儀作法を表現することが出来
ること。

日本の
日本の強み（外国人参加者からの
外国人参加者からの回答
からの回答）
回答）
1 日本の企業はとても頑張っている社員が多いと思います。一般的に、日本人の分析力及び細部への注意は強いと思います。
2 技術
3 技術力が高い。
4 真剣さ。会社の方々は仕事に対する真剣な姿勢に感心します。
5

ルールには厳しくきちっとしている。技術に関してはやはりすごい。文房具だけにしても便利な昨日がたくさん。そして仕事の進みなどが丁
寧なところ。治安が良い。

6 決った事をコツコツ持続していく力。相手に対する気配り。職人魂
7 計画通りの遂行力。目標があれば、必ず成り遂げること
8

統一性。

9

一つの強みを選ぶとすれば、「世界から好かれる非常にユニークなカルチャー」、これは様々な面で活かせるはずです。

10 The high quality of products and services.The attention to detail.The politeness and humility.
11 「職人」気質。
12 アジアにおける先進国である経験
13 Japan is a wonderful country with interesting culture and brilliant technologies.
14 日本人は真面目、物づくりの拘り、周りの方に迷惑を掛けないように心遣いなどのたくさんいい所があります。
15 この不景気の時代は、日本の状態がかなり安定です。
16 日本人のマナー、ホスピタリティー、他人への配慮等など
17 何をやっても着実にやって行く。
18 品質管理が強い。

日本は島国です、いろいろの特徴をもってます言葉は一つだけ、日本語、みんな、字を書ける読めることができます綺麗好き、働き者です、
19 日本は自然にもとても恵まれてます、山、海、と 川と緑が多いところです、四季藻はっきりしているので、料理、福、旅行のところまできまっ

てます、時間を守る民族です
20 Strengths: Politeness, cleanliness, considerate
21 National unity. its effectiveness to achieve defined goals.

日本の強みとして私があげたいと思うのは、高いサービス精神だと思います。例えば日本では飲食店であろうが洋服店であろうが、高い
22 サービスレベルを受けることができます。ある程度の部分は教育によるものでもありますが、これは日本人の根本的な意識とも深く関係が

あると思います。
Japan’s strength lies in it’s ability to refine a product or service to a higher level. For example, many Japanese household electronic
23 products are quite superior to its foreign competitors. As for service, once you live in Japan it’s difficult to get used to lower levels of

service abroad.
24 人に対する思いやりからのいろんな考え方また、心です。
25 製造業です。モノづくりの力が強くて、サービスの品質も高いです。
26 社会の成熟度を強みに、世界の問題解決に寄与する土壌を持っている。
27 ・品質にこだわる力・絶えず改善を求める精神
28 お仕事に対する姿勢＆態度：思いやり、謙虚さ、勤勉さ、団結力。社会環境：安定した秩序、交通インフラ

日本の
日本の弱み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
1

人と違うことをしない「安定志向」人が多すぎて、制度や仕組みが進歩しない。発言権のある人も、大多数の「安定志向」人と違
わないので、（先進的なものも含め）少数の意見が表出しにくく、結局世の中の仕組みは制度疲弊し、問題が解決できない。

2

英語がしゃべれない、国際感覚が乏しい。理由；日本の中だけでまとまりすぎているように感じます。飛行機代が安くなったのだ
からもっと積極的に海外と交流を持つべきではないでしょうか。

3 明確な意思表示に慣れていないので、主張力が弱い。戦後、変化に弱くなっている（強みの逆）
4

敗者復活が簡単ではないところ。ゲームのルールに柔軟性が乏しく、ひとたび規格外とされると、幸せを追求することが難し
い。

アメリカの被占領下であるが如き隷属的振る舞い。経済的に失速をしても「音楽が鳴り続けている間はダンスを踊る」ために右
5 肩上がりの妄想を撒き散らす経済。外交における独立性の不足。選挙制度の不備と有権者意識の低さ。オープンコミュニケー
ションが弱く、ネットが匿名ベースになっていること。
6

表面に顕れる違いへの不寛容から、異質排除が強い様に感じています。 違いを乗り越えて信頼関係を築く力は低いと思いま
す。

7 本質的な課題解決より、他人とぶつかるのを嫌がる姿勢。ネガティブ思考。自己犠牲型の性格。
8 （教育テーマに限定）学力低下→高等教育の大衆（マス）化、国際（グローバル）志向に無関心
9

英語力。あらゆる国際的な議論に後れをとる決定的な要因。固有の文化をとるか国際的な協調をとるかという究極の選択が
背後にある。英語力がないのは海外に出ないからだが、海外に出ない理由も英語力にある。この悪循環は危機的である。

10

①保証人が必要なこと（入学、宿舎など）②学費が高い、奨学金や学生ローンが少ない③留学生への宿舎（大学の寮など）が
少ない④留学情報の発信が少ない＆下手

リーダーシップと意思決定へのスピードと覚悟。国全体が右肩上がりで、「人と同じことを正確に出来る」が評価される時代には
11 一人の意思決定が求められず、その覚悟も育たない。ゆえに「正しい答え」などない場面で、「分析、判断、決断」の、「決断」力
が育っていないまま、幹部、経営者になるケースが多い。
12

強みの裏返しですが、現状維持志向が強すぎて、変化への適応が出来ずにいるところです。世界は刻々と変化しているのに、
日本は感情的にそれを拒否して半鎖国状態に逆戻りしている。これは、大いなる損失です。

13 アピール力が弱い。
14

誰かがやってくれる、という依存心が強いと思う。地球や社会が直面している今の難局を乗り切るには、すべての人が、それぞ
れができることを自主的にやっていくことが必要。誰かがきっとやってくれる、では解決しない。

15 日本的世界観にそぐわない、個人主義の浸透。
16 変化を恐れるところ。今の時代は変化し続けることが求められるだろうから。
日本の強みであると考える多様化した日本の文化スタイルは日本の弱みでもあると思います。今の日本は多様化した現象に
17 埋れてしまい、どこに日本の国を見出すかに迷走している気がします。ただ、そんな何でもアリ感が日本という国なのかなと思
う気もします。
18 自分を含めて横並び発想。単純にいえば自分がない。
19

国内が快適、一定規模の国内市場が存在していること等により、外に出ていくインセンティブが高くないため、国際経験豊かな
人材の層が薄い。

20 責任不明。ネガティブ。「勇気」「誇り」という言葉が死語になりつつある事。
「空気」が強まると内心反対でも空気に流される。集団心理に支配されやすい。オタク気質で視野が狭くなる。立場が強くなると
21 傲慢になりがち。挨拶ができなくなり、人とつながるのが下手になった。「騙され世代」と同様、通説がひっくり返ると「騙された」
として過去の通説を必要以上に痛罵。
22

石油などのエネルギーや鉱物資源が乏しく、輸入に頼らなければならないこと。国民全体に国を守るとか、愛するとかいう気持
ちが希薄なこと。軍事・安全保障について国民の理解不足。今、政治が不安定なこと。

23

英語力／国際発信力の不足。internet社会において触れることのできる情報量に差が出てきていると感じる。世界に通用する
よいアイデアやトレンドが、（世界的に）陽の目を見にくい印象。

日本の
日本の弱み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
24 金融知識の無さ
25

日本の強みは、時に弱みとなる。相手に配慮しすぎることが礼節ではないが、うまく使い分けないと真の信頼を得ることができ
なくなる。

日本の弱みは海に囲まれていることにより、他国から侵略されることがあまりなかったため、安全保障への意識が低い点。ど
26 の国家を見ても日本ほど安全保障への関心が低い国はなく、地理的な脆弱性（シーレーン）についての取り組みをしていない。
そのような危機感のなさが逆に日本を鎖国化させている。
外国人労働者の受け入れに消極的。エネルギー資源が乏しい。食料自給率が低い。地方での医師不足。少子高齢化による
27 社会保険料の肥大化。外交問題での主張が弱い。ねじれ国会のため国家機能がストップしやすい。内需が育ちづらい金融政
策。マスコミが内向きで海外の情報を手に入れにくい。東京一極集中。
28 議論しながら自分の主張を通していくことに不慣れな国民性。
29

先を見る力が弱い・足元の問題に気を取られて、将来を見通せない・声の大きな人間に誘導されがちで、自分の考えを持てな
い

30 外交力が弱い
31 ・意思決定者のビジョン・戦略提示力、意思決定力、決定した内容の説明能力・国際社会における発信力
32 自己主張ができない国民性
33 自国に対して悲観的なところ。日本の停滞と言われて久しいが、こうした心持ちによるところも大きいのではないか。
34

「井の中の蛙」でしょうか。実は、日本、そして日本人が蛙であることもわかっていないのでは。つまり自分が何物であるかも分
かっていないのかもしれません。それほど恵まれた国民なのでしょう。

地政学的な立地及び島国であること。発信力不足（英語力、プレゼン力、それ自体の必要性の認識有無）。唯一の資源である
35 人材の急速な劣化。お上や共同体への強い依存心。国家、個人での戦略性の欠如。（小生、強みと弱みは表裏一体で運用次
第と考えておりまして、両者の併記をご容赦下さい）
構想力、追いつけ追い越せで経済成長してきましたので、「あるべき姿」を描く力の必要性がなかったためと考えます。また、社
36 会人のビジネスコンテストなどが日本でまれであるように、世間にこういった力が求められているという認知、学生がこういった
力が必要であるという認知自体が薄いというのも課題だと感じます。
歴史や伝統に必要以上に縛られすぎて現時点で必要な何かを見極められないこと。その能力のある人材がいないこと。そもそ
37 もその能力のある人材を育てる教育方法というものがないこと。従順であることこそを良しとする風潮が強いこと。自分の頭で
考えることを放棄する傾向が強いこと。
38 抽象的思考が苦手
自分の国のことについて知らない、愛国心を持たないということ。世論がメディアとイコールに近いように、国民自身が政治とい
39 う自分の国を左右するものに意見を持てていない。人まかせや長いものにまかれろという発想は、日本全体の弱みであると思
う。
40 社会的発言力のある人材の高齢化。
41 個の自立。
42 集団主義で強い個性やリーダーシップを忌避する傾向があること
43 (個人差もあるが)自己主張の弱さ
強みが逆に弱みでもあり、日本全体で考えれば、一定水準の社会的な生活が送れるため、私自身にも言えることかもしれい
44 が、敢えて冒険を犯したくないという心理が働き、活力が乏しいこと（マッタリ感）。他国と競い合い、協働する際、活力のなさは
致命的なるのではないかと思い、弱みとして挙げました。
45 国民の間に閉そく感、将来への不安が蔓延し、豊かな将来を気づいていこうという気概が失われていること。
46 コミュニケーション力：言語外のものも尊重する文化があり，会話や交渉において曖昧さを残しがち。

日本の
日本の弱み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
47

前例主義で変革をしにくいこと、そのための参入障壁が高いことがあります。さらに、最近の日本ではコストを払わない人が大
きな便益を享受してしまうフリーライドの数が無視できない数になっていると感じます。

48 発信力（日本の強みを外国の方に伝える方法がまだまだ開拓・改善できるのではないか）。
49 元来島国のため他国との交流が薄く、政策が引っ込み思案である。
足の引っ張り合いと無関心、問題を放置する傾向にあることでしょうか。誰かがリーダーシップを取って、多少の反対があれど
50 も問題を解決していくのではなく、問題の責任の所在を攻め立て、ことごとく解決策のあらを探し、国民は無関心、という状況
が、日本のプレゼンスを今以上に後退させていく気がします。
51 アメリカに占領されてから完全に戦略情報の収集・分析の能力を解体され、特にロッキード事件以降、戦略性を失ったこと。
52 社会の閉塞感並びに縮み思考。少子高齢化を初めとする大きな課題を直視せずに、部分最適な手だてしか打てていない。
53 細部に拘ること
54 社会的発言力のある人材の高齢化。
55

自分の考え、やっていることを上手く発信する力が弱いと思います。また、国・政治に対する責任感も先進国と比較して弱いと
思います。

温室育ち、インフラが安定していることを前提に行動してしまうため、海外で実際に何かを始めると、インフラなど外部要因を起
56 因とした点でつまずき易い。日本人の定義する全体が、グローバルでみた際の全体よりも狭い集合を指すので、結果として全
体を見る力が弱い
57 国際的な立場に立った時の日本と島国根性の日本の落差が大きすぎて、国際的な交渉事や関係の持ち方が旨くない。
58

特定の他地域・文化に手本を仰ぎやすい自信過少性（内田樹先生の「日本辺境論」）。すなわち、多様性の尊重を忘れる嫌
い。グローバル化するつもりが、英米ガラパゴスに仲間入りしている事例など。

59

積み上げ型思考：現状から次の行動の選択を決めていく思考がつよいため、感情的かつ短期的視点からの政治が目立つ。そ
の思考が就職活動や進学にもおよんでいるため、自称「目的のない生き方」が目立つと感じる。

上記と裏腹に、既存の制度が飽和化した後の無気力。また、その結果として、時に視野狭窄に陥りやすく、負けん気のなさが
60 弱点となることも。自国の言葉を持っていることはすばらしいが、英語がまだ一般化していないこと。それと関連する発信力の
弱さも課題。
強みの裏返しになりますが、弱みも「学校教育の仕組み」だと思います。単に知識量を増やすという意味での学力のレベルを高
61 めるのではなく、思考力（論理的思考、創造的思考、批判的思考等）や、実践力を養うという点では、先進的な取り組みをしてい
る諸外国に比べ、遅れていると思います。
62 受身、遠慮、英語
「異なるものと共生するチカラ」、他人との議論を避けたり、異文化・異なるフィールドとの差異を意識はしても共生に向けての素
63 養が無い。受け入れる度量とか、駆け引きをするしたたかさ。最近、安易に心地よい人間関係だけで生きる人が多いように思え
てなりません。
・日本語圏は少ないため、海外の人と仕事をする際にスキルやコストがかかる。・社会保障や選挙制度など人口が減少変化す
64 ることに対応できていない。・日本だけでビジネスが成立するため、海外のマーケティングが遅れ、一番新しい技術やトレンドを
つかんだビジネスが生まれにくい。
国論がまとまらない点：価値観の多様性により、判断の拠り所となる信念などの強い動機軸が、日本人という群単位で共有さ
65 れていないためではないか。⇒このことから、共通基準による議論が成立せず、個々の主張が無節操に乱立し、国益に適った
主張が大規模に形成されづらくなっていると考えます。
66

プレゼンテーションや自己表現があまり得意ではないことでしょうか。いい物はたくさんあるのに世界でアピールできていない
事、モノ、人が多くあると思います。

67 協調を重視するあまり、表現力が乏しいところ。
自分自身の判断基準に自信がなく、他人や組織に意志決定を委ね、結果に満足しなければ他人のせいにする傾向。自ら決め
68 て創っていない人生には意味価値を感じづらく、自然と無関心・無感動に。結果、他人に関心がなければ、無縁社会のような社
会も生み出していく。
69 協調性を重んじるゆえ、個々の意見を言いづらい空気がある

日本の
日本の弱み（日本人参加者からの
日本人参加者からの回答
からの回答）
回答）
自信が無く、弱腰な姿勢。内輪では強気の発言や行動をするが、いざ外の人間や外国人を相手にするととたんに弱気になり、
70 言うべきときに言えなくなる。管総理の外交の弱腰な姿勢もある意味では今の日本人の姿を映しているのではないかと思いま
す。
71 押しの弱さ、優しさ
72 繊細さ
73

・外に目を向けすぎる・「先進国」になりすぎている・「アメリカ」の後追いばかりしている・発信力のなさ・「多様性」がまだまだ足り
ないなど。

日本企業は理系の研究者をあまり重視せず、職務発明契約により個人の成果に報いない。伝統的に欧米から技術や製品の
74 導入を重視し、内部で独自に創りだすことを軽視しがち。戦闘機も国産化すべき。また国内企業が安価に共同利用できる分析
評価施設等の産業基盤の整備が不十分。
75 発言力の弱さ。行動力の遅さ。保守的すぎる所。外資の介入を嫌う先入観。利益を取る事に引け目に感じている事。
76 神経質さ、横並び、過度な謙虚、草食、少子高齢化、債務残高
77

海外へ行きたい、学びたいと考えている学生や若者が減っていることです。それだけ日本が住みやすい環境になったともとい
えますが、海外で活躍する日本人が少なくなると日本の発言力や影響力も小さくなってしまいます。

78 ゼロベース思考。前例がないものに対する抵抗感が強く、それをまた推奨しない文化
79

強みの裏返しとしての、権力の交代に不慣れなことから生ずる権威主義、規範を守りすぎる過度の遵法意識、集団主義から
生じる無責任主義と、学習のなさ。近年は、努力することの価値も若者の間でおとしめられている。

強みが足枷となって、「出る杭は打たれる」ような人材を輩出しにくい風土。私見では、公教育（小・中学校）に於ける画一性、平
80 等主義が根底にあると思います。そのため、敢えて困難な道に挑戦する、志の高い人材を多く輩出する仕組みを確立する必要
がある。
81

『異』を受け入れる懐が狭いこと。諸外国比べ特に移民の受け入れが少なく、精神的に鎖国している面があり違いを受け入れる
ことが苦手である。オープンマインドさを身につけることが今後重要だと考えます。

自虐史観が強い。国家的視点で物事を考えることを危険とされているため、日本の国益を考えるということの共通認識が持て
82 ていない。これからは世界的視点で検討すべきであるが、我々の文化を背負った発言が出来ず、日本の強みを発揮できていな
い。
83 融通が利かない、細部にこだわりすぎて森が見えないことがある。若干排他的。
84

くみしやすい。だまされやすい。短期的に見ると常に損をする。裏切られても誠意を尽くすので致命傷を負いやすい。攻められ
ると弱いので、失うものが多い。精神的な侵略、地理的な侵略、軍事的な侵略、経済的な侵略に弱い。自分を見失いがち。

85

リスクを回避するため、色々な情報が氾濫するが、聞く・見るといった情報収集で終わり、その後行動におこす人が少ない。ま
た自分の意見をはっきりと言える人が少ないように思えること。

日本の
日本の弱み（外国人参加者からの
外国人参加者からの回答
からの回答）
回答）
1 他の国と比べると、自分の意見を明確に伝えられない。周りを気にしすぎて、本音を言わない。決断力に欠ける。
2 企業による、海外の方法や考え方や資源を抵抗しがちと思います。
3 閉塞感

日本の教育システムは大学受験に合格する事自体が目的かのうように感じる。大学に入る頃には学生はくたびれる、ある
4 いはその先の目標がないのか、実際に教えている学生たちの大半には活気が感じられない。また、日本社会は他人を批

判しがちな感じがして、これは人の「努力」を拒むのではないだろうか。
5 優しさ。助言など、人の前に自分の考えを言う勇気はちょっと足りないような気がします。
6 ある枠からはみ出るということをあまりしない。クールで国全体を通しての情熱を感じることがなかなか少ない。
7 他人に対する理解。個人個人の向上心の弱さ。ディスカッション能力。家族愛。
8 自分の強みと弱みを良く分からないことでしょうかかな
9 自己中心。
10 現在のリーダーシップ不足
11

The aversion to risk.The lack of flexibility.The low level of English.The overtime issue and the impact on health.The ”sho
ga nai” mentality.

12 スピード感、リズム感は足らず、臨機応変に物事を対応するのは苦手なところ。
13 島国、閉じた社会構成、内需依存
14 Japan needs to change its business approach to the international market, precisely Africa to be much more aggressive.
15 個人的に多く日本人はアピールが下手、慎重すぎと思います。
16 高齢化社会になっているが日本社会はたくさん移民を来るのが強く繁体しています。
17 攻めるよるも守る意識が強い傾向、自分ができないと思ったらその場から逃げる傾向、周りの意見を気にしすぎ。
18 活気が足りない。決まっていることが多すぎる。
19 地震が多い。
20

島国だったので、外国のことをよくわからない英語は毎日の生活に必要ないので、あまりできない国際的に積極てきにうご
かない。アジアを自分より低い、とアメリカ、ヨロッパを自分より上と思ってます英語の日本の発音を正しいと思ってます

21 Not entrepreneurial enough; people seem to be driven by fear
22 Rigid adhererance to social hierarchies. The social hierarchies become obstacles to modern global economy.

日本の弱みのひとつは、強すぎる安定志向だと思います。積極に何かをインプルブしていくよりは、今の安定を保つことが
大事にされます。「草食男」という言葉が日本人の恋愛問題だけに限ったことではないと思います。
Japan’s inability to adapt, lack of empathy or the pursuit of it and lack of flexibility to go off the script. Japan’s real
24 weakness lies in it’s archaic system of beliefs, outdated laws and not changing the inside while focusing on cosmetic
changes.
23

25 異文化との振り合いになかなか、自分から、手を出そうと思わないところです。
26 イノベーションを起こす創造力の意識は弱い
27 成熟しているだけに、新しい変革が起こりにくい。リスクをとらない。
28 ・海外市場への恐怖と躊躇・「外人カード」という言葉が象徴する二面性・流動性への恐れ

