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要旨 

中国と日本は一衣帯水の友好隣国である、世界経済一体化に従って、中日両国は各領

域においてすべて協力がある。両国の発展と友好関係を促進するため、日本人の国民性

を理解することはとりわけ重要である。中国と日本はアジアの隣国で、そのため多くの

面でよく似ている、異なった面も同様に多い。本論は日本人の集団意識を分析通して、

私たちはもっと日本人のことを了解できる。これ以外、日本人の国民性を分析した結果、

日本人の長所と弱点はだいたいわかっている。 

 

本稿は、四章に分けられ、第一章において、集団意識に対する理解を述べ、それから

日本人の国民性を分析通して、集団意識が日本人の独特な国民性と認識される。第二章

において、歴史から日本人の集団意識を見る、また、戦後集団主義的色彩を濃厚になる

ことを挙げる。これ以外、集団意識がいまだに現代の日本企業で大きな存在が見られる

ことによって集団意識の特徴を分析する。第三章において、集団意識生まれた原因を探

して、恥の文化との関係、また自分の利益のために強い集団を結ぶことをまとめる。集

団意識の影響はもちろん良い面と悪い面があることを説明する。第四章において、今の

時代に、伝統的な集団意識を変容することを説明する。 

 

現在、日本人の集団意識を減りつつあると言われている。日本の経済発展の中に集団意

識かつて一定的な役割を果たした。しかしながら、集団に依頼する、責任を逃す傾向が

多くなり、悪い集団活動が発生する可能性もある。集団意識は日本人の永久不変の国民

性とする見方が見直される時代も来るかもしれない。 
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概要 

中国和日本是一衣带水的友好邻国，在当今世界经济一体化发展的趋势下，中日两国在

各领域充分开展合作。因此，理解日本人的国民性对于两国的共同发展以及友好关系的促

进是十分重要的。中日两国是亚洲的近邻，因此具有很多的相同点，而不同点同样很多。

本文通过分析日本人的集团意识，使我们更加了解日本，除此之外，也可以大体上了解日

本人的长处与缺点。 

 

本稿分为四章，在第一章中介绍了集团意识的概念，然后分析了日本人的国民性，而集

团意识被认为是日本人较为独特的国民性。第二章，从历史上来看日本人的集团意识，第

二次世界大战后集团意识开始变得强烈。此外，通过集团意识在现代日本企业中的很多体

现分析了集团意识的特征。在第三章中首先寻找了集团意识产生的原因，其中与耻感文化

的关系，其次对于自身利益的维护进而结合成集团也是很重要的一个因素。不言而喻，日

本人的集团意识有着好的方面也有不好的方面集団。第四章中叙述了传统日本人集团意识

的变化。 

 

现在，据说日本人的集团意识正在减退，集团意识曾经在日本的经济发展中起到过重要

的作用。但是，对于集团的过度依赖使得敢于自己承担责任的人变少，逃避责任的倾向增

加，因此可能会导致发生有害的集团行动。也许重新认识集团意识是否是日本人永久不变

的国民性的时代已经来临。 
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集団意識から見る日本人の国民性 

           

はじめに 

集団に帰属する意識が強いというのは日本人の国民性の特徴として多くの人が指摘

している。たとえば、日本人はあまり自己主張しない、自らリーダーシップを発揮する

ことが苦手で、リーダーに追従する傾向がある。また、日本人は日本人同士で固まる傾

向があり、外国人が日本人グループに入りにくいという点もある。日本人の強い集団意

識が日本経済発展の中で肝心な役割を果たした。逆に、それゆえに独自性に欠ける面が

ある。 

本稿は日本人が集団意識で行動することを通して、日本人の国民性を考察していきた

い。 

 

第一章 日本人の集団意識 

 

1.1集団意識の理解 

集団意識とは、個人よりも集団に価値を置く思想、あるいは自分の利害よりも自分の

属する集団の利益を優先する価値観、互いに近接的にリンクされ、自分自身を一つかそ

れ以上の集団（家族、会社等）の一部であるとみなす個人からなる社会類型のことであ

る。 詳しく言えば、まず自己の定義が、集団と相互依存である、そして個人と集団の

目標が近接している。それから、人間関係を強調することを、たとえそれが不利益な場

合でも、重視する。集団意識を持つ人は他者との一体化・融合を好む 、また集団内で

の相互批判を好まない 。集団意識強いならば、、社会における社会的行動の多くは、

規範、義務によって導き出される。① 

 

1.2日本人の国民性 

1）厳しい等級観念 

                                                     
① フリー百科事典『ウィキペディア』 

 南博編『日本人の人間関係辞典』堅省堂 1971 年  
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日本はアジア東部の島国であり、地理的環境に影響され、日本民族はほかの民族に侵

入されなかったが、海を渡って外国の文化がどんどん入り、いろいろ外国文化に彩られ

た歴史を構成したのである。 

 

中国儒教の影響によって、君臣式のタテの社会を構成した。日本人が集まると、経歴

をくらべなければならない。そして、それでたがいに制約する。たとえば、日常の会話

のなかで敬語を使うのは、もっともよい例だ。 

日本人は等級観念が強く、上と下との関係はきびしく、固定する社会行動のきまりの

なかでは、部下は絶対に服従、命でも捧げ、命令が絶対であるという伝統をつくった。 

中国人は率直に自己の態度と意見を表しがちだが、日本人はそうではない。何事もま

ず人の表情をうかがい、相手の立場、観点をわかるようにし、できるだけ親しくして紛

争を避ける。同一の民族だから、とても外国人を排斥する。 

このような日本人の国民性のなかの弱さが一部の国の反感をかい、反日活動までひき

起こした原因である。 

2）現実の利益を重視する 

世界の陸地の４百分の１を占める列島で生活している日本人は、土地がせまく物資が

少ない自然条件のもとで、勤労努力の習慣を養成した。肉体労働ばかりでなく、他人の

良いところを借りて、民族の経済を発展させることに長じる。 

彼らは中国人のように大自然を改造する野蛮の精神をもたず、自然を維持し、他国か

ら資源を輸入し、国民経済を発展させる。そして、冷静に欧米の科学技術を吸いとり、

発達する資本主義経済の道をたどったのである。まさに島国の自然環境、歴史こそが日

本人の国民性を養成したのである。 

日本人は現実の利益を重視し、お金を大切にする。いつも『先進大国』を誇り、中国

人の感情と立場を理解できず、川を渡ってしまうと、すぐ橋をくずして後からくる人が

渡れないようにすることが多い。それでも人間と自然の調和を追求し、優雅な環境の中

で堂々とその偽善性を覆う。 

一方、ぐずぐずして決断力がなく、弱々しく、おじけ、恐れ、つねに変わって一定せ

ず小さいことに神経を使っているのが、日本人の国民性の典型的な表現である」と、中

国のある日本問題の評論家が、書いたことがある。 

 

 

1.3集団意識が日本人の独特な国民性 
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日本人は、個人の利益よりも集団の利益を優先する集団主義者が多い、かつて日本人

が集団主義的であると国際的に認知されていた。集団意識が強いことは日本人の独特な

国民性といえる。日本人が集団を離れては生きていくことは出来ないという本能的な理

解と感覚を、世界のその他の国と比べて、強く持っているという。 

これ以外、日本人の集団意識について生き生きとした描写がある。日本人は団結な心

を持っている、蜜蜂のように、一人一人の個体は優秀ではないかもしれないが、でも、

一旦小さな団体集団を結べば、巨大な力を持つようになった。 

たとえば、第二次世界大戦後日本の経済が飛ぶように早く発展した、この経済高度成

長期は欧米などの経済国に目で見張らせた。日本人の強い集団意識が日本経済発展の中

でもっとも肝心な役割を果たした。世界でも指折りの電気メーカーの一つである松下電

器は初めてアメリカにテレビを輸出した時その販売状況などは大変厳しかったのです。

それを根本的に改善するために日本の他の電器会社と協力し合い大きな集団として立

ち向かって行ったのです。テレビを日本ではかなり高い値段で売っていましたがアメリ

カでは原価で広く売りさばくという戦略でアメリカ市場での「松下」を大きく発展させ

たのです。売れ行きは上々でした。「集団の力と知恵はどんなに素晴らしい力を持った

個人より素晴らしく、力強いのです。」と認識される。 

日本人の集団主義は第二次世界大戦における玉砕や集団自決の悲劇、一億一心のスロ

ーガンから、今日の企業経営、サラリーマン社会などにおける集団の和への重視、果て

は学校の生徒の制服に至るまで、すでに日本に広く深く根を張っている。 

 

第二章 集団意識の発展と特徴 

 

2.1歴史から見る日本人の集団意識 

日本には古くから「村八分」という風俗習慣がある。「村八分」の本来の意味は、平

素は村中でのけ者としてつきあわないが、「火事」と「葬式」の２つ（「二分」）だけは

村のみなで面倒を見てやろうというルールである。このように日本人の集団意識は無意

識でも非常に強い。身近な話でも、同じ職場にいれば昼食には何となく仲間と集団で出

かけるといった集団意識は、日本人の大きな伝統的な特徴である。 

戦後、民主化されたとはいえ、日本人の文化あるいはそれに基づく生活態度はいまだ

に全体主義的、集団主義的色彩を濃厚にとどめている。例えば、日常生活などでも、自

分個人のことを考えるよりまず家族のことを考える。そして、ひとむかし前であったら
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まず村のこと、今日ではまず会社のことというように、自分を取り巻く周囲のことを考

える傾向が強いのである。周りの家族や、友人、隣人、会社の上司や同僚などがあって

こそ、自分の存在があるというように考えるのである。 

このように、集団依存の傾向の強い日本人は、社会の中でとかく派閥をつくりたがる。

むかしは婚姻で一族の勢力を伸ばすことがよく行われていったが、今日の社会でも、地

縁、血縁による集団が多く存在する。政治の世界には派閥幅を利かせるし、一般社会で

は学閥や財閥など、世の中は派閥の力学で動いている。 

 

2.2現代の日本企業から見る集団意識 

日本企業は集団意識が強いと言われるように、人間関係の和を重視する、そのために、

企業内ではフォーマル及びインフォーマルな様々な催しものが行われる。 

一般に人生の大半を一つの会社で過ごすために、おのずと付き合いは会社中心となり、

こうした人間関係を円滑にすることはビジネスマンにとって重要な条件でもある。多く

の会社では、定期的に組織全体、あるいは各セクションごとの行事が行われる、それは

従業員の家族も参加する運動会であったり、社員旅行、転勤者に対する送別会、あるい

は歓迎会、年末の忘年会など様々である。 

このような行事は日本の会社の家族主義的慣習で、人間関係を堅密にするとともに、

組織は運命共同体であるという意識を持たせ、組織の活性化を図るという効果もある。

会社内には様々な同好会がある。スポッツから文学、将棋といった趣味の分野に至るま

であり、社内の厚生施設を利用し、活動している。こうした活動では労使の区別はなく、

経営幹部も一般社員と一緒になって楽しむのが普通である。 

だから、日本人が会社に深い感情を持って、彼らが個人の前途と幸福を会社に託して、

運命のつなが彼たちと会社をかたく結び付けているようだ。だから、日本人の仕事の道

理感が会社への忠誠感につぐこのつぎのものである。仕事は苦しいことではない、ある

種の神聖な意味をもっている。 

それで社員が働く目的を持つようになる。会社が家庭のようで、一番大切なのは全体

の繁栄を実現することである、会社のために生活し、個人の希望が第一ではない。いわ

ゆる「会社を愛する精神」、「新家族主義」、「企業は大家庭」などはみんな「家体体制」

の現れである。この理念が原因で、自分と集団がむすびついて、集団が団結の凝集力を

持つようになる。 

 

2.3「場」を重んずると依頼心理 
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1）「場」を重視する 

日本人が外に向かって自分を社会的に位置づける場合、好んでするのは、資格よりも

場を優先することである。自分の属する職場、会社、官庁、学校などを「ウチの」と呼

び、一定の契約関係を結んでいる企業体であるという、自分にとっての客体としての認

識ではなく、「私の、またわれわれの会社」が主体として認識されている。   

それで外にある同様な集団に対する対抗意識となり、内部的には同じ集団の成員とい

うふうに情緒的に結びつく。この同種の者同士の競争は個人にとっても集団にとっても、

大きな刺激になり、仕事の推進力になっている。このような集団では、リーダーから末

端まで意思の伝達が迅速に行われ、意見統一が容易で迅速である。 

資格が異なるものが成員として含まれる日本の社会集団においては、集団のまとまり

を強める働きをするのが、一つの枠内の成員に一体感をもたせる働きかけと、集団内の

個々人を結ぶ内部組織を生成させて、それを強化させることである。それが、「われわ

れ」という集団意識の強調であり、「ウチ」と「ソト」を区別する意識とそれに伴う情

緒的な結束感が生れる。集団の内部で、知人にたいして、日本人は「和」を重んじる、

礼儀正しく、他人ための思うことを重んじる。でも、集団外部の人と事に対しては、あ

るいは、知人がない場合には、その行為が大胆無礼で禅子ことを知らなくなる。日本人

の意識の中では、これは集団の行為と間違いものだから。日本人は親切だが、それはお

互いが知り合いである場合に限られると言われる。 

2）集団に強い依頼心理 

日本人の集団意識の中に、また日本人の強い依頼心理か表れている。日本人は他人に

依頼する心理がある、これは日本人が欧米人と違い重要な心理特徴である。これは日本

人の精神構造と社会構造を理解するポイントでもある。依頼心理があるからこそ、集団

内部で他の人に軽蔑されそれで依頼を失うことを心配もするの、だから、「恥の文化」

が生まれる。そんな依頼心理が存在するからこそ、集団内部で行動と認識の高度のな一

致性が表れた。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被论文数

据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论文是不可能通过

学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的论文要求所

以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一性，切实维

护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手在写作淡季

没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我们现成论文的来源，

现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，或者已经确定题

目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论文，我们绝

不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个省份字

出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，只要出 500-600

元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），即同一篇论文只出售给一个人。

如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老师，问问他

大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部分给顾

客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论文。等顾客觉得

没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服务。 

 

 

第三章 集団意識生まれた原因とその影響 

 

3.1「恥」の文化との関係 

一つ、日本伝統の恥の文化と一定的な関係がある。「智に働けば角が立つ、情に棹さ

せば流される」という夏目漱石の『草枕』の一節にもあるように、古くから日本人は人

間関係において角を立てないことが何よりも重要である、という考え方を持っているよ

うだ。つまり、その場その場を丸くおさめて、周囲の人間に上手く調子を合わせてやっ

ていくことが一種の日本人の処世術だったのである。 

また、R・ベネディクトは『菊と刀』の中で、恥を基調とする文化と罪を基調とする
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文化の区別が文化の人類学的研究では重要であり、日本文化は「恥の文化」の一つの典

型であるという説を打ち出している。内面的な「罪」の自覚に基づいて善行をなし、道

徳が絶対的基準となり、人々の行動が神や良心などの内面的な強制力によって律せられ

る罪に対して、「恥の文化」では人々は外面的な「恥」の意識という強制力に基づいて

善行を行うという。恥の文化によって育てられた日本の国民は社会や自身帰属する集団

に対する責任感と義務が持っている。 

つまり、日本人は他者の判断を基準にし、自分の行動を決定する。日本人は自分の所

属する集団が積極的に発展できるために、ソトの場合に対して、集団の人々の間に競争

とか、敵意とか、すべての不協和な感情を隠して、一体感と言う強い情緒的な感情に連

結される。恥という連帯感はここにたいへん役立ち。 

 

3.2自分の利益のため 

もう一つの原因は自分の利益だから。日本人は個人が弱いので、自分の力で利益を追

求することが困難なことである。集団は強く、小規模の経済が働く。同じ利益を追求す

る個人が複数で協力した方が、明らかに有利なことと思われる。だから、集団に所属す

る者同士が仕事をする上でお互いに身分を越えて協力試合組織目標を計ると同時に、自

己の生活のうえでの欲求を満たし、集団レベルでの福祉を確保しようとする姿勢である。 

 

3.3集団意識の影響 

日本人の集団意識が日本社会に積極的な影響を与えた、とくに戦後経済高度成長きで

の現れは世界に目で見張らせた。しかしながら、集団意識に傾きが過ぎると、悪い面が

浮き上がってくる可能性が高いとされる。 

１）個性を見失う 

日本人伝統的な集団意識の中に、強い依頼心理か表れている。依頼心理があるからこ

そ、集団内部で他の人に軽蔑される、それで依頼を失うことを心配する、だから、「恥

の文化」が生まれる。「恥」という外面的強制力が最大の行動規範で、自己主張せず、

各人が甘えによって結ばれ、集団に依存していては、集団の強さはあっても、個人本来

の自由と意志は制限され、主体的な発展は阻害されよう。集団内部で行動と認識の高度

的な一致性が表れた、個性のことは絶対許さない、自分の個性を見失う、本当になりた

い自分にならない。だから、日本人は集団の上に立つ個人の超越性価値を認めない、日

本の国家主義が極端化の道路に入ったことがある。 

2）調和を強調し過ぎる 
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こういう日本社会であってみれば、論理より情緒が支配的になり、何より調和が重ん

じられるのである。 

だから、集団の中では論理で理解し合うコミュニケーションではなく、「以心伝心」

という言語外の、論理では到達不可能なコミュニケーションが通るのである。このよう

な日本人が、甘えが通用しない、「恥」という外面的な強制力も働かない「外」の世界

へ出かけていった時、無防備の、人の良い、子供っぽい印象を与える。したがって、外

国で開かれた場合に感じられる「論理による勝敗の決着にみられる、あのサバサバした

気持ちには遠く及ばない」、何かスッキリしないモヤモヤした感情が残るのである。こ

の論理ではなく、感情が支配する日本人の生活様式が非国際的なのである。「日本人、

日本の社会、日本の文化というものが、外国人に理解できにくい性質をもち、国際性が

ないのは、実は、こうしたところ ― 論理より感情が優先し、それが重要な社会的機

能をもっているということにその原因があるのではなかろうかと思われる。」② 

 

第四章 伝統的な集団意識の変容 

 

4.1家族を大切する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「一番大切なもの」に関する回答の推移 

近年来、日本人は集団意識を減りつつあると言われている。読売新聞社が実施した「集

団意識」に関する全国世論調査（図 1）によると、日本人は自分に対する一番大切なも

のは家族だと答える人が多い。このような結果は、国家と社会より家族を大切する人が

                                                     
② 土居健郎『「甘え」の構造』弘文堂 1989 年 
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年々増えていく、日本人が集団に依頼性が減るのは事実である。 

 

4.2個性を重視する若者が多くなる 

またこの調査によって、個性と呼ばれる若者の増加が社会問題となっている中、こと

に、若者の働く意欲の希薄さが浮き彫りになった、個性化、多様化への志向が年々強ま

っておる。学校に行かず、働かず、仕事を探そうともしない「ニート」の増加で、日本

社会が集団活力を失いかねないという懸念もある。 

世界は昔と変わっている、したがって、日本も変わらなければならない。これまでの

良い集団意識は保ちながら、島国意識上だけではなく、世界における豊かさをも模索し

ていく必要がある。集団意識は日本人の永久不変の国民性とする見方が見直される時代

も来るかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに 

以上述べてきたように、集団意識が日本人の独特な特徴である。 
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もちろん日本人の国民性は私この文章の中に書くのことに止まらない。日本人の国民

性を分析した結果、日本人の長所と弱点はだいたいわかっている。中国と日本はアジア

の隣国で、そのため多くの面でよく似ている、異なった面も同様に多い。 

「自分のことも相手のこともよく知っている、百戦危うからず。」という諺にあって、

日本のすべてのことを排斥する事は、絶対に賢明な行動ではないと思われる。競争相手

の長所を学んで一つの大国として持つべき心と気概とする。日本人の団結とか、勤勉さ

とか、礼儀とか、細かさなど、学ぶに値することがとても多い。そして、世界経済一体

化に従って、中日両国は各領域においてすべて協力がある。両国の発展と友好関係を促

進するため、日本人の国民性を理解することはとりわけ重要である。 
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この卒業論文を作成するにあたり、------先生が御多忙中いろいろ御指導と鞭撻を賜

りました。ここに、心より御礼を申し上げます。何とぞ、今後とも相変わらず御指導、

御鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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文献综述报告 

中日两国是亚洲的友好邻国，关系源远流长，自古以来就有着一定的交流并相互影响。
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在全球化的今天，中国经济高速成长，同时与日本等国家在各领域有着更加广泛的交流与

合作。因此，了解我们的邻国显得尤为重要。本人希望通过理解日本人的集团意识来认识

日本人国民性，以便更好的了解日本人的思维习惯与行为方式，对中日两国民间的友好交

流有所帮助。 

 

在本论文的完成过程中，本人主要参考了中外籍学者的有关专著和资料，对本论文的完

成起到很大帮助。其中主要参考了《日本人的集团心理》一书。作者入谷敏男通过描写日

本人的集体行为方式深入阐述了日本人的集团意识产生的原因，以及集团意识在整个社会

中所产生的不可忽视的影响和作用。与此同时还分析了日本人这种集团意识所产生的强烈

的归属感与集团内外有别的思维方式。该书内容丰富，重点突出，通过对该书的阅读，我

了解了日本人的集团意识产生的原因，为本文提供了理论依据。 

 

《菊与刀》的作者是美国文化人类学家鲁思·本尼迪克特。译长谷川松治。书名“菊与

刀”，是通过日本最具有象征意义的两种事物，来揭示日本文化和日本人  的双重性格。：

“菊”象征着日本人文化性格中优雅的一面，“刀”象征着日本人的武士精神。书中作者

从恩，耻，人情等方面分析了日本人独特的国民性。书中的内容在写作过程中为本人提供

了一定的论据，并对日本人国民性的理解提供了帮助。 

 

此外，《タテ社会の人間関係》（作者中根千枝）描述了当今日本社会中人际关系的建立

与维护方式，以及日本人独具的集团内外区别对待的心理，为我描写日本人的集团意识的

特征提供了依据。 

 

最后，本人还参阅了《日语学习与研究》中的一篇名叫《日本人国民性特征》的论文，

作者李卓从实用主义，集团主义，等级秩序三个方面来认识日本人的国民性，使我从中得

到了很多的启发和思考。 

 

以上所述著作及论文在我撰写本论文的过程中给了我很大的帮助，查阅这些著论使我学

到了很多论文以外的知识，受益匪浅。 
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