
一般財団法人 人間自然科学研究所
「故きを温ねて新しきを知る」講演会 2021.06.05（土）

１．自己紹介 インテリジェンスマイニング®

２．日本語の価値・日本の価値観、「日本語人」とは？

３．“日本語人“の使命が『世界を整える』
そのためには、『日本語（文化）を日本語で』伝える

国立大学法人・静岡大学 講義（2014年～）
グローバル教育研究所・深掘勉強会
インテリジェンス・マイニング®講演・講義

合資会社 創慧研究所（2000.10～） 代表
静岡大学・情報基盤センター 客員教授

一般財団法人 RINRI SDGs推進協議会 理事（発起人）
長谷川博彰



未来をデザインし創造する「インテリジェンスマイニング®」
https://www.youtube.com/watch?v=Dz5lDg6AlWQ&feature=youtu.be

（１分でわかるインテリジェンスマイニング動画／ナレーション付き）



日本語は世界一古い言語！？
世界が認知 世界一古い文化・文明は、日本列島に在った！

それは「縄文」 １６,０００年前～

日本（日本列島）の歴史

中国・エジプト・メソポタミア

１６,０００年前 縄文時代 ３,０００年前

現在

２０２１BC/AC

５,０００年前１０,０００年前１６,０００年前

皇紀２６８１年



一方、大陸は 侵略・占領・虐殺・奴隷化等で、「人の営み」が何度も断絶
⇒ 遺跡（石像、石製の建造物）は残ったが、文化伝承者・継承者は途絶えている

１６,０００年以上、脈々と繋がってきた「人の営み」
日本の文化と価値観や思想

そこから、生まれた価値観を現す代表例

日本語は世界一古い文化継承の累積【1/5】

おかげさまで

もったいない

おたがいさま
たったの６文字
に押込まれた

価値観



日本語は世界一古い文化継承の累積【2/5】

もったいない
たったの６
文字に押
込まれた
価値観英語に訳してみましょう！

（Google翻訳）

しかし、昨年（２０２０年）秋ごろから「Mottainai」となった！
これは、天下のGoogle も翻訳お手上げ！（降参！）



日本語は世界一古い文化継承の累積【3/5】

もったいない
たったの６
文字に押
込まれた
価値観

では、その英訳を日本語に逆訳
『もったいない』 は、

国連が「地球環境保護の標語」
に指定した。

発音は、“Mottainai！”

世界中のコトバ（価値観）を探し回ったが、
「もったいない」以上に適する価値観を現す

コトバはなかったのです！



日本語は世界一古い文化継承の累積【4/5】

おかげさまで
たったの６
文字に押
込まれた
価値観英語に訳してみましょう！

（Google翻訳）
“OKAGESAMA-DE” という映画が制作中！

これも、世界共通語になる！

また、ひとつ「日本語人の価値観」が世界に普及！



日本語は世界一古い文化継承の累積【5/5】

おたがいさま たったの６
文字に押
込まれた
価値観英語に訳してみましょう！

（Google翻訳）

では、その英訳を日本語に逆訳



では、Googel翻訳の実力は？

一社）ＰＬ研究学会・学会誌への投稿論文（研究ノート／長谷川博彰）
の作成にGoogle翻訳を利用したところ・・・・

ちゃんと、訳されています！でも、「もったいない」、「おかげさまで」、
「おたがいさま」はちゃんと訳せない！

これらを、ちゃんと外国人に説明するには、

Ａ４用紙で何枚もの説明が必要！？



もったいない

おかげさまで おたがいさま

日本語３大文化 v.s. SDGs 17目標

© ２０２１ 合資会社創慧研究所 長谷川博彰 令和３年（2021年）01月25日

【註】日本語３大語とSDGs17 目標とは直接的には連動していません。

日本語３大文化： ①もったいない ②おかげさまで ③おたがいさま



日本語３大文化 v.s. SDGs 17目標

日本語３大文化： ①もったいない ②おかげさまで ③おたがいさま

この図は、SDGs 17 目標と日本語の相関図です。
世界で一番古い歴史を持つわが国 日本（皇紀2681年）で醸成

されてきた日本語の価値を現す「３大言葉」に SDGs 17 目標が当
てはまるということを現しています。

外枠は日本語の全域を示しています。ここには、奥深く埋蔵され
ている現代はあまり使われていない言葉（日本語人の価値観）が多
くあります。 ＳＤＧｓ思想を包含する『人の道』（倫理・道徳）が、わ
が国には既に存在しており醸成・深化されてきていました。

ここでいう日本語とは、日本語人の「永年の営み」から産み出さ
れた智慧と叡智が埋蔵されている言葉という意味で、現代使われ
ている軽薄な言葉だけではありません。

SDGs 17目標と日本語３大価値

© ２０２１ 合資会社創慧研究所 長谷川博彰 令和３年（2021年）01月25日



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰

「助詞」と「助動詞」に意志・意識・思考が包含
⇒ 「助詞」と「助動詞」の分析（そのためには分解）
⇒ 「助詞」と「助動詞」が分解できるツールが必要

「自由文アンケート」から意志・意識・思考・・・が！

『私は、長谷川です』 v.s.  『私が、長谷川です』
『人参は、嫌いです』 v.s.  『人参が、嫌いです』
『人参は、嫌いです』 v.s.  『人参も、嫌いです』

『私は、コーヒーが、よいです』 v.s.  『私は、コーヒーで、よいです』
『日曜日が、定休日です』 v.s.  『日曜日は、定休日です』

『痩せたくない人は、見ないでください』（二重否定）

『行かないとは、言っていません』（二重否定）

・助詞：いわゆる『て・に・を・は』
・助動詞：助動詞一覧、活用一覧表

日本語の特長＝日本語文化



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰

分解可能な品詞一覧表

日本語文法の品詞　（分解ベース：形態素分析） インテリジェンスマイニング

区分 品詞名称 種類・内容 意味するもの

名詞 一般名詞、固有名詞、人名・地名名詞、数詞（年月日、金額、単位）

文章のテーマ表現や論理の展開の中核になる品詞。

語彙力（ボキャブラリー）、知識の種類と数・量もみえ
る。

代名詞 人称代名詞、指示代名詞

副詞 状態副詞、程度副詞、陳述副詞

接続詞 順接、逆説、因果、添加、並列、補足、選択、転換

感動詞 感動、感嘆、呼びかけ、応答、掛け声、挨拶

連体詞 体言を修飾・活用しない語：「あの」「或る」「去る」「いわゆる」

動詞 動作、作動、状態、存在

形容詞 修飾、形容

形容動詞 
事物の性質・状態を表現する語。名詞修飾と述語としての機能を持つ点では形

容詞と同一。

助詞 て・に・を・は・や・も・と・たり・し・が 主語と目的語をつなぐもの

助動詞
使役、受身、自発、可能、尊敬、打ち消し、過去、完了、推量、
意志、希望、伝聞、断定、勧誘、打消推量、丁寧、様態、存続、
比況、例示、丁寧断定、不確定断定など

意志、感情、立場、時間、主張、論理、情操
などを多様に巧みに表現する品詞

連語
二つ以上の単語が統合し、それぞれの単語よりも複雑な一まとまりの概念を

表す語。「間に合う」「梅の花」、「茶をいれる」「計画を立てる」

付属語

用言 

体言

＊日本語の特徴は、助詞と助動詞の組合わせが無限に近く有り、感情や感想、自然の営みの表現、自然と人間の関わり、世間との
関わりなどを多様な多段階的表現を意識することなく日常行っていること。

＊「情操」：知的作用や高度な社会的価値を伴う高次の複雑な感情をいう。

世間にある他の分解エンジンで
は、「助詞」と「助動詞」の分解は
できない！

「助詞」と「助動詞」に、意識・意図・
思考・趣意・目論見・下心・・・が。



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰

助動詞 種類＆活用 一覧表
↓↓↓

お手元の『国語辞典』をご覧ください。



日本語は、相手をおもいやる言語【1/2】

お母さん（ママ）は・・・

子供の立場で、会話をする日本語人

おじいちゃんは・・・

おばあちゃんは・・・
お父さん（パパ）は・・・

これを観た外国人は、宇宙人と感じる
？？？？？？？？？？



日本語は、相手をおもいやる言語【2/2】

子供の立場で、会話をする日本語人

「ボク」
いくつ？



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰

ここから、ちょっと難しい
お話になります！



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰



『民意・顧客の声・情操を掴むマイニング手法』 客員教授 長谷川博彰

難しいお話は終わります。

次は、

なんと素晴らしい日本！

についてです！



素晴らしい国 日本

株式会社世界地図
本社：松山市

㈱世界地図
https://sekaichizu.net/



世界の国歌を比較してみると・・・

『君が代』は国際コンクール（ドイツ）で
二度も最優秀賞を受賞！



出典：『絵本日の丸・君が代物語』 株式会社善本社

http://goodbook‐zenponsha.com/info/about/index.html



出典：『絵本日の丸・君が代物語』 株式会社善本社

http://goodbook‐zenponsha.com/info/about/index.html



出典：『絵本日の丸・君が代物語』 株式会社善本社

http://goodbook‐zenponsha.com/info/about/index.html



行きづまりの米国
崩壊に向かう中国
静かに滅びるEU

そして ⇒⇒⇒







外国人が観る日本の価値【2/2】



外国人が観る日本の価値【1/2】

「日本人よ、がんばれ！」のメッセージ！！



日本語価値マイニング 事例

１．日本語は「間」の文化

２．日本語は「氣」の文化

３．人生は「女偏」で始まり、
「女偏と糸偏で」生き、
「糸偏」で終わる

４．英語にならない素晴らしい日本語



日本語は「氣」の文化

景氣



日本語は「間」の文化

空間

時間

人間



人生は「女偏」で始まり、「女偏と糸偏で」生き、
「糸偏」で終わる

始

終

「女偏と糸偏」

で人生をおくる

結婚：糸と女

絆 縁

始終・終始

婚姻
新しい人生観が
生まれるかも？

娯

姓

約
納

絶

妥結

続







日本語と文化を
日本語で伝える



では、
『日本語人』に生まれてほんとうに良かったと感じた方

は『いいね！』をお願いします。

一般財団法人 RINRI SDGs推進協議会：会員募集中
https://rinri-sdgs.org/

『日本語を日本語で教える』：顧客（法人）と先生を開拓中

『世界共通教育』：中学・高校・大学／企業を開拓中

『世界を整える』（使命）いまいまの活動はこの三つです！

『日本語人』の使命『世界を整える』に
ご協力をいただけましたらとても嬉しいです。
https://www.facebook.com/groups/547643382774757



『日本語人』に生まれてほんとうに良かったと感じた方は
『いいね！』をお願いします。

ご清聴、ありがとうございました！

https://www.facebook.com/hiroaki.hasegawa.712

マイニング・ヒーロー

私 が 長谷川です！
https://www.youtube.com/watch?v=Dz5lDg6AlWQ&feature=youtu.be

090‐3084‐0124 hasegawa@i‐mining.com おわり



インテリジェンス・マイニング＠静岡大学・情報基盤センター_客員教授・長谷川博影 
https://youtu.be/Dz5lDg6AlWQ 
 
 
4,000字小論文を10秒で自動採点クラウドサービス 
https://youtu.be/kFnjjkZOeJw 
 
 
企業理念3分 最終版 
https://youtu.be/1VnXgpChRws 

参考資料 

https://youtu.be/Dz5lDg6AlWQ
https://youtu.be/kFnjjkZOeJw
https://youtu.be/1VnXgpChRws

