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突然ですが、幸福とは何ですか？  



幸福とは何か？  

•  嬉しい！ポジティブな感情？  
•  満足な状態？  
•  毎日への充足感？  
•  物事がうまくいっている時？  
•  好きな人と一緒にいる時？  
•  好きなものを自由に選べる生活？  
•  好きな人と一緒にいる時？  
•  やりがいのある仕事？  



幸福学とはなにか？  

幸福	

大学・心理学・
医学	

民間企業（ギャ
ラップ社他）	

国際機関・	

国連　	
各国政府・自治体	

大学：経済学	

政治学	

政策利用	

研究目的	



人の幸福は、測定できるの？  



幸福研究の夜明け  
1188世紀〜  

ジェレミ・ベンサム  

（イギリスの哲学・
経済学者）  
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幸福を数値化  
したいよね  



ジェレミー・ベンサム（1188世紀）  
の「幸福計算」  

•  幸福を数量化→「幸福計算」考案。  
•  「政府は政策を提案する際に、予想される快楽
と苦悩を計算し、差し引きした純幸福が最大に
なるものを選ぶことができる」。  

•  しかし、そう簡単に足したり引いたりできない。  
•  快楽と苦悩の強さや持続期間はどう測る？    
•  当時はまだ「幸福計算」、「絵に描いた餅」  
だった。  



ギャラップ社のグローバル調査  
•  １993355年に設立、アメリカ世論研究所、後にギャ
ラップ社（ワシントン）。  

•  学問的な研究が本格的に始まるずっと以前の5500年代
から、WWeellll  BBeeiinngg／ウェルビーイングについて世界
115500ヵ国で調査。  

•  「WWeellll  BBeeiinngg」＝「人生の満足度」「人生のよ
りよいあり方」  

「幸福」そのものではないが、幸福度調査において互
換性がある概念として広く使用  
  
•  人生の局面における幸福を計測できる質問事項を選
りすぐってアセスメントを作成し測定  



心理学研究者  

•  幸福を計測しようと地道な実証実験をくり返
していた  

•  人々が何に価値を見出し、実際の生活でどう
行動しているか  

•  どんな時、人はポジティブな感情を抱くのか  

•  その結果、「もしかして、幸福は計測できる
のではないか」と考える人が増えてきた  



  

  

それでも幸せな市民生活には、  

経済成長＝所得、富、GGDDPP（国内総生産）、  

要するに  

お金が一番大切だと信じられて来た  

  

  



お金で幸福は買えない？  



「幸福のパラドクス」  ((11997744))  
リチャード・イースタリン  

•  お金と幸福のフシギな関係
→  

先進国間では一国の所得水準
と幸福度の平均値に相関がな
い。((アメリカの経済学者）  
  
•  心理学、経済学、別々の学
術分野からの共通した結果  

  
→従来の「所得・富・GGDDPPの
高さが幸福度と相関する」と
いう考え方を真っ向�から否
定！  
  

脱成長の時代へ！  
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お金で幸福
は買えない
かもよ	



幸福はまさにプライスレス  
お金より大切なものって？	



シアワセの国、ブータン「GGNNHH」  
（GGrroossss  NNaattiioonnaall  HHaappppiinneessss）国民総幸福量  

•  経済成長ではなく、国
民の幸福の実現、人生
の充足が国の目標に  

•  11997766年、第５回非同盟
諸国首脳会議後の記者
会見で、第４代国王の
ジクミ・シンゲ・ワン
チュクが言及。  

•  その後の幸福度調査の
ターニングポイントに  

GGNNHHはGGDDPP
より重要！  	
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ブータン「GGNNHH」が考える  
99つの幸福の要素  

•  暮らし向�き（生活を営む上で必要な経済基盤）  
•  健康（身体面の健康）  
•  教育（教育や知識）  
•  コミュニティの活力  
•  良い政治（民主的な意思決定）  
•  時間の使い方（仕事、余暇のバランス）  
•  文化の多様性（ブータン文化の尊重と保全）  
•  生態系（環境保護）  
•  心の健康（精神面の健康）  



人間開発指数（HHDDII))　  
国連開発計画  

•  それぞれの人間に与えられた
「機会」「能力」を測定し、生
活の質を測定  

  
•  「われわれが必要としているの
は、GGNNPPと同じ程度に俗っぽい
尺度なんだ。たったひとつでい
い。ただ、GGNNPPほど人間生活の
社会的側面に無理解でない尺度
が必要だ…�」（パキスタンの経
済学者マブーブル・ハック）    

  
  
•  各国のランキングという横並び
の公開通信簿を発表！  
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人生をきりひらく能力
こそが重要！  
寿命、教育、健康！  

	



  

  

幸福のものさしを作ろう  
  

「経済成長」にかわり、いったい自分たちは
何を大切にするのか？  

何を持って幸福とするのか？  

  

  

	



幸福の指標（ものさし）を作ろう  
という動きが活発化  

  
目的：より良い政策を！  
  
•  ブータン国民総幸福度「GGNNHH」（国）  
  
•  荒川総幸福度（GGAAHH))　（区・自治体）  
「区政は区民を幸せにするシステムである」    
  
•  OOEECCDD　幸福度白書  より良いくらいし指標  （国際
機関）  

•  WWoorrlldd  HHaappppiinneessss  RReeppoorrtt  22001133（専門家）  
•  その他多数  



幸福のものさし・指標  

•  私の国、県、区の市民は幸せなのだろうか？  
•  市民一人一人という「個人」に光を当てるプ
ロセス  

•  それは、幸福な社会の姿を模索し、その社会
のビジョンを市民社会と共有していくプロセ
スそのもの。  



  

それでは実際にどうやって  

幸福を測ってきたのか？  



  

問い  

ところで、今あなたはどれくらい  

自分の人生に満足していますか？  



生活満足度調査  
キャントリルの梯子  

  

•  ０〜１０までの1100段階のハシゴ  
•  最良の生活に1100点、最悪の生活を０点  
– 『今あなたはどの段階にいると感じますか』  
– 『55年後にどの段階にいると思いますか』  

•  ギャラップ社のグローバル調査（対象
115500ヵ国）  他多数  

•  ディーナー７段階　「人生満足尺度」  
•  研究者の価値判断が必要ない  



アプローチの問題点  

•  外的な影響  
（雨  vvss  晴れでも違う）  

•  記憶の曖昧さ  
  

•  総合的に点数にする
能力  



生活時間帯調査  

•  朝食や夕食、運動や
仕事、電話や買い物
といった日常的な行
動の時に抱く感情を
尋ねる  

•  例えば通勤時間は、
楽しいか、悲しいか、
憤っているか、沈ん
でいるか、等である。  



一日の感情  
ポジティブ、ネガティブ、どっちが多い？  



生活時間帯調査  
良い点、難しい点  

•  雑多な行動やできごとに対する「合算」で
はなく、より細かに個別の経験に対する気
持ちを引き出す  

•  直感的に答えるので、回答がぶれない  
  

•  辛い受験勉強や病気の克服、肉体的にハー
ドな訓練はどうなる？時に反対の結果に。  

•  結婚や離婚、子どもの誕生などは？  
	



幸福の源泉はどこにある？  



幸福の要素とは  

仕事	

経済的な安定	

健康	

人間関係・家族や友人との関係	

地域社会やコミュニティへの参加	

政治・行政の質	

自然環境	

個人の選択の自由	



仕事  

•  報酬や収入�の手段、社会とのつながり  
•  やりがいや自己実現の手段  
•  仕事が楽しい人は、毎日自分の能力を発揮する
機会があるために幸福度は高まる  

•  失業は逆に大きなダメージに  
•  報酬にはすぐ慣れてしまう  
•  JJOOBB  ((労働）vvss  CCAALLLLIINNGG  （天職）  
TTiipp！  報酬より、仕事の価値への意識や  

やりがいが重要  



  
お金！経済的な安定  
その複雑な関係  

  •  衣・食・住といった基本的な欲求を満たし最
低限の生活の質を確保    

•  しかし、所得が一定の基準を超えると、お金
のよりもほかの要素のウエイトが大きくなる  

•  公平と感じること  
TTiipp!!　  

お金は必要だけど、いっぱいなくてもいい  

物ではなく、経験を買おう（長く幸せ！）  



地域社会やコミュニティへの参加  

•  信頼関係に結ばれたコミュニティや地域社会
に所属する。  

•  趣味のサークル、ボランティア、宗教活動等  
•  月に一度ボランティアするだけで、所得が倍
増するのと同じくらい幸福  

•  いざという時に助け合える  
•  役に立っている感覚、役割、達成感、居場所
がある  

TTIIPP!!  楽しみながら誰かの役に立とう!!  

人間関係は一朝一夕にはできない。  



政治行政の質と選択の自由  

•  政府に対する信頼度の高さや腐敗の認識度  
も高い関連が  

•  賄賂を使うか、コネを使うかしか成功への道
がないような社会では、自分の能力、やりが
いが発揮できない  

•  選択し、人生を切り開いて自己実現ができる
社会  

•  仮に収入�が下がったとしてもフリーランスで
働く人々のほうが充実感があるとの研究も  

TTIIPP!!　政治に参加しよう！  
「やらされる」より「やる」を選ぼう！  



幸せの源泉はバランスにあり？  
  
  

仕事	

経済的な
安定	

健康	

人間関
係・家族
や友人と
の関係	

地域社会
やコミュニ
ティへの

参加	

政治行政
の質	

選択の自
由	

自然環境	

幸福は多面的で、お互いに関連し合っている  



  

　  

ちょっと待って。  

幸福は、果たして  

結果なのか？  

原因なのか？  



幸福は結果なのか原因なのか？  

•  結婚したり、ボランティアをすれば個人
の幸福度が高まるの？  

•  楽天的で日々をエンジョイしている人が
よい結婚や仕事に恵まれたり、ボラン
ティア活動が好きになる、という逆のベ
クトルも  ？  

•  ストレス→健康を害する  
•  心の持ちよう、価値観、内面  



  

  

  

  

  

幸福はどれくらい長続きするのか？  





幸福はいつまで続くのか？  

•  ダニエル・カーネマン「人々は自分を幸福に
しているものが何か、日常の中で感じる幸福
感や不幸感がどれくらい持続するかは予想が
できない」  

•  人は順応する生き物。つまりその状態へ慣れ
てしまう→  

TTIIPP!!  物を買ってもすぐに慣れる。だから、物質的
なものにお金をかけても幸せになれない  
TTIIPP!!  悪い出来事も克服できる。  



幸福はいつまで続くのか？	

•  外的要因（個人）：失職、事故、病気、
火事、親しい人の別れや死  

•  外的要因（グローバル）：天変地異、地
震、グローバル経済危機  



  

  

  

  

  

一見すると幸せは、  

いつまで続くのかは予想がつかない    



幸せな未来のために、社会に  
ストックしておきたい四つの資源  

経済	

資源	

環境	

資源	

人的	

資源	

社会関
係資源	どうです

か？	

ちょっとまずく
ない？	



東日本大震災の後、覚えてますか  

•  節電→環境・自然資源  

•  食料・買い占め→環境・自然資源  

•  人とのつながりや絆→社会関係資源  



レジリエンスとは？  

•  回復力、地域の底力  
•  外的衝撃やそれによって引き起こされた
変化をかわす生態系の能力で、危機的な
状況にパニックを起こすことなく、また
対症療法的にその場をしのぐのでもなく、
「しなやかに対応する力」    

((ロブホプキンス22001133,,  第三書館『トランジションハンドブック　地域
レジリエンスで脱石油社会へ』))  



トランジションタウン『移行』  
•  藤野電力聞いたことある？  

•  ロブ・ホプキンスが、22000055年秋トットネスで立ち上
げ、イギリス全土はもちろんのこと、世界中に広がる。  

•  トランジションとは『過度に石油等の化石燃料に依存
した社会経済システム』から『自然との共生を前提と
した持続可能な社会経済システム』への移行  

  
•  地域内の食料やエネルギーの自給率をあげ、地域経済
や住民同士の信頼関係を普段から強くしておくことに
より、外部から大きなショック（自然災害や食糧危機、
エネルギー危機や経済危機）に対応する底力や人材・
ノウハウを地域にストック    



まとめ、のようなもの  

•  それぞれの「幸福の形」を考えていこう  
•  幸福の要素のバランスが大切。  
•  人任せはいけない。政治や巨大システム、
大企業だけに頼るのはやめよう。  

•  政策的対話を大事にしよう。  
•  幸福は、目的地や双六のゴールではない。
幸福はプロセスである  


