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第 26 回ハイライフセミナー講演録
『幸福って何だ？』

　2013 年 9月 9日、国連が『世界幸福度報告書 2013』を発表しました。幸福度の

上位 3ヶ国は、デンマーク・ノルウェー・スイス。経済指標GDPの上位 3ヶ国で

あるアメリカは 17位で、中国は 93位という結果でした。ちなみに、私たちの暮ら

す日本は 43位。先進国の中では際だって低い順位だったようです。「経済の豊かさ

だけでは幸せにはなれない」。昨今、巷で言われている通りの結果となりました。

しかし本来は、ランキングの“結果”自体にそれほどの意味はありません。大事な

ことは、何がその“基準”となっていたのか、その“モノサシ”を知ることです。

　そこで本セミナーでは、「幸福のモノサシ（指標）」について改めて考えてみたい

と思います。第 1部では、「個人と幸福の関係」を考えるために、心理学や経済学

などさまざまな分野で研究されてきた『幸福指標』について考えます。続く第 2部

では、「まちと幸福の関係」について考えるため、実際の事例をもとに“行政”と“市

民”の両視点をご紹介したいと思います。

　「人間の活動は最終的に幸福を目指している」とは、哲学者プラトンの弟子・ア

リストテレスの言葉。幸福論は、ともすれば“理想論”になりがちなものですが、「幸

福指標」について考えるということは、自分の「人生」について“具体的”に考え

ることにつながるのではないでしょうか。

開催日時：2014 年 2 月 22 日（土）14:00 ～ 17:00
会場：東急渋谷ヒカリエ 8F　イベントスペース『COURT』
主催：公益財団法人 ハイライフ研究所
共催：特定非営利活動法人 シブヤ大学

企画協力：ASOBOT inc.
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　本日はお忙しい中、第 26 回ハイライフセミナー『幸福って何

だ？』にお越しいただき、誠にありがとうございます。本日の主

催団体であります、公益財団法人ハイライフ研究所では、本日お

話しさせていただくシブヤ大学理事の伊藤剛さんが 4 年ほど前か

ら特任研究員としてコミュニティ再生をテーマに研究をさせてい

ただいておりまして、本日はそういった運びで共催授業という形

で今年度の研究報告をさせていただきます。

　本日は、第 1 部のレクチャーパートと、第 2 部のケーススタ

ディーに分かれております。

　セミナーを始める前に、公益財団法人ハイライフ研究所の高津

春樹常勤顧問より本セミナーの全体趣旨に関して最初にお話しい

ただきたいと思います。それでは高津さんよろしくお願いいたし

ます。

高津　ただいまご紹介にあずかりました、公益財団法人ハイライ

フ研究所の高津と申します。

　本日は、公益財団法人ハイライフ研究所主催・特定非営利活動法

人シブヤ大学共催の第26 回ハイライフセミナー『幸福って何だ？』

にご参加いただきまして誠にありがとうございます。セミナー開

催に当たりまして、簡単に開催趣旨を述べさせていただきます。

　当財団は、このスライドにもありますように「持続可能な都市

居住実現」に向けてさまざまな活動を行っております（資料 1）。

研究に関しましては、都市自体の魅力をいかに拡大・創造するか

という研究、それから生活者が都市生活を送る上での知恵を開発

する研究という、この大きな 2 つのテーマに沿って研究を行って

おります。

　都市生活を送る知恵開発研究の大きなテーマとして、コミュニ

ティの再生というものがあります。この研究に関し、シブヤ大学

理事の伊藤さんと 4 年前から一緒に研究を行っています。こうし

たご縁で、本日のセミナーがあるというわけです。

　4 年前と言いますと、「無縁社会」という言葉が大きな話題を

呼んで、都市における人間関係の希薄さが問題として浮上してお

りまして、人とのつながり、地域での助け合いというものが大き

な課題として取り上げられていた状況でした。その後、3.11 の

東日本大震災以後は、地縁をベースにおいたコミュニティの重要

性というものが叫ばれ、そして現在におきましては社会保障、イ

ンフラなどに陰りが見える中、介護そして育児、教育、防災にと

個人の限界がある中で市民の自助努力も要請されている現実があ

ります。このような状況下、相互扶助を前提に、コミュニティ再生、

そしてコミュニティ構築が大きな注目を集めておりまして、その

再生・構築へ向けての試みも数多く見られるようになってきたと

いうのが現在の実態だと思っております。

　このような中、コミュニティ再生をテーマとして研究を進めて

いく上で根源的な問いかけが出てきました。そ

れは何かと言いますと、「コミュニティとは何な

のか」、「コミュニティ再生とはどういう状態を

言うのか」、「一体どこに向かうことがコミュニ

ティ再生なのか」ということです（資料 2）。議

論を進めていくと、コミュニティに関する意識

とか認識、これが、それぞれに結構大きな落差

があり、我々が研究を進めていく上で大きな問

題として浮上してきました。コミュニティの危

機的状況や崩壊というのは確かにあります。そ

こから脱却することは必要だということで研究

を続けているわけですけれども、どのような状

態に持っていくかを明らかにしなければ、「コ

ミュニティ再生」もないのではないか。また、

効率的にコミュニティを構築していくことはで

きないのではないかと考え、どのような“モノ

サシ”でコミュニティを測りうるのかという評

価基準の視点からコミュニティ再生の方向性を

高津	春樹
公益財団法人 ハイライフ研究所
常勤顧問

資料 1
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明確にすべく研究を進めております。

　この考えに基づきまして、コミュニティと関

係するさまざまな分野での評価基準を対象とし

て現在研究を行っています（資料 3）。詳細は後

ほどあると思いますので簡単に述べて参ります

けれども、まず、平常時の地域コミュニティを

考える上では「行政評価」、「学校評価―コミュ

ニティスクール―」の分野。そして、非常時の

地域コミュニティを考える上では、地域コミュ

ニティも含めた、復興のありようというものを

求めた「復興指標」、紛争地域、低開発国等の地

域支援や社会開発も含めた活動を評価する「開

発援助評価」。そして、国家・行政・地域コミュ

ニティなどの活動の中で、その社会に暮らす人々

がその暮らしぶりをどのように捉えているのか、

また、満足しているのか。逆説的に言いますと、

行政や地域に何を望み、問題としているのかに

ついて考えることも可能な「幸福指標」。これら

5 分野を抽出して研究を行っておるところです。

　今回のセミナーは、昨年度実施いたしました

『復興って何だ？』に引き続きまして、これらの

研究活動の成果より、「幸福指標」研究に基づき、

個人と幸福の関係を起点としつつ、行政と市民

の両視点からの実例をご紹介する中で、「まちと

幸福の関係」を考えてみたいということで企画

をいたしました。

　『幸福って何だ？』というのが、今回のテーマ

ですが、このシンプルな問いかけから自らの生

活、そしてこれからの人生に思いを致して、具

体的に幸福の姿というものについて皆さんと一

緒に考えられればと考えております。

　少し長くなりましたが、開催のご挨拶とさせ

ていただきます。

資料 2

資料 3
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「指標」を考える 　

伊藤	剛
ASOBOT	代表
シブヤ大学	理事

明 治 大 学 法 学 部 卒。2001 年 にクリエイティブ 会 社
『ASOBOT』を設立。「伝えたいコトを伝わるカタチに」をコ
ンセプトに、さまざまなコミュニケーション分野の企画制作を行
う。 また、東京外国語大学・大学院総合国際学研究科『平
和構築・紛争予防コース』で講師を務め、ボスニア・イラ
ク・アフガニスタンなど紛争国からの留学生に向けて、コミュニ
ケーションの視点から平和構築を考えるカリキュラム『PEACE 
COMMUNICATION』を担当するなど、研究者としての活動
も行っている。 また、2012 年度よりハイライフ研究所の特
任研究員として「コミュニティ再生」をテーマに活動している。

　皆さんこんにちは。本日は本セミナーに来ていただきありがと

うございます。

　冒頭の挨拶で高津常勤顧問からご説明をいただきましたが、本

日は『幸福って何だ？』と題して、私と川内有緒さんとで初めに

お話しさせていただこうと思います。私と同様、隣にいる川内さ

んもシブヤ大学のメンバーでして、今回の「コミュニティ再生の

評価研究」というのは、シブヤ大学の左京学長も含めて計 6 人で

二年間の共同研究という形式でやっています。昨年度は、被災地

に対して私たちが何気なく使っている「復興」の概念に対して、

そもそも『復興って何だ？』と題して研究成果を発表いたしました。

　私も川内さんも、純粋な研究者ではなく実務家です。普段はこ

うしてシブヤ大学を通して「まちづくり」に関わっていたりする

わけですが、時々メディアや研究者からの取材でシブヤ大学をコ

ミュニティ活性化、コミュニティ再生の成功事例として取り上げ

てもらうことがあります。そういう中で、「そもそもコミュニティ

が再生するってどういう状態を指すのだろう？」という素朴な疑

問から始まったのが今回の研究です。先ほどご紹介した「復興」

もそうですが、さまざまな評価分野を研究対象にして調べていく

うちに、実感にも近い「感覚的」なものや「主観的」な価値観な

どはどのように評価することができるんだろうかという疑問が生

まれてきました。そこで注目したのが「幸福研究」です。本日は、

川内さんと一緒に調べてきた研究内容の一部をいくつかご紹介で

きればと思っています。

　それでは私のパートから始めさせていただきます。私の方から

は「『指標』を考える」ということで、そもそも「評価するとは」「測

定するとは」どういうことなのかについてお話させていただけれ

ばと思います。

　私たちの日常生活は、実はたくさんの「指標」や「評価」に囲

まれています。（資料 4）。皆さんにとって最も身近で、おそらく

苦い思い出があるだろうという指標が、学生時代の成績表「通信

簿」です。それから、社会人になると「人事評価」があります。

企業の場合、一般的にわかりやすい評価基準は「売上目標」など

になるかと思いますが、人事評価をする上で難しいと言われてい

るのは、「経理部」「総務部」など直接的な利益を生みださない部

署の人たちをどのように評価するのかということです。

　その他にも、スポーツの分野では常に何らかの形で採点し順位

付けをしていますが、これもまた評価の一種です。今回のソチ五

輪で話題となったフィギュアスケートでは、とても詳細な採点基資料 4
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準が設定されていて、私たちはまったくその計算方法がわかりま

せんので「総合点の結果」を見て一喜一憂することになります。

さらに身近なところでいうと、音楽業界などの「ヒットチャート」

や「ランキング」、ネットでの「商品レビュー」などがあります。

レビューの星印の数や、使いやすさ・利便性・コストパフォーマ

ンスなどいくつかの基準を指標化したものなどを見て何かの判断

をしているかと思います。このように、私たちの身近にはたくさ

んの指標がありますが、今回は「幸福」というテーマと評価につ

いて改めて考えていきたいと思います。

　これは、昨年国際機関から発表された『ワールド・ハピネス・

レポート』という報告書で、世界中でどこの国が一番幸福なのか

をランキングしたものです（資料 5）。1 位がデンマーク、2 位

がノルウェー、日本は 43 位という先進国の中ではかなり低い結

果だったようです。これは国家間を比較したものですが、3 年ほ

ど前には法政大学の教授によって発表された『47 都道府県幸福

度ランキング』という国内のランキング結果が話題になりました

（資料 6）。1 位は福井県で、最下位が大阪府です。これがいろい

ろな意味で物議を醸しました。まずトップの福井県では、当時の

県知事がこの結果を喜び、ブータンの国王陛下ご夫妻が来日し

た際に、ブータン国王に対して「うちは日本で一番幸福な県です」

とアピールしたそうです。また大阪府では、発表された当時はちょ

うど府知事・市長選が繰り広げられていたときで、「幸福度が最

下位であるはずがない」ということが政治の論争となったそう

です。さらには、35 位だった鹿児島県が、5 位にランキングさ

れた佐賀、熊本県に対して、鹿児島が佐賀や熊本に負けている

はずがないといって、独自の指標をつくるということになったそ

資料 5
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うです。

　ワイドショーでは、トップの福井県

民の方と最下位だった大阪府の方にイ

ンタビューをしたりして、県民性の違い

で大阪府のおばちゃんたちの元気さを

切り取って、「幸福度ランキングって本

当なんですかね」というような、実にワ

イドショー的な批評をしていたのを覚え

ています。

私自身もきっといままでであれば「自分

の県は何位だった？」ということに一喜

一憂していたわけですが、ちょうど評価

指標に関心を持ち始めていた頃なので、

「そもそもこれはどのように評価した結

果なのだろうか」と疑問が湧きました。

　まだあまり知られていませんが、実

は『日本評価学会』という学会がありま

す。その学会では『評価士養成講座』を

開催し、評価士を育成するための３日間

の研修を行っていまして、私も研究の

一環として評価士を取得しました（資料

7）。このカリキュラムに記載されている

通り、世の中にはいろんな評価分野が存

在しています。「自治体評価」「学校評価」

「行政評価」「大学評価」「病院評価」と

いった具合です。例えば、病院評価とは

何かというと、私たちが一患者として病

院選びを考えるとき、「良い病院かどう

か」が気になると思います。その場合、

客観的に見て良い病院とは何なのか。「診

療費」の値段が重要なのか、もしくは「手

術数」をこなしていることなのか、もし

くは「成功率」なのか、いくつもの基準

の可能性があるはずです。でも、私たち

はどうしてもその「ランキング結果」だ

けに右往左往してしまいます。「手術数」

か「手術の成功率」のどちらの基準によ

るかで、「結果の意味合い」は全く違っ

てきますよね。

資料 6

資料 7
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　私たちは、きっと「評価される」側に立つと個人的には嫌な気

持ちになるかと思いますが、「評価学」を通して感じたことは、「良

い病院って何なんだろう？」とか、「悪い大学って何なんだろう？」

という、そもそもの対象を具体的に考えるきっかけにはなるもの

だというのが率直な感想でした。そこで、評価学の知見を少しだ

け皆さんと共有したいと思います。

　まず初めに学んだことは、世の中には「評価」とよく似た概念

がたくさんあるということです（資料 8）。例えば、「調査」「精査」

「判断」「測定」「分析」「比較」「監査」「分類」などと本当にたく

さんあります。一つずつその違いを説明していくと時間がかかっ

てしまいますので、最も重要な「調査」との違いについてご紹介

したいと思います。

　調査というのは「事実特定」をすることです。一方、評価とい

うのは「事実特定＋価値判断」ということになります。例えば、

自分の住んでいるまちの小学校の学力を調査したとします。行政

の調査報告書には、「昨年度 30 パーセントだったものが今年は

35% に向上した」と書かれています。私たちはこの「向上」と

いう言葉があることで、良い評価がされていると感じてしまう

かもしれません。しかし、これは評価学からしたら、「30% から

35% に向上した」というのは単に「事実特定」でしかありません。

「5% の向上」という事実があるだけで、本当は 50% を目指して

いたのに結果が 35% だったのかもしれません。つまり、5% 向

上したことが「良かった」のか「悪かった」のか「まあまあだった」

のかという、価値判断を示すことが「評価」する行為だとされて

います（資料 9）。

　評価学の歴史の中で哲学者といわれるマイケル・スクリヴェン

という人の定義を一つご紹介いたします。「評価とは、物事の本質・

値打ち・意義を体系的に明らかにすること」としています（資料

10）。日本語だと「本質」「値打ち」「意義」のそれぞれの違いが

わかりづらいですが、英語で言うと「Merit」「Worth」「Significance」

となります。このように、評価と調査とはまったく違う行為なわ

けです。

資料 8

資料 9

資料 10
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　最後にもう一つだけ評価学からの知見をご紹介いたします。「評

価結論」をどのように行うのかという基本的な３つの類型です

（資料 11）。1 つ目は、『Grading（等級付け）』と呼ばれるもので

す。２つ目は皆さんにとって最も身近な『Ranking（順位付け）』。

３つ目は『Scoring（点数付け）』と呼ばれる点数を付ける手法の

ことです。フィギュアスケートはまさにこの Scoring（点数付け）

をした結果、順番が決まることになります。それぞれを詳しく説

明しましょう（資料 12）。

　『Grading（等級付け）』に関して身近

な例で言えば、「A ランクのホテル・B

ランクのホテル」「優・良・可・不可」

などで表現される評価結論です。例えば、

皆さんはミシュランのガイドブックをご

存じかと思います。あれは、三つ星レ

ストランとか、二つ星レストランといっ

た「3 つの星印」で評価結論をしていく

ものになります。話が先ほどの例に戻り

ますが、30% から 5% 向上したのは良

いことか悪いことかを評価するためには

「事前」に評価基準を決めておく必要が

あります。その事前の基準に沿って、良

いか悪いかが決まるわけです。

　この Grading（等級付け）という手法

でも、「三つ星のレストランはどの程度

のレベルのことを指すのか」はミシュラ

ンが事前に設定しています。ミシュラン

の場合では、一つ星は「そのカテゴリーで特においしい料理」。

二つ星は「遠回りをしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理の

こと」。三つ星は「そのお店のために旅行する価値があるほど卓

越した料理」のことと定義しています。ご存じの方もいらっしゃ

ると思いますが、ミシュランというのはもともとタイヤメーカー

でした。そのタイヤメーカーが作った基準なので、車でドライブ

する際に、遠回りをしてまでも立ち寄りたいお店なのか、そのた

めに旅行をしてでも訪れたいお店なのかということを価値基準と

しているのです。これが Grading（等級付け）という考え方で「絶

対評価」です。つまり、相対的にどちらが上かを表すものではなく、

その基準を満たせば、評価対象にしたすべてのお店が三つ星にな

る可能性もありますし、逆もあり得ます。

　一方で Ranking（順位付け）ですが、これは 1 位から 100 位

という実にわかりやすい評価結果かと思います。この場合は「相

対評価」になります。つまり、どちらの方が優れているのかとい

うことを表しているものなのです。

　最後は Scoring（点数付け）です。一番わかりやすい例は学校

や試験のテストで、テストの点はもしも 100 問あれば、1 問に

1 点ずつ配点をして 100 点になるわけです。但し、Scoring（点

数付け）で大事なことは、99 点から 100 点の 1 点も、1 点から

資料 11

資料 12
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2 点への 1 点も等価値であることです。いずれにしても、事前

に「どの解答に何点」と決めておかないと点数が付けられない

わけです。例えば、大学で非常勤講師をするときなどには履歴

書を提出するのですが、その時に、「誰かの書評を書いていたら

2 点」「論文を発表していたら 3 点」「本を出版していたら 5 点」

と配分して、これらの総合点で給与が決まります。この基準から

すると、論文を発表するよりもでき

るだけ書籍を出版した方が評価が上

がるわけです。このように事前に「何

を取ったら何点」と決めておくのが

Scoring（点数付け）になります。先

ほどお話したフィギュアスケートも

そうです。この手法は、「絶対評価」

と「相対評価」の両方に使えるとい

われています。　

　ここで皆さんに投げかけておきた

いのは、「評価リテラシー」の重要性

です。この言葉は私が勝手に作った

造語です。リテラシーというのは「読

み解く能力」の意味ですが、私たち

はどうしてもつい「評価結果」に一

喜一憂してしまいがちですが、大事

なことはそもそも「何が基準になっ

ていたのか」を読み解くことだと思

います。

　評価結果について物議を醸した『47 都道府県ランキング』に

も、当然評価した際の基準があります。具体的には、「40 の指標」

に対してまずランキングを決めます。上位 1 位から 5 位だった

ところには 10 点、6 位から 10 位だったところには 9 点、みた

いにちょっと複雑な計算をした総合結果をランキングとして発表

しているわけです（資料 13）。では、「40 の指標」の中身は何だっ

たか。例えば、生活に関しては「出生率」「未婚率」「交際費比率」「持

ち家率」などが挙げられています。一方、労働に関しては「離職率」

「労働時間」「正社員の比率」などになります。そういった 40 の

項目を全部足し上げて幸福度を計っていました（資料 14）。これ

らを皆さんが認識したときにどのように思われるかは人によって

違うと思いますが、「幸福度」のランキングと聞けば、普通は「笑

顔のイメージ」など、何かそういうものが福井県にはあって、他

県よりも幸福なのかと想像するのではないでしょうか。でも、実

際にはこうした「出生率」や「犯罪率」などの世の中にある統計

調査から出てきた情報を組み合わせて総合化しているわけです。

　おそらく、ビッグデータの流行も含めて、これからの時代はよ

り「客観的データの時代」になると思います。もちろん、客観的デー

タは非常にいろいろなことを教えてくれます。しかし、そのデー

タを使って、いろんなものを Ranking（順位付け）や Scoring（点

資料 14

資料 13
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数付け）などで表現することが増えてくると思います。現在でも、

週刊誌などで、「いい病院の選び方ランキング」などの特集がよ

く組まれていますが、大事なことは何の基準や指標で測っている

のかに注目していただきたいと思っています。それが、自分の考

える良い病院の基準と近いのか、もしくは新たな視点を提示して

いるのか、そういった「評価リテラシー」の視点に興味を持って

いただけたらなと思っています。

　さてここで、「皆さん自身が考える幸福」について考えていた

だこうと思います。お手元に「幸福のモノサシ」を測る 3 つのワー

クショップシートを事前にお配りしていると思います。

　パート 1 には、ABCDE という 5 つの設問が書いてあります（資

料 15）。例えば、A は「ほとんどの面で私の人生は私の理想に近い」

のかどうかというのをお聞きしていますが、それに対して、7 つ

の選択肢が用意されています。「全く当てはまらない」というも

のから徐々に「ほとんど当てはまらない」「あまり当てはまらない」

「どちらとも言えない」「少し当てはまる」「だいたい当てはまる」「非

常に当てはまる」の７つです。このように、それぞれの設問に対

して番号を記入していただきたいと思います。そしてこの 5 つの

質問への答えの数字を合計してみてください。

　次にパート 2 ですが、これはとても抽象的な質問です（資料

16）。皆さんが毎日の生活の中で、「何をしている時に幸福を感じ

ているのか？」について思い出して、自由に書いていただきたい

と思います。もし回答に悩んだ場合は、例えば「仕事のとき」や、

恋人とか家族などの「人間関係」において、もしくは「人生の中

で最も幸福だったと思う瞬間」などを思い出して書いていただい

ても結構です。

　そして最後のパート 3 は、各テーマに関して皆さんが考える「幸

せと不幸せの境界線」について考えていただくアンケートです（資

料 17）。事前にお配りしているシートには、5 つのテーマのうち

のひとつが記入されています。

　それでは今から 10 分間で、これら 3 問にお答えいただきたい

と思います。よろしくお願いします。

資料 15

資料 16

資料 17
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伊藤　せっかくなのでパート 3 の設問について何名かに回答をお

伺いしたいと思います。どなたかいらっしゃれば挙手をお願いで

きますか？

A　「コミュニティの幸せと不幸せの境界線」ということで、「人

へのリスペクトをできるときであり、自分がリスペクトされてい

るときである」というように書きました。それは家族関係でも仕

事でも、たぶん似た部分があるかなと思います。

伊藤　ありがとうございます。「人へのリスペクトができている

かどうか／されているかどうか」というのが、幸せと不幸せの境

界線だと考えられたわけですね。ありがとうございます。

B　「仕事の幸せと不幸せの境界線」ですが、ビジネスマンであ

ればどなたも思い当たると思うんですけど、「トラブルが発生し

たとき」が幸せと不幸せの境界だと思います。今までうまくいっ

ていた仕事が、突然 1 件のトラブルがあって、「何をやっている

んだろう俺！」っていう、そういうことがあるので「トラブルが

発生したとき」かなと思っています。

伊藤　ありがとうございます。もう一名くらいお聞きしましょう

か。「コミュニティ」と「仕事」のテーマが出ましたので、他のテー

マだった方いらっしゃいますか？

C　「結婚・恋人関係」で、「相手が自分のことを理解していると

感じるかどうか」で幸せか不幸せかの境界線を引きました。

伊藤　ありがとうございます。女性側の貴重な意見でしたね。男

性の皆さま、伝わりましたでしょうか（笑）。相手の人が理解し

ているかどうかじゃなくて「理解していると私が感じるかどうか」

ということで、とても興味深かったです。

　非常に短い時間ではありましたが、皆さん自身の「幸福のモノ

サシ」について考えていただきました。それでは引き続き、世の

中では一体どのように「幸福のモノサシ」を考えているのかにつ

いて、川内さんの方からお話しいただきたいと思います。
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川内	有緒
ノンフィクション・ライター

日本大学芸術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。
コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の
研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境
の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004 年からフ
ランス・パリの国際機関に 5 年半勤務した後、フリーランスに。
現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。
著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パ
リでメシを食う。』『バウルを探して～地球の片隅に伝わる秘密
の歌～』（幻冬舎）がある。

　いまご紹介いただきました川内有緒と申します。私はライター

をやっています。今回この「幸福」を研究テーマに選んだ理由と

しては、やっぱり誰もが幸せになりたい、幸せになるために頑張っ

ている。それでも人はなかなか幸せになれなかったり、先ほどの

意見に出てきたように何か仕事でトラブルが起きたときにすぐに

幸せじゃなくなったりとか、一体幸せって何なんだろうっていう

ところから始まりました。

　今日は、私は『幸福学』というものを研究していたんですけれ

ども、その中からダイジェストで 3 つぐらい、面白かったなと思

うことを紹介したいと思います。

　まず 1 点目としては、『幸福学』という学問はどうやって実際

に生まれてきたのか。幸福っていう抽象的なものをどうやって研

究者たちが測ってきたのかということを紹介します。2 つ目は、

その研究結果として、何が私たちを幸福にして何が私たちを不

幸にするのかということについてちょっと考えてみたいと思いま

す。最後は、幸福は非常に移ろいやすいということについてです。

朝は、すごく幸せだったのに夕方になったらすごく悲しいかもし

れない。なぜ幸福は移ろいやすいのか。そして幸福を長続きさせ

るためにはどうすればいいのか、その 3 つをお話しします。

　さて、「幸福とは何ですか？」（資料 18）。皆さんちょっと幸福な

状態というのを思い浮かべてみてください。幸福な状態とはどん

な状態なのか、心の平和かもしれないし、うきうきした状態かも

しれない。これは、私がいくつか挙げてみたものです（資料 19）。

嬉しいなとか、好きな人と一緒にいたり、好きなものを手に入れた

ときとか、すごくやりがいを感じているときとか、いろんなときに

資料 18 資料 19

「幸福」を考える 　
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　人の幸福は測定できるのか（資料 21）。それが今回のセミ

ナーのテーマでもあるわけですが、幸福というすごく抽象的

なものを測ってやろうと最初に考えた人がいるんですね。そ

れがこの人です。18 世紀のイギリスの哲学者であり、経済学

者であるジェレミー・ベンサム（資料 22）。18 世紀の人なの

で、写真がないくらい昔の話なんですけれども、この人が最初

に数値化できないかと考えた人だと言われています。彼は『幸

福計算』というものを提案しました（資料 23）。どういうもの

かというと、ひとつの政策があるときに、人はそれをポジティ

ブに捉えるかネガティブに捉えるか、それを足し引きすること

によって、良い政策なのか良くない政策なのかを測っていく

人は幸福を感じますよね。なので、一概に言えないすごく抽象的

なものだけに、幸福研究というのは非常に難しい学問分野でした。

　いま幸福学と言われるものがあるんですけれども、もともと

はいろいろな学者や研究所、国際機関、自治体が、それぞれの

立場で幸福を見ていたんですね。例えば「心理学」であれば、

どういった心の状態が人にとって幸福なのかというのを考え、

「民間企業」は世論動向を知るために市民の幸福を見ていました。

そういった多様な研究がだんだん集約されてきて、それぞれの学

問分野が協力し合うことによって、もっと体系的に幸福というも

のを見るようになってきたのがここ 10 年、15 年ぐらいの話です

（資料 20）。

資料 21

資料 20

資料 23

資料 22



20

第
１
部 

レ
ク
チ
ャ
ー

べきではないかという考え方です。要するに、政策は人の幸

福を最大化するものであるはずなので、それを政策に反映さ

せていったらどうかという提案です。例えば、極端な例で言

うと、死刑を導入しようという国があったとして、その政策を

聞いたときに人々は愉快に感じるのか不快に感じるのか、そう

いうものを足し引きしていこうという考えだったんですけれども、

結局そんなに簡単に足したり引いたりはできない。やっぱりそ

の当時はまだそういうことを測る計測手法というのがなかったの

で、幸福計算というアイデアは生まれたけれど絵に描いた餅で終

わってしまいました。

　それからしばらく時が経って、ある民間の企業が始めた『グロー

バル調査』という取り組みがあります（資料 24）。これは1935 年、

アメリカ世論研究所（後のギャラップ社）という研究所で、誰が

誰に投票するのかといった世論調査をする民間の調査会社によ

るものです。彼らが初めて人間の幸福というのは人生の満足度、

つまり Well Being のことだと位置づけて人生のより良いあり方

を考えていくという調査を始めました。世界 150 ヶ国で似たよ

うな調査が行われるようになりましたが、これは早い段階に始め

た調査のひとつで、ギャラップ社はいまでもこの調査を続けてい

るので、世界的には非常に貴重なデータを集めてきた会社と言

えます。

　その後も、さまざまな大学や研究所で心理学者がいろんな研

究、実証実験をしてきました（資料 25）。例えば学生が 100 人

の中で、ちょっと性格が暗い学生と明るい学生がいたとして、そ

の性格が暗い学生はその後どういう人生を歩んだのか、明るい

学生はどういう人生を歩んだのかとか。ほかの研究としては、早

く結婚する人と遅く結婚する人いますが、どちらが幸福な結婚

生活を送れるのかとか。また、大企業に勤めている人と、フリー

ランスで働いている人はどっちが幸せなのかなど、幸福というも

のをありとあらゆる社会活動から分析し始めた。こんなふうに、

皆さん細々と研究していた時代が続いています。それでも 1 つ

はっきりしていたことがあって、当時誰も疑いを挟まなかったこ

ととして、幸せになるには必ずお金が必要だというふうに考えら

れていたことです（資料 26）。国が豊かになればなるほど人は

幸せになれる、そういう考え方がずっと続いていたんです。い

までも、経済成長したと聞くと嬉しかったり、アベノミクスがう

まくいっているか否かを皆が気にしていたり、やっぱり経済成長

は気になりますよね。しかし、当時ある学説が出てきました。も

しかしたらお金で幸福は買えないんじゃないか。1974 年に、リ

資料 25

資料 26

資料 24
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チャード・イースタリンというアメリカの経済学者が唱えた説で

す（資料 27）。その前にいくつか先行研究があって、彼が『経

済成長は人間の運命を向上させるのか』という本を出して、そ

れが非常にセンセーショナルだったそうです。そこで彼が書い

たことは、所得が一定の額を超えると、人間の幸福度はそれ以

上は上がらないということです。例えば、500 万円なら 500 万

円稼いだ後は、幸福が階段のように一緒に上がっていくんじゃ

なくて、幸福は頭打ちになって横ばいになってしまう。その後は、

お金以外の要素が幸福か否かを決める。宝くじに当たった人で

も幸福になれなかったり、億万長者でも不幸な人がいるという

話はよく聞きますよね。やっぱり、お金があればあるほど幸せに

なれるのかというとそうじゃないんだという考え方が出てきたの

が 70 年代です。

　幸福というのはお金では買えない。では、お金より大切なものっ

て何だろうということになりますよね。そして、偶然にも別の国

からひとつの答えが出てきた。それが皆さんもよくご存知の、ブー

タンです。いまブータンは「幸せの国」とよく言われるのですが、

ブータンはなんと 1976 年、いまから約 40 年前から幸福のほう

がお金より大事だと言ってきた国なんです。ブータンは、もとも

と中国とインドに挟まれていて、非常に小さな国なのでアイデン

ティティーを確立するということが、非常に重要だったんですよ

ね。早い段階から自分たちはどういう国なのかということを真剣

に考えざるを得ない状況に置かれていた中で、やっぱり経済成長

じゃなくて国民が幸福になることが重要だということを言い始め

た。この写真はいまの国王なんですけれども、実際に言ったのは

彼のお父さんです（資料 28）。

　ブータンが考える 9 つの幸福の構成要素を簡単にご紹介します

（資料 29）。暮らし向き、健康、教育、コミュニティ、良い政治、

時間の使い方、文化の多様性、生態系、心の健康。こういうもの

をもってしてブータンは人びとの幸福を測っていこうという提案

をしたわけです。ただ、当時は皆何を言っているんだという感じ

だったと思うんですよ。それからしばらくブータンは独自の活動

を続け、心理学者は心理学者で独自の研究を続けている内にひと

つの違う流れがやってきました。開発援助の流れです。

資料 28

資料 29

資料 27
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　これはパキスタンの経済学者マブーブル・ハックです（資料

30）。彼はもともとパキスタンの政府で働いていたのですが、世

界銀行に移って一度パキスタンに帰り、その後 UNDP のアドバ

イザーとして働いた人です。それまでの開発援助というと、いわ

ゆる箱モノやインフラをつくるというのを重視していて、それに

よって経済成長が起こるという考え方でした。しかし、彼は基本

的には、開発するのはモノじゃなくて、人間そのものがもっと大

切なんじゃないかとい考えたわけです。彼は、人間が「幸せになる」

とは言わなかったけれども、人生に必要なのは健康であって十分

な教育を受けて、自分の人生を切り拓く能力こそが重要なんじゃ

ないかと言い始めました。そのときの有名なエピソードがありま

す。ノーベル経済学賞をとったアマルティア・センが、健康、教

育、寿命と言うけれどもあまりにもざっくりとした考え方なんじゃ

ないか。人間開発と言うなら、もっといろいろ見たほうがいいん

じゃないかと言ったんですけれども、そのときに彼は「いや、自

分たちにいま必要なのは非常に俗っぽい指標なんじゃないか」と

言ったんです。GDP とか GNP と同じぐらい俗っぽくてわかりや

すい指標のほうがいいんだと。つまり、そういうものがあること

によって、先ほどの福井県が 1 位で大阪府が最下位であったよう

に、ランク付けすることによって、うちの国はこんなに下だった

とか、もっと上になりたいとか、そういうふうな動きが出てくる

んじゃないかという考え方でした。この人間開発指数は、その後、

開発を教育や保健、福祉方面に変えていくという流れの分岐点に

なったように思います。

　ちょっと話が飛ぶのですが、2000 年を過ぎたころから徐々に、

うちでも幸福のモノサシをつくりたいという国がどんどん現れて

きました。幸福のモノサシをつくるというプロセスは、それまで

経済成長すればいいと考えていたのを、結局はその通知表のカ

テゴリーを変えるということです。自分たちは何を大切にしてい

くのかということを考えるプロセスそのものなんですけれども、

そう考えるとその国とかその地域とか、その場所とかによって、

幸福のモノサシというのは当然変わってくると思います。いまも

本当に多くの国、イギリスでもドイツでもフランスでも、日本で

もそうですし、国レベルでも自治体レベルでも幸福指標をつくっ

ていこうという動きがどんどん加速していると思います（資料

31）。その中で日本で比較的に早く始めたのが今回、第 2 部で登

場する荒川区です。実際に荒川区がどういう指標を使っているの

か、どういう考え方をしているのかというのはそのときにまたお

話ししてもらいたいと思うのですが、いまこういう動きが加速度

資料 31

資料 32

資料 30
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的に進んでいるというのをご理解いただければと思います。

　幸福というのは、すごく個人的なものですよね。一人ひとりの

幸福は違う。そう考えたときに、じゃあいままでの動きとどう違う

のかというと、やはりいままでは国民や市民というざっくりとした

平均値しか見ていなかったものを、個人というものにもっと光を当

てていくプロセスになってきたんだと思います（資料 32）。

　次は、実際にどうやって幸福というものを測ってきたのか、い

ろんな手法があるんですけれども、面白いものを 2 つだけ紹介し

たいと思います。

　それでは、質問です。「今あなたはどれぐらい自分の人生に満足

していますか？」（資料 33）。これを知るひとつの手法がありまし

て、1 つは『生活満足度調査』という調査です。考え方はすごく

シンプルで、まずハシゴをイメージしてください。10 段階のハシ

ゴです。最低の人生はハシゴの一番下にある。最高の人生はハシ

ゴの上にある。いま自分はハシゴのどの辺にいるのかなというの

を想像してみてください。5 番目か、7 番目か、10 番目か……。

　これが「キャントリルの梯子」という、ギャラップ社の研究者

の一人が開発した手法です（資料 34）。ちなみに日本人の平均点

は、2010 年のデータで 7.4 です。7.4 より上だったという方い

らっしゃいますか？ 日本人の平均より幸せな方ですね（笑）。先

ほど、皆さんに答えていただいた 7 段階の人生満足尺度、「ほと

んどの面で私の人生は理想に近い」「私の人生はとても素晴らし

い状態だ」は、ディーナーという、現在も活躍中の心理学者がい

るんですけれども、その人が使っている分析手法で、彼は心理学

会のインディー・ジョーンズと呼ばれているという話もあるくら

いいろいろな国に行っている人なのですが、その行く先々でこの

統計データをとっています。

　こういった手法のすごく良いところというのは、「研究者の価

値判断が必要ない」という点です。理想の人生というのは皆違

いますよね。すごくわくわくして暮らしたいという方もいれば、

静かに安定して暮らしたいという人もいると思いますが、それが

良い人生なのか悪い人生なのかという判断を、研究者側がする

必要がないんですよね。それぞれが自分の理想の人生を思い浮

かべてまだまだだなと思うか、かなり近いなと思うのか、回答者

に価値判断が委ねられているというのがこの研究の良いところ

だと思います。

　ただ、シンプルなだけにいろいろな問題点もあります（資料

35）。1 つは、例えばさっきハワイアンミュージックが会場で流

れていたと思うんですけれども、あれがすごくイライラするよう

資料 34

資料 35

資料 33
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なうるさい音楽だったら、ちょっと幸福じゃなくなりますよね。

こんなところに来るんじゃなかったと思うかもしれないし、先ほ

ど仰ったように、会場に来る直前に仕事のトラブルが勃発して、

さっきまで良い気分だったのに幸せ感が吹っ飛んじゃったってい

うこともあるぐらい、人間の気分というのは影響を受けやすい。

だからいまの点数が、明日の点数とは限らない、そういう問題が

あります。また、自分の人生にはいろんな側面がある中で、それ

を 1 個の数字にまとめるなんて結構難しいですよね。だから本当

に人間はそんな能力があるのかと、疑問を呈している心理学者も

います。

　次にご紹介するのは『生活時間帯調査』です（資料 36）。例えば、

1 日を何十個かの活動に分けるんです。例えば朝ご飯のとき、運

動しているとき、テレビを見ているとき、友だちとお話ししてい

るとき、家族の時間、そういうふうに分けていったときに、その

ときどう感じているかを聞くという調査です。これは、先ほどやっ

ていただいた 2 番目のアンケートに近いんですけれども、2 番目

の質問の答えをここで聞いてみようかと思います。「私は○○し

ているときに特に幸福を感じます」。どなたか発表してもいいと

いう方いらっしゃいますか？

参加者　「見たことないものとか、人とか、空気に触れたとき」

です。

川内　新しいものに出会ったときということですね。ありがとう

ございます。

参加者　「好きな人たちと一緒にいるとき」です。

川内　お友だちとか家族も含めてということですよね。では、こ

の2つと全然かぶらない、私こんなとき幸せっていう人いらっしゃ

いますか？

参加者　私は、「家族と食事をしているとき」です。

参加者　「心の余裕があるとき」です。

　どうもありがとうございます。

　生活時間帯調査というのは、まさにこれを反対側から見た調査

です。例えば、通勤時間帯はどう感じているのか。楽しいのか、

悲しいのか、憤っているのか、沈んでいるのか。いまなぜこの

例を出したかというと、世界の多くの国で嫌な時間帯としてラン

クインしているのが通勤時間なのです。ちなみに幸せな時間とし

てよくランクインするのは、やはり友だちや家族との時間。誰か

自分が好きな人と一緒に楽しい時間を過ごしているときだと、よ

く言われています。このように、人間は一日の中でも楽しかった

り喜んだり、がっかりしたりうんざりしたり、ネガティブな感情

とポジティブな感情が行ったり来たりしているんですよね（資料

37）。ただ、必ずしもこれが一日中ハッピーだったら本当にいい

のかというと、それはそうとも言えないところがこの調査の難し

いところで、じゃあ何か資格試験をとろうとして一日中勉強して

いたとしますよね。すごく嫌ですよね、きっと。すごく疲れた、

うんざり、そういうネガティブな感情を一日中持っていたとして

も、これがもしかすると人生のすごく重要なことにつながるかも

しれない。結果的にはハッピーになるかもしれない。なので、幸

福というのは非常に複雑なものなんですよね。じゃあハッピー

だったらいいのかというと、それもまた必ずしもそうは言えない

という側面もあります。

資料 37資料 36
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　生活時間帯調査のひとつすごく良いのは、直感的に答えるので

大体今日答えたことが明日は違うということはないということで

す。通勤時間が嫌な人は大体毎日嫌だし、テレビを見るのが好き

だったら今日も好きだし明日も好きなはずなので、ブレが少ない

という意味では先ほどの調査よりはわかりやすいということがあ

ります（資料 38）。

　さて、調査の方法はこのあたりにして、どうしたら人は幸せに

感じるのか。反対にどうなると人は幸せが下がってしまうのかと

いう幸福の源泉について話をします。

　ざっくりとですが、幸福の要素を 8 つ挙げています（資料

39）。「仕事」「経済的な安定」「健康」「人間関係」「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」。こういったものから幸せや不幸せは成り立っていると言

われています。この中から、何点かお話ししたいと思います。1

点目は、仕事です（資料 40）。やはり仕事というのは自分のアイ

デンティティーそのものですよね。私はライターですけど、ライ

ターの川内さん。建築家だったら建築家の何とかさん。学生だっ

たら学生の何とかさんと言われるように、その人の職業というの

はアイデンティティーと深く結びついているので、自分が好きな

アイデンティティーになれるかどうかというのはすごく重要なこ

とですよね。例えば企業にお勤めの方でも、やり甲斐があったり、

自分が評価されていたらすごく幸せだけれども、全然評価もされ

ていないし、すごく虐げられた環境で仕事をしていたらやっぱり

幸せになりにくい。そういう意味で仕事というのは、一日の大き

な時間を占めるので非常に大きな要素です。先ほど言ったディー

ナーという研究者は、仕事には 3 つのカテゴリーがあるというこ

とを言っています。Job、Career、 Calling、この 3 つのカテゴリー

に仕事というのは分かれると。Job は、単純な労働のことで、お

金を儲ける手段として仕事を見ているという意味です。Careerは、

まさにその名の通り、その仕事をさらに上の段階に行くためのひ

とつのステッピングストーンとして見ているという志向の考え方

ですね。Calling は、「呼ばれる」っていう意味なんですけれども、

いわゆる呼ばれるようにやってしまうような仕事。日本語で言う

天職です。こう見ていくと、やはりお金を得る手段としてしか見

ていない労働というのは、実際に幸せになりにくい。やはり天職

として仕事している人は、他の人たちよりはすこし仕事の上で満

足を得やすいと言われています。これは職業とか職種には全く関

係なくて、本人がそれをどう見ているかなんですよね。自分がやっ

ている仕事を、もし天職だと思えば天職。それが事務でも、一日

資料 39

資料 40

資料 38
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中続く単純労働でも、それが天職だと思えていれば人は幸せにな

れる。代わりに、どんなに面白そうな仕事に見えても、ああ今日

も面倒くさいなと思いながらやっていれば、それは労働にしかな

らないから仕事の幸福度は下がってしまう。自分の仕事が天職か

どうかを判断するひとつの基準としては、いまやっている仕事を、

お金をもらわないでもやりたいかどうか想像してみると簡単だと

思います。お金をもらえないんだったらやりたくないよという方

はやっぱりもしかしてそれは天職とは言えないかもしれない。こ

れが仕事についての幸福の要素です。

　次はお金の話です（資料 41）。お金と幸せというのは非常に複

雑な関係で、先ほどお話ししたように、お金がいっぱいあるから

幸せになれるのかというとそんなことはありません。お金は自分

が必要だと思うだけを稼げばいい。お金に関しては、すごく面白

い研究がいろいろあって、仮に今日ボーナスとしてこの会場で 1

人 10 万円が配られたとしますね。その 10 万円をどう使うか一

瞬だけちょっと想像してみてください。自分が欲しかったものを

買おうという人もいると思いますし、行きたかった旅行に行こう

と思うかもしれないし、誰かにプレゼントしてあげようと思う人

もいるかもしれないですね。残念ながら、この中で、ものを買お

うという人は、一番幸福になれるチャンスが少ないかもしれない。

と心理学の世界では言われています。私じゃないです。というの

は、モノっていうのはそのものがある状態にすぐ慣れてしまうん

ですよね。皆さん誰でも経験があると思うのですが、ものすごく

欲しかったものなのに、何日かすればそれがあるという状態が普

通になってしまうので、毎日毎日これがあって幸せだなというふ

うには感じないですよね。だけど、その 10 万円で例えばものす

ごく珍しいところに旅行に行ったとします。その経験というのは、

誰とも比べられないし、色あせないんです。ずっと自分の中であ

れは楽しかったなとか、ほかの人に面白い経験としてずっと話し

続けることができる。ずっと価値があるものなので、どちらかと

いうとモノよりも経験にお金を使う人のほうが長く満足でいられ

るという傾向があります。さらにいうと、誰かのために使うとい

う人は非常に幸福な人ですね。これについてはまた後でお話しし

ようと思います。

　次は、地域社会とコミュニティへの参加です（資料 42）。信頼

できるコミュニティに属している人はすごく幸福度が高いと言わ

れています。例えば、月に 1 回だけでもボランティアをするとか、

何か自分が興味のある活動に参加するだけでもかなり幸福度が上

がると言われています。例えば、会社で働いていて、今日 6 時

に仕事が終わりました。ただ上司からあと 3 時間残業したら残業

代出してあげるよと言われたと想像してみてください。どうです

か、残業するかどうかですよね。残業する代わりにもしかしたら

家族と何か面白いことができるかもしれないし、誰かのお手伝い

をできるかもしれない。そういう選択肢があったときに、よほど

お金に困っていない限りは残業しないで家族のお手伝いなりボラ

ンティア活動するほうが幸せになれるという研究があります。残

業して仮に 1 万円もらったとしても、その 1 万円というのは意外

とよくわからないことに使っちゃったりして、1 万円をもらって

すごく幸せになったという感覚が何日も続くと言う人はちょっと

稀だと思うんですよね。でもむしろ、誰かを手伝ってすごく喜ば

資料 42資料 41
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れたら、その経験というのはすごく長く自分の中で続きます。

なので、もし幸福という観点からだけ考えれば、残業を長く

して頑張るよりは誰かのお手伝いしたりして楽しみましょう

というお話ですね。

　最後にご紹介するのは、政治行政の質と選択の自由です（資

料 43）。『腐敗インデックス』という、どれぐらいその政府

が腐敗しているかを測る指標があります。この腐敗インデッ

クスと国民幸福度は、負の関係があるとさまざまな研究で言

われています。要するに、非常に腐敗した社会や良くない政

治体系の下にいると幸せになりにくい社会だということです。

やはり、誰かに幸せにしてもらうことではないですよね。自

分の幸せな人生というのは、自分で考えて自分で切り拓いて

いけるからこそ幸せになれる。だからこそ、そういうものが

保証されていない社会では、残念ながら幸せになるのが比較

的難しい。やっぱり、どういうふうに働くかとか、いくら稼

ぐのかということを自分で選べる人というのは幸せな人の一人で

すよね。よく言われることなのですが、仮に収入が下がったとし

てもフリーランスの人のほうが幸福度が高い傾向にあるという研

究結果もあります。

　いま 4 つだけ見てみましたが、幸福というのはいろんな要素が

絡み合ってできています（資料 44）。例えば、この中で仕事だけ

すごく充実していてもやっぱり幸せにはなれない。仕事が充実し

ていて、さらに経済的に安定して、経済的に安定していれば気持

ちも安定して健康な生活が送れてというように、それぞれ関連し

合っているんですよね。だから 1 つだけ突出して頑張っても良く

ないということで、それぞれの幸福のバランスというのを考えて

いくのが幸福のヒントかなと思います。

　幸福というのは果たして結果なのか、原因なのか（資料 45）。

ちょっと意味のわかりにくい言葉なんですけれども、さっき仕事

が充実していればいいとか、お金を使えればいいとか言ったんで

すけれども、それはそれ自体が実際に幸福にさせてくれるのかと

いうと、もしかしたらそうじゃないかもしれないという研究者も

います。それはもしかして最初からハッピーで楽天的で面白い人

が、より面白い仕事に就いたり、いいパートナーに恵まれたりと

か面白い活動に関わったりとかいう、もしかしてその人の性格自

資料 45資料 43

資料 44
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体も関係あるのかもしれない。だから、何があれば幸せになれる

というベクトルだけではなくて、自分の心をどう持っていくかに

よって、もしかしたら幸せを呼び寄せられるんじゃないか。これ

は別にスピリチュアルな話ではなくて、研究結果としてそういう

結果もあるということで、日々の心の持ちようというのはすごく

重要だということだと思います。

　それでは、最後のお話になります。

　幸福はどれくらい長続きするのか。これ友人の写真なんですけ

れども、すごく幸せそうな人たちの写真をいまお見せしています

（資料 46）。実際にこういう幸せな生活というのはどれくらい続

くのかという、幸せの持続期間を研究している人たちもいます。

皆さん誰もが経験あると思うんですけど、ものすごく嬉しかった

ようなことでも、それによってどれくらい幸福でいられるのかと

いうのは誰にもわからないですよね。例えば、私は前にパリで働

いていたんですけれども、そのパリでの仕事が決まったときはす

ごく嬉しかったです。すごく幸せで働き始めたんですけれども、

すぐに普通の状態に戻りました。その状態に慣れちゃうんですよ

ね、人間っていうのは。それはほかのものでも同じで、例えば結

婚生活もそうですよね。研究によれば、結婚した直後というのは

幸福度がバーンと上がるんですけれども、徐々に下がっていって、

大体 2 年ぐらいで普通の状態に戻るといわれています。しかし、

これは残念なお知らせでもありながら、良いお知らせでもあるん

です。逆に、ものすごい不幸なことが起こったとしても徐々に上

がっていって元の状態に戻ります。なので、研究者によっては、

悪い出来事があっても必ず人間は克服できる。例えばすごく嫌な

パートナーとずっと一緒にいてずっと苦しむよりは、思い切って

離婚して、元の状態に戻ったほうがいいという研究もあります。

それは、さっき言ったモノに関する話でも一緒で、モノを買って

もすぐに慣れてしまうと。人間は順応する生き物だということで

すね（資料 47）。

　そのほかにも、いろんなことが人生で起こりますよね。例えば

突然仕事を失ったり、病気や事故に遭ったり、火事、親しい人

の死や別れ。こういう個人的な出来事以外にも、突然のリーマ

ンショックで会社が破綻したとか、地震など、自分の意思ではコ

ントロールできないところで危機や災厄が起こってくる場合もあ

る。自分が幸せな生活を送っていたのに、そういうものの影響で

突然幸せじゃなくなるということもよくあります。そういうとき

どうしたらいいのか。
資料 47

資料 48

資料 46
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　これについては、自分たちじゃどうしようもないので、「社会

がこんな社会だったらいいんじゃない？」ということを言ってい

る研究者たちがいます。例えば、OECD というパリにある国際機

関では、この 4 つの資源という考え方をしています（資料 48）。

まずは、経済資源。これは、富やお金、所得の部分です。そして

社会関係資源。これは、友人関係やコミュニティ活動などの人と

のつながりの部分です。環境資源というのは、エネルギー資源と

か森林資源、おいしい空気や綺麗な水など、環境に関する資源で

す。人的資源は、教育やスキルなど人間の能力の部分。こういう

もののバランスが取れていると、幸福な社会なんじゃないかとい

う説があります。ちょっとそれについて考えてみたいと思います。

いま環境資源が減っていると言われていますよね。森林が減少し

て砂漠化したり、石油資源もいつか枯渇するんじゃないかと、何

十年も前から言われています。それに、お隣とのお付き合いや地

域社会などの人間関係も薄れているんじゃないかというような気

がしています。

　ちょっと東日本大震災のときのことを思い出してもらいたんで

すけれども、その震災の後叫ばれたことってどんなことだったか覚

えていますか？ 先ほどの 4 つの資源というのは、平時、いわゆる

何も起こっていないときというのはお金さえあれば何とかなるん

です。別に人間関係がなくても、エネルギー資源が枯渇していても、

平時にはそういうものを意識しないで生きられるんですよね。お金

で買えるものがいっぱいありますから。でも実際何か起こったとき

というのは、お金でどうにかすることはできない。東日本大震災の

後叫ばれていたのは、節電、食料がスーパーから消えた、人との

つながりを回復したい、この 3 点でしたよね（資料 49）。これは、

環境資源と社会関係資源。やはり、何か起こったときに、これが

あるといいなと思われるものはこういうもので、いま私たちの社会

に不足しがちな 2 つの資源になるのではないかと思います。

　ここから第 2 部の話と重なってくるんですけれども、私が今回

第 2 部でご紹介させていただくトランジション・タウンという運

動がありまして、その運動の根幹にある考え方のひとつに、レジ

リエンスというものがあります（資料 50）。聞いたことあるとい

う方いらっしゃいますか？ 2、3 人いらっしゃいますね。非常に

日本語に訳しにくくて、回復力とか地域の底力と言われるもので

す。それがどういうものかというと、突然電気が停まって停電に

なったとしても、それを自分たちの能力でパニックにならずに対

応していく力のことです。トランジション・タウンのことはまた

詳しく第 2 部でお話ししていただこうと思うんですけれども、結

資料 50

資料 51

資料 49
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局どういうことなのかというと、停電が起こった、食料が来ない、

そういうときでも自分たちの域内でそういうものを一部だけでも

まかなっていければ、ごはんも食べられるし、携帯電話も充電で

きる。そういったかたちで、しなやかに対応していこうという運

動がトランジション・タウン運動だと思います。

　これで私の話は終わりなんですが、まとめとしては、幸福という

のは人それぞれなので、それぞれの人の幸福のかたちというもの

を考えていくというのが重要だと思います（資料 51）。そのときに、

誰かが自分を幸福にしてくれるとか、政府がなんとかしてくれると

か、会社に勤めているから大丈夫だとか、そういうことではなくて、

自分がどうやったら長い間幸せでいられるのかということを自分な

りに考えていく必要がある。いまそういう社会にいると思います。

　最後にお伝えしたいのは、「幸福は目的や双六のゴールではな

い。幸福はプロセスである」ということです、これをすれば幸福

になれるとか、こうなったら幸福だとか、お金をこれだけ稼げた

ら幸福になれるとか、そういうものではないんですよね。幸福と

いうのはゴールではなく、毎日を過ごしていくプロセスそのもの

なので、いかに日々の人生の中で自分なりに幸福をつくり出して

いくかということが、幸福の鍵なのかなと思います。

　以上です。ありがとうございました。

伊藤　ありがとうございました。

　印象的だったのは、川内さんが最後に仰られた「幸福とはプロ

セスである」という考えです。確かに、幸福と聞くと山の頂上み

たいな、サンクチュアリ（聖域）みたいな場所があって、そこに

向かっていくみたいな感じがありますね。ちょっと天国みたいな

ものに近いイメージというか。そのようなゴールのイメージでは

なく、「道のり」であるという考えがとても新鮮でした。

　他に印象深かったのは、「幸福感」と聞くと、やはり「瞬間的」

な状態をイメージしてしまいがちですが、幸福感を「どのように

持続するか」という時間軸で考えたことはあまりありませんでした。

どんなに欲しいと思って買ったモノでも、買った瞬間の幸福感は

高くても、間違いなく 1 年後にはもうそれにわくわくすることはな

いですね。でも、経験にお金を使った場合は幸福感が長続きする

というのは確かにそうだなと思いました。瞬間的な幸福感のレベ

ルは同じだったとしても、持続するかどうかという点で考えれば違

う。すごく興味深い発見でした。どうもありがとうございました。



31

第
１
部 

レ
ク
チ
ャ
ー



32



33



34

第
２
部 

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

事例 1
GAH（荒川区民総幸福度）

ニ神	恭一
公益財団法人荒川区自治総合研究所	
理事・所長

1955 年 3 月早稲田大学第一商学部卒業。 同大学大学院
商学研究科博士課程を了え、商学博士。早稲田大学助手、
専任講師、助教授を経て、1969 年 4 月教授。1998 年退官、
名誉教授。現在、公益財団法人荒川区自治総合研究所理事・
所長。近年、主に数年荒川区民総幸福度（GAH）問題に
取り組んでいる。

　皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、荒川区自

治総合研究所の二神であります。本日は、このハイライフセミナー

でお話しをさせていただく機会を頂戴しまして、大変光栄に存じ

ます。

　第 1 部の伊藤さんと川内さんのお話は、幸福、特に個人の幸福

がどういうものであるかというお話をされましたが、これは個人

個人で違っていて、多様性があると思います。荒川区の場合は、

そういう個人個人の多様な幸福に行政としてどういうふうに関

わっていったらいいのだろうかということを、もう 10 年近く取

り組んでおるわけですが、そういったことについてお話しをさせ

ていただきたいと思います。

　特に、荒川区の幸福度指標を中心にお話しをさせていただきま

す。私の話は、下記の流れで進めてまいります（資料 52）。

　まずは、荒川区のプロフィールを、渋谷区と対比しながら簡単

にご紹介させていただきます（資料 53）。面積は 10 km² 強、人

口は20万人余りです。渋谷区も荒川区も東京23区の中では面積、

人口ともに少ない方だと思います。資料では山手線のループで荒

川区のロケーションを示しているのですが、日暮里の駅と西日暮

里の駅が荒川区に入りまして、それから隅田川に向けての東北の

地域が荒川区ということになります。渋谷区と荒川区とは、社会

的・文化的に対照的な区だろうというふうに私は思うんですが、

ただ、これは本日のテーマではございませんので、それは取り上

げません。

　続きまして、荒川区の『荒川区民総幸福度（GAH）』の取り組

みの経緯、ヒストリーを紹介いたします（資料 54）。

資料 52 資料 53
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　ことの始まりは、平成 16（2004）年に、西川太一郎さんが区

長になられて、そのすぐあとに「区政は区民を幸せにするシステ

ム」だといわれたことです。現在もその文言が、区役所の至ると

ころに掛かっております（資料 55）。荒川区の地域特性ではなく、

西川区長のこの文言が、GAH の取り組みの引き金になったので

す。そして、指標づくりと幸福度調査が始まりました。それから、

第 1 部でお話が出た、指標づくりで先行しているブータンに職員

を派遣しました。地方自治法では、自治体は基本構想を策定する

ことになっていたんですが、荒川区ではその基本構想の中に幸福

実感の問題を入れたのですね。そして、これはあとで触れますけ

れども、6 つの都市像というものを打ち出しました。その基本構

想にもとづいて、基本計画や実施計画を立て、それらにもとづい

て荒川区政は動いています。

　私どもの研究所は、平成 21（2009）年に設立されました。こ

れは荒川区のシンクタンクでございまして、区の政策課題を研究

プロジェクトのかたちで取り上げ、研究しています。研究所の設

立と同時に GAH の研究プロジェクトをスタートさせています。

私は 2、3 年でこの研究プロジェクトは終結するかなと思ってい

たのですが、まだ終わっておりません。最初の中間報告書を平成

23（2011）年に出し、それから第二次中間報告書を平成 24（2012）

年に出しました。なんとか今年中に最終報告書に手が届くように

したいと思っています。

　しばらく、指標を中心にお話しを申し上げま

す。やはり、区民の幸福実感の問題に行政が関

わり合うとすると、区民の幸福実感を計測し、

また行政が区民の幸福実感にどれだけ寄与した

かを測定することができなければならないとい

うことで、指標の問題が出てくるわけでござい

ます。

　私の話の中で既に何度か使った GAH という

言葉ですが、これはブータンの GNH（Gross 

National Happiness）をもじったものでございま

す。そして、根本にあるのは先ほど申し上げまし

た「区政は区民を幸せにするシステム」であると

いう考えです。これは大変力のある文言で、意味

深い言葉だろうと思います。

　キーワードは2つあって、1つはもちろん「幸せ」

なんですね。2 つ目は、「システム」という言葉

です。行政というのは、ご承知のように縦割り組

織になっているのですね。ところが住民の方のニーズとか幸せの

問題というのは、さっき川内さんが仰られたように、非常に相互

関連性があって、これはやはり行政としても相互関連的に、つま

りシステム的に対応していかなければならんということがあるの

ですが、本日はその問題は割愛させていただきたいと存じます。

　Gross Arakawa Happiness（GAH）や Gross National Happiness

（GNH）の Happiness ですが、最近の社会科学的な研究、経済学

資料 55

資料 54
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や心理学の研究のほうでは主観的な「well-being」

という言葉を非常によく使います。それは何か

と言うと、人それぞれの人生、生活の上で、プ

ラスサイドで思っている、また感じている状態

を指します。この反対の状態が「ill-being」です。

そこで、区民の方たちの、そうした well-being

を測定する問題として指標が出てくると考えて

います（資料 56）。

　指標に関連しては、「アウトプット」と「アウ

トカム」という言葉がございます。後者は本来

の成果たるべきものであるのに対し、前者はそ

の中間的な、あるいは手段的な結果のことです。

私どもは、従来の行政が指向してきたもの、目

安にしてきたものは、必ずしもアウトカムでは

なくて、アウトプットではなかったかと考えま

す。例えば、健康診断の受診率をどこまでもっ

ていくかとか、あるいは要介護にならないため

の予防体操の参加率をどのぐらいにするかとか、

歩道の整備率をいかほどにするか、そういった

ものは結局アウトプットではないか。それらは

しばしば客観的な指標です。

　第 1 部でお話が出た法政大学の坂本先生が挙

げられた『47 都道府県の幸福度指標』はすべて

客観指標です。私どもはむしろ、住民の方の「思

い」、あるいは「感情」を重視したいのです。そ

ういった問題意識で、指標づくりをしています。

　区民の方の well-being は、人それぞれだと思

うんです。同じ人でも朝と晩では well-being が

違うだろうと。それから well-being を感じる生

活分野もいろいろあるだろうと思います。仕事

はうまくいっているが、家族関係は悪いという

こともある。私どもは、できるだけ多様な well-

being を把握したいと考えてやっているのです

が、そういった多様なものを掴もうとすると、

指標の数はどんどん増えていくかもしれない。

しかし、well-being の状況は、区民の方に答え

をいただかなければならない。そうすると、指

標の数があんまり多いというのも問題です。大

体 40 ぐらいがよいといわれています。しかし、

資料 56

資料 57
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私どもの場合は、指標数が結果的には 46 になっ

てしまいました。

　大部分の幸福度指標の取り組みは、指標が策

定されると、それでおしまいになります。ある

いは、指標をつくって調査を実施し、大阪府が

何位だとか、福井県がトップになるなどの、調

査結果を明らかにするところまでです。私たち

は、結果をなんとか区政に活かしていきたいと

考えていまして、well-being の分野を 6 つに分

けました。はじめのほうで申し上げた 6 つの都

市像に対応したものであります。この 6 分野、

6 つの都市像は、荒川区の現業分野に対応して

います。すなわち、「健康・福祉」「子育て・教育」

「産業」「環境」「文化」「安全・安心」です（資

料 57）。こうした分野別に指標を出していけば、

政策・施策とのリンケージがやりやすいんでは

なかろうかと考えたわけであります。

　ここまでお話したことを、第二次報告書で発

表しました。これがその指標の体系です（資料

58,59）。非常にアウトカム的な、主観的な指標

を前面に出して、それらを 6 つの分野に分けて

います。左側に 6 つの分野があり、各分野別に

指標案ならびに区民への質問文案を並べていま

す。全体で 3 つのレベルがあります。まずは、

6 つの分野すべてに通じる、「あなたは幸せだと

思いますか？」という全体にかかる質問があり、

それから 6 つの分野ごとに当分野全体にかかる

質問があり、さらに個々の質問があるというか

たちでできあがっています。荒川区の 46 の指

標案は、第二次報告書に記載してあります。私

どもの研究所のホームページにも出しておりま

すので、詳しくはそれらをご覧いただければと

思います。

　ちなみに、私どもは荒川区ならではの指標を

考えようとしているんですが、これはまだ手に

入れておりません。例えば、アメリカのシアト

ルですと、「サケが川に上る個数」というのを指

標にしているんです。クリーンな環境や、サス

テナビリティを測る素晴らしい指標だと思うん

資料 58

資料 59
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ですけれど、そういった、荒川区ならではのものを考えようとし

ているんですが、まだそこに手が届いておりません。

　次に、こういう指標案はどのようにしてつくられたかというこ

とについてお話しをさせていただきます（資料 60）。

　まずは策定組織についてですが、先ほど、私どもの研究所には

GAH の研究プロジェクトがあると申し上げました。この研究プ

ロジェクトは 2 部構造になっていまして、研究会とワーキンググ

ループがあります。研究会は、外部の学識経験者の方や区役所の

幹部、研究所のスタッフで構成されております。その下にワーキ

ンググループあり、ここが指標づくりの実働部隊であったわけで

す。どういう方たちがそのメンバーかと言うと、区役所の比較的

若い、20 代から 30 代ぐらいの現場の職員です。それと私どもの

研究所のスタッフが一緒になって、合計 17 名が分野別に指標を

つくっていきました。あるグループは「健康・福祉」をやる、ほ

かのほうは「安全・安心」のところをやるというように、A グループ、

B グループに分かれて作業しました。非常に熱心に作業を進めて、

今までに 111 回のワーキンググループのミーティングを行ってい

ます。

　次に着手の仕方ですが、まずは「健康」と「子育て」の 2 つの

分野について試験的に指標づくりに挑戦しました。それを盛り込

んだのが、最初の中間報告書でございます。このときはなかなか

指標が絞れませんで、両方とも 24 の指標になってしまいました。

次の第二次中間報告書では、6 つの分野すべて

について指標づくりを行いました。さらに、指

標の数をうんと絞っていこうということで、46

の指標案になりました。分野別に多少のでこぼ

こがあります。

　具体的にどういうふうにして指標を出して

いったかといいますと、最初は「デマンドサイ

ド・アプローチ」というやり方で行いました。

これは何かと申しますと、区民一人ひとりの幸

福実感の問題なので、まずは区民の方々がどう

いったニーズを持っているか、どういうときに

well-being を感じるかなどを、いろんなデータ

の中から見つけていく方法です。ところが、子

育てや教育に関しては、区民の方々がいかなる

ニーズを持っていて、どういうときに満足に感

ずるか、well-being を感ずるかをかなりの程度

把握することはできたのですが、健康は幸福実

感の非常に大きな源泉になっているにも関わらず、健康に関する

well-being を知るデータは意外になかったんです。そこで、演繹

的に攻めていかざるをえなかった。演繹というのは、推論をして

いくということでしょうか。文化の分野でも同じ傾向がありまし

た。いずれも一般的な自治体の現業分野ですが、そういう違いが

あることがわかりました。

　もちろん、国の内外で幸福度指標をどういうふうにつくられて

いるかについても調べました。また、「SWB 研究」という、主観

的な well-being の研究もサーベイしました。これには膨大な研

究があるのですが、私どもはごく一部しかサーベイすることがで

きませんでした。「SWB」というのは、どちらかというと経済学

的な研究が多いんです。心理学からの Psychological well-being

や Personal well-being、PWB というふうにいっているのですが、

そういった研究も結構ありまして、私どもはそういった研究も多

少サーベイしました。しかし、一番大きかったのは、ワーキング

グループの方々の職場経験だったかなと思います。若くて感受性

の高い職員が、区民の方がどういうふうに思っている、感じてい

るか、というようなことを吸い上げて、それらを織り込んで先ほ

どの 46 の指標案ができたのでございます。

　ワーキンググループでは、2 つのグループとも、いろいろと出

てきたアイデアなどをホワイトボードへ書き出していって、それ

らを整理するなど、皆さん非常に熱くなってやってくださったと

資料 60
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　それでは、これで私の話を終了します。ご清聴ありがとうござ

いました（資料 64）。

伊藤　二神さん、ありがとうございました。少しだけ評価学の観

点から補足をさせていただきます。先ほど二神さんから、「アウ

トプット」と「アウトカム」という、少し聞き慣れない言葉が出

てきたと思いますが、これは今後、行政で事業評価をしていく上

で非常に大事な考えだと言われています。簡単に言うと、アア

ウトプットは日本語で「結果」、アウトカムは「成果」や「効果」

と言われるものです。

　例えば、このセミナーを行政が行っている事業だとします。行

政はこれまでどうやって自分たちを評価してきたかと言うと、一

いうふうに私は思います（資料 61,62）。

　時間がなくなりましたが、最後に、ぜひ申し上げておきたい

ことがあります。中間報告書の中で「運動」という言葉を使っ

ています（資料 63）。これは区民の方を GAH の取り組みの中

に巻き込んでいくことをいいます。行政サイドの一人相撲では、

GAH は行革やコミュニティのレジリエンスにつながらないと

思っています。

　それからもうひとつ申し上げます。私どもはやはり、この指標

なり、その測定結果を行政に活かしたいという強い思いを持って

いて、その取り組みを現在開始しています。いくつかの方向や方

法があると思いますが、その問題に関しては、申し訳ありません

が時間の関係で割愛させていただきます。

資料 62

資料 64
資料 61

資料 63
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番分かりやすいのは参加人数です。「100 名が参加しました」と

いうのがアウトプットです。要するにこのセミナーを実施したこ

とによる結果ですね。しかしアウトカムは、そういったところだ

けを見るのではなく、本日皆さんがこのセミナーを受けた結果、

「評価のリテラシー能力が向上した」「自分のまちに帰って、幸福

のことをより考えて行動する人が増えた」などを指します。つま

り、いままでの行政はどちらかというと「人が何人来ました」と

いうことだけだったのが、「受けた人たちがどういう状態になる

のか」というアウトカムを考えながら事業を行っていくという流

れがあります。これが、幸福実感というものに、近づくことでは

ないかというのが近年の考え方です。

　荒川区の 46 の指標案には、「つながりの実感度」や「自分の

まちの役割・居場所がある実感度」、「地域に頼れる人がいる実感

度」など、まさにアウトカムに近い、ちょっと変わった主観的な

指標もあるのでぜひご覧いただければと思います。

川内　先ほど伊藤さんが仰った通り、アウトプットからアウトカ

ムの転換というのは非常に大きな出来事で、市民一人ひとりの違

いを認めていこうという考え方でした。

　私が、二神さんに初めてお会いして、非常に面白いなと思った

のは、最後に仰った「これは運動である」という部分です。定性

的に何か一つ調査をして「はい、終わり」というよりも、継続的

に「区民の人たちと一緒に運動として続けて行こう」という考え

方は、あまり行政的ではないと思います。というのも、普通は、

行政は 1 年区切りの予算を組んでいくのですが、それを継続的に

調査している点が興味深いと思います。また、荒川区の報告書に

は「行政だけではできないことがたくさんある」と書かれていて、

それも非常にユニークな視点だと思います。私たち市民からする

と、つい「行政がいろいろやってくれるんじゃないか」というふ

うに考えがちですが「行政もできないことがある」「市民にしか

できないことがある」という考え方を前提に、さまざまな人や団

体を巻き込んでいって一つの運動にしていこうという考え方が素

晴らしいなと思っています。

　次は、ちょっと視点を変えて、実際に市民が自発的にやってい

る『トランジション・タウン運動』についてお話を伺っていきた

いと思います。
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事例 2
トランジション・タウン運動

山田	貴宏
一級建築士事務所	ビオフォルム環境デザイン室
代表

主に国産材と自然素材を中心とした、地産地消でかつ伝統的
な木の家造りを中心とした建築・環境設計を行う。パーマカル
チャーのデザイン手法・哲学を背景とした住環境づくりを目指
す。建物とそれを取り巻く自然・コミュニティまで含めた幅広い
環境と場づくりがテーマ。NPO 法人トランジション・ジャパン
の創立メンバー。NPO 法人パーマカルチャーセンタージャパン 
理事。NPO 法人トランジション・ジャパン 監事。日本大学生
物資源科学部 非常勤講師。

　それでは、『トランジション・タウン運動』についてご紹介を

いたします。この運動は、明確な活動のアウトラインがあるとか、

ある特定の目的を持った活動ということではなく、非常に包括的、

総合的な地域の取り組みなんです。そういった意味で非常に多

様なアプローチと方法論があって、それがこのトランジション・

タウン運動というものの外枠となっていて、全体像がちょっと分

からないという方もいらっしゃるんですけれども、その地域の人

が主体となって楽しみながらやっている「市民による活動」です

（資料 65）。

　私の自己紹介をさせていただくと、日本にこの活動を紹介しよ

うと、2008 年にトランジション・ジャパンという NPO を立ち

上げて、それ以来活動しているんですが、実は本業は建築設計を

やっています。その建築設計の世界でも、皆さんご存知のように

少子高齢化や不況など非常に下降気味の日本の社会であるので、

そうした中「建築がつくる価値とはなんぞや」みたいなことを常

日頃考えているわけなんですね。恐らく、建築というハコがつく

りだす価値というのは非常に限定的で、いまこの日本の社会で起

きている諸問題を解決する力に、果たしてなり得るのかなという

疑問を持っているわけです。恐らく、その建築というハコの枠を

超えて、いかに建築が環境と結びつくかとか、あるいは地域と結

びつくかというところまで捉えた活動というか、そういったもの

を見据えた「場づくり」ということを志向していくべきだろうと

思っているわけです。そういった中で、のちほどご紹介しますが、

オーストラリアの生態学者、ビル・モリソンという人が 1970 年

代に提唱し始めたパーマカルチャーという考え方があります。生

資料 65
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資料 68

資料 67

資料 66

態系の持っているよさは、要は、いろんな要素が結びついて生態

系という安定的な仕組みを維持していることがありますね。それ

をいかに人間の仕組みにもう一度取り戻すかという、デザインを

する考え方がパーマカルチャーです。そういった流れに参加する

中で、パーマカルチャーのデザイン思想を背景にトランジション・

タウン運動というものがイギリスで起きていて、2007 年に訪れ

たときにそれに触れて、これが次の新しい時代の地域づくりや社

会づくりに相当役に立つツールなんだろうなと思い、この活動を

始めました。

　トランジション・タウンというのは、横文字なのでちょっと分

かりにくい部分もあるんですけれど、トランジション（Transition）

の意味は、「移行」や「切り換え」「過渡期」などと訳されます（資

料 66）。よく、空港でトランジットと言いますけれども、「何か

のフェーズから別のフェーズに移っていくこと」をトランジショ

ンというわけです。いまの社会の状況に対して、皆さんいろんな

ことに憤ったりとか、壁にぶつかったりすると思うんですけれど

も、そこから緩やかに次の時代に移行していく。それも大上段に

構えて、何とか運動みたくやったり、あるいは反対運動とか、そ

れはそれで大事な運動体ではあるんですけれど、そうではなくて

その地域のつながり、あるいは人間と人間のつながり、人間と環

境とのつながりといった自分たちの暮らし、地域に密接に関係の

ある状況の中で多様な関係をつくりながら少しずつ自分の地域、

まちを変えていこうよというのがこのトランジション・タウン運

動です（資料 67）。

　たぶん地域の中にはすでにいろいろな活動があって、環境問題

や貧困問題など、いろんな問題に取り組んでやってらっしゃる方

がたくさんいらっしゃると思うんですね。それはそれで非常にい

い取り組みだとは思うんですが、それがある目的をもって、ゴー

ルを持って進んでいくというアプローチに対して、もっと生活目

線というか、暮らし目線の中で住民一人ひとりが創造性、クリエ

イティビティを持ってどう取り組んでいくかという試みです。一

人ひとりがやれることは非常に小さい。でも、それがネットワー

クを組んだとき、人と人とのつながりみたいなものを生んだとき、

たぶんそれはスピーディーではないかもしれないけれども、じわ

じわと地域を変える力になっていくんじゃないかなと思うわけで

す。まさにそういったアプローチを形にした運動体が、このトラ

ンジション・タウン運動だと思っています。これは、イギリスの

ロブ・ホプキンスというパーマカルチャーの先生が始めた運動で

す（資料 68）。先ほどお話した、イギリスのパーマカルチャーの
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先生です。彼が、いろんな生態系が持っているつながりや関係

性というものを大事にすることで、その地域社会もよくなってい

くんじゃないかというアイデアを着想した人です。彼は、いわゆ

るエコビレッジという環境にも配慮した暮らし方をする新しい村

を、実際に仲間と共にアイルランドにつくっていたんですね。け

れども、その中で大きな二つの課題につきあたります。ひとつは

「ピークオイル」という問題で、もう一つは皆さんよくご存知の「気

候変動」です。2010年付近に化石資源の生産量がピークを迎えて、

これからどんどん減っていくということをピークオイル問題と言

い、海外ではかなり深刻な問題として受け止められています。気

候変動は温暖化ということに顕著に表れていますが、そういった

いわゆる化石燃料を一つの原因として、これがどんどん足りなく

なるピークオイル問題と化石燃料によって環境が汚染されて、環

境容量がどんどんすり減っていっているという両方の状況が、だ

んだん顕在化してきたわけです。彼は、そういった現状を見るに

つけ、「果たして、こういった閉じられたエコビレッジみたいな

ものをつくって、そこで限られた人たちが自分たちだけハッピー

なエコライフを満喫すればそれでいいのか？」という問題意識を

持つようになったわけです。エコビレッジというアプローチは、

それはそれでいいけれども、実は、圧倒的大多数の人は既存のま

ちに住んでいるわけで、そこの状況が変化しない限りは、世界の

幸福というか幸せというのは訪れないだろうと。だから彼は着想

を変えて、そのエコビレッジを出て、トットネ

スというイギリスの田舎町に移り住み、そこで

このトランジション・タウンというアイデアを

実行に移しました。時間はかかるかもしれない、

あるいはゴールは見えないかもしれない、けれ

ども、着実に市民の力によって、まち丸ごと、いっ

てみればエコビレッジというか、エコロジカル

なまちづくりに変えていこうという運動を始め

たわけです。ですから最初の着想は、環境問題、

資源問題ということがきっかけだったので、こ

の運動が何から何へのトランジションかという

と、石油資源、あるいは枯渇するエネルギーに

過度に依存した現在の社会から、「そうではない

よ」と、もうちょっと地球にもともとある資源、

あるいは地域にもともとある資源、こういった

ものにシフトしていって、そこをベースにしな

がら暮らしていけるよ、というメッセージがあ

ります。最近、藻谷浩介さんが『里山資本主義』（角川書店）と

いう本を書かれて、ベストセラーになっていますけれども、ああ

いった地元にある環境資源や人的資源、あるいは社会資源をベー

スにしながら、どう地域づくりをしていくかというところを考え

ようということなんです。

　恐らく、皆さん気づいていると思いますけれども、皆さんはい

ろんなことに依存していますよね。東京に住んでいれば、ほとん

どのエネルギーはご存知のように福島や新潟の原発に依存してい

たわけです。あるいは化石エネルギーに依存している。食料も、

東京で自給している食料の量というのはたかがしれています。こ

れは、東京以外に依存していることになります。着るものなど、

すべてどこかに依存しているわけです。依存しすぎると中毒にな

ります。この中毒が過ぎると、要は何かことが起きたときに、何

か頼るものがなくて、システムが崩れていく。こういったものを

先ほど川内さんも「レジリエンス」という言葉で表現していまし

た。横文字ばかりで恐縮なんですが、強い体質――何かことが起

きても何か別の手立てでそれを代替できるとか、何かシステム、

上部構造が壊れても下部構造がしっかりしているから何とか生き

ていける、そういった状況をつくっておけば私たちは何とか生き

ていけるわけです。ですから、そういった依存から脱却した社会、

地域づくりをしていこうよというのがトランジション・タウン運

動です。

資料 69
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　一昨年のデータですが、現在、全世界で実に 1,800

ほど、日本では 40 ほどのまちがこの運動に取り組み始

めています。

　ちょっとパーマカルチャーについて補足しますと、

先ほどもお話したように、生態系、自然、そういった

ものの循環する仕組みをベースにしながら持続可能な

暮らしをデザインする考え方をパーマカルチャーと言

います。パーマネントというのは、永続的なカルチャー

を指していて、実は、カルチャーの語源になったカル

ティベートというのは「耕す」という意味。だから文

化、文明は耕すことから始まるというのがその語源だ

というふうに言われていますけれども、耕すことをベー

スに僕らの暮らしをどう組み立てていくかというデザ

インの考え方がこのパーマカルチャーです。そこには

3 本柱のキャッチフレーズがありまして、地球への配

慮、環境への配慮と言い換えてもいいかもしれません。

あるいは隣人との関係性。あと、資源の共有。できる

だけ少ない資源で大多数の人が幸福になるようなシェ

アの考え方です（資料 69）。こうした柱をベースにパー

マカルチャーというのが組み立てられているんですけ

れども、先ほど申し上げたように、こういったアイデ

アを地域づくりにどう活かしていくかということが、ト

ランジションという概念の基本になります。

　キーワードは、繰り返しになりますが「脱依存」で

す（資料 70）。皆さんは非常に依存した状況の中で日々

の暮らし、生活を成立させているわけですよね。もし

かしたら、この中で畑を多少やっているという方もい

らっしゃるかもしれないけれど、それにしたって食料

自給率なんていうのはわずか数 %。ほとんどはスーパー

やコンビニに行かなきゃいけないという状況です。で

すから、ほぼ依存率は 100%。エネルギーだってそう

です。皆さんはいろんなことを大きなシステムに依存している。

しかし、システムがうまく回っているときはいいんですが、一端

そのシステムが滅び出すと皆さん途端に暮らしていけなくなる、

生きていけなくなるという状況がすぐ目の前にあるわけです。政

治の状況しかり、あるいは最近マスコミの劣化みたいなことが相

当言われていますけれども、マスコミの言っていることを鵜呑み

にしているといつかしっぺ返しが来る、そういう状況がありえる

わけです。エネルギー然り、食料然り。ですから、とにかく「脱

依存」をすると。しかしながら、大きな仕組みの中で脱依存をす

るというのは、依然としてその思考回路から抜け出せていないと

いうか、まずは小さく始めるということが肝心なんだと思います。

それは、地域の中でできる助け合いや人間関係などがベースに

なって、依存体質を抜け出すことができるんじゃないかと思って

います。

　もう一つのキーワードが、「レジリエンス」です（資料 71）。

最近いろんなところでこの言葉を聞き始めましたが、僕らとして

資料 70

資料 71
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は 2008 年頃このトランジションというものを日本に紹介し始め

た時から、レジリエンスという言葉を使っています。そういう思

考が、だんだん世の中にも浸透してきたかなと感じ、嬉しい限り

です。ただこれも英語なので、ちょっと皆さんにとって分かりに

くい言葉だと思います。ここに書いたのは「社会の様々な変化に

対して柔軟に対応できるしなやかな底力」です。「地域力」みた

いなことに置き換えてもいいかもしれません。あるいは、個人に

還元すれば、個人の「人間力」。そういった多様な人間力をベー

スにしながら強い地域力を養うということが、「レジリエンス」で

す。もともとは生物学用語らしいですね。例えば、ある森が

山火事で焼けてしまったとしても、自然の生命力って強いで

すよね。数年してくるとだんだんその生態系が回復してきて

元の森に戻る、そういう力強さを持っている。こうした力を

生態系が持つレジリエンスというそうです。ですから、それ

に倣って地域が持つレジリエンス、個人が持つレジリエンス、

こういったものをどう高めていくか。それが延いてはその地

域の安定性だとか、本日のテーマにかこつけると、幸福度に

つながっていくんだろうと思います。

　キーワードの 3 つ目は「創造力」です（資料 72）。先ほど

川内さんのほうから、何かに、例えば行政に依存するとか、

政府に依存するとかしないで、自分一人ひとりは何ができる

かということを考えましょうというお話しがありましたが、

まさにその話です。一人ひとりの創造力。別にクリエーター

とか、デザイナーとかでなくても、一人ひとりが持っている

力というのはあるはずなんです。それは特殊なトレーニング

を受けた、先ほど申し上げたデザイナーやクリエーターでな

くてもできることはあるはずなんです。一人ひとりができる、

「創造力」というのは、小さいかもしれない。けれども、市民

の自発的な力を最大限に発揮するには連携することなんです。

1 人で悶々と考えていてもできないことが、「三人寄れば文殊

の智恵」じゃないですけれども、グループで集まると、「これ

もやろうよ」「あれもできるよ」と、意識のスパイラルアップ

につながっていくということだと思うんです。ですから、誰

かがやってくれるのを待つのではなくて、一人ひとりができ

ることを少しずつでも持ち寄ってやっていくということが 3

つ目のキーワードなんだろうと思います。

　そういうことで、「トランジション・タウンとは、市民が自

らの創造力を発揮しながら地域の底力を高めるための、実践

的な提案活動」であるといえます（資料 73）。この「実践的な」

というのがまた一つ大きなポイントですね。お勉強ばかりやって

いたら駄目なんです。アイデアが出たら実際にその地域の中でそ

のプログラム、アイデアをちゃんと実践していくということが大

きなポイントであるというふうに思います。

　実はこの内容を、ロブ・ホプキンスは 2005 年にイギリスで始

めたんですね。ですから、いまは 2014 年ですから実に 10 年弱

の、非常に短い期間の中で全世界に千数百ヶ所に広がったという

ことはどういう意味があるかというと、別に目新しいことじゃな

い、あるいは特殊な技術が必要とか、特別な仕掛けが必要とか、

資料 72

資料 73
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そういうことではまったくないんです。小さいながらも市民

の、暮らしの知恵を少しずつ寄せ集める。時間は掛かるかも

しれないけれど、あるいは「何とか運動」みたいにゴールは

見えていないかもしれないけども、少しずつ何かがシフトし

ていく、トランジションしていくというのがこの運動の非常

に大きなポイントです。だからこそ誰でもとっつきやすくて、

私だったらこれやれるかな、という感じで全世界に広がって

いるんだと思います。

　その内容をまとめた本が、実は 2007 年にイギリスで発売

されまして、ロブ・ホプキンスが 2005 年から 2007 年の 2

年間にイギリスでやった活動の内容をまとめた本です（資料

74）。ここには「From oil dependency to local resilience」と

書いてあります。だから、「脱石油依存社会」というところが

最初の取っかかりだったんですけれども、いまはそれだけで

はありません。いろんなことからの依存脱却ということをテー

マに、その地域力をどう高めていくかということがテーマに

なっています。その翻訳本が 2012 年、一昨年にようやく日

本語訳で出ました。

　そして私たちも「トランジション・タウンって何？」っ

ていうパンフレットをつくったんですね（資料 75）。いま、

日本の国内で何ヶ所ぐらいの地域がどういう活動している

かということを 1 枚のリーフレットにしています。ここに、

ちょっとまとめのようなキャッチフレーズが書いてあるので、

読みます。

　トランジションタウンは、持続可能でみんなが笑顔でいら

れるような社会をつくるために、身の丈に合った暮らし、つ

ながりの感じられる生き方を実践しながら食、エネルギー、

お金や仕事、地元で循環させて自給を目指す新しい形の市民

運動です。

　

　と書いてあります。

　では、具体的な活動ってどんなことなのかというと、神奈

川県相模原市の北のほう、かつては藤野町と呼ばれたところ

があって、一昨年、相模原市に合併されたので藤野町という

行政区はなくなってしまったのですが、私たちはいまだに「藤

野」と呼んでいる地域に、『トランジション・タウン藤野』と

いうグループができました（資料 76）。

　2004 年に神奈川県・藤野パーマカルチャー塾を通じて知資料 76

資料 75

資料 74
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り合った仲間たちが――これは私たちのこと

です――2008 年、英国でロブ・ホプキンス

の講演を聞いて深い感銘を受け、この活動を

日本でも始めて行くことを決意しました、と

いうことで 2008 年に『トランジション・ジャ

パン』という NPO を立ち上げて、小金井、藤野、

葉山の 3 つの地域が主導的に運動を始めまし

た（資料 77）。私たちは、この運動を普及・

啓発活動をするために、いろんなトレーニン

グやプログラムとか、その講師役を養成する

講座などを一所懸命やっています。そのプロ

グラムを受けた人が中心になって、それぞれ

の地域でそのトランジション・タウン運動を

始めていただくというようなプログラムも用

意していますので、是非興味のある方は問い

合わせをしてください。

　先ほど申し上げたように全国で 43 ヶ所以

上の地域が運動を始めています（資料 78）。

ただ、「始めています」と言っても、その活

動は千差万別です。そのひとつは規模や人数

です。藤野町はこの運動に参加している方は、

百数十名いらっしゃいます。けれども、立ち

上がったばかりの地域は、まだ数名で活動

している場合もあります。また、地域ごとの

課題というのは全部違います。あるまちで課

題になったものは、隣まちでは違うはずなの

で、それぞれの取り組み方、アプローチ方法

というのも千差万別です。その辺りのゆるい

ところが、この運動のいいところだと思って

います。強制的に何かをしなきゃいけないと

か、何かゴールを決めなきゃいけないとかい

うことではなくて、徐々に徐々に地域の中で

できることをやっていきましょうということ

です。

　テーマは多岐にわたっています。例えば「ま

ちづくり」「環境」「エネルギー」「地域通貨」

「福祉」「医療」「自治会」「農業」「教育」。地

域によってもいろいろ違うテーマを、それぞ

れの地域にフィットした形で展開しています

資料 77

資料 78
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（資料 79）。「持続可能なシステム」と「身の丈」をまずはベース

にする。身の丈に合っていないと、こういう運動って必ず疲れちゃ

うんですよね。必ずバーンアウトしてしまって、「もういいや」っ

ていう状況になりがちなので、できるだけ身の丈に合った活動を

息長く続けるということがポイントなんだろうと思います。そし

て「提案型」で行きましょうと。「何とか反対！」という反対運

動のような感じではなくて、ベターな提案をできるだけするよう

にしましょうということを言っています。つ

ながりを探したり、地域にある資源はなんだ

ろうとか、そういう目線で進めていくという

ことがポイントです。

　さて、藤野は何をやっているかと申します

と、まずは、イギリスにこのトランジション・

タウンネットワークを束ねているグループが

あるので、そこに登録しました。そうしたら、

実に世界で 100 番目、どんぴしゃのトラン

ジション・タウンでした（資料 80）。

　活動方針は、「誰でも参加できる」「会費な

どもない」。ですから義務などもありません。

それから「自分でやりたいテーマを出しても

よい」「いくつのグループに参加してもよい」

というのがあります（資料 81）。藤野では、

現在 5 つか 6 つのグループがあるんですが、

それらにいくつも参加している方がたくさん

いらっしゃいます。「やりたい人が、やりた

い時に、やりたいことを、やりたいだけやる」という、いわば

放課後の部活のような感覚です。何とか運動というのは、義務

感でやっているケースが多いと思うんです。それが悪いわけで

はありませんが、そうではなくて、部活的に、ボランタリーな

気持ちでやるというのが長続きするコツではないかなと思って

います。

　最初の活動のとっかかりは、こうした地域通貨などの説明会で

資料 81資料 80

資料 79
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す。（資料 82）。これは『よろづ屋』という地域

通貨で、実にいま百数十世帯の方々が参加して

います。ここでの活動は、いろんなことの資源

のやり取りです。「うちこんなものが余っている

からあげるよ」とか、「うちはこういうものが足

りないんだけどくれる？」みたいな、そういう

情報を百数十世帯がメーリングリストを介して

日々やり取りをしています。ですから 3.11 のと

きも「灯油なくなっちゃった」とか、「誰か助け

てくれ」という情報がメーリングリストで行き

交って、「うちに余ってるからすぐ届けてあげる」

という助け合いが起きました。あるいは、この

間大雪で大変でしたが、そうすると、もう家か

ら出られないんですよね。藤野なんかまだ雪が

50 ～ 70cm 積もってるんですが、そういうと

きに「こっちの道開通したよ」とか「こっちの

道まだ通行止めだから来ちゃ駄目だよ」などの

重要な情報がメーリングリストで飛び交ってま

した。あるいは、「何とかさん家の車庫の屋根が

雪でつぶされちゃった。車出せないから誰か助

けに行ってくれる？」という情報も地域通貨の

メーリングリストで流れて来るんです。ですか

ら、お金の代わりに何かを物々交換するといっ

た、そういう類いの話ではなくて、こういった

仕組みを介して人と人とのつながりを生むとか、

助け合いのバックグラウンドや土壌をつくるな

ど、そういうことに非常に効果的に機能してい

ると思います。

　ほかには、『森部』というものがあります（資

料 83）。藤野は山あいのまちなので森林資源が

たくさんあります。そういった資源を、地域の

レジリエンスに活かしていくためにはどうした

らいいのかという問題意識を持ったグループが

立ち上げました。地域の山に入って、間伐の状

況がどうなっているかとか、山がいまどうなっ

ているかとか、そんなことを一緒になって勉強

したりしています。まだ具体的には大きな成果

資料 82

資料 83
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は現れていないですが、間伐材を使って家づく

りの一部に利用するとか、そんなことは少しず

つやり始めています。

『お百姓クラブ』というものもあります（資料

84）。地域の空いている畑を借りて、農業初心

者が一緒にやってみようとグループをつくった

わけです。試行錯誤しながら、食のレジリエン

スをテーマに活動をしています。単に畑をやる

ということではなくて、もうちょっと真面目な

テーマ性もあって、在来種・固定種をどう継承

していくか、あるいは安全な食というものを考

えたときに、農薬に依存しない農業ってなんだ

ろうと、素人なりに一所懸命考えたりするわけ

です。

　こうしたグループの活動がだんだん活発に

なってくると、じゃあできたもので味噌をつくっ

てみよう、醤油をつくってみようといった方向

にも発展しています。あと日本には和綿という

ものがありまして、『わたわたクラブ』というの

がここからスピンアウトして新しいグループに

なりました。あるいは、日本はお米が入ってく

る前は雑穀の食事だったのですが、この雑穀を

もう一度食の中で位置づけようとする『つぶつ

ぶクラブ』というグループもできました。

　あとは、『医療と健康』です（資料 85）。今日

のテーマは「幸福」ですが、内なる幸福ってす

ごく大事な話ですよね。幸福っていろんなカテ

ゴリーがあるじゃないですか。内なる幸福もあ

れば、自分の外側にある幸福、僕ら個人の幸福、

あるいはその地域の幸福、多様な幸福があると

思うんですが、じゃあ内面の幸福みたいなこと

はどこにあるのかって考えたときに、「インナー

トランジション」っていう言葉が私たちにはあ

るんですけども、内面的なトランジションって

いうことも含めて考えていかないと、いつまで

経っても「あれをくれない」とか「何が足りない」

資料 84

資料 85
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とか文句ばっかり言ってる、そんな状況がずっ

と続いてしまうと思うんですね。なので、その

内面的なトランジションを大事にしながら行っ

ている活動もあります。

　ほかにもたくさん活動があるのですが、一つ

ひとつの活動はそんなに派手ではありません（資

料 86,87）。けれども、藤野全体ということで

見たときに、ありがたいことに何となく「いま

藤野っておもしろいことやってるよね」という

印象を持たれていまして、いろんなマスコミで

も取り上げていただきました（資料 88）。一つ

ひとつの活動は非常に小さいのですが、それが

総体的に結び合っているということで恐らく、

これが 5 年後なのか 10 年後なのか、20 年後な

のか 50 年後なのか分かりませんけれども、藤

野というまちがトランジションしている状況を

迎えられるんだろうと思うわけです。

　こういったノウハウをほかの人にも伝えて行

こうよということで、昨年（2013 年）は、トラ

ンジションの学校を開き、1 年間講座を行いま

した（資料 89）。今年もやるかどうかわかりま

せんが、これはなかなか好評で、多くの人に参

加していただきました。

　最後に、皆さん聞いたことがあるかもしれま

せんけれど、エネルギーのレジリエンスという

意味で、『藤野電力』というグループもいま非常

に一所懸命に活動をしております（資料 90）。

大きな「〇〇電力」に対抗して『藤野電力』と

いうネーミングにしたんですが、別に電気だけ

ではなくて、地域のエネルギー問題を自分たち

の手に取り戻そうと、自分たちにできるエネル

ギーをつくること、あるいはエネルギーを減ら

すことがどうやったらできるかということを、

暮らし目線で考える活動をやっております。こ

れはこれで話し出すと、1 時間くらい時間が必

要なので本日は割愛しますが、興味がある方は

ぜひ検索してみてください。

　どうもありがとうございました。

資料 86

資料 87
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伊藤　それでは最後になりますが、予告しておりました「会場の

皆さんの幸福度」をまとめましたのでご報告をさせていただきた

いと思います。

　先ほど皆さんに書いていただいた『人生満足度尺度』と言われ

るアンケートの結果です。まず、各国の調査での事例をいくつか

ご紹介します（資料 91）。これはアメリカの学者が研究したもの

なのでちょっと特殊なカテゴリーの平均もあるんですけれども、

「アメリカの囚人男性：12.7 点」「中国の大学生：16.1 点」「ロシ

アの大学生：18.9 点」と続いて「日本の大学生：20.2 点」でし

た。また、「アメリカの大学生：23 点」「アメリカの印刷工場員：

24.2 点」、そして「カナダ人男性（フランス系）：27.9 点」が彼

らの調査の中では一番大きい数値でした。

　それでは、発表です。会場の皆さん全体の平均は「23.4 点」

でした。一人ひとりの幸福度を足して総計してランキングすると

こうした結果となります。せっかく平均値が出ましたので、先ほ

どご説明した『Grading（等級付け）』で今回の“評価”をしたい

と思います。これは「ミシュランの星印」と同じで、この「23.4 点」

が日本の大学生の平均「20.2 点」より上だったというだけでは「評

価する」ことにはなりません。繰り返しになりますが、これでは

まだ「事実を特定した」だけになります。これを「評価する」た

めには、何点だったら良かったのかという事前の基準が設定され

ていなければ駄目だというお話しをしたと思います。

　そこでこの『人生満足度尺度』が設定している基準をご紹介し

たいと思います（資料 92）。彼らは、次のように基準を設けてい

ます。「20点～24点の人：平均的な人生の満足度」「25点～29点：

人生がだいたい順調な人」「30 点～ 35 点の人：人生満足度が非

常に高い人」。つまり、本日の皆さんの平均は「平均的な人生の

満足度」だったという、非常にオチの付いた結果となりました。

　本日、これが最後のスライドになります。セミナーを終わるに

あたって、歴史的な人物たちが語った幸福についての名言を集め

ましたのでご紹介したいと思います（資料 93）。これはもちろん

明確な指標ではありませんが、幸福をどのように定義したのかと

いう参考としてお聞きください。

　「人生におけるこの上ない幸福は、

　　　　　　　　自分が愛されているという確信である」

　「富は海水のようなもの。飲めば飲むほど、のどが渇く」

　「もっとも平安な、そして純粋な喜びのひとつは、

　　　　　　　　　　　　　労働をした後の休息である」

　

　「一つの難しい事柄に取り組み、

　　　 そこに自分の全てを注いでいる人は、幸せである」

　そして最後にご紹介するフレーズは僕自身が最も気に入ってい

るものになります。

　「幸福とは、幸福を探すことである」

　先ほど、川内さんからも「幸福はプロセスである」というお話

があったかと思いますが、そもそも「幸福とは何か」を考える、

考えたいと思っている時点で、その状態が幸福なことであるとい

う意味です。つまり、少なくとも「幸福とは何か」を考えること

ができない程の環境にはいないという、実に示唆に富んだ言葉だ

と思います。

　

　それでは、これをもちまして第 26 回ハイライフセミナー『幸

福って何だ？』を終了いたします。もともと本研究は、「コミュ

ニティ評価とは何か」についてさまざまな調査を行ってきた研究

の一環となります。その論文をまとめた研究報告書が 4 月には完

成しますので、もしよろしければその時期にハイライフ研究所の

ホームページをご覧いただければと思います。

　本日は、どうもありがとうございました。
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