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We conducted a cross-national study on the sense of happiness by collecting data from

thirteen countries (Japan, South Korea, China, Australia, New Zealand, South Africa, United

Kingdom, Germany, Spain, Canada, U. S. A., Mexico, and Brazil) by an online survey method.

The participants from each country comprised approximately 600 people, with nearly the same

number of males and females, and ranged in age from adolescence to maturity. Ninety-seven

items were included in the questionnaire. A structural equation modeling revealed that

happiness is composed of a sense of capability, a vital sense of life, and a sense of achievement.

The results also showed that Japanese and Korean people are the most unhappy, while Mexican

and Brazilian people are the happiest, with the other nine countries falling in between. The same

pattern of results, unhappiness and low self-esteem for Japanese and Korean versus happiness

and high self-esteem for Mexican and Brazilian, was consistently found in the other items or

scales of this research. In general, the older generation is happier than the younger generation.

Potential reasons for these findings are discussed.
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問 題

｢幸福」は，個人にとっても，社会にとっても，

人類にとっても，究極の達成目標といってよいで

あろう。しかし，「幸福とは何か」，「幸福はどう

すれば達成できるか」，「幸福な人とは誰か」と

いった問いに答えることは，決して容易ではない。

ベルギーの劇作家でノーベル文学賞受賞者のモー

リス・メーテルリンク (Maurice Maeterlinck,

1862-1949) は，「幸福とは，身近にありながら，

捕まえようと思ってもすぐに逃げて行ってしまう

ものである」ということを，有名な戯曲『青い鳥

(LʼOiseau bleu)』において，寓話として示した。

とらえどころのない「幸福」が，学術研究の対

象として，正面から検討されるようになったのは，

比較的最近のことであると言ってよいだろう。あ

る研究テーマが学術研究の対象として公的に認め

られていることの有力な証拠の一つは，その研究

テーマを中心的に取り扱う学術専門誌が刊行され

ていることである。幸福研究の成果を刊行する

The Journal of Happiness Studies が社会学者

Ruut Veenhoven，心理学者 Ed Diener，哲学者

Alex Michalos の 3 人を中心にして創刊されたの

は 2000年のことであるから，この意味での「幸

福」の学術研究は，まだ 10年余の歴史しかない

ことになる。

もちろん，2000年以前に幸福の学術研究が全

くなかったというわけではない。たとえば，経済

的豊かさと国民の幸福感の比例関係は，一国の中

では成り立っても国際比較では成り立たないこと，

国民一人あたりの富が年々増えて行っても，それ

に比例して幸福感が高まるわけではないことは，

既に 1974年に公刊された論文 (Easterlin, 1974)

で示されており，今日ではその著者の名前を冠し

て「イースタリン・パラドックス」として知られ

ている。また，Kahneman, Diener, and Schwarz

(1999) のWell-being : The foundations of hedonic

psychologyは 2000年以前の幸福研究の成果の一

つの集大成である。

しかし，2000年以後，様々な関連領域において

幸福研究が活発になってきたことも確かな事実で

ある。たとえば，過去 5年間に，哲学 (Bortolotti,

2009 ; Bradley, 2009 ; Sissela Bok, 2010)，法学

(Bok, 2010)，経済学 (Frey, 2008 ; Graham, 2009 ;

大竹・白石・筒井，2010)，社会学 (大橋，2011)，

心理学 (Diener & Biswas-Diener, 2008 ; 大石，

2009) などの分野において，幸福研究に関する重

要な著作が公刊されている。これらの著作の特徴

の一つは，個別の学問領域にとらわれず，広く幸

福の問題を考察しようとするスコープの広さにあ

るとみることができよう。たとえば，Derek Bok

は，ハーバード大学の学長を 20年にわたって務

めた高名な法学者だが，The politics of happiness

(Bok, 2010) は，哲学，政治学，経済学，心理学な

どの多様な観点から，幸福研究の新しい知見を示

している。彼の妻の哲学者 Sissela Bok (2010)

の Exploring happiness : From Aristotle to brain

scienceも，その副題が示すように，哲学から脳

科学までの広範な視点から論じたものである。

このように，幸福研究は，総合学術としての重

要なトピックになっているのであるが，幸福研究

の基本概念は，実はその定義がかなり曖昧なまま

である (大坊ら，2009)。英語では welfare，(sub-

jective) well-being，happiness，life satisfaction，

日本語では福祉，幸福，幸福感，満足感，充足感

などの言葉が，それぞれかなり入り乱れて用いら

れている。

状態としての「幸福」は，客観的に計量可能な

「幸福度」(welfare, well-being) と主観的に体験

される「幸福感」(subjective well-being, happi-

ness) に大別することができる。

幸福度の代表的指標としては，国際連合開発計

画 (United Nations Development Programme ;

UNDP) の人間開発指数 (Human Development

Index ; HDI) がある (国連開発計画，2011)。

HDI は，①出生時平均余命，②成人識字率 (15

歳以上) と初・中・高等教育総就学率の合成変数，

③購買力平価で計算した一人当たり GDP (US

ドル換算) の 3要因から構成される二次的合成変

数である。2010 年の HDI 指数のベストテンは，

1．ノルウェー (0.938)，2．オーストラリア

(0.937)，3．ニュージーランド (0.907)，4．アメ

リカ (0.902)，5．アイルランド (0.895)，6．リ

ヒテンシュタイン (0.891)，7．オランダ (0.890)，

8．カナダ (0.888)，9．スウェーデン (0.885)，

10．ドイツ (0.885) であり，西欧，オセアニア，

北米のいずれかの国々である。日本はそれに次ぐ
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11 位 (0.884) であったが，これは十分高い数

値・順位であると受け止めるべきであり，問題は

高い幸福度が高い幸福感につながっているかどう

かという点にある。ちなみに，韓国 (0.877) も

近年急速に順位を上げてきており，13．スイス

(0.874) と 14．フランス (0.872) を抜いて，12

位になった。

他方，幸福感の指標として，Diener et al.

(1985) の人生満足感 (life satisfaction, satisfac-

tion with life) の測定尺度 5項目は，この分野の

定番ともなっており，本研究でもこの尺度を比較

基準として使用するが，人生満足感は幸福感の一

部を構成するものではあるものの，両者は必ずし

も同一ではない (大石，2009)。本研究では，幸

福感の指標について改めて検討し，尺度を構成す

るとともに，それを用いて 13 カ国のデータを取

得して幸福感の国際比較を行うものである。

本研究の目標

本研究は，平成 19年度〜23年度に実施された

京都大学人文科学系グローバル COEプログラム

「心が活きる教育のための国際的拠点」(拠点リー

ダー：子安増生，英文名称：Revitalizing Educa-

tion for Dynamic Hearts and Minds) のメンバー

が幸福感の国際比較研究チームを構成し，日本，

大韓民国，中華人民共和国，南アフリカ共和国，

オーストラリア連邦，ニュージーランド，カナダ，

アメリカ合衆国，英国 (グレートブリテン及び北

アイルランド連合王国)，ドイツ連邦共和国，ス

ペイン，メキシコ合衆国，ブラジル連邦共和国の

13 カ国を対象に，日本語，韓国語，中国語，英

語，ドイツ語，スペイン語 (本国版，中南米版)，

ポルトガル語の 7言語により「幸福感の国際比較

調査」を実施し，普遍的な幸福感と文化固有の幸

福感の関係を明らかにするものである。調査は，

有能感，生命感，達成感，幸福感等の関連性が明

らかになるような尺度構成を行い，構造方程式モ

デリングによる分析を行うものである。

本研究では，図 1 の概念図に示したように，

「心が活きる」ということを以下に示す有能感，

生命感，達成感の 3軸でとらえ，その合力として

の幸福感を考えている。

有能感：人間は，様ざまな活動を通じて，知識

と技能を獲得していく。知識とは「知る」ことや

「分かる」ことであり，技能とは動作などが「で

きる」ことや道具などが「使える」ことである。

人間は様ざまな知識や技能を獲得するによって，

自分自身が何事かをなすことができるという「有

能感」を得る。知能や学力など自己のコンピテン

スへの意識は，効力感，優越感，統制感，満足感，

あるいは自尊心 (self-esteem) といった心理的

プロセスとつながっていく (成田ら，1995 ;

Rosenberg, 1965 ; White, 1959)。反対に，「知ら

ない」，「分からない」，「できない」，「使えない」

といったことは，しばしば無能感，劣等感，不満

感，挫折感といった感情を引き起こしやすい

(Coplan, Findlay, & Nelson, 2004)。

生命感：人間は，一人の個人として存在するだ

けでなく，家族，社会，自然，あるいは宇宙など

と「つながる」ことによって，この世界に生きて

いるという感覚を持つことがある。このような感

覚は，親和動機，関係性，社会性，自然観，宇宙

観などと関わるが，ここではそれを総称して「生

命感」と呼ぶことにする。Maslow (1954) の欲

求階層説では，①生理的欲求 (physiological

need)，②安全の欲求 (safety need)，③所属と

愛 (love and belonging)，④承認 (esteem)，⑤

自己実現 (self actualization) の 5段階が区別さ

れるが，生命感は「所属と愛の欲求」及び「承

認」に関わるものである。逆に，こういった「つ

ながり」が感じられないことを孤独感や孤立感と

いう。古来「鰥
かん

寡
か

孤
こ

独
どく

」という言葉があり，それ

ぞれの漢字は「妻を失った男」，「夫を失った女」，

「みなしご」，「老いて子のない者」を表している
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(『広辞苑』)。これらの言葉は，「つながり」の基

本形が家族関係にあることを示唆しているが，そ

れを社会，自然，宇宙などとのつながりにも拡大

していくことができる。

達成感：人間が一定の目標に向けて共同作業な

どを行うとき，目標に向かう努力を積み重ねるこ

とによって「有能感」と「生命感」という 2つの

感覚を発展させ，その行き着く先に，何ごとかを

なしえた「達成感」というものを得ることがあ

る。このように，達成感には，体験の繰り返し，

ならびにそれに伴う時間の要因が入ってくる。

Maslow (1954) の欲求階層説では，自己実現の

段階に対応すると考えられる。反対に，多くの努

力量を投入したにもかかわらず達成感が得られな

い場合には，徒労感，消耗感，無力感などにつな

がる。

幸福感：本研究において，幸福感は，有能感，

生命感，達成感の 3つのベクトルの合力として規

定される。すなわち，幸福感を得るためにはこの

3 つすべてが必要であり，有能感，生命感，達成

感のうち，そのどれが欠けても，十分な幸福感が

得られないか，むしろ不全感が生ずる。ある行為

の結果やその結果から生まれる状態は，本来それ

が良いはずのものであっても，有能感がなければ

自分の力で獲得したものでないという疎遠な感じ

がつきまとい，生命感がなければ寂しさの感情が

避けられず，達成感がなければ満足も生じない。

もちろん，このどれか 2つ，あるいは 3つすべて

が欠けていれば，不全感が一層生じやすくなるこ

とは言うまでもない。

図 1 の概念図が生まれたのは，以下のような経

緯による。かつては科学的研究の対象とみなされ

なかった幸福感の研究が近年大変活発に行われる

ようになっており，そこにどのような新しい視点

やデータを付け加えるべきかということを最初に

研究チーム 12 人の間で議論した (第 4著者のみ，

データ分析から参加)。そのメンバーには心理学

以外の分野 (教育学，哲学，人類学) の研究者が

加わっており，討議の結果得られた図 1 は，心理

学的な理論の裏付けのある仮説図というよりも，

多角的な視点からまとめた概念図であり，その意

味では曖昧な部分も多々含まれている。

特に，左下の「児童虐待，ドメスティック・

ヴァイオレンス，いじめ，不登校，校内暴力，非

行，犯罪，モラル・ハザード，地域紛争，戦争，

環境破壊……」といった幾多のネガティブな現象

は，心が活きていない状態と密接に関連するもの

であるが，このような問題はグローバル COEプ

ログラムの拠点の研究全体の中で取り扱うもので

あり，本研究が直接的に取り扱うものではない。

本研究で扱うのは，幸福感を有能感，生命感，

達成感の 3軸でとらえ，その合力としてあらわす

ことの妥当性と､教育に対する意識が幸福感をど

のように向上させうるかについての部分であり，

そのことを様々な文化的背景を持つ 13 カ国の

人々のデータから検討するものである。

方 法

質問紙の構成

本研究で用いた質問紙は，次のような尺度等か

ら構成されている (全 97 項目とデモグラフィッ

ク変数 9項目)。

(1) デモグラフィック変数 9項目 (国籍，年齢，

学歴，教育年数，両親の学歴，既婚未婚，

子どもの数，居住形態，信仰)。これは質

問紙の末尾の位置に置いた。

(2) 幸福感に関わる既存尺度：Diener et al.

(1985) の人生満足尺度 5項目，Uchida et

al. (2008) の人並み幸福感尺度 9 項目，

Rosenberg (1965) の自尊心尺度 10項目。

(3) 幸福感の新たな尺度項目 (有能感 5項目，

生命感 9項目，達成感 4項目)。

(4) 幸福感に関わる新たな尺度項目 (メタ認知

9項目，教育と幸福 6項目)

(5) その他の尺度 (後悔，maxmizer，locomo-

tion-assessment，Huebner の多次元学生

生活満足度の項目の一部，NHK放送文化

研究所の人生目標尺度ほか)：今回は分析

対象に含めていない。

(6) 文章完成法：「私は ときに幸せを

感じる。」「私は ときに不幸だと感

じる。」「私にとって幸福とは 」の

3項目であり，この結果については，本特

集号収録の大山泰宏論文「何が人を幸福に

し何が人を不幸にするか ――国際比較調

査の自由記述分析――』を参照されたい。

調査項目は，全員 (データ分析のみにかかわっ
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た第 4著者を除く) の討議により，まず日本語版

を作成し，日本人を対象にデータを取って分析を

行い，各尺度の因子的妥当性と信頼性を確認した

のち，英語，ドイツ語，スペイン語 (本国版，中

南米版)，ポルトガル語，韓国語，中国語各国の

言語に翻訳して実施した。翻訳は，その言語のネ

イティヴ・スピーカーであり，かつ高度な日本語

話者でもある心理学・教育学の研究者が行った。

そのため，特にバックトランスレーションによる

照合手続きは取っていない。

調査対象

インターネット調査会社クロスマーケティング

社 (及びその海外協力会社) に登録しているモニ

ターの中から，条件 (国籍，男女別，年齢範囲)

を指定してサンプリングを行い，条件に該当する

回答者のみが参加者ペースでインターネットを通

して回答を行った。サンプリングの具体的な指定

条件は，3 年齢群 (18〜25 歳，40〜49 歳，60 歳

以上) の男女各同数に設定した。国別，男女別，

年齢群別の回答者数は，表 1 に示したとおりであ

る。

日本人対象の調査は，2009年 10月上旬に実施

し，1,313 人から回答を得たが，①回答時間 3分

以内の超短時間回答者，② 10 の尺度のうち 3 つ

以上で同一評定値が連続した回答者，③文章完

成法で回答しなかったり，いいかげんな回答をし

たりした回答者のいずれかの条件に当てはまる

92 人を除外し，最終的に 1,221 人を分析の対象と

した。

同様にして，国際調査を二次にわたって実施し

た。二次に分けたのは，質問紙の翻訳の準備と研

究予算上の理由による。第一次国際調査は，2010

年 3 月にドイツ，英国，スペイン，メキシコ，

ニュージーランドを対象に，日本人データの約半

数となる各国 600 人を目標に実施した。第二次国

際調査は，2011 年 3 月に韓国，中国，南アフリ

カ，米国，カナダ，ブラジル，オーストラリアを

対象に，同様に各国 600 人を目標に実施した。し

かし，南アフリカの調査では，60 代以上の回答

者があまり多くは得られなかったので，全体の回

答者も 474 人にとどまった (表 1)。

結 果

分析の手順

本研究では，2009年に取得した日本のデータ

について，探索的因子分析 (最尤法，プロマック

ス回転) を行い，使用する尺度項目を決定した。

次に，第二次国際調査の終了後，13 カ国のデー

タについて，国別及び 13 カ国全体の各尺度の信

頼性係数 (Cronbach の α) の算出，尺度値 (項

目の合計点の平均値) の算出，尺度値の国別，男

女別，年齢群別の比較を行った。
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男性 女性

合 計

註 1：南アフリカは，60歳以上の回答者を中心に，全体として回答者が得にくかった。
註 2：メキシコは 60歳以上の回答者が少ないので，50-59歳の回答者も含めた。

国

表 1 国別・男女別・年齢別の回答者数

4,0881,1101,4741,5044,0341,1591,4311,444合 計

60以上40-4918-25

1,221
613
641
474
626
582
552
550
546
614
542
549
612

625
305
322
243
313
293
276
275
274
307
273
273
309

216
50
34
31
106
100
94
92
91
103
91
49
53

204
127
142
106
106
90
91
90
91
102
92
128
105

205
128
146
106
101
103
91
93
92
102
90
96
151

596
308
319
231
313
289
276
275
272
307
269
276
303

220
50
33
32

108
104
95
92
90

103
90
90
52

195
132
149
94

105
100
90
90
90

102
89
94

101

181
126
137
105
100
85
91
93
92

102
90
92

150

日 本
韓 国
中 国
南アフリカ
オーストラリア
ニュージーランド
英 国
ドイツ
スペイン
カナダ
アメリカ
メキシコ
ブラジル

8,122

合 計
年齢

合 計
年齢

60以上40-4918-25



国別分析の補完として，人生満足度，有能感，

生命感，達成感，人並み幸福感，教育と幸福，幸

福メタ認知，自尊心の 8尺度得点について，国ご

とに調査対象者全員の平均値を算出し，クラス

ター分析 (最近隣法，Ward法，グループ間平均

連結法) を実施した。

分析の最後に，図 1 の概念図を実証的に検討す

るために，共分散構造分析によるモデル化を試み

た。「デモグラフィックな要因｣→｢メタ認知・自

尊感情｣→｢幸福感の 3要素 (有能感，生命感，達

成感)・人生満足度・人並み幸福感」という影響

関係を仮定したモデルを構成した。

デモグラフィックな要因

学歴 国別の回答者の学歴として，短大/大学

卒業と大学院修了の割合を表 2 に示す。インター

ネット調査のため，インターネットに個人的にア

クセスできることが調査協力の条件であり，国に

よってはこのことが調査参加の大きな制約条件と

なる。各国の大学進学率は，経済協力開発機構

(OECD) 加盟国については『図表でみる教育

OECD インディケータ』(経済協力開発機構，

2011) などによって調べることができるが，表 2

の中国 (77.38%)，メキシコ (54.83%)，南アフ

リカ (39.87%) などは，明らかに国民全体の平

均からはかけ離れた短大/大学卒業者率の数字で

あり，本データの解釈に際して常に注意すべき点

である。

居住形態 表 3 は，家族と同居か，一人住まい

か，それ以外かを尋ねた結果である。「一人住ま

い」に焦点を当てると，ドイツ (30.18%)，カナ

ダ (28.66%)，日本 (21.29%) の独居率が高く，

メキシコ (5.28%) とスペイン (8.61%) が低い。

メキシコとスペインは，スペイン語圏でカトリッ
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日 本
韓 国
中 国
南アフリカ
オーストラリア
ニュージーランド
英 国
ドイツ
スペイン
カナダ
アメリカ
メキシコ
ブラジル

(5.97%)412(39.12%)2,7008,122合 計

総人数 短大/大学卒業 大学院修了国

表 2 回答者の最終学歴が短大/大学卒，大学院修了の比率

(2.53%)
(6.36%)
(4.21%)
(4.22%)
(4.47%)
(7.39%)
(5.62%)
(0.91%)
(3.85%)
(4.56%)
(7.93%)
(11.84%)
(10.13%)

31
39
27
20
28
43
31
5
21
28
43
65
62

(61.02%)
(42.90%)
(77.38%)
(39.87%)
(29.55%)
(31.44%)
(48.19%)
(16.73%)
(30.77%)
(36.97%)
(27.31%)
(54.83%)
(29.74%)

745
263
496
189
185
183
266
92
168
227
148
301
182

1,221
613
641
474
626
582
552
550
546
614
542
549
612

日 本
韓 国
中 国
南アフリカ
オーストラリア
ニュージーランド
英 国
ドイツ
スペイン
カナダ
アメリカ
メキシコ
ブラジル

(72.41%)5,881(16.83%)1,367合 計 874

一人住まい

12
17

128
60
90
119
115
75
38
84
81
22
33

家族と同居 その他国

表 3 回答者の居住形態

8,122

1,221
613
641
474
626
582
552
550
546
614
542
549
612

合 計

(10.76%)

(77.72%)
(84.83%)
(66.77%)
(76.37%)
(66.45%)
(64.43%)
(63.59%)
(56.18%)
(84.43%)
(57.65%)
(65.50%)
(90.71%)
(82.19%)

949
520
428
362
416
375
351
309
461
354
355
498
503

(21.29%)
(12.40%)
(13.26%)
(10.97%)
(19.17%)
(15.12%)
(15.58%)
(30.18%)
(8.61%)
(28.66%)
(19.56%)
(5.28%)
(12.42%)

260
76
85
52

120
88
86

166
47
176
106
29
76

(0.98%)
(2.77%)
(19.97%)
(12.66%)
(14.38%)
(20.45%)
(20.83%)
(13.64%)
(6.96%)
(13.68%)
(14.94%)
(4.01%)
(5.39%)



ク信者が多いという共通点を持っているが，家族

主義の強い国柄として知られており，そのことが

この結果に表れている可能性がある。

信仰 表 4 は，個人として信仰心 (religious

faith) を持っているかどうかを尋ねた設問の回答

結果を示している。信仰心を持っている人の割合

の少なさでは，日本 (12.61%) と中国 (24.02%)

が際立っている。本調査では，信仰の有無のみを

尋ねていて，信仰心がある場合の進行している宗

派については調査の制約上特に尋ねていない。

因子分析の結果

前述のように，因子分析は日本人のデータ

(1,221 人) のみについて行ったものである。表 5

から表 12 にその結果を示している。各尺度の信

頼性係数 (Cronbach の α) は，各国別と 13 カ国

全体について算出したが，表には日本のデータに

ついての α 係数を示し，以下の本文の説明では

13 カ国全体の α 係数を示すこととする。なお，

今回の分析から除外した尺度は，α係数の低さが

除外の主な理由である。

表 5 から，人生満足度尺度 (Diener et al., 1985)

の人生満足感 (life satisfaction, satisfaction with

life) の測定尺度 5項目は，一因子構造であるこ

とが示された。なお，13 カ国全体の信頼性係数

は，α=0.849 であった。

表 6 は，「有能感」の因子分析結果であり，1

因子構造であることが示された。因子負荷量が

−.213 と低い「いつもまわりの誰かが助けてくれ

る」は，以後の分析から除外した。また，因子負

荷量がマイナスの項目は，合計点算出に際して数

値を反転させた (以下同)。13 カ国全体の信頼性

係数は，α=0.696 である。

表 7 は，「生命感」の因子分析結果であり，1

因子構造であることが示された。13 カ国全体の

信頼性係数は，α=0.813 である。

表 8 は，「達成感」の因子分析結果であり，1

因子構造であることが示された。13 カ国全体の

信頼性係数は，α=0.740 である。

表 9 は，「人並み幸福感」の因子分析結果であ
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日 本
韓 国
中 国
南アフリカ
オーストラリア
ニュージーランド
英 国
ドイツ
スペイン
カナダ
アメリカ
メキシコ
ブラジル

(42.27%)3433(50.70%)4,118合 計 571

あり

50
30
29
15
72
59
54
45
55
59
32
17
54

なし わからない/答えない国

表 4 回答者の信仰の有無

8,122

1,221
613
641
474
626
582
552
550
546
614
542
549
612

合 計

(7.03%)

(83.29%)
(47.80%)
(71.45%)
(14.56%)
(37.22%)
(44.16%)
(45.47%)
(41.45%)
(32.05%)
(33.06%)
(18.27%)
(12.75%)
(13.07%)

1,017
293
458
69

233
257
251
228
175
203
99
70
80

(12.61%)
(47.31%)
(24.02%)
(82.28%)
(51.28%)
(45.70%)
(44.75%)
(50.36%)
(57.88%)
(57.33%)
(75.83%)
(84.15%)
(78.10%)

154
290
154
390
321
266
247
277
316
352
411
462
478

(4.10%)
(4.89%)
(4.52%)
(3.16%)
(11.50%)
(10.14%)
(9.78%)
(8.18%)
(10.07%)
(9.61%)
(5.90%)
(3.10%)
(8.82%)

5 これまで私は望んだものは手に入れてきた。

.327.5724 もう一度人生をやり直すとしても，私には変えたいと思うところはほとんどない。

2.471
49.419

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2(5)=45.88 (p<.001)

項 目

表 5 ｢人生満足度」の因子分析結果

第 1因子「人生満足度」α=.824

.650.8063 大体において，私の人生は理想に近いものである。

.636.7981 私は自分の人生に満足している。

.429.6552 私の生活環境は素晴らしいものである。

.428.655



り，1因子構造であることが示された。13 カ国全

体の信頼性係数は，α=0.836 である。

表 10 は，「教育と幸福」の因子分析結果の因子

分析結果であり，2因子構造であることが示され

た。しかし，因子間相関が−0.030 と低いため，第

一因子の「教育による幸福」のみを分析に用いた。

なお，13 カ国全体の信頼性係数は，「教育による

幸福」が α=0.817，「教育なしの幸福」が α=

0.840 である。

表 11 は，「幸福メタ認知」の因子分析結果であ

り，3因子構造であることが示された。因子名と

13 カ国全体の信頼性係数は，「幸福メタ認知：感

情」α=0.589，「幸福メタ認知：判断基準」α=

0.503，「幸福メタ認知：統制」α=0.777 である。

因子間の相関が比較的高いので，3下位尺度の合

計点を分析に用いた。
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1 自分の力で切り抜けられる。

.046−.2134 いつもまわりの誰かが助けてくれる。

1.604
26.733

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2 (9)=42.74 (p<.001)

項 目

表 6 ｢有能感」の因子分析結果

.4622 自分一人で苦しむしかない。

第 1因子「有能感」 α=.669

.556.7456 最後はきっと失敗に終わるという不安がある。

.340.5833 自分の力が及ばない。

.267−.5175 最後はきっと報われる時が来る。

.183−.428

.213

4 私はみんなとうまくやっている。

.222−.4712 私がいてもいなくても，この世界は変わらない。

2.902
32.343

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2(27)=429.15 (p<.001)

項 目

表 7 ｢生命感」の因子分析結果

−.4796 私がいない方が世の中はうまく回る。

第 1因子「生命感」 α=.803

.504.7101 私は世の中に貢献している。

.379.6165 私はこれまで自分がしてきたことに満足している。

.351.5938 私は周囲の生き物と調和して生きている。

.340.583

.310.5577 私はこの地球のために何かすることができる。

.306.5549 私はこれまで生き物を幸せにしてきた。

.261−.5103 私はこれまでこれといって生産的なことをしてこなかった。

.229

3 社会を変えていこうという気持ちがあれば，社会を変えることができる。

.178.4224 自分の力で何かを成し遂げると，幸せな気持ちになる。

0.976
24.399

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2 (2)=22.25 (p<.001)

項 目

表 8 ｢達成感」の因子分析結果

第 1因子「達成感」 α=.558

.303.5512 社会の中で自分は何か役に立っている。

.265.5151 説明してもらえれば，どんなことでもたいてい理解できる。

.230.479
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5 大切な人を幸せにしていると思う。

.375.6137 大きな悩み事はない。

4.908
54.529

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2(27)=204.93 (p<.001)

項 目

表 9 ｢人並み幸福感」の因子分析結果

.6744 家族や友達とのんびり過ごせている。

第 1因子「人並み幸福感」 α=.911

.714.8452 身近な人たち並みの幸せを手にしていると思う。

.679.8241 まわりの人たちと同じくらい幸せだと思う。

.446−.6688 まわりの標準から外れて，一人不幸である。

.388.623

.655.8093 まわりの人たちと同じくらい，それなりにうまくいっている。

.627.7929 まわりの人並みの生活は手に入れている自信がある。

.569.7546 平凡だが安定した日々を過ごしている。

.454

9 教育の力がなくても人間のできることはたくさんある。

.758−.03310 教育の力がなくても人は幸せになれる。

−.030因子間相関

共通性F1 F2

適合度検定 χ
2(4)=9.72 (p<.05)

項 目

表 10 ｢教育と幸福」の因子分析結果

.0065 教育の力がなくても豊かな人間関係を作ることはできる。

第 1因子「教育による幸福」α=.833

−.025.8678 私が受けてきた教育は，私を幸福にしてくれている。

.007.7626 私が受けてきた教育は，私の能力を高めてくれている。

.022.7477 私が受けてきた教育は，私の人間関係を豊かにしてくれている。

.770.030

第 2因子「教育なしの幸福」α=.819

.577

.592

.641

.558

.580

.753

.801

2 私は自分がどうすれば幸せを感じることができるか正確に分かっている。

.444.0051 幸福と思うかどうかは自分の思い次第だ。

.398

.253

F1
F2
F3

因子間相関

F3

第 2因子「幸福メタ認知：判断基準」 α=.641

F1 F2

適合度検定 χ
2(18)=38.93 (p<.01)

項 目

表 11 ｢幸福メタ認知」の因子分析結果

−.0064 私は周りの人を幸せにするとき，自分も幸せな気分になる。

第 1因子「幸福メタ認知：感情」 α=.637

.007.8108 私はたびたび，自分の今の感情について考える。

−.091.5583 私はたびたび，自分が今思っているよりも幸せに感じるべきかどうかを考える。

.080.3495 不幸な気分のとき，その原因について客観的に考えるようにしている。

−.008.024

.101−.019.2256
自分にとって，「不幸」「悲しみ」「悲嘆」などの言葉は，明らかに違う意味を
持っている。

.380

.031

.680

−.074

.260

.059

−.118

.841

−.00710 私は自分を元気づけるにはどうすれば良いかを正確に分かっている。

.466

.080.574−.0237
もし，自分の周りの人々が幸せを感じているならば，それは自分も幸せに感じ
るべき良い兆候である。

−.011.069.4669 自分が不幸を感じているときには，自分の振る舞いをからそれと分かる。

.211

.360

第 3因子「幸福メタ認知：統制」 α=.727

.662

.068

.280

.699

.245

.295

.625

共通性

.829.023



表 12 は，Rosenberg (1965) の「自尊心」尺度

10項目の因子分析結果を示している。この尺度

の 13 カ国全体の信頼性係数は，α=0.868 である。

国別・男女別の結果

主な尺度について，国別・男女別の結果をまと

めたものを図 2〜図 9 に示す。国の並び順は，図

の左からアジア (日本，韓国，中国)，アフリカ

(南アフリカ)，オセアニア (オーストラリア，

ニュージーランド)，ヨーロッパ (英国，ドイツ，

スペイン)，北アメリカ (カナダ，アメリカ)，中

央アメリカ (メキシコ)，南アメリカ (ブラジル)

とした。メキシコは，アメリカ大陸の区分法に

よって，北米/南米の場合は北米に，北米/中米/

南米の場合は中米に，北米/中南米の場合は中南

米に入れられる。

図 2 は，人生満足度尺度の国別・男女別の結果

であり，幸福感の尺度平均値が比較的低い「日本

と韓国」，中程度の「中国・欧米圏」9 カ国，幸

福感の尺度値が比較的高い「メキシコとブラジ

ル」の 3グループに分かれることが読み取れる。

中国と南アフリカは，欧米圏に近い値である。な
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2 私は他のほとんどの人たちと同じくらいのことが出来る。

.201.4486 私はもっと自尊心がもてればいいのになと思う。

3.97
39.703

寄 与
寄与率 (%)

F1 共通性

適合度検定 χ
2(35)=702.95 (p<.001)

項 目

表 12 ｢自尊心」の因子分析結果

−.6101 私は自分が多くの長所を持ち合わせていると思う。

第 1因子「自尊心」 α=.865

.536.7327 私は自分のことを無用の人間だと時々感じる。

.494.7034 私にはあまり誇れるものがない気がする。

.289−.5385 私は自分自身に対して肯定的な態度をとっている。

.265−.515

.489.7003 大体において，私は自分を人生の落伍者だと思いがちである。

.468.6849 時々私は全くのろくでなしだと思うことがある。

.455−.6748 全体的に私は自分自身に満足している。

.401−.63310 私は自分を価値ある人間，少なくとも他人と同程度価値がある人間だと思う。

.372

図 2 人生満足度尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)



お，南アフリカは，英語で回答することを前提と

しているので，西欧系の白人が主に回答している

可能性が考えられる。

図 3 は，有能感尺度の国別・男女別の結果であ

る。ブラジルが欧米圏に近いほかは，有能感の尺

度平均値が比較的低い日本と韓国 (特に女性)，

中程度の「中国・欧米圏」10 カ国，有能感の尺

度値が比較的高いメキシコの 3グループに分かれ

ることが読み取れる。

図 4 は，生命感尺度の国別・男女別の結果を

示している。グラフの様子は人生満足度尺度のパ

ターンに似ており，生命感の尺度平均値が比較

的低い日本と韓国，中程度の「中国・欧米圏」

9 カ国，生命感の尺度値が比較的高いメキシコと

ブラジルの 3グループに分かれることが読み取

れる。

図 5 は，達成感尺度の国別・男女別の結果であ

る。尺度平均値が比較的低い日本と韓国，中程度

の「中国・欧米圏」9 カ国，幸福感の尺度値が比

較的高いメキシコとブラジルの 3グループに分か
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図 3 有能感尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)

図 4 生命感尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)



れることがここでも読み取れる。

図 6 は，人並み幸福感尺度の国別・男女別の結

果を示すものであるが，全体的に国別の差は小さ

く，比較的フラットなデータとなっている。

図 7は，「教育と幸福」の第 1因子「教育によ

る幸福」尺度の合計点の国別・男女別の結果であ

る。尺度平均値が一番低い日本とやや低めの韓国，

中程度の「中国・欧米圏」9 カ国，比較的高いメ

キシコとブラジルの 3グループに分かれるように

読み取れないことはない。

図 8 は，幸福メタ認知尺度の 3因子の合計点の

国別・男女別の結果を示している。日本が最も低

く，中国・ブラジルが高いという他の尺度の結果

とは少し違ったパターンが見られる。

図 9 は，自尊心尺度の国別・男女別の結果を示

している。有能感尺度 (図 3) の結果と似たパ

ターンであり，ブラジルが欧米圏に近く，尺度平

均値が比較的低い日本と韓国，中程度の中国・欧

子安他：幸福感の国際比較研究

81― ―

図 5 達成感尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)

図 6 人並み幸福感尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)



米圏 10 カ国，尺度平均値が男女とも高いメキシ

コの 3グループに分かれることが読み取れる。

年齢群による差についての結果

｢18〜25 歳」，「40〜49 歳」，「60 歳以上」の 3

年齢群×男女について尺度の平均値を比較した。

紙幅の都合で図表は省略する。全般的に見れば，

加齢にともない幸福感関連の尺度と自尊心の尺度

の得点の上昇が見られた。ただし，いずれも横断

的データであり，高齢者でインターネットにアク

セスしているという条件がサンプリングの偏りを

生じさせている可能性が大きい。

人生満足度尺度の年齢群差は，40〜49歳が最

も低く，18〜25歳<60歳以上というパターンが

見られた。有能感尺度の年齢群差は，18〜25 歳

<40〜49歳<60歳以上というパターンが見られ
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図 7 教育による幸福尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)

図 8 幸福メタ認知尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)



た。生命感尺度の年齢群差は，18〜25 歳 <

40〜49歳<60歳以上というパターンが見られた。

達成感尺度の年齢群差は，18〜25歳<40〜49歳

=60歳以上というパターンが見られた。人並み

幸福感尺度の年齢群差は，18〜25歳=40〜49歳

<60歳以上というパターンが見られた。教育に

よる幸福尺度の年齢群差は，40〜49歳が最も低

く，18〜25歳=60歳以上というパターンが見ら

れた。幸福メタ認知尺度の 3因子の合計点の年齢

群差は，18〜25歳=40〜49歳=60歳以上となる

パターンが見られた。最後に，自尊心尺度の年齢

群差は，18〜25 歳 <40〜49 歳 <60 歳以上とい

う明瞭なパターンが見られた。

これまでの諸外国における調査では，年齢と幸

福の間に U字型の関係があるとの結果が示され

ているが (Graham, 2009)，人生満足度以外はそ

のパターンではない。むしろ，自尊心のように年

齢と共に向上するパターンが見られている。繰り

返しになるが，このデータの解釈にあたっては，

高齢者の場合，インターネットを使う調査に参加

するということ自体にバイアスがかかっているこ

とを考慮する必要がある。

クラスター分析の結果

人生満足度，有能感，生命感，達成感，人並み

幸福感の 5尺度の得点について，国ごとに調査対

象者全員の平均値を算出し，クラスター分析 (最

近隣法，Ward法，グループ間平均連結法) を実

施した。クラスター分析の手法によるグループの

別れ方の違いは少なく，図 10 は，その代表とし

てWard法の結果を示すものである。この結果は，

「オーストラリア，カナダ，中国，スペイン」

(G1)，「ニュージーランド，英国，アメリカ，ド
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図 9 自尊心尺度の国別・男女別の結果 (平均値と標準偏差)

図 10 クラスター分析 (Ward法・平方ユークリッド
距離) の結果



イツ，南アフリカ」(G2)，「メキシコ，ブラジ

ル」(G3)，「日本，韓国」(G4) という 4 グルー

プに大別されることを示している。

さらに，各グループの特徴を明らかにするため

に，5尺度それぞれにおいて 4グループの間の差

(表 13参照) に関して分散分析をおこなったとこ

ろ，主効果はいずれも有意であった。Tukey の

HSD でグループ間の平均値差 (p<.05 に設定)

を検討した結果，人生満足度と生命観 (G3>G2

=G1>G4)，有能感 と 達 成 感 (G3>G2>G1>

G4)，人並み幸福感 (G3=G2=G1>G4) であっ

た。日韓 (G4) はどの指標においても評定値が

低く，一方，メキシコとブラジル (G3) は評定

値が高い。「ニュージーランド，英国，アメリカ，

ドイツ，南アフリカ (G2)」と「オーストラリア，

カナダ，中国，スペイン (G1)」の評定値は中間

にあるが，前者の方が有能感と達成感において高

く，グループを分ける根拠がある。

共分散構造分析の結果

表 13 は，性別，年齢，学歴のデモグラフィッ

クな変数とその他の尺度との相関を示している。

尺度間には，かなり高い相関も見られている。

図 11 は，Amos 16.0 を用いて行った共分散構

造分析の結果を示すものである。この分析に際し

ては，13 カ国全体の結果 (最上段) と，図 10 の

クラスター分析によって分かれた G1〜G4 のグ

ループを基礎とする多母集団同時分析を行った結

果 (下の 4段) を示している。図の a〜d のアル

ファベットは，異なる記号で示されるグループ同

士の間に 5 %水準で有意差があることを示して

いる。

図 11 によると，教育が幸福をもたらすとす

る態度は，自尊心と幸福メタ認知を高め，そのこ

とが有能感・生命感・達成感から構成される幸

福感を高めることを示しており，図 1 の概念図の

妥当性を支持するものである。ただし，学歴から

教育による幸福に至るパスは，有意であるとはい

え比較的影響力が小さい。さらに，有能感・生命

感・達成感から構成される幸福感は，人並み幸福

感ならびに人生満足度に影響を及ぼすことも図

11 が示している。
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註 1：適合度は，全体分析で χ
2(31)=2309.480, p<.001, GFI=.947, AGFI=.906, CFI=.930, RMSEA=.097, 多母集団同時分

析で χ
2(124)=2764.412, p<.001, GFI=.936, AGFI=.886, CFI=.914, RMSEA=.052

註 2：数字は上から全体 (13 カ国)，グループ 1 (オーストラリア，カナダ，中国，スペイン)，グループ 2 (ニュージー
ランド，英国，アメリカ，ドイツ，南アフリカ)，グループ 3 (メキシコ，ブラジル)，グループ 4 (日本，韓国)

註 3：a〜d のアルファベットは，異なるグループ同士の間に 5 %水準で有意な差があることを示す
註 4：***p<.001, **p<.01
註 5：誤差変数は省略した

図 11 共分散構造分析の結果 (標準化推定値)
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全 体 (13 か国：n=8,122)

グループ 1 (中国，オーストラリア，スペイン，カナダ：n=2,427)

グループ 2 (南アフリカ，ニュージーランド，英国，ドイツ，アメリカ：n=2,700)

グループ 3 (メキシコ，ブラジル：n=1,161)

グループ 4 (日本，韓国：n=1,834)

M (SD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

註：数字は上から，全体 (n=8,122)，グループ 1 (中国，オーストラリア，スペイン，カナダ : n=2,427)，グループ 2 (南アフリカ，
ニュージーランド，英国，ドイツ，アメリカ：n=2,700)，グループ 3 (メキシコ，ブラジル：n=1,161)，グループ 4 (日本，
韓国：n=1,834)
***p<.001, **p<.01, *p<.05, +p<.10

表 13 各尺度間および各尺度とデモグラフィック変数との相関

.015

.004

.032

.073*

.028

.017***

.078***

.005

.042

−.009

.046***

.054**

.068 ***

.004

.048 *

3.16 (0.85)

3.23 (0.84)
3.23 (0.81)
3.56 (0.88)

2.72 (0.71)

11．人生満足度

.482***

.489***

.525 ***

.388***

.506 ***

.293***

.381***

.158 ***

.316***

.303 ***

.428***

.495***

.349 ***

.446***

.456 ***

.547***

.554***

.604 ***

.455***

.570 ***

.038**

.029

.028

.102**

.042+

.097***

.130***

.114 ***

.110***

.034

.043***

.053**

.052 **
−.015

.062 **

3.16 (0.85)

3.23 (0.84)
3.23 (0.81)
3.56 (0.88)

2.72 (0.71)

10．人並み幸福感

.635***

.685***

.669 ***

.639***

.583 ***

.384***

.311***

.233 ***

.378***

.314 ***

.562***

.484***

.536 ***

.536***

.458 ***

.442***

.383***

.459 ***

.330***

.381 ***

.232***

.245***

.092 ***

.264***

.254 ***

.438***

.431***

.348 ***

.426***

.381 ***

.518***

.450***

.528 ***

.435***

.465 ***

8．生命感

―
―
―
―
―

.633***

.580***

.511 ***

.616***

.564 ***

.490***

.418***

.420 ***

.438***

.475 ***

.434***

.466***

.352 ***

.403***

.474 ***

.602***

.594***

.458 ***

.760***

.551 ***

.526***

.453***

.433 ***

.496***

.506 ***

.049***

.087***

.044 *

.048

.126 ***

.063***

.162***
−.019
.177***
.045+

.028*

.069**

.031

.085**
−.056 *

4.03 (0.63)

4.04 (0.61)
4.15 (0.50)
4.41 (0.68)

3.60 (0.56)

9．達成感

―
―
―
―
―

.384***

.439***

.318 ***

.416***

.404 ***

.549***

.589***

.586 ***

.568***

.543 ***

.026*

.035+

.047 *

.125***
−.008

.114***

.137***

.099 ***

.216***

.094 ***

.034**

.043*

.066 **

.103***
−.068 **

3.63 (0.69)

3.58 (0.68)
3.75 (0.65)
3.91 (0.74)

3.34 (0.63)

7．有能感

―
―
―
―
―

.674***

.656***

.635 ***

.658***

.643 ***

.346***

.371***

.263 ***

.250***

.404 ***

.530***

.503***

.418 ***

.569***

.499 ***

.730***

.714***

.674 ***

.719***

.718 ***

.056***

.098***

.090 ***

.111***

.022

.133***

.194***

.114 ***

.245***

.136 ***

.043***

.079***

.198 ***

.066*
−.073 **

3.64 (0.63)

3.69 (0.58)
3.73 (0.55)
4.02 (0.63)

3.22 (0.57)

―
―
―
―
―

.373***

.434***

.235 ***

.381***

.399 ***

.188***

.164***

.106 ***

.090**

.312 ***

.031**

.140***
−.017
−.092**
.043+

−.030**
.012

−.049 *
−.006

−.058 *

.051***

.072***

.042 *

.010

.074 **

3.57 (0.53)

3.62 (0.54)
3.57 (0.48)
3.68 (0.61)
3.46 (0.49)

6．幸福メタ認知

―
―
―
―
―

.205***

.180***

.147 ***

.079**

.345 ***

.396***

.363***

.346 ***

.362***

.362 ***

.731***

.716***

.733 ***

.713***

.652 ***

4．自尊心

―
―
―
―
―

.434***

.399***

.356 ***

.435***

.428 ***

.121***

.159***

.100 ***

.036

.168 ***

−.047***
.039+

−.139 ***
.116***

−.067 **

.022*

.046*

.013

.051+

−.008

3.78 (0.79)

3.78 (0.77)
3.75 (0.77)
4.26 (0.75)

3.50 (0.73)

5．教育による幸福

―
―
―
―
―

.095***

.018

.186 ***

.331***
−.052 *

−.054***
−.020
−.062 **
−.012

−.116 ***

4.09 (1.08)

4.10 (1.09)
3.90 (1.05)
4.26 (1.07)

4.24 (1.06)

3．学 歴
(1：小学校，2：中学校，
3：高等学校，
4：専門学校等，
5：短期大学/大学，
6：大学院)

―
―
―
―
―

.048***

.046*

.075 ***

.157***

.045+

.212***

.256***

.224 ***

.302***

.167 ***

.017

.027

.022

.085**
−.043+

3.68 (0.70)

3.64 (0.67)
3.83 (0.66)
3.97 (0.70)

3.34 (0.65)

―
―
―
―
―

−.013

−.006
−.010
−.026

−.020

―
―
―
―
―

2．年齢範囲

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1．性 別



考 察

幸福感の構造

本研究は，グローバル COEプログラム「心が

活きる教育のための国際的拠点」をベースとして，

図 1 のような概念図を出発点とし，教育学 (教育

哲学，教育史，比較教育学など) と心理学 (認知

心理学，社会心理学，発達心理学，臨床心理学な

ど) が協同して研究を進めてきた。

図 11 の共分散構造分析の結果から，有能感・

生命感・達成感からなる幸福感に対して，教育が

幸福をもたらすという態度が自尊心を媒介として

影響を及ぼすことが実証されたことは意義深い。

教育は，児童生徒の自尊心を高めるものでなけれ

ばならないのである。もちろん，今回実証できた

のは，図 1 の概念図の骨格部分であり，今後さら

に具体的な肉付けを行っていく必要がある。

幸福感が低い国：日本と韓国

本研究では，日本と韓国の幸福感が特に低い

という結果が得られた。このことは，人生満足度

などの調査では夙に知られてきたことである

(Diener, Diener, & Diener, 1995)。しかし，重要

なことは，問題部分で見たように，幸福度の指標

である人間開発指数 (HDI) の 2010年版におい

て，日本は 11位という好位置であり，韓国もこ

の年に一気に 8位アップの 12位という高い位置

に上ったのにもかかわらず，両国民の幸福感は低

いという点である1)。

日本で生まれ育ち，韓国人女性と結婚してアメ

リカのヴァージニア大学に勤務する大石 (2009)

は，日韓両国が一流大学・企業を目指すエリート

主義の社会であること，上下関係や世間の目を意

識して生きなければならない窮屈な社会であるこ

と，強い向上心が自分にも厳しく当たる社会的性

格を持っていること，都市部に人口が集中し，住

宅と通勤の環境が悪いことなどを幸福感の低さの

共通要素として挙げている。

また，片茂永 (ピョン・ムヨン) 編の『韓国の

社会と文化』は，日本の大学で教えている韓国人

研究者が中心となって執筆した韓国の社会と文化

を日本人に紹介する本であるが，韓国では自動車

と半導体産業が盛んになり，経済が急速に発展す

る一方で，非正規労働者が 50パーセントを越え，

世界一とも言われる受験競争と，常に隣国 (朝鮮

民主主義人民共和国) との戦争の危機を抱える中

での徴兵制 (男子) が若者に暗い影を落としてい

ることが示唆されている (片，2010)。

幸福感が高い国：メキシコとブラジル

他方，多くの尺度においてメキシコとブラジル

の幸福感が特に高いという結果が得られた。両国

は，メキシコがスペイン語圏，ブラジルがポルト

ガル語圏に属するいわゆるラテン系であり，家族

のつながりが強いとされるカトリック系国民の多

い国でもある。そのことが居住形態の結果にも表

れ，表 3 では，ドイツ (30.18%)，カナダ (28.66

%)，日本 (21.29%) の独居率が高いのに対して，

メキシコ (5.28%) とスペイン (8.61%) は低い。

幸福感が最も高い国であるという結果が示され

たメキシコは，どんな国であろうか。外務省情報

(http : //www. mofa. go. jp/mofaj/area/mexico/

data.html) によれば，メキシコは，立憲民主制

による連邦共和国であり，日本の約 5倍の国土面

積 196万平方キロメートルの土地に，日本に次い

で世界 11 位の人口となる 1 億 863 万人 (2010

年) が住んでいる。民族構成は，欧州系と先住民

の混血 60%，先住民 30%，欧州系 (スペイン系

等) 9 %，その他 1 %であり，言語はスペイン語，

宗教は国民の約 9割がカトリックとされる。メキ

シコの経済は，1982年の債務危機と 1994年の通

貨危機 (メキシコ・ペソの暴落) により国民は急

激なインフレと大量失業の苦しみを味わったが，

その後は回復し 2010年の GDP は 1兆 40億ドル，

世界第 14位である。国民一人当たり GDP では，

メキシコは 61位 (9,566ドル) であるが，経済発

展が著しい「BRICs」と呼ばれる 4 か国のうちの

ブラジル (53 位，10,816 ドル) およびロシア
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1) なお，同じ (東) アジアの国といっても，日本と韓国は幸

福感が低いのに対し，中国は異なる結果を示した。この点は，

「東洋」対「西洋」という対比で語られがちな傾向に対して一

石を投じるものであるが，本研究がインターネット調査である

ために生じたバイアスである可能性も考慮しなければならない。

国際連合の専門機関の一つである国際電気通信連合 (Inter-

national Telecommunication Union ; ITU) の 2008年の調査で

は，国別のインターネット普及率は，日本 75.40%，韓国 76.50

に対して，中国はわずかに 22.28%にすぎない (http : //www.

itu.int/ITU-D/ict/statistics/)。

― ―



(56位，10,437 ドル) とそう大差はない。2010年

の HDI指数 (人間開発指数) は 56位であり，国

民一人当たりGDPに見合った順位である。

メキシコは，石油など豊かな天然資源を有し，

産業化と都市化が進行し，経済も順調に発展して

いるが，他方では北の隣国アメリカとの経済関係，

麻薬戦争と犯罪組織の問題，環境汚染の問題，ア

メリカに次ぐ肥満率の高さ，家族関係の変容など

多くの社会問題を抱えているとされる (国本，

2011)。国が豊かになっているから幸福感が高い

のか，多くの社会問題があるにもかかわらず楽天

的なのか，今後の検討を要する問題である。

自殺率

質問紙調査では，尺度平均値の差の結果は明瞭

に現れていても，その解釈は一義的には行かない。

たとえば，先に触れた独居率の高さや宗教心の薄

さは，日本人の幸福感の低さに影響している可能

性が考えられるが，13 カ国の比較を行った時に

は，独居率の高さや宗教心の薄さだけを幸福感の

低さの決定因と断言することは難しい。デモグラ

フィックな要因を含む複雑な要因をどのように取

り上げていくかが求められている。

また，心理的な要因として，幸福感や自尊心の

低さが声高に物事を主張しない日本人の「抑制的

反応」のあらわれであるとする考え方もあるだろ

うが，その説明では，幸福感は高くても低くても

問題がないということになり，そもそも幸福感を

測定する意味がなくなってしまう。低い幸福感は

放置してよいのでなく，不幸をもたらしている個

人的あるいは社会的原因を探して，可能なものは

除去する必要がある。

今回の調査結果と密接に関連する現象に自殺率

(10万人当たりの自殺者数) がある。表 14 にま

とめた OECD 加盟国 35 カ国の自殺率の統計

(OECD Factbook 2011 ; http : //stats. oecd. org/

Index.aspx) によれば，日本と韓国は男女を合わ

せた「全体」の自殺率が OECD平均よりもはる

かに高く，この表では韓国が 1位，日本が 4位で

ある。逆に，10万人当たりの自殺率が最も低いの

はメキシコである。ブラジルは OECD加盟国で

ないので表 14 にはないが，自殺率が低いことで

知られている。中国と南アフリカ (共に OECD

非加盟国) を除く残り 7カ国の自殺率は，メキシ

コよりは高いが，OECD 平均よりも低い。以上

の結果は，本研究の幸福感の結果と整合するもの

であり，抑制的反応説だけでは説明がつかない。

もちろん，自殺者数は実際にはむしろ小さな数

字であり，不幸であればすぐに自殺するわけでな

く，不幸から自殺に至るまでには，数多くの別種

の要因が関与する。たとえば，幸福感に男女差が

なくても，自殺率には明確な男女差 (性別要因)

があり，表 14 のすべての国で男性の自殺率の方

が圧倒的に女性より高いことも不幸と自殺のずれ
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4.4メキシコ34

0.84.82.8ギリシア35

国 全体 男性 女性

註：太字は，本研究の調査対象国 (OECD加盟国)

順位

表 14 OECD加盟国の自殺率統計 (10万人当たり人数)

9.76.0スペイン31

1.68.85.0イスラエル32

2.18.04.9イタリア33

1.57.5

3.311.97.5オーストラリア28

2.912.57.3ポルトガル29

2.69.86.2英 国30

2.6

24

4.314.59.1ドイツ25

4.611.27.8オランダ26

2.713.37.8ルクセンブルグ27

アイスランド21

4.915.710.2カナダ22

5.315.09.9デンマーク23

1.717.99.3スロバキア

11.0チリ18

6.215.710.9ノルウェー19

4.317.110.5アメリカ20

3.916.610.3

18.011.3アイルランド15

5.017.811.2ニュージーランド16

6.016.111.0スウェーデン17

4.118.5

5.219.712.0オーストリア12

3.420.111.4チェコ13

5.118.111.3OECD平均14

4.6

8

8.720.614.3スイス9

6.821.613.8フランス10

3.523.212.9ポーランド11

フィンランド5

6.728.217.2スロベニア6

4.831.216.8エストニア7

8.424.616.2ベルギー

26.5ロシア2

8.033.819.8ハンガリー3

10.529.219.7日 本4

8.926.017.3

19.739.328.4韓 国1

7.949.4



の例である。

自殺は，不幸の原因でなく結果であるから，自

殺を防ぐには不幸を緩和し幸せな状況を作り出す

ような個人的・社会的な手立てが重要である。し

かし，おそらくその要因は一つではないので，今

後さらに種々の角度から検討していく必要がある。

国際比較研究の意義と限界

本研究では，幸福感の「文化比較研究 (cross-

cultural study)」ではなく「国際比較研究 (cross-

national study)」の用語を用いた。回答者につい

て明確に知りうる情報は，主として国籍と使用言

語だけであり，文化的背景に関する情報は乏しい

からである。インターネット調査の手法により，

世界中の人々から短時日に多くの回答を得ること

ができるようになったことは研究上の福音である

が，回答者の居住地域，社会経済的地位，宗教・

宗派，支持政党など，それぞれの国における国民

の文化的多様性を掬い取ることは容易ではない。

幸福感得点などについての一貫した国別の差は，

確定した結論というよりも，今後の研究の新たな

出発点と考えなければならない。
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