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幸せって何だっけ？

主観的なWell-being=人生の質に対する認知
的な評価
– Happinessはそれに付随する感情
このように定義すると、HappinessはUniversal
– 確かに、人々はHappinessのほうをunhappinessよ
り好む

– しかし、文化によって、何をGoodとみなし、何に価値
を置くかは異なる
この帰結として、幸せの意味は、文化によって異なるはず

幸せって何だっけ？

本論文では、以下の順に紹介します

１．理論

２．実証的研究

１）幸福感の意味
幸福感を構成しているものは何か？

２）幸福感に起因する動機付け
人々は幸せになるために何をしようとするのか？

３）幸福感の予測
どんな要因が人々を幸福にするのか？

Theory：
Culture and Happiness

Cultural Perspective
心理学では、感情はUniversalで生理学的に決
められるという見方がなされてきた
（Ekman,1992）
それに対して、文化心理学者たちは、「感情はス
クリプトである」という見方を強調してきた

– 公に共有された意味（常識）や慣習が感情の主要成
分であるという見方
こうした意味や慣習こそが地域的な“生き方”、すなわち文化
として定義されている（Bruner, 1990）

Cultural Perspective

こうした文化的な見方から考えると、感情は単に
生理学的神経学的メカニズムの帰結ではない

というより、感情は「ある特定の文化的な文脈の
中に位置し、埋め込まれたもの」である

– この意味で、感情は文化的な意味に“浸されている”と
いうことができる

– 例えば、幸福感の意味は文化によって異なる
異なる文化圏の人々は、異なるポジティブな出来事を幸福感
の構成要素とみなす



Happiness in East and West
Marcus＆Kitayamaの一連の研究
– 自己観は、社会的な生活の中で起こる、認知、感情、
動機などを含めた全ての心理的過程に関わる

– 彼らの主張は、主にふたつの地域の研究に裏付けら
れたもの

European-American（西洋）
East-Asian（東洋）

– ２つの地域内でもそれぞれ多様性が存在するが、それでもなお、
それぞれの地域で歴史的に共有された慣習や制度が多いの
は確かである

– ちなみに、今度、北海道人はAmerican likeな反応をするとい
う研究がJPSPに載ったはず

Happiness in East and West
IN WEST：ヨーロッパ＆北米（特に中流階級）
自己の独立と自律性を重んじる
– 自己こそが、思考・行動・動機の中心
– 社会的関係も重要だが、その根底には 「関係を持つ選択をした
のは自分」という、独立的な自己が存在する

この考えのもとで、慣習や日常的な会話、社会的な制度が成り立っ
ている

こうした考えのもとでは、自己の中心は内的属性
– 自分の良い属性を見つけることに動機付けられる

幸福感も、自分の良い属性を肯定できるかどうかに左右され、

努力を通して達成されたものも、自己の良い属性として解釈される

⇒すなわち、Personal achievementが幸福感として解釈される

Happiness in East and West
IN EAST：日本中国韓国etc
自己と他者との関係性を重んじる
– “自己in-relationships-with他者“こそが、思考・行動・動機の
中心

– 自己も重要だが、その根底には、「重要な他者との関係性あるい
はそれに反抗する自己」という、相互依存的な自己が含まれる
この考えのもとで、慣習や日常的な会話、社会的な制度が成り立っ
ている

こうした考えのもとでは、自己の中心は社会的関係
– 適切な関係性に自己をはめ込むことに動機付けられる

社会的な役目や期待を果たすことが、自己実現

そうした社会的な和を達成することこそが幸福感につながる

⇒すなわち、Realization of social harmonyが幸福感として解
釈される

Empirical Evidence1:
Meaning of Happiness

Cultural meaning of Happiness

幸福感とは：

特定の状況や出来事に限定されないもっとも一
般的なポジティブ感情（Kitayama, Marcus, 
and Matsumoto, 1995）
– この定義自体は、世界共通
しかし、その経験は、特定の社会文化的な文脈
や状況に依存する

– どんな文脈や状況で幸福感を経験するかは、社会や
文化によってそれぞれ異なる可能性がある

– 幸福感が文化依存的である証拠を紹介する

Cultural meaning of Happiness
In West： 幸福感はPersonal achievementや自己の
ポジティブな側面に依存すると考えられる
– 自己のネガティブな特徴は、幸福感の邪魔なものとして知覚され
るだろう

– すなわち、幸福感と不幸感は一直線上にあり、負の相関を持つ
In East： 幸福感はSocial harmonyに依存し、関係を
持つ人々のバランスにあると考えられる
– 自己のネガティブな特徴は、例えば他者のサポートを引き出すと
いう意味で、幸福感と共存する

– すなわち、幸福感と不幸感は異なる次元にあり、正の相関すら
持つ

例えば、個人の達成とプロテスタントの世界観は一致す
るし、和の概念は儒教・道教・仏教の世界観に一致する



Cultural meaning of Happiness

Ji et al.（2003）
人生の幸福感の移り変わりをよ
く表しているのは、どちらのグラ
フですか？
American：オレンジ（直線的な
グラフ）
– 幸福感と不幸感は対峙的
– 幸福感と不幸感は負の相関

Chinese：ピンク（非直線的なグ
ラフ）
– 幸福感と不幸感は複合的
– 幸福感と不幸感は正の相関

幸
福
感

Cultural meaning of Happiness

Kitayama et al. (2000)
どれだけ頻繁に、この感情を感じているか？
– engaging emotion

Friendly feelings (positive), ashamed (negative)
– disengaging emotion

Pride (positive), angry (negative)
– General emotion

Calm, elated, happy (all positive)
それぞれでNegative×Positive emotionsの
相関をとってみると・・・

Cultural meaning of Happiness

アメリカでは、ほとんど
負の相関
– 負の感情と正の感情は
共存しない

日本では、正の相関を
とりうる
– 負の感情と正の感情は、
共存しうる

まとめ

文化によって、幸福の意味は異なる

– 幸福の文脈が異なる
IN WEST: 個人の自己実現が幸福
– 幸福と不幸は一次元であり、負の相関を持つ

IN EAST: 関係性の和こそが幸福
– 幸福と不幸は次元が違う

個人の不幸は、関係の幸福であったりする

正の相関を持つ

Empirical Evidence2:
Motivations Underlying
Happiness

Motivations underlying happiness

もし幸福感の意味が文化で異なるならば、幸福
感に基づく動機付けも異なるだろう
– 特に、Westでは個人の達成を希求するだろうし、East
では何より先に関係性の和を求めるだろう

Westでは、Eastより自己高揚動機が強まるはず
– この結果として、成功・失敗の帰属の仕方や内集団に
対する評価、フィードバックに対する準備などは、両文
化で異なる
どの場面においても、Westでは自己のポジティブな側面を強
調する傾向がある結果が得られている



Motivations underlying happiness
IN WEST: 個々の幸福感を最大にするように動
機付けられる
Kitayama et al.(2000)
– Americanはより多く、ポジティブな感情を報告する

Diener, Diener and Diener(1995)
– 個人主義の文化では、集合主義の文化よりも主観的
な幸福感は大きいと報告される

Oishi(2002) 
– 経験のレベルでは、両文化とも頻度は同じ
– しかし、個人主義の文化においては、より強くポジティ
ブな経験を覚えているように動機付けられている

Motivations underlying happiness

IN EAST: 関係性という形をとる幸福
Morling et al. (2003)
– 日本の妊婦はアメリカの妊婦よりも、医師や配偶者に
助言を求める傾向がある

Kitayama et al.(in press)
– AsianはAmericanよりも他の人々の賛成を気にする
傾向がある
他の人々から気にしてもらえ、助けてもらえることが、Asian
の幸福感につながる

Empirical Evidence3:
Predictors of Happiness

Predictors of Happiness

幸福の意味やそれに対する動機が文化によって
異なるということは、幸福を予測する要因も異な
るだろう
– IN WEST: 個人の達成
– IN EAST: 関係性の和

が、それぞれの文化における個人の幸福を予測するだろう

Predictors of Happiness
IN WEST:
北米において、個人の達成や自尊心と幸福感が
正の相関をすることが知られている
(Emmons,1986,1991; Campbell, 1981)
Diener & Diener(1995)
– 31の国で主観的なWell-beingと自尊心の関係を調
査
個人主義の国では、集合主義の国々よりも強い相関

Predictors of Happiness
IN EAST:
Suh et al. (1998)
– 北米ではポジティブな感情が幸福感を増幅させるの
に対し、アジアではより社会的な要因が幸福感を増幅
させた
例えば、規範に準じるとか、義務を果たすとか

これらの社会的な要因とは、すなわち社会的な
和を達成することにある



Predictors of Happiness
Oishi & Diener (2001)
– European-AmericanとAsian-American
– 1ヶ月で達成したい5つの主要な目的を挙げさせた
– 参加者は、自分で独立的な目的かどうかを判定

自分自身の楽しみにつながるものである、など

– 1ヵ月後、1ヶ月間の満足感と目的が達成された程度
を評定

Predictors of Happiness
Happinessをindependent 

related goalがより強く予測

Happinessをrelated 
goalがより強く予測

Predictors of Happiness
再びKitayama et al. (2000)
どれだけ頻繁に、この感情を感じているか？
– engaging emotion

Friendly feelings 
– disengaging emotion

Pride, self-esteem
– General emotion

Calm, elated, happy, relaxed
General positive emotionと何が相関してい
るか？(頻度の相関をとると・・・)

Predictors of Happiness

Happinessを
engaging positive
がより強く予測

Happinessを
disengaging positive
がより強く予測

Predictors of Happiness
Kwan et al. (1997)
– 自尊心と社会的な和と、どちらが人生の満足感を得る
のに重要かということを調査

U.S.： 自尊心のみが重要
Hong Kong： 自尊心と社会的な和と同じくらい重要

Uchida et al. (2001)
– Philippineと日本とアメリカにて、自尊心と感情的な
助け（Emotional support）と、どちらが幸福感につ
ながるか調査

U.S.:自尊心のみが重要
Philippine & Japan: 自尊心も感情的な助けも同じくらい重
要

Conclusions



Conclusions

本論文では、幸福感の文化的な多様性を見てき
た
– IN WEST: Personal achievement 
– IN EAST: Realization of social harmony
– 本論文で挙げた研究は、全てこの仮説を支持してい
る

Conclusions

しかし、いくつかの問題が残っている
Norasakkunkit & Kalick (2002)
– Well-beingを測るときには、慣習的に自己実現に関
連した尺度を使っているため、アジアでは皆が精神的
に不健康で貧困であるということになってしまう
作り直さなくては！

幸福感の分析を精神病に応用することも肝要
– 文化によって精神の病は多様性を持って発現する
– 人生の目的が文化によって異なる以上、効果的な治
療も文化によって異なると考えられる
文化的に適当で効果的な治療を！

Finish!!


