
Think
hard!

1

幸せな人は、
そうでない人より
３倍クリエイティブである

いにしえより幸福は人間にとっ
て大きなテーマだった。それゆえ
多くの思想家や哲学者が「幸福と
は何か」「幸福の状態」を追求し、
さまざまな「幸福論」を著してきた。
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サスティナブルな社会と会社の基軸
ESG、SDGsに取り組む前に知っておきたい

みんなの幸福学
コロナ禍のなかで、企業や行政、個人事業主、NPO、学生や児童、年金
生活者、あるいは失業者、療養者など社会を構成するすべての人々が不安
のなかで藻掻き、手探りで未来をつかもうとしている。こうしたなか、改
めて会社や組織の継続性が問われている。とくに企業においては存在その
ものが問われている。企業は社会にとってどういう存在であるべきなのか。
そもそも人は何を求めて働くのだろうか。資本主義が大きな曲がり角に来
ているなかで、10年以上前から世界中で広がりつつあるのが、幸福学だ。
人々や社会にとって何が幸福かを問い、その効用と幸福へのアプローチを
考える学問である。幸福学は個人、社会のみならず、企業にとっても大き
な関心事となっている。というのも社員の幸福度が高い企業であるほど業
績の良い、クリエイティブな企業であることがわかってきたからだ。

人間として生まれたからには、
誰もが幸福を求めるだろう。少な
くとも好んで不幸を求める人はい
ないはずだ。ただその幸福のあり
方は人それぞれで、その幸福具合
も比較はできない。そもそも幸福
は比較する対象なのか。幸福の形

はそれぞれ違う。だからあくまで
幸福は個人で追求するものであっ
て、会社や組織が追求するもので
はない。そういう論もあるのも確
かだ。
しかしこの10年ほどで、そうも
言っていられない状況が生まれつ
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つある。
さまざまな調査や研究から会社
の社員が「幸せだ」と思っている
会社ほど業績がいいということが
わかってきたからだ。
慶應義塾大学で幸福学を研究し

ている前野隆司教授によれば、幸
福だと思っている社員はさまざま
な面で会社全体にいい影響を与え
ているという。たとえば…

・幸せなリーダーがいるサービス

部門は、顧客からより高い評価

を得る傾向がある

・幸福度の高い社員が多い会社ほ

ど、離職率が低い

・幸せな人は不幸せな人より７年

から10年長寿である

・幸せな社員はそうでない社員よ

り3倍クリエイティブである

・幸せな社員はそうでない社員よ

り生産性が1.3倍高い

・幸せな社員はうつになりにくい

・幸せな社員は組織を活かす

・幸せな人は利他的になる

・幸せな人は組織を活かそうと

する

・幸せな人は上司から高い評価を

受ける傾向がある

・幸せな社員は他の社員とのコン
フリクトが少ない

などなど。
どうだろう。
つまり、幸せな社員が多い会社

は「創造性が高い」ので「イノベー
ションが起こりやすく」、また「思
いやりや利他の気持ちが高い社員
が多い」ので「困っている人や大
変そうな人をサポートする」こと
が多くなる。「組織全体のパフォー
マンスが上がり」、「コミュニケー
ションも深まり」、「トラブルやコ
ンフリクトも少ない」。さらに「離

職者も少ない」。
いま日本では働き方改革の真っ
最中だが、「残業をしない日」を無
理やりつくって改革を推進するよ
り、幸福な社員を増やすほうが改
革が進み、結果として業績につな
がっていくことが理解できる。

会社が儲かってなければ、
社員を幸せにすることは
できないのか？

当然「順番が逆ではないか」と
いう反論も出てくるだろう。「会社
が儲かっていなければ、社員を幸
せにすることもできない」からだ。
あるいは、イノベーションが起

きたのは、幸福かどうかではなく、
むしろ目の前の課題に真剣に取り
組み続けたからという意見もある
だろう。ピンチで危機が迫ったか
らこそ「火事場の馬鹿力」的に生
まれるケースだ。
確かにいまのコロナ禍のなかで

はそうかもしれない。顧客が離れ、
新しい営業スタイルや業態転換を
迫られて、イノベーションを起こ
した会社や飲食店の話はよく聞く。
しかしそういった例でも、過去
にさまざまな“幸福因子”“幸福資産”
が会社に宿っていたからこそ、ピ
ンチの時に一緒に頑張れる社員が
いたり、家族が応援してくれ、結
果につながった可能性がある。
こうした話によく出てくるのが
画家やピアニストなどが偉大な作
品を残した例だ。有名どころでは
画家のゴッホがいる。
ゴッホは恋人から振られることを
繰り返し、さらに父親を失い人間
関係に悩み、うつ病となった。描い
た絵は生前一枚しか売れず（諸説
あり）、苦しみ抜いたゴッホは、わ
ずか37歳の若さで自ら命を絶った。

ゴッホの作品は死後、名画として
評価されたが、その名画を生んだ
背景にはこうした塗炭の苦しみが
あったからこそという意見もある。
だがドイツの精神科医、A・J・ウェ

· ターマン・ホルスティンによ
れば、21歳までのゴッホは社交的
で人付き合いが良く、情熱的に作
品に取り組んでいたという。「ロンド
ン時代はグレーのシルクハットを
かぶって優雅に街に出かけていた。
ゴッホの研究をしたほとんどの精
神科医は彼が社会に適応した社交
的な人間だったことにあまり重き
を置いていない」と。
もちろん苦しみから逃れるため
に爆発的な想像力を仕事で見せる
人もいる。だがそれは稀だ。
前野教授も、「業績が悪くなった
場合、社員幸福度の少ない企業で
あれば、優秀な社員から離職して
いくだろう」と話す。業績優先で



ES
（社員満足度）

●仕事の労働環境への満足度
●人事評価に対する満足度
●福利厚生への満足度　など

企業の特定分野､部分への
満足度を測る指標

幸福度
人間関係や家庭環境、
余暇の過ごし方を含めた
個人としての人生全般に
関する充足度を測る指標

仕事全体はもちろん、
プライベートの充実
なども含まれる
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結果を出すまで法定外の残業が状
態化し、互いが協力せず、社員同
士が足の引っ張り合いをするよう
な典型的なブラック企業であった
らなおさらだ。
逆に社員幸福度が高い企業であ

れば、社員は離職せず、会社のた
めに給料が7割になってもみんな
と一緒に頑張って乗り切ろうとい
う社員が多くなるという。ある一
時期厳しい状況になったとしても、
そこから社員が一丸となって業績
を盛り返し、絆も強くなってより
幸福度の高い会社になっていく。
つまり幸せを感じる社員が多い会
社は長寿企業になっていく可能性
が高いのだ。
　
ESの向上は
社員のパフォーマンスを
上げない？！

ここで誤解してはいけないのが、
社員満足度（ES）が高い＝幸福度
が高いということではないという
こと。前野教授は、ESは様々な研
究により、企業のパフォーマンス
に影響を与えないことがわかって
きたという。ESを上げるために職
場環境改善や福利厚生に力を注い
でも業績向上につながっていかな
いのだ。
ESと幸福度は何が違うのか。
ESは、仕事の労働環境への満足
度、人事評価に対する満足度、福
利厚生への満足度といった「企業
の特定分野、部分への満足度」を
測る指標。
対して幸福度は、社員としての

部分的な満足度ではなく、人間関
係や家庭環境、余暇の過ごし方を
含めた個人としての人生全般に関
する充足度を測る指標。したがっ
て仕事全体はもちろん、プライベー

トの充実も入ってくる。つまり人
としての幸福度が高い社員が会社
の業績・成長に貢献するというこ
とだ。
ワークライフ・バランスという
言葉が流行り、仕事とプライベー
トが分けられるようになってきた
昨今では、仕事の満足にしかアク
セスできなくなりつつあるが、会
社だけでなく、家庭環境や状況な
どを含めて幸せと思える環境をつ
くっていくことが、これからの企
業には求められてくる。

地位財を手に入れると
短期間幸せになる。
非地位財を持つと
長く幸せになる

社員の幸福度を上げていくため
には、どうしたらいいのか。
その前に幸せの状態をどう考え
ればいいのだろうか。
前野教授は、「幸せの姿は多様だ

が、幸せにいたるメカニズムは共
有できる」と語る。
幸福の形はいろいろあるが、大
別すると２つに分かれる。「地位財」
と「非地位財」だ。
地位財は、イギリスの心理学者、

ダニエル・ネトル氏が示した考え
方で、地位財が短期の幸せをもた
らし、非地位財が長期の幸せをも
たらすという分け方だ。
「地位」とは、自分が他人と比べ
てどのようなポジションにいるか

という意味での地位こと。地位財
は、カネやモノ、社会的地位など、
他人より多く所有していることで
満足を得る財となる。つまり他人
と比較して上だと満足度が上がる
財だ。
非地位財は、逆に他人との比較

とは関係なく満足度が得られる財
のこと。
たとえば治安がいい、有害物質
が少ない、紛争リスクが少ないと
いった環境要因や、健康状態の良
し悪し、自由や自主性の状態、愛情、
社会の帰属意識など、主に無形の
心的要因を指す。
前者には高級車や部長や役員と

いった役職・ポジション、年収や
資産など、可視化・数値化しやす
い財が挙げられる。それゆえ地位
財は短期の満足しか得られない。
仮に憧れの高級車を手に入れても、
やがて新型車が出たり、それ以上
の高級車を持っている人を知った
りすると満足度が下がるからだ。
また地位財の代表であるお金に
対して幸福度は特徴的な特性をも
つ。たとえば給料が倍になったか
らといっても、倍の幸福度を得ら
れるとは限らないのだ。
プリンストン大学の名誉教授で
ノーベル経済学賞を受けたダニエ
ル・カーネマン氏によれば、「感情
的幸福」は所得に比例して上昇す
るが、７万5000ドル、日本円で約
780万円（２月１日のレートの換算）
を超えると比例しなくなり、頭打



社員の幸福度を高めるための
４つの因子
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やってみよう

ありがとう
ありのままに

なんとかなる
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ちになるという。デフレが続く日
本の物価指数などを考慮すると600
万円から700万円程度でも十分か
もしれない。要はカネ・モノ・肩
書きを目指して、たとえそれを手
に入れても満足感、幸福感は長続
きはしないということ。
一方非地位財は、心のありよう

でその価値・満足度が決まるもの。
他人と比較する必要がないので、
満足度が長続きする。
非地位財に関する研究は世界中

で行われている。自己肯定感の高
い人が幸福度が高い、他人に親切
な人ほど幸福感が高いなど、さま
ざまなことが分かっている。

幸せにいたる
メカニズムには
４つの因子が働く

前野教授はこの幸福因子を４つ
に整理した。社員の幸福度を高め
るためには４因子を高めることで
幸福度の高い会社になっていくと
いう。
４つの因子とは次のようなものだ。
１つは、「やってみよう」因子。
どんな小さなことでもいい、やり
がいのある仕事、ワクワクできる
趣味を持ち、目標に向かって努力・
学習している人が高い幸福度を得
る。それらを通じて成長の実感や
自己実現を体験できれば、より幸
福感が高まる。
２つ目は、「ありがとう」因子。
人とのつながりのなかで、誰かを
喜ばせたり、親切に触れることで
感謝を言ったり、されたりすると
幸福度が高まる。ありがとう因子
の観点では、幸福度は利他的な人
が高い。よく他人の業績の手柄を
自分のように誇る自己中心的な人
がいるが、そういった行為は本人

が思っているほど決して幸福度は
高くはない。ありがとう因子は、
ありがとうや感謝が生まれる関係
性が広がるほど幸福度が高まる。
よって人とのつながりは同質では
なく、多様であったほうが幸福度
が高くなる特性を持つ。いつもの
仲間ではなく、できるだけ新しい
出会いを意識し、求めることで、
その幸福度はどんどん高まる。
３つ目は「なんとかなる」因
子。悲観的でなく、前向きな思考
の人が幸福度が高い。よくいわれ
る「ポジティブ思考」は、この因
子だ。自分はだめだとか、自己否
定するのでななく、「まっ、いいか」
と自己受容できるような人が幸福
度が高い。その意味ではいろいろ
な苦い経験を越えてきた人生経験
の豊かな人間のほうが幸福度が高
くなっていく。前野教授は、なん
とかなる思考にするためには “俯
瞰的な視野” を持つことを勧める。
失敗したことに囚われてくよくよ
するのではなく、起こったことを
俯瞰的に見つめて対策を練るほう
が問題を引きずらない。その点で
も自分のネットワークが多様なほ
うが前向きで楽観的になれる。い
ろいろと相談できる相手がいるか
らだ。

４つ目の因子は「ありのままに」
因子。他人と比較をせず、自分は
自分、ありのままであるという意
識を持っている人が幸福度が高い。
日本人に限らず、資本主義の教育
の中では、周りと比較し競争させ
られてきたため、人はどうしても
他人と比較してしまうもの。だが
自分らしさの因子をしっかり保持
すれば、地位財への安易な憧れも
抑えることができ、高い満足度が
得られる。
この４つの因子に対して満足度
が高ければ「幸福な状態」で、因
子が満たされなければ「不幸な状
態」となる。さらに気づいた人も
いると思うが、いずれの因子も他
の因子に関わっているのが幸せ因
子の特徴だ。「なんとかなる」因子
は、「やってみよう」、「ありがとう」
因子を補っており、「ありのままに」
因子は、「やってみよう」、「ありが
とう」因子を制御することで全体
の幸せを形作ることができる。

他人と比べず、
感謝やありがとうを言える
環境をつくる

では各因子がどのような状態で
あれば、社員が幸せだと判断でき
るのか。前野教授がつくった指標
から４つの因子が満たされた状態
を見てみよう。
幸せの状態は①かなり幸せな状

態、②まあまあ幸せ、③不幸な状
態の３つに分けられる。
たとえば、やってみよう因子の
場合、①が「本当にやりたいこと
をやっている」、②が「やってみよ
う！」、③が「やる気がない」状態。
なんとかなる因子では、①が「な
んでもなんとかなる」、②が「なん
とかなる」、③が「なんともならな



ENJOY

5

い」状態。
ありのままに因子では①が「本
当に人の目を気にせずぶれない」、
②が「ありのままに」、③が「人の
目が気になる」状態。
ありがとう因子では①が、「あら

ゆるものへの感謝と貢献」、②が「あ
りがとう」、③が「つながりも感謝
もない」状態。
つまり、いずれの因子でネガティ

ブな状態がある時が不幸であり、
関係性においては孤立、孤独な状
態が不幸であるといえる。
　経営者はこの４つの因子の状

態に注意し、細やかなコミュニケー
ションを取りながら不幸な状態が
見受けられた場合は、その改善、
解決に力を注いでいくことになる。

自分にとっての
根源的なワクワク感を
対話から探る

たとえばやってみよう因子を発
揮させるには、仕事や役割にやり
がい、ワクワク感をもたせること
だ。だが会社の仕事がすべてワク
ワクするものだったり、やりがい
のあるものとは限らない。誰でも
できそうな単純な作業を延々と続
けるようなことであれば、モチベー
ションの維持は難しいし、かと言っ
て能力以上の仕事はプレッシャー
になるだけだ。
能力に応じた割り振りが大切で

あることはいうまでもないが、そ
の判断、塩梅をうまく行うのは、
まさに日頃の上司との関係がもの
をいう。上司がしっかり愛情を
もって部下を観ているかにかかっ
てくる。
基本的にどんな組織にも無駄な
仕事はない。些細なこと、一見つ
まらなそうな仕事に見えても、必

ず意義や役割がある。そこを見出
ししっかり説明することも重要だ。
１台の車にはおよそ３万点の部
品がある。そこでは小さなネジ１
つでも不具合があれば、事故や怪
我につながる。すべてのピースが
そのパフォーマンスをしっかり発
揮してこそ、部品の価値の総和の
何十倍、何百倍の価値をもつ自動
車という製品を生み出す。その意
義をしっかり理解して取り組むこ
とができれば、より幸福度が上がっ
ていくはずだ。
こんな話をするとイソップの「３
人のれんが職人」の話を思い出し
た人もいるだろう。
せっかくなのであらすじをかい

つまんで話しておこう。
中世のヨーロッパの街に差し掛
かった旅人が、街角で汗をかきな
がらレンガを積んでいるある職人
に出会う。旅人はその職人に尋ね
る。「ここで何をしているのですか」
職人は答える。「なに、見りゃわ

かるだろう。親方の命令でレンガ
を積んでいるんだよ。暑い時も寒
い時も、風が強い時も、日がなこ
うやった仕事をしなきゃならない。
もう懲り懲りだぜ」
旅人はその職人に慰めの言葉を

言って別れた、しばらく行くと別
のレンガ職人に出会う。旅人はま
た訊ねた。
２人目の職人は答える。「見りゃ
わかるだろう。レンガを積んで家
をつくってるんだ。大変だが、こ
れで家族が養える。ほかの仕事に
比べたらいい仕事だと思うよ」
旅人は励ましの言葉を残して、
職人と別れた。またしばらくする
と別の職人がいた。
「ここで何をしているのですか」
職人はいきいきとした声で答える。

「私かい。見りゃわかるだろう。こ

こで街をつくってるんだ。こんなや
りがいのある仕事に就けて、幸せ者
だよ」
数年後旅人はまた同じ街に戻っ

てきた。旅人は気になってかつて
のレンガ職人に会いに向かった。
１人目の職人は、もういなかっ
た。その職人を知る別の職人が教
えてくれた。
「あいつは、文句ばかりで、しば
らくしたらいなくなって、それっ
きりさ」
２人目の職人は、現場で職人に
指示をしていた。親方として職人
を抱えるまでになっていた。
３人目の職人に会いにいったが、
もう現場にはいなかった。その職
人を知る別の職人が教えてくれた。
「彼かい？　彼はいまこの街の市長
をやっているよ。みんなの話を熱
心に聞いて実行してくれるいい市
長だよ」
極めて寓意的な話だが、同じ仕

事でも向き合い方で幸福感が違っ
てくることは、十分理解できるだ
ろう。
ただ前野教授が問題視するのは、
多くの人は自分がそもそもどうい
うことにワクワクするか、やりが
いを感じるのかを自覚していない
ことだ。ワクワクややりがいはそ
の時、その瞬間に無自覚に訪れる。
そこで前野教授が勧めるのが、
対話を通じたやりがいの「根源」
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を探ること。
自分のやりがいを見いだせない
社員に、次のような問いを問いか
けてみるのだ。

Q1	 小さい頃に好きだった	
遊びはなんですか？

Q2	 学生時代に夢中だった	
ものはなんですか？

Q3	 いまの会社での仕事の	
面白さはなんでしょう？

Q4	 ではそれらの共通点を	
探してみましょう

すぐに回答が出てこないかもし
れない。そういった場合は時間を
かけ、場合によっては１週間後に
再度質問してもいいだろう。
何度も自分に問いかけているう

ちに、“やらされている” と思って
いる仕事が実は自分の性分に合っ
ていたり、楽しみを確認できたり
することも出てくる。
こうした話は社員同士、上司と
部下ではなかなか話しにくいかも
しれない。そういった時は、第三
者をインタビュアーに立てること
が有効だ。直接利害関係がないコ
ンサルタントや記者などを立て、
質問することで本人が自覚してな
かった思考や趣向が引き出される
ことも多い。

ワクワク感を醸成するには
社員にできるだけ権限移譲し、
ホウレンソウをやめる

ではやりがいを持って仕事に取
り組む社員を増やしていくために
は、どんな仕掛け、仕組みづくり
が必要なのか。
大きな仕掛けの１つが「権限移

譲」だ。細かい指示を与えず、自
ら目的とやり方を考えて結果を出

すように自由にやらせる。権限を
できるだけ降ろし、全員が何らか
の責任を持つようにする。自分が
ある職務の責任者だという自覚を
もたせるのだ。
その際、細かい「ホウ・レン・ソウ」

はしないことがコツだ。権限を移
譲したはいいものの、上司が進捗
状況を知りたがり、やたら報告を
求めることが多い。当初は “親心”
で行うこともあるだろうが、ぐっと
我慢するのも親心。相手が困って
いる、不安そうな状況の時に「困っ
ていることはないかな」と助け舟
を出すようにする。その意味でも
関係性をつくる「ありがとう」因
子は重要で、感謝や利他心の強い
人であれば他人が困っていること
を察知しやすい。
むしろ、ホウ・レン・ソウは上司
が行うものだと考えたほうがいい。
多くの企業でアンケートや調査

をするが、かなりの確率でフィー
ドバックされないケースが多い。
時間を割いて、専門業者を入れた
り、場合によってはシステムを導
入したりしているにも関わらず、だ。
上司が部下に「あれどうなってる？」
と細かく尋ねる割には、部下や社員
からの「あれどうなってるの？」に
答えられていないのだ。
方針としてコミュニケーション

の活性化を謳う企業が多いが、こ
うした「そもそも論」を外してコ
ミュニケーションの活性化を謳っ
ても社員は白けるだけだ。

ホワイト企業は、
コミュニケーションの
工夫に力を注ぐ

社員が働きやすい環境を実現し、
社員満足度の高い経営を行ってい
る企業を、ブラック企業と対比し

て「ホワイト企業」と呼んでいる
が、観念的な言葉としてだけでな
く、実際にホワイト財団が「ホワ
イト企業」として選出している。
慶應義塾大学の前野教授もこの

「ホワイト企業」の選出委員でもある。
第１回「ホワイト企業」大賞を

受賞したのが、『働くな』が社是の
岐阜の未来工業だった。当時、社
長で創業者の山田昭男さんは、「ホ
ウレンソウは、無駄」と言い、営
業マンにトラブルがあってもまず
自分で解決させるようにした。「だ
いたいお客様のことは普段接して
いる営業マンがわかる。上司がおっ
とり刀で駆けつけても対応が遅く
なるだけだ」と。
演劇好きの山田さんは社業ほっ

たらかしで、ウィークデーから上
京して演劇を観ることがしょっ
ちゅうだった。東京で出会った知
人の社長が「山田さん、あんたこ
んなことをしていて大丈夫か？」
と心配すると、「大丈夫。うちの社
員はしっかりしているから」と意
に介さなかったという。
これだけ社員を信頼している社
長も幸せだろうし、これだけ信頼
されている社員も幸せだろう。こ
れは演劇をやっていた山田さんが
コミュニケーションの本質を見抜
いていたからとも言える。ちなみ
に未来工業は上場企業で最も就業
時間の短い、休日の多い会社とし
て表彰されたこともある。あまり
にも休日が多いので、「これ以上休
日を増やさないでほしい」と社員
から嘆願されたことがあるほどだ。
ある種「達意の幸福経営」だろう。
ここまでの達意の幸福経営はそ
うそうできるものではない。だが
社員に権限を移譲し、コミュニ
ケーションを取りながら、幸福度
の高い経営をしている企業はたく
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さんある。
ホワイト企業や健康経営企業な

ど、高い社員満足度や健全な文化
を持つ企業を表彰する賞が増えて
いるが、受賞した企業に共通して
いるのは、きめ細やかなコミュニ
ケーション制度を取り入れている
ことだ。
最近は「１on１（ワン・オン・

ワン）」という上司が部下に週１や
月１で30分程度面談する制度が定
着しつつあるが、こうしたフレーム
化されたコミュニケーションにとど
まらない。トップが社員とフレンド
リーで（かつてそうでなかったとし
ても）、トップや役員を囲んだイン
フォーマルなコミュニケーションの
場がだいたい設定されている。
役員や社長とランチ会を開いた

り、一緒にハイキングや登山をす
る、社員全員でリゾート合宿をす
る、運動会、卓球大会も健在だ。
月に１度、ある課が別の課のスタッ
フを招待してバーベキュー大会を
開く会社もある。
家族の誕生日や社員の結婚記念

日に記念品を贈ったり、家族を会
社に呼ぶ例もある。メーカーでは
自社商品を使っていただく海外の
ユーザを招待し、サプライズでそ
の商品を作っている工場スタッフ
に花束を手渡すイベントなど、さ
まざまなコミュニケーションの仕
掛けをしている。同質でない人と
触れ合うことでは、外部研修やワー
クショップも手だ。

社員が成長できる
“ちょうどいい”難易度の
仕事を与える

前野教授は、このほか「幸せ企
業体質」にするためには、権限移
譲のほか、仕事の難易度も重要だ

という。
近年、仕事のやりがいの研究の

なかでトピックになっているのが、
「没入感」だ。没入感は最近のゲー
ムや家電業界でも話題となってい
るバズワードだが、前野教授は仕
事におけるこの没入感が人間を成
長させるとしている。没入感を得
るためには、簡単にこなせる仕事
ではなく、能力の限界ギリギリで
挑んでいく仕事がポイントになる。
限界ギリギリで達成した仕事や業
務は間違いなく本人を成長させ、
幸福感を得ることができる。
部下にとってどのレベルが没入
感を感じるような仕事なのかの判
断は難しい。だからこそ、前野教
授は「ふだんから愛情をもって接
しているかが問われる」と語る。
幸せを語るのは簡単かもしれな

い。ただこれまで語ってきたよう
に、幸せを取り入れることは案外
難しいものだ。
同じ環境をつくっても受け取り
方、感じ取り方は違ってくるから
だ。
アメリカの幸福学の権威でポー

トランド州立大学教授の心理学者、
ロバート・ビスワス・ディーラー
氏によれば、人生の満足度は40代

後半から50代にかけて一番下が
り、その後は徐々に満足度は上がっ
てくるという。ただしこれは欧米
の場合。欧米ではこの年代になる
と離婚が増えるのが理由だ。日本
の場合はどうか。総理府の統計に
よれば、人材満足度が高齢者にな
るにつれ、下がる。したがって幸
福環境を整えても幸福感が上がる
のは若い世代の率が高い。
鉄は熱いうちに打て、ではない

が、幸福感も若いうちに刻み込ま
せるのがポイントになってくる。

幸せをイメージできない時は、
嫌な状態、不幸な状態を
想定し、反転させる

会社が社員の幸福度を上げるこ
との重要性は理解していただけた
かと思う。それでも経営や職場に
持ち込むことはなかなか難しいか
もしれない。ふだん「自分にとっ
て何が幸福なのか」を捉えきれて
いない人が多いからだ。
　前野教授は、「そんな時は不幸

を考えてみるといい」という。自
分にとって不幸だな、いやだなと
いうことを、いろいろな状況で考
えてみるのだ。
会社で仕事をする時、家にいる

時、休みの時、趣味で仲間と集まっ
ている時。親や子供と向き合った
時。ニュースやユーチューブを観
た時などいろいろな場面で「いや
だな」と思うことを考える。「不幸
だな」を考えてみる。そしてそれ
らを書き出した上で、その逆を考
えてみるのだ。
すると自分にとって「いい感じ」

「素敵だな」「幸せだな」というこ
とが自ずと浮き上がってくる。幸
福のイメージが湧かない人は、ま
ずはここから始めるといいだろう。



8

■ 社員の幸福度が高い会社はクリエイティブで生産性が高い

■ 幸せの姿は多様だが、幸せにいたるメカニズムは共有できる

■ 幸福を感じている人は７年から 10 年長寿

■ ES の向上は社員のパフォーマンスを上げない？！

■ 地位財を手に入れると短期間幸せになる。非地位財を持つと長く幸せになる

■ 幸せにいたるメカニズムには４つの因子が働く

■ 幸せの４つの因子、「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」

■ まず自分にとっての根源的なワクワク感を対話から探る

■ 他人と比べず、感謝やありがとうを言える環境をつくる

■ ワクワク感を醸成するには社員にできるだけ権限移譲し、ホウレンソウをやめる

■ ホワイト企業は、コミュニケーションの工夫に力を注ぐ

■ 社員が成長できる “ ちょうどいい ” 難易度の仕事を与える

■ 幸せをイメージできない時は、嫌な状態、不幸な状態を想定し、反転させる

■ 幸せは伝染する。だからどんどん大きくしよう

POINT

【参考】
【図書】●『日本でいちばん大切にしたい会社』 

坂本光司 ［あさ出版］●『実践幸福学』 友原章
典 ［NHK 出版］●『次世代日本型組織が世界を
変える　幸福学×経営学』 前野隆司／小森谷浩
志／天外伺朗 ●［内外出版社］●『99.9％は幸
せの素人』 前野隆司／星渉 ［KADOKAWA］
●『ハーヴァード・ビジネス・レビュー』［ダイ
ヤモンド社］ ●『幸福の計算式』ニック・ポー
タヴィー ［阪急コミュニケーションズ］

【WEB】●「ジョンソンアンドジョンソン」公式
サイト ●「TED」●「月刊 事業構想」公式サイ
ト ●「NHK」公式サイト　ほか

幸せは伝染する。
どんどん大きくしよう

経営者からすれば、社員の幸福
度が高い会社は、規模が小さいか
ら実現できて、その効果も現れる
のだろうと思うかもしれない。幸
福経営は規模の大小を問わない。
アメリカに130年以上の歴史を
持つ「ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン（J&J）」という企業がある。
世界で13万人が働くグローバル企
業であるだけでなく、連続増収75
年を達成した優良企業だ。
『日本でいちばん大切にしたい会
社』などの著者で企業研究をして
いる法政大学教授の坂本光司氏が、

10年ほど前、日本本社を訪ねた時
に「あなたの会社が120年以上に
わたって繁栄してきた理由はなん
ですか？」と訊いた。すると案内
した担当者から「クレドが良かった
からだと思います」との答えがすぐ
に返ってきた。そして「社員がハッ
ピーなら会社もハッピー」と同社の
クレドの言葉を続けたという。
ESG投資やSDGsが話題になっ

ている。企業経営では地球環境を
守りながらサスティナブル＝持続
可能な経営を目指すことが第一の
主眼になっているが、持続可能な
経営はともすると経営的な拡大に
否定的な思考が見え隠れする。し
かし企業が地域や社会、地球に「幸

せ」を広げていく役割を担ってい
るとしたら、どんどん拡大して
いいと考える。
前野教授は繰り返し強調してい

る。「幸せは伝染する」と。
あなたとあなたの会社の幸せ度

は、いまどのくらいだろうか？



9

外国人とのコミュニケーションは「やさしい日本語」で

東京オリンピックが開催されなくても需要は高まる

コロナ禍で行方が不安視させるのが東京オリンピッ
ク・パラリンピック。選手や関係者へのワクチン

摂取が間に合うかが大きな焦点だが、WHOは選手を優
先することはないと言い切っている。日本国内の接種が
間に合うかより、海外のアスリートや関係者に行き届く
かが問題だろう。
オリンピック・パラリンピックが開催されなくても、

日本の国際化は進む。
ワクチンがいずれ行き渡れば、世界はまた人々の往来

は戻ってくる。むしろ我慢した分だけ、激しく移動する
のではないだろうか。
　日本を訪れる外国人も一気にまた増える。その時の対
応準備は、皆さんいかがだろうか？
　東京オリンピック・パラリンピックに関しては空前の
ボランティアを動員する予定となっているようだが、ボ
ランティア採用でハードルとなるのが言葉だ。外国人の
言語というと英語を真っ先に浮かべる人も多いだろう。
日本は小学校から英語が必修になり、英語がネイティブ
並みに話せる小中学生も増えてきた。作文や翻訳につい
てもいまはネットの翻訳サイトがかなりレベルを上げて
きているので、意思疎通ができる程度のやりとりなら十
分なものとなっている。
　しかし、国際化、グローバル化は外国人観光客が増え
ることではない。外国人が日本に定住、もしくは長期滞
在することも含まれる。そういった外国人が英語を話せ
るとは限らない。そこでここに来て全国で広がりつつあ
るのが、「やさしい日本語」という取り組みだ。
　やさしい日本語とは、日本人がふだん使っている日
本語を外国人にわかりやすく言い換えた日本語のこと。

　現在、行政からの生活情報やニュースの提供などに使
われているほか、企業などでも使われ出している。メディ
アでもNHKを始め、テレビ局、ラジオ局、新聞社など
が使い出しており、NHKでは専用サイトや番組、朝日
新聞、西日本新聞などが発信している。
　とくに近年は自然災害が相次ぎ、日本語を十分理解で
きない外国人や外国籍の人々にいかに速やかに命を守る
行動をしてもらうかは大きなテーマとなっている。
　やさしい日本語は1990年代から増えた外国人研修
生・労働者などに対して、理解できる日本語に置き換え
て伝える方法として取り組みが始まった。
　大きなきっかけとなったのは95年1月17日に発生し
た阪神淡路大震災だった。外国人向けの情報発信が自治
体から始まったのは半日後で、しかも英語だった。この
ため英語がわからない外国人には的確な情報が伝わらな
かったのだ。その結果死者の比率が100人あたり日本人

が0.15人に対して0.27人、負傷者が日本人が0.89人に
対して2.12人と２倍からそれ以上の差が出たのだった。
　実は日本に定住している外国人にとってもっとも理解
しやすい言語は日本語で、2016年の法務省の統計によ
れば、英語が44％に対し、日本語が62.6％が理解でき
るという。英語による情報発信より日本語のほうがより
伝わりやすいのだ。無論、英語での情報発信も重要だ。
ただ今後外国人が増えるに伴い、多言語化を進めること
になると、いざという時に対応ができない。
　東日本大震災に見舞われた際、被災地に住んでいた外
国人は160�ヵ国にも及んでいる。１国が１言語に対応す
るわけではないが、まともに対応すると数十ヵ国はくだ
らない。

接種
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１．重要度が高い情報だけに絞り込む
２．あいまいな表現は避ける
３．難解な語彙を言い換える
４．�知ってると役に立つ災害語彙には「やさしい日本語」
に言い換えた表現を添える

５．複雑でわかりくい表現は、文の構造を簡単にする

　そこで災害時に外国人に災害情報を「迅速に」「正確に」
「簡潔に」と伝えるために、弘前大学の言語学研究室で
考え出されたのが「やさしい日本語」だ。
　やさしい日本語では、日本人が通常使っている５つの
観点から言い換える。

語彙のレベルは、日本語検定の３級程度を目安としている。例を挙げてみよう。

一般的な日本語表現 やさしい日本語

土足厳禁 靴
くつ

を　ぬいで　ください

入園の際には、

必要な用品を購入し、

準備をしていただきます。

幼
よ う ち え ん

稚園に　行くために、　必
ひつよう

要な　ものが
あります。　あなたの子

こ
どもが、　幼

よ う ち え ん
稚園に

入る　ときには、それを　買
か

って　ください。
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　表記の特徴としては、ルビを必ず振ることと、分かち
書きをすることだ。
　こうした原則に則り、2005年に17ヵ国からの留学
生、88名に一般的な日本語とやさしい日本語で同じ内
容の災害情報を出し、どれくらい理解し行動できたかを
検証した。
　すると、やさしい日本語での指示に対しては95.2％
が理解し行動できたのに対し、一般の日本語での指示で
は10.9％しか理解行動ができなかった。命が関わる災
害情報でこの差は極めて大きい。

　現在、やさしい日本語は自治体の行政などを中心に広
がっていると話したが、全国レベルに至っていない。バ
スや電車などの公共交通機関などでの採用もあまり見か
けられておらず、民間での普及はまだまだだ。今後は飲
食店や小売店、スーパー、旅館、ホテル、遊技場などで
効果を発揮していくだろう。
　やさしい日本語は、今後増えていく機械翻訳、自動翻

訳にも応用できる。とかく主語が曖昧な日本語を的確に
訳すにも、有効だとされる。

一般的な日本語表現 機械翻訳

こんにゃくは太らない。 Konjac is not fat.
(こんにゃくは太っていない)

こんにゃくは　食べても　
太りません。

Even if eat konjac, you won’t get fat.
(こんにゃくを食べても太りません)

やさしい日本語 機械翻訳

　正しい日本語を再認識するためにも、会社へのやさ

しい日本語の導入を図ってみるのも手かもしれない。

やさしい日本語を使った「やさしい日本語ツーリズ
ム」といった取り組みも始まっている。福岡県柳川市
は、市を挙げてやさしい日本語ツーリズムメニューや
関連する環境の整備を行っている（画像は同市公式
Youtube チャンネルより）

※意味が違っている




