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ブータンを訪れて
―ブータンの幸福を支える背景―

荻原祐二

京都大学教育学研究科

ヒマラヤ学誌　No.14, 207-210, 2013

　京都大学ブータン友好プログラムの第 8次訪問
団の一員として 2012年 3月末に約 1週間ブータ
ンに滞在することができた。私は、文化・社会の
変化が人々の幸福感や対人関係に及ぼす影響につ
いて文化心理学の観点から研究を行っている。特
にグローバリゼーションによる日本文化・社会の
個人主義化が日本人の幸福感と対人関係に及ぼす
影響について興味がある。ブータンもグローバリ
ゼーションの影響を受けながらも、自らの文化を
保持しつつ「幸せの国」として世界中から注目を
集めている。特に日本では東日本大震災後に国王
夫 妻 が 訪 れ た こ と や、GNP（Gross National 
Product; 国民総生産）ではなく GNH（Gross 
National Happiness; 国民総幸福量）の概念をより
重視していることによって注目されていた。私は
こうした関心を集めるブータンへ、書籍や報道と
いった二次的な情報だけでなく、実際に現地に赴
き、ブータンの文化と現状を体感したかった。こ
れから述べることは、実証データに基づく考察で
はなく、あくまで私個人が現地で見聞きし、感じ
たことをまとめたものである。

Ⅰ．幸福を支える要因
　私がブータンに行き、一番に知りたかったこと
は、多くの書籍や報道が伝える通り、ブータンの
人々は本当に幸せなのか、ということであった。
そして、もしそれが正しいのであれば、なぜ幸せ
なのかを知ることであった。私は現在アメリカに
滞在しながらこの文章を書いているが、アメリカ
では独立した自己をアピールし、「私は幸せだ！」
という印象を相手に与えることが社交的な場面で
重要であり、それが当たり前のようにも感じられ
る。しかし、私が現地で目にしたブータン人は、
アメリカ人のように幸せいっぱいの人たちとは一
見したところ感じなかった。しかし、様々なひと

と交流し、話を聞いているうちに、ブータン人の
「内なる幸せ」を感じ取ることができた。ブータ
ン人の内なる幸せを支えている背景について、ま
とめてみたいと思う。
　まず、ブータンの人々は、日本人と比較して幸
福を減じるようなプレッシャーが少ないのではな
いかと感じられた。多くの労働者は、定時には仕
事を切り上げ、家族や友人と過ごす時間を確保し
ていると聞いた。時間の感覚も、楽しいことは長
くしんどいことは短くという考え方がある、と
お っ し ゃ っ て い た（Bhutan Standard Time は
Bhutan Stretchable Timeだと冗談交じりでお話しさ
れていた）。また、現状よりも多くを求めるので
はなく、現状そのものに満足することが重要とも
聞いた。こうした考え方にはチベット仏教の思想
が根底にあるようである。例えば、チベット仏教
においては、一度肉体的に死を迎えたとしても、
また別の生を授けられるという輪廻転生の考え方
がある。そうした考えによれば、現世がたとえ幸
せなものでなくても、チベット仏教の教えに従っ
ていれば来世で幸せになると考えることができる
そうである。
　政府が、GNHを旗印に政治主導で国民の物質
的な豊かさよりも精神的な豊かさを重視する政策
を実施している点も国民の幸福を高めているであ
ろう。GNHの 4つの柱として、「公平で持続可能
な社会経済発展」、「自然環境の保護」、「有形、無
形文化財の保護」、「良い政治」を掲げている。「公
平で持続可能な社会経済発展」として、一時的な
ものでない、のちの世代にも継続できる経済発展

（水力発電・観光業など）を進めている。この姿
勢は、これまでの経済発展中心の成長方針と異な
り、経済発展は国民の幸せにとって重要であるも
のの、国民の幸福を実現するための一つの方法に
過ぎないという考えに基づいている。「自然環境
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の保護」、「有形、無形文化財の保護」として、美
しい自然環境とブータン固有の文化財を国民の幸
福を高めるものとして計画的・積極的に保護して
いる。最後に、「良い政治」として、政府が責任
をもって国民の幸福に貢献すべきだという姿勢を
強調している。実際、国王は国民の生の声を聞き、
政治に実際に活かすように心がけているという。
例えば、国王夫妻がご成婚された時には、国王夫
妻は Thimphuの町を東から西まで歩き、ひとりひ
とりと簡単な会話をされたそうだ。国王は市民の
元に頻繁に足を運ぶので、国民は比較的多く国王
の姿を目にすることができるそうである。国民は
生活の不満や率直な思いを直接彼らに伝えること
ができる。国民も政府、特に国王を心から信頼し
ているようである。国王や王妃の写真が町のいた
る所に、そして民家の中にも丁重に飾られており、
本当に尊敬・信頼されているように感じた。こう
した政府と国民との精神的な距離の近さも、ブー
タンを幸せの国とさせている要因のひとつであろ
う。
　さらに、人口の少なさと関連して、人口密度の
低さもブータンの幸せに寄与しているかもしれな
い。国土面積が約 4万 km2と九州とほぼ同様の大
きさでありながらも、人口は 100万都市である福
岡市よりも少ない。それゆえに、各家庭は比較的
広い土地で農耕を行い、自給自足の生活が可能と
なっている。ブータンは山がちの国土であるため、
決して農耕に最適とは言えないものの、山間部を
段々畑としたり家畜を効果的に用いていた。

Ⅱ．日本との関連
　ブータンから日本が学べることは多いように感
じる。実際、内閣府ではブータンから GNHの考
え方を学び、それを政策として取り入れることを
検討している。農耕を中心にした生活、気候、人々
の気質など日本とブータンは概して類似点が多い
ように感じられた（外見も日本人と似ている）。
日本は、急速な経済発展を実現したものの経済発
展の限界に近づき、今後どのような方向に進むの
かという点でブータン政府も日本の動向に注目し
ていると GNH委員会の方がおっしゃっていた。
　ブータンから日本に何かを取り入れようとする
際、ブータンの制度や価値観をそのまま日本に持
ち込むことは効果的でないように思う。前述のと

おり日本とブータンには多くの共通点があるが、
同時に相違点も多い。例えば、ブータンではチベッ
ト仏教が国教であり、篤く信仰され、GNHの考
え方の重要な基礎となっている。日本は仏教国と
言われるものの、実質的に仏教が生活の基本と
なっているひとが大多数という訳ではない。Ⅰ章
において、ブータンの幸福を支えている背景につ
いて述べたが、その要因を日本に導入できるもの
と、難しいものがあるだろう。よって、ブータン
の制度や価値観を取り入れる際には、日本の文化・
社会に合ったものを選択的に取り入れる、もしく
は日本の文化・社会に合うように取り込むことが
必要である。同時に、取り込む際には、個々のこ
ころのあり方と文化・社会の制度の関係を考慮す
る必要がある。例えば、「日本人は働きすぎだ」
という主張から、個々人の努力によって急に働く
量を減らすことができるであろうか。同僚が仕事
に追われている時に、定時に颯爽と会社を去るこ
とが周囲からのひんしゅくを買わずに容易にでき
るであろうか。心の持ち方と並行して、組織や集
団の制度やルールも同様に変化させることが必要
なのではないだろうか。

Ⅲ．今後のブータン
　このように、幸せの国ブータンにはポジティブ
な面が数多く見られる一方で、いくつかの問題も
抱えているようであった。
　近年、ブータンの首都 Thimphuには若者を中心
に多くの人々が流入し、都市化が急速に進んでい
る。しかしその都市化のスピードが急すぎるため
に、インフラの整備が追い付いていないという。
また、若者は職を求めて首都に集まっているが、
職そのものが不足している。同時に、若者の都市
への移住の煽りを受け、若者が少なくなった農村
では自給自足のための農耕だけでなく、手入れが
必要な自然環境の整備が困難になってきていると
いう。
　また、ブータンの首都 Thimphuの繁華街には
Nikeや Levi’sなどの欧米企業の店も多く（Karaoke
店もあった）、革ジャンにジーパンという格好で
iPhoneを使いこなす若者も多く見られた。ブータ
ンでは、1999年にインターネット・テレビ・携
帯電話が自由化され、こうした他文化からの影響
は今後一層強まることであろう。このような欧米
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の生活に憧れて都市に来る若者も多いという。欧
米の文化が更に流入し、ブータン独自の文化的な
価値観や制度を維持することが難しくなっている
ようである。
　さらに、ブータンは、インドと中国という急速
に経済成長が進む巨大な国家に挟まれている。こ
の 2国は今後も広大な国土と巨大な人口を背景
に、急速な経済成長を継続するであろう。インド
資本に基づく水力発電や観光業などを積極的に行
い、経済発展を目指しているものの、中国やイン
ドとの経済力の差はおそらく拡大するであろう。
ブータンの人々は、中国やインドの人々が飛躍的
に豊かになっていく様を見て、自分の経済的豊か
さと比較せざるを得ないであろう。それでもなお
自分は幸福である、と感じることは難しくなるか
もしれない。
　GNH委員会の役人の方々や厚生労働省の方々
も、こうした問題点は認めているようで、今後
10年がとても難しく重要な時期であることを認
識しておられた。そういう意味でも、今後のブー
タンに注目である。ブータンには幸せの国であり
続けて欲しい。
　先に述べたように、これまで言及してきたこと
の多くは、私がブータンに行き、その場で主観的
に感じたものが多い。こうした感覚が真実である
のかどうか、主観によらない客観的な実証研究を
進めることが必要である。今後は、ブータンの幸
福感や対人関係の在り方についてグローバリゼー
ションとの関連から研究を進めることができれば
幸いと思う。
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Summary

Visit to Bhutan
― Background of Bhutanese Happiness ―

Yuji Ogihara

Graduate School of Education, Kyoto University

　 In this essay, I document my experiences in Bhutan in March, 2012. First, I discuss some background 
information on the underpinnings of Bhutanese happiness. I felt that the Bhutanese have less pressure to work hard 
or to pursue more than what they have now, pressures that tend to decrease happiness in other countries. In addition, 
the Bhutanese government has a policy which pays more attention to GNH (Gross National Happiness) than GNP 
(Gross National Product), and this policy sustains Bhutanese happiness. Furthermore, the low population density 
enables people to live by themselves, which increases their happiness. Secondly, I discuss how to introduce such 
Bhutanese systems or values into Japan. Japan can learn a lot from Bhutan. Since Japan is different from Bhutan, I 
argue that Japan should selectively introduce Bhutanese systems or values, or should introduce them in a way that 
fits Japanese society and culture. Finally, I write about the future of Bhutan. Bhutan has not only light sides but also 
dark sides. Rapid urbanization and globalization might make it difficult to preserve traditional Bhutanese culture. 
Therefore, we should keep track how Bhutan will be in future.




