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お問い合わせ先： ユナイテッドピープル film@unitedpeople.jp   www.unitedpeople.jp  

映画『 happy – しあわせを探すあなたへ 』プレス資料 
 

 

GNH（国⺠総幸福量）で話題のブータンなど世界 5 ⼤陸 16 か国を巡り、 

⼼理学者や脳医学者と「幸せになる⽅程式」を明らかにするドキュメンタリー映画 
※2012 年 5 月 12 日（土）より渋谷アップリンク他で劇場公開！ 

 

●あらすじ 

アカデミー賞ノミネート監督ロコ・ベリッチ （『ジンギス・ブルース』）が放つ、幸せを

テーマにしたドキュメンタリー。 本当の幸せとは？どうしたら私たちはより幸せになれるの

か？日本人プロデューサー清水ハン栄治と共に GNH（国⺠総幸福量）で話題のブータンなど

5 ⼤陸 16 か国を巡る 4 年間のロケを敢⾏し、⼼理学や脳医学の世界的権威と発⾒した幸福度

を高める鍵とは？製作総指揮は『ナッティ・プロフェッサー』『ブルース・オールマイティ』

監督のトム・シャドヤック。 

 

●ストーリー 

 アカデミー賞ノミネート監督ロコ・ベリッチ （『ジンギス・ブルース』）が、新たな映画

のアドベンチャーをお届けします。 『happy – しあわせを探すあなたへ』は日本人プロデュ

ーサー清水ハン栄治と共に 5 ⼤陸 16 か国を巡る 4 年間のロケを敢⾏し、⼼理学や脳医学の世

界的権威と幸福度を高める鍵を読み解くドキュメンタリー映画です。製作総指揮は『ナッテ

ィ・プロフェッサー』『ブルース・オールマイティ』監督のトム・シャドヤックです。 

アメリカでは 1981 年から幸福度研究が始まり、幸福度を教える講座はハーバード⼤学で人

気となりました。過去 50 年でアメリカ経済は⼤きく⾶躍し、平均的なアメリカ人の収入は倍
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増しましたが、幸福度はある時点で頭打ちとなっています。お⾦持ちになっても、幸せはさほ

ど増えないことが分かってきたのです。では何が私たちに幸福感を与えるのでしょうか？  

 

 最新のデータによると 日本は、先進国で最も不幸せな国とされています。経済的成⻑と物

質的繁栄に重きを置いた結果、「過労死」が社会問題化するほどストレスの多い社会となって

しまいました。一方で同じアジアのブータンでは全く異なるアプローチを選択しました。

GDP（国内総生産）ではなく、GNH（国⺠総

幸福量）を最⼤化しようとしているのです。  

 

どうしたら私たちは幸せになれるのでしょう

か？『happy – しあわせを探すあなたへ』 は、

幸福度の研究における世界的リーダーであるエ

ド・ディーナー博士やリチャード・デビッドソ

ン博士など、⼼理学や脳医学の世界的権威たち

と共に、私たちがどのようにより充実感を得て、なおかつ健康で幸せな生活を手に入れること

ができるかを探求します。あなたをルイジアナ州の湿地帯からナミビアのカラハリ砂漠まで、

またはブラジルのサーフィン村からブータンの山麓、東京新橋のサラリーマン街に至るまでお

連れします。コルカタの貧しい人⼒⾞ドライバーの知恵、マザー・テレサの家で重病者の介護

のするボランティアの思いやり、そして世界有数の幸福度の研究者の知識に⽿を傾けてみまし

ょう。『happy – しあわせを探すあなたへ』 は、現実の人間ドラマと最先端の科学を掛け合

わせることで、幸福度という謎を明らかにしていきます。 

 

各種リンク 

• 公式ウェブサイト: http://www.happyrevolution.net  

• Facebook: http://www.facebook.com/happyrevo  

• Twitter: https://twitter.com/happyrevo 
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●監督メッセージ 

私はかねてから自分が幸せな人間だと思っていましたが、この映画を通して幸せを探求した

この 6 年間は、想像していた以上に充実感に満ちていました。その中でも、幸福度の研究にお

ける世界的リーダーであるエド・ディーナー博士とお会いできたのは人生で最も有意義な体験

の一つで、人の価値観が個々人の幸せを左右させることを教わりました。 

 

お⾦、権⼒、名誉、外⾒を重視する人に⽐べて、思いやりや助け合いを⼤切にし、世界をよ

り良くしようと⼼がける人の方が幸福度が高いということです。驚きましたが、不思議と納得

できました。愛情を表現したり、他者の健康や幸せを喜べる人は、きっと人からも愛されてい

て自分自身幸せを感じているでしょう。 

 

それ以来、幸せな人々はより良好な人間

関係を築いていて、かつ健康で子供たちも

幸せだということに気づきました。争い事

もほとんどなく、犯罪や環境汚染に手を染

める可能性も少ないのです。また、幸せな

人々は社会的にも信頼度が高いようです。

自分が暮らすコミュニティの向上にも積極

的に貢献します。 

 

こういう結果が出るのですから、幸せのムーブメントが起きていることは不思議ではありま

せん。幸せは誰にでも喜ばしいことです。本作の製作から学んだ一番の気付きは、私自身の幸

せを探すことは、実は自分のためではないということです。私たち皆のためだということです。 

 

この happy の旅を共にしてくれてありがとう！ 

 

愛を込めて。 

ロコ・ベリッチ 
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●メインプロデューサー/第 2 ユニット監督/撮影 清水 ハン 栄治 メッセージ 

 
私の幸福度を巡る旅は、６年前、監督ロコ・ベリッチから一本で電話から始まりました。 

「しあわせ」をテーマにした⻑編ドキュメンタリーをプロデュースをして欲しいとの依頼でし

た。 

 

親友と世界中の僻地を冒険し、⼼理学や脳医学の世界

的権威に教えを受け、その上、給料までもらえる、との

こと。当時、東京でサラリーマンをしていた私はふたつ

返事で了承しました。 

 

憚りながら、⼤企業に勤め高給をもらいながらエゴを

くすぐる商品や刺激に溢れた生活を送っていた私は、社

会のいわゆる「勝ち組」に属していたのでしょう。 し

かしながら、些細なことで怒ったり、⼼配したり、嫉妬

したりと、⼼のやすらぎを得ることは稀でした。ならば

世界にはどんな幸福感が存在するのか、個人的にも探り

たい。 そのモチベーションで６年間、この作品に従事し、今般、日本の皆さんと共有させて

い頂く事になりました。 『happy － しあわせを探すあなたへ 』は、私個人、そしておそらく

皆さんが探している幸福感に対しての⼤きな道すじを示していると自負しております。 

 

本作品では、日本の幸福度にクローズアップしています。実際に幸福度を調査する⼼理学学

会などで、しばしば日本人の幸福度の低さが話題になることがあります。富める我が国が何故、

不幸せなのか？日本人として、プロデューサーとして、そして元サラリーマンとして、この部

分は外したくなかった。自虐的とお叱りを受けるかもしれませんが、真っ正面から取り組み問

題提議したつもりです。ここから活発な議論が展開されることを切に願っています。 

 

さぁ、幸せのスキルアップを始めましょう！ 

 

清水ハン栄治 
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●ロコ・ベリッチ監督 プロフィール 

 アカデミー賞ノミネート、またサンダンス受賞歴のあるロ

コ・ベリッチは、アメリカでチェコスロバキア人とユーゴス

ラビア人の両親のもとに生まれました。1996 年には、兄エイ

ドリアンと映画制作会社ワーディ・ラムを設⽴。家庭⽤ビデ

オカメラで撮影した⻑編初監督作『ジンギス・ブルース』

（1999）が、アカデミー賞最優秀⻑編ドキュメンタリー賞に

ノミネートされました。多国籍な生い⽴ちに加え、テレビの

ドキュメンタリー番組を通して世界を⾒せてくれた⺟親の⼒添えもあって、ロコは映画監督に

なるべく情熱とビジョンを養っていきました。撮影監督、編集者、作家、プロデューサー、監

督に至るまで様々な役目を経験し、キャリアの幅を広げていきました。直近ではハリウッドの

⻑編映画『インセプション』のブルーレイディスク⽤に、『ドリームズ：潜在意識の映画』と

題した 44 分間のドキュメンタリーを監督。次回の⻑編企画『Twilight Men』は、アメリカ人

探求者とインド人聖職者が、悟りに達した師を探しにヒマラヤへ旅にでる物語です。 

 
 
●メインプロデューサー/第 2 ユニット監督/撮影 清水 ハン 栄治 プロフィール 

 

アメリカで MBA 取って、人も羨む一流企業で高給もらって、

オープンカーに乗りながら「俺は人生勝ち組だ」と鼻の穴を膨

らましていたのが清水ハン栄治の人生前半。皮肉にも恵まれた

環境に居ながら、些細な事に怒り、悲しくなり、嫉妬したり、

実はココロが全然穏やかじゃない不幸せな自分に気付く。 

 

では本当のシアワセとは何のなのか、人生後半は本質的なシア

ワセのみを追求したいと脱サラし、独自のメディアプロジェクトを開始。人権を訴える伝記漫

画シリーズは世界２５カ国１２カ国語で出版、幸福度をテーマにしたドキュメンタリー映画は

世界１２の映画祭で賞を受賞、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの iTunes でナンバー

１ドキュメンタリーに輝く。NHK の白熱教室では「幸福学」シリーズのプロデューサー兼ナ

ビゲーターも務める。 

 



- 6 - 

 

お問い合わせ先： ユナイテッドピープル film@unitedpeople.jp   www.unitedpeople.jp  

現在、幸福度の研究を更に加速し、⼼理学者や脳医学者、宗教者などと連携して怪しく無く、

誰でも気軽に実践出来る幸福度向上プログラムを世界中で普及している。 

TED、著名⼤学での講演など多数。 

http://latinsamurai.com/ 
 
●『happy – しあわせを探すあなたへ』誕生ストーリー 

 2005 年、トム・シャドヤック監督（『ナッティ・プロフェッサー』『ブルース・オールマ

イティ』、『パッチ・アダムス』）は、『幸せな小国発の新たな幸福の指標』と⾒出しのつい

た New York Times の記事をロコ・ベリッチに手渡しました。記事にある幸せな国ランキング

で、アメリカは 23 位でした。そこで、かねてから豪華なビバリーヒルズでのライフスタイル

に不満を持っていたシェイディアックは、人類の幸福の起源とアメリカの幸福度の低さについ

てドキュメンタリー製作をベリッチに依頼。この何気ない疑問から、世界規模の幸福度研究が

始まったのです。 

- New York Times 記事のデータ： 

http://www.nytimes.com/imagepages/2005/10/03/science/20051004_HAPP_GRAPHIC.html  
 
 

 『happy – しあわせを探すあなたへ』 は、メディアとアートの⼒で世界をよりよくする活

動を支援するクリエイティブ・ビジョン財団の公的支援 501（c）（3）をもとに製作されまし

た。ベリッチは親友である日本人プロデューサー清水ハン栄治と共に過去 4 年間にわたり

『happy – しあわせを探すあなたへ』 の撮影を続け、エド・ディーナー、ソーニャ・リュボ

ミアスキー、リチャード・デビッドソン、ミハイ・チクセントミハイといった著名な専門家か

ら協⼒を得ました。『幸せに理由なんかいらない－こころのチキンスープシリーズ』のベスト

セラー作家マーシー・シャイモフが、ナレーションを務めました。 

 

 ワーディ・ラム・プロダクションの作品は、これまでに 2 度アカデミー賞にノミネートされ

たロコとエイドリアン・ベリッチ兄弟の共同製作です。彼らの⻑編デビュー作『ジンギス・ブ

ルース』は、プレミア上映をしたサンダンス映画祭で観客賞を受賞し、その他 100 以上の国

際映画祭で高い評価を受けました。エイドリアンの最近の作品『Beyond the Call』は、5 ⼤陸

で上映を⾏い、国際的な賞を 70 以上受賞し同等の成功を収めました。『happy – しあわせを

探すあなたへ』 は、ロコの最新作です。  
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『happy – しあわせを探すあなたへ』作品情報 

2012 年/76 分/アメリカ/Color HD 

監督 / 撮影監督 / プロデューサー：ロコ・ベリッチ  

メインプロデューサー/第 2 ユニット監督/撮影：清水 ハン 栄治  

プロデューサー：フランシス・リード  製作総指揮：トム・シャドヤック 

編集：ヴィヴィアン・ヒルグローブ 

撮影 / アソシエイトプロデューサー：エイドリアン・ベリッチ 

アソシエイトプロデューサー：パメラ・ハリス、バグヤーシュリー・ラオレネ、 ジェス・ファーマン 

 アシスタントエディター：ジャスミン・ジャミアス、ベン・フラニガン、ジョシュ・フィッシャー 

社会奉仕ディレクター： ケビン・フィッツジェラルド、オーミッド・ハイダリ、デレク・ シルバ

ーズ、アレックス・パルマー 

ナレーション：マーシー・シャイモフ 

出演：エド・ディーナー、ソーニャ・リュボミアスキー、ダニエル・ギルバート、グレゴリー・バ

ーンズ、ミハイ・チクセントミハイ、P. リード・モンタギュー、ティム・キャサー、リチャー

ド・デビッドソン、ダライ・ラマ 14 世、ダショー・キンレイ・ドルジ ほか 

製作：ワーディ・ラム・プロダクションズ 

配給・宣伝：ユナイテッドピープル 

 訪問国: アメリカ、ブラジル、英国、スコットランド、エジプト、インド、日本、ブータン、デン

マーク、ナミビア、ケニア、中国、タイ、カナダ、アラブ⾸⻑国連邦、キューバ 

 

●受賞歴  

メキシコ国際映画祭 ― 最優秀ドキュメンタリー作品賞 

マウイ映画祭 ― 最優秀ドキュメンタリー作品賞 

コスタリカ国際映画祭 ― 最優秀作品賞 

アリゾナ国際映画祭 ― 最優秀観客賞 

アムステルダム映画祭 ― 最優秀批評作品賞 

リンコン・プエルトリコ国際映画祭 ― 最優秀ドキュメンタリー作品賞 

マイアミ国際ドキュメンタリー映画祭 ― インスピレーション賞 

テルライド・マウンテン映画祭 ― 最優秀観客賞 

メンドシーノ映画祭 ― 最優秀観客賞 

フラッグスタッフ・マウンテン映画祭 ― 最優秀観客賞 ほか合計 12 の賞を獲得！ 
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『happy』の登場人物 
自らの体験を共有し、映画のリサーチにも貢献してくれた方々をご紹介します。 

  

 

  

ソーニャ・リュボミアスキー博士 

カリフォルニア⼤学リバーサイド校 

⼼理学教授。著書に『幸せがずっと

続く 12 の⾏動習慣』。 

リチャード・デビッドソン博士 

ウィスコンシン⼤学マディソン校の

著名な⼼理学･精神医学教授で、個人

の幸せへの瞑想の作⽤を研究。 

ロイ・ブランチャード・シニア 

ルイジアナ州のケイジャン（フラン

ス系移⺠の子孫）。カニ漁と自然愛

を地域の住人と共有する。 

P. リード・モンタギュー博士 

ベイラー医科⼤学脳医学教授。神経科

学博士号。幸福感を生み出す神経伝達

物質の役割について語る 。 

ホナウド･ファドゥー 

サーフィン歴 40 年以上。幸せを波

のリズムに⾒出す。 

ティム・キャサー博士 

ノックス⼤学⼼理学教授。著作に『The 

High Price of  Materialism』。 

メリッサ・ムーディー 

恐ろしいトラック事故の後でさえ、以

前よりより幸せだと感じている。 

内野 博子 

夫が過労死。過労が引き起こす影響に

ついて語る。 

アン・ベックスガード 

デンマークのコウハウジングコミュニテ

ィへの転居がきっかけに、うつを克服。

地域の密接なつながりの⼤切さを語る。 
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『happy』の登場人物 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アンディー・ウィマー 

財産を捨て、マザー・テレサの家でボ

ランティアとして重病者の介護をする

ことに幸せを⾒出す。 

エド・ディーナー博士 

イリノイ⼤学⼼理学教授。ドクター・

ハピネスとして知られ、アメリカで幸

福度について 35 年間以上研究。 

マノージ･シン 

コルカタのスラム街に住む人⼒⾞の運転

手は、⼤半のアメリカ人と同レベルの幸

福感を感じている。 

奥島 ウシ 

106 歳。世界でも 100 歳以上の人口

⽐が高い、沖縄の⻑寿の村の住人。 

ダショー・キンレイ・ドルジ 

国⺠総幸福量（GNH）を提唱したブータ

ンの王国政府情報通信省の高官。 

マイケル・プリチャード 

共感、愛、幸せについてユーモアを⽤い

ながら教育し、生徒を励ますコメディア

ン／教育者 。 

ダライ・ラマ 14 世 

チベット仏教を代表する最高指導者。

人間の慈しみ、優しさ、慈愛について

解説。 

ダニエル･ギルバート博士 

ハーバード⼤学社会⼼理学部教授。『 幸

せはいつもちょっと先にある』著者。 

クンダ･ボー 

アフリカ南部ナミビア、カラハリ砂漠の

サン人。人類の祖先に最も近い遺伝子を

持つと言われる。 
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●著名メディア話題！ 

   - 米バラエティ誌 http://www.variety.com/review/VE1117945630?refcatid=31  

   - サンフランシスコ・クロ二カル http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/06/30/DDQT1K3KP6.DTL  

   - CNN ニュース   http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2010/08/16/intv.belic.happy.cnn?iref=allsearch  

   - CNN（日本語訳） http://www.cnngo.com/ja/tokyo/life/lifelong-happiness-look-okinawa-619828  

   - ニューヨーク・タイムズ 

・フォーブス誌  http://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2012/02/10/top-seven-ways-to-cmon-get-happy/  

・CBS ニュース http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7398354n&tag=morningFlexGridLeft;flexGridModule  

   - USA Today  
 http://travel.usatoday.com/alliance/destinations/venturethere/post/2011/07/Happy-a-new-film-by-Roko-Belic/177050/1  

   - ウォール・ストリート・ジャーナル 

   http://blogs.wsj.com/speakeasy/2010/07/05/the-secret-of-happiness-a-documentarian-looks-for-the-answer/  
 
 

● ⼼理学の権威ある学会等でも上映！ 

   - ２０１１年の国際ポジティブ⼼理学協会（IPPA）総会での特別招待作品 http://www.ippanetwork.org/  

   - ２０１１年のアメリカ⼼理学会(APA)総会での特別招待作品 http://www.apa.org/  

   - ２０１１年の Happiness & Its Causes の特別招待作品でダライ・ラマ法王と登壇 

   http://www.happinessanditscauses.com.au/  
 
 

●教育機関とのコラボ レーション 

   - セリグマン博士のポジティブ⼼理学修士講座にて教材として上映 

   - 北米・オーストラリアでの⼤学⼼理学部で教材として上映 

 

●その他 

- マーシー・シャイモフ著、茂⽊健一郎訳のベストセラー『「脳によいこと」だけをしなさい！』でも紹介されています。 

 -  企業のキャンペーンで使⽤されたことも！ 

 
 

●ワーディ・ラム・プロダクションズについて 

ワーディ・ラムは受賞歴のある制作会社で、ロコとエイドリアンのベリッチ兄弟により設⽴されました。彼らの初の映画

製作は小学校時代まで遡ります。幼なじみのクリストファー・ノーラン（「ダークナイト」（2008）、「インセプション」

（2010））が彼らの両親にスーパー8 のカメラを借りに来たことがきっかけでした。 

 

ロコとエイドリアンの⻑編ドキュメンタリーデビュー作「ジンギス・ブルース」では、サンダンス映画祭観客賞を受賞し、

アカデミー賞にもノミネート、その他 45 を超える国際映画祭で映画賞を受賞しました。ロサンゼルスを拠点とし、ワーデ

ィ・ラムは社会に影響をもたらすエンターテインメント作品の可能性を模索し、製作し続けていきます。 

彼らの近作に、「Beyond the Call 」と『happy – しあわせを探すあなたへ』 があります。 

www.WadiRum.com  
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お問い合わせ先： ユナイテッドピープル film@unitedpeople.jp   www.unitedpeople.jp  

●ワールド・ハッピー・デイ ２.１１ ジャパンプレミア上映会 

 2 月 11 日の「ワールド・ハッピー・デイ」に、ドキュメンタリー映画『happy – しあわせ

を探すあなたへ』の同時上映が全世界 60 カ国・地域 615 拠点にて開催されました！日本では、

JICA 地球ひろば（渋谷区広尾）にて開催、200 名もの方々にご来場いただき⼤盛況のうちに

イベントを終えることができました。 

上映後は、本作『happy – しあわせを探すあなたへ』 プロデューサーの清水ハン栄治氏と辻

信一氏が、幸せについての語るトークイベントを⾏いました。 

- ワールド・ハッピー・デイ公式サイト：http://worldhappyday.com/  

 

イベント後のアンケートで、「映画を観てハッピーになりましたか？」という質問に対して、 

ナント 97.3％がハッピーになったと回答しました！（74 名中 72 名） 

 
※参加者からの感想を一部ご紹介※ 

• 「ＧＤP より GDH」「モノより思い出」などに代表されるように、日本社会の軸として「幸せ」が

今後重要になってくると思います。色んなヒントをもらいましたありがとう！！ 

 

• 「共存するっていいな〜」「何かに自分は焦っているのかもな〜」「気持ちが穏やかっていいな〜」

いろいろ気付きました。 

 

• 思った以上に感銘を受けました。自分の生活を変えたいと思うようになりました。ありがとうござい

ます。過労死について、世直しなど。ありがとう。 

 

• １つ１つのエピソードが興味深かった。その中には、背景があると思うのでもっと知りたい（苦労し

て幸せを掴みとった人、ずっと幸せの中にいてそれでも幸せと感じている人）。幸せと感じていた人

も幸せだと感じられない瞬間もあるはずだが・・・自分だけではない。仕組みをもっと知りたい。 

 

• この映画に出会えたことに感謝！ 

 

• 自分自身を⾒つめるきっかけになりました。自分の中にある Happy な気持ちを⼤事にして、周りの

人たちと Happy を共有していきたいと思います。 

 

• 自分次第で幸せになることをコントロールできる！この映画を観て幸せのステップを多くの人に知っ

て欲しいなと思いました。 

 

• 日本を変えるのはすぐには、無理かもしれないけど身近な幸せに感謝して自分とその周囲から幸せに

していきたいと思います。 


