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新しい時代をハッピーにするのは人々の笑顔。 「Merry Project」は人々の笑顔とメッセージを通して、

世界に「Merry(happy)」の輪を広げていくプロジェクトです。 

 

「あなたにとってMerryとは何ですか？」 

という質問を街角の人々に投げかけ、その笑顔とメッセージを集める。 

その集めた写真とメッセージを、笑顔のポスターの展示を始め、映像のインスタレーション、 

ビジュアルブックの出版、フリーペーパーの配布などのアート活動に展開し、 

世界各地で笑顔を広げてきました。 

 

2000年「Merry at Laforet」では、東京・原宿の女の子の写真をその場でポスターにし、 

展覧会場及びファッションビルをポスターで埋め尽くしていき、 

2001年ロンドンと東京で同時開催した「Merry-London Life」「Merry-Tokyo Life」では、 

ロンドンと東京をリアルタイムにインターネットで結び、 

笑顔とメッセージをモバイルフォンで交歓し合う作品を発表。 

2001年・2002年、震災後の神戸では、再開発現場や主要駅など街中に 

笑顔の人々のポスターを貼り巡らせ、復興中の街を明るくしました。 

2003 年「Merry in NY」では、テロ 1 年後の NY で集めた笑顔とメッセ

ージを、東京の六本木で映像のインスタレーションとして発表。 

2／14のオープニングには、NYと六本木をNTTの最新技術でつなぎ、 

同世代のNYと東京の女の子達が意見を交歓し合いました。 

また合わせて制作したフリーペーパーは全世界に配布しました。 

同年、東京で開催された「Merry in Tokyo」では東京の街全体を会場とし、 

六本木・汐留・丸の内・日比谷の4ケ所のメイン会場で、プロジェクターや大型モニターによる 

映像インスタレーション、六本木ヒルズのビルの壁面を巨大な笑顔で覆うインスタレーションを行いまし

た。 

また、一般参加によるクリーンアッププロジェ

クトもスタート。 

クリーンアップを見せるパフォーマンスアート

として、東京・渋谷で若者1,000人を集めて 

大掛かりなパフォーマンスを行いました。 

2004年には、札幌で50,000人規模のクリーンアッププロジェクトを行い、街中に笑顔を氾濫させました。 
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そして2005年、日本の愛知県で行われるEXPO2005においてMerryはMerry EXPOに参画します。 

"笑顔は世界共通のコミュニケーション"をテーマに、 

世界20ヵ国で撮影した笑顔とメッセージを、万博会場の中心に位置するEXPO PLAZAの 

大型ビジョン（エキスポビジョン）で映し出します。 

すでにヴェネチア、ベルリン、アムステルダム、ヘルシンキ、モスクワ、バルセロナ、パリ、 

ルクソール、カイロ、メキシコシティ、メリダ、ハバナにて、3,879人の笑顔の撮影を行っています。 

MerryEXPOは、いろいろな国の人と出会いだれもの共通のテーマ「幸せ(Merry)」を身近なところから考え、

探し、笑顔と一緒に広めていくコミュニケーションプロジェクトです。 

 

■Merryメッセージ 

 世界の国々のMerryな笑顔を撮影すると共に、その人達のMerryなメッセージを下記のアンケート

用紙に頂いています。 

以下にその抜粋を掲載します。 

      

 

●モスクワ 
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・みんなが楽しい時。そして太陽が輝く時は、みんなが生きる。 

・私の首都。モスクワ。そして信愛なる笑顔。 

・私の家族に対してスマイルを差し上げます。たくさん。たくさん。 

私は、私の子供達にスマイルを毎日差し上げましょう。そして世界の子供達に。 

・（4才の子供）幸福、メリー。私のおばあちゃんへ。 

・メリーは、人生 

・メリーは、私にとって愛。私にとってメリーは、人生。 

・私には、メリー無し。しかし、今日は楽しい。 

・幸せ、メリーは、永久（永遠）なテーマ。そして世界が幸せになることを。 

・世界にはばたけ、Merry幸せ。 

・メリーは、心のスマイル。 

・私は、ロシアで5番目になったスターです。私はこれからも唄い、サキソフォーンを吹き続けます。

Merry in Moscow. 

・メリーは、クリエイティブにつながる。メリーは、自分の血（エンドロフィン）につながる。私は、

やりたいことがたくさんある。でも私に出来ることは、愛だ！ 

・Merryよ。みんなで歌って、みんなで笑おう。 



・私は、とっても幸せ。なぜなら、今、生きているから。私は、多くの友達を持ち、私のスマイルを

みんなに分かち合えるから。 

・Merry。笑うエネルギーは心から。 

・Merryは、人生のスタートから。 
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・ダウン症の孫（3才） 

・私にとってMerryは、今日、この子がMerryに参加して、笑ってくれたこと。 

●ベルリン 

・私が、とっても幸せなのは、友人が笑い返してくれること。 

 

 

●メキシコ 
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・自由であること。 

・くらしの中にあるいいものを見ること。私たちを取り巻く環境に影響されないこと。 

・生きるために必要な感情。これがあるから健康な命をもっていられる。 

・愛である。友人や、一緒にいられる人を得ることである。 

・何かを誰かとわかちあうこと。 

・命。ただ、毎日を生きること。 

・最高の精神状態で、人の性格を表す、最高のかたち。 

・私にとっては、ひとつの時間。私自身と一緒にいられるひとつのスペース。 
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・時間を忘れること。 

・毎日、笑顔で過ごすこと。 

・この世に生を受けたこと。 

・笑うことは最高にすばらしいことで、中でも喜びの笑いが最高。 

・生きるアート。（自信とかいろいろなことだ） 
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・どんな人でも持っている感情で、とっても大切なもの。それがなければ、世界がこんなに美し 

いとか幸福だとか、わからなくなってしまいます。 

・お母さんと一緒にいること。 

・魂の映し鏡。 
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・家族のそばにいること、勉強する友達と一緒にいること、兄弟の中で最高の生徒になること。 

・私たちの伝統や、このマヤの地を、ほかの土地から来た人達と分かち合うこと。  



・子供たちが幸せで、私の言うことを聞いてくれること。 

・神のために働くこと。 
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・私の子供と家族と畑。 

・朝起きたとき。 

・いっぱい子供を作ること。戦争のない世界。 

・私の誕生日。 

・賄賂のない世界。 
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・自転車に乗ること。 

・笑顔は人の幸せの空間をいっぱいにする。幸せは、笑顔。 

・私をMerryにするものに参加したいと思っていました。環境を心配する人がいるという事は私 

をMerryな気分にさせます。私もそれに参加したいと思っています。 

・楽しく生きること。生きることは一度しかないから。 

 

 

●キューバ 
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・いい成績をとること。両親、兄弟、友達と一緒にいること。 

・世界中の子供たちが感じていなければならないこと。     

 公園は不思議な場所で、ステキな世界を感じさせてくれる。 

・幸せな家族を持つこと。 

・音楽。喜び。皆が満足していられること。 

・遊ぶ、そして遊ぶ。 

・健康で、愛に溢れ、お金があること、そして幸せな家族。 

・子供たち。 

・旅に出て、世界を知ること。 

・両親と仲良くいられること。そして両親が私といることをうれしく思うこと。 

・世界中に問題がなく、人々に愛があふれていること。  
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・わが子のそばにいるとき。 

・何かを達成した瞬間。 

・友達と出かけること。落第しないこと。 

・毎日。 

・アイスクリーム 

・息子が健やかで丈夫に育ち、家族が集い、国民が喜びに満ちていること。 

・やりたいことを何でもやらせてくれること。 
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・エネルギーを発散させること。 

・人生で最も美しいもの。俺は最高だ！と感じること。 

・悲しみを忘れることができる人間の姿。 

・人生において手の届く目標。 

・私に問いかけられるすべての問いの答え。 

・いつでも笑っていること。たとえどんな困難があっても。 

・簡単から複雑を見つけること。笑顔を通じて世界を知ること。 

・開かれた本のようなもの。そのヒミツは読むことができる。 

・癒してくれる、そして病気にならないための良薬。 

・バランスをとること。自然に生きること。 

・それはとても複雑な感情。Merryであるためには生きる意欲が必要だし、周りの人を幸せにし 

なければならない。 

・キューバで生きること。 

・疲れずにずっと遠くまで歩くこと。 

・意識と感情の間のバランスを取る瞬間。その時魂は最高の表現をする。 
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・限界のない愛。 

・世界中の希望。 

・私の国で生きること。 

・すべての子供を幸せにしてくれる、何か感動的なこと。 

・私の夢や権利が実現できる国があること。 

・それはとても美しいもので、私たちの間にある感情。 

・私の楽器を学ぶこと。それは、社会主義国で生きるというような、とても大切なこと。 

・私の学校、私の家族、私の友達、愛と平和と喜びの中で生きること。 

・心からの笑顔。 

・いつも。笑っている日。 

・アイスクリームとか、キャラメルとか、うれしいこと。 

・みんなが望むものを手に入れるのを見るとき。 

・パパとママがプレゼントをくれるとき。 

・恋すること。 

・今。  
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・娘が笑っているのを見ているとき。 

・こころの財産。 

・人類の原動力。 

・長生きの原動力。長く生きて、もっと笑わなくちゃ。 



・朝目覚めて、あ、生きてる、と思うこと。 

・世界中の豊かなひとと貧しいひとがひとつになること。 

・世界中に友達を作ること。 

・明日の心配をせず、今日この日のために生きること。その時その時のために生きていけたらそ 

れがMerry。 

 

 

●パリ 

・幸せというのは好きな人にかこまれること。それから世界の平和、幸せに生きるということ、 

人生に目標を持つこと。 

・幸せというのは、自分が「幸せであるか？」ということを自問しないこと。自分に幸せか問う 

必要の無い人生が幸せ。 

・幸せというのは人生をバラ色に見ること。やっていることを達成すること。自分が存在する事 

を感じること。 

・多彩な色のある人生をもつこと。微笑みのある将来にたどり着くような目標を持つこと。家族 

や友人の愛情を感じること。 

・幸せというのは人生が送ってくれることを１００％エンジョイすること 

 

 

●バルセロナ 

・自由と共に生きたい。 

・人生はフィルムみたいで、自分が主人公にもなれるし、脇役にもなれる。あなたの選択次第で。 

・幸せは分け合うのが義務。 

・幸せは知る事。（学生） 

・あなたの目を覗き込んだときに不安が無い状況。（他人の不幸を見ない状況） 

 Looking into your eyes with no fear. 

・幸せは自分自身が変わっていく事。もしそれがなければお祭りが幸せ。 

・幸せは簡単（１０歳女の子） 

・本当に、今ここにいること。本当に、今私が見ているものをみること。 

 本当に、今私が聞いている事を聞く事。(子供連れのお父さん） 

 

 

＜水谷孝次氏プロフィール＞ 

氏  名   水谷孝次 （みずたに こうじ）   

生年月日   １９５１年３月１４日   

所属団体   ニューヨーク アート・ディレクターズクラブ 

（N.Y.ADC） 

日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA） 

東京タイポディレクターズクラブ（TDC ）   



 

1951 名古屋市生まれ 

1977 日本デザインセンター入社 

1983 水谷事務所設立 

1982          東京ADC賞（東京アートディレクターズクラブ）ポスター広告電通賞 

1984 JAGDA（日本グラフィックデザイナー協会）新人賞 

1995 第９回ニューヨークADC国際展・金賞 

1996 第１５回ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ展・金賞 

1997 第１０回コロラド国際ポスター招待展最高賞（Award Winners） 

1999.11.27 - 12.24 Mori Hanae Open Galleryにて展覧会「Merry」開催 

     12.15 - 31     原宿アストロビジョン・有楽町マリオンビジョン・池袋アイムビジョンにて60秒

映像「Merry」上映 

2000.1.04 - 16     ラフォーレミュージアム原宿+ラフォーレ原宿館内にて展覧会「Merry at Laforet 

2000」開催 

2000.4.04 -  4.07     新宿EPSON SQUAREにて展覧会 「Merry at EPSON 2000」開催 

2000.4.20 - 25     名古屋スペースプリズムデザイナーズギャラリーにて展覧会「Merry at Nagoya 

2000」開催 

2000.5.18 - 19     ニューヨークMETROPORITAN PAVIRIONにて「Tokyo Street 2000」に参加 

2001.4.29 - 5.13     ラフォーレミュージアム原宿にて「Merry-London Life」開催 

     5.01 - 5.31     ロンドンセルフリッジ百貨店にて「Merry-Tokyo Life」開催※ 

     7.16 - 8.31     凸版印刷ギャラリーPLAZA21にて「アジア発・ポップカルチャー展」に参加 

     9.13 - 25     神戸２１世紀・復興記念事業として神戸市オーガスタプラザにて「Merry in KOBE 

2001」開催 

2002.2.21 -      Virgin Megastore池袋店にて「Merry at Virgin 2002」常設展示 

2002.4 - 6.30     サッカー・ワールドカップ開催期間中、神戸フェニックスプラザサポーターズビ

レッジ2Fにて「Merry in KOBE 2002」開催 

2002.3.25 - 2003.12    神戸２１世紀・復興記念事業として神戸市新長田南再開発工事仮囲い「Merry in 

KOBE 2002」展示 

2002.3.29 - 4.07     サッカー・ワールドカップ神戸市会場DUO Kobeにて「Merry inKOBE 2002」開催 

2003.2.14 ‒ 23 六本木ヒルズインフォメーションセンター／THINK ZONEにて「Merry in New York」

開催 

2003.7.05- 8.31 六本木ヒルズMetro Hat（7/25-8/3）、丸の内DCROSS、カレッタ汐留、電通ビル、

日比谷公園他数十カ所にて「Merry in Tokyo」開催 

2003.12.02    渋谷「Merry Clean up Project」開催 

2004.4.01-5.30   北海道札幌市4番街にて「Merry in Sapporo」、5万人のClean up Project（5/30）

開催 

2005.3. 25 -  愛・地球博、「愛・地球広場」にて「Merry EXPO」開催予定 

 

 



 

 

 

 

 


