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CULTURE  |  文化

The Japanese adjective kawaii (cute) is applied to a number of globally popular 
Japanese characters, like Hello Kitty, Pokémon, and Sailor Moon. What does 
kawaii mean, and why have kawaii Japanese characters become so popular? Tak-
ing a look at these questions by going back in history and examining the meaning 
of the word, the author skillfully delves into one root of Japanese culture.

According to Yomota, the word kawaii dates back to the eleventh-century 
work Makura no sōshi [trans. The Pillow Book of Sei Shonagon]. It was used in Kabuki 
and popular novels in the Edo period (1603–1868) and has been kept alive by 
modern writers like Dazai Osamu, refined to the point where it represents a unique 
aesthetic. The author also notes that the elements of kawaii include ugliness and 
a hint of the grotesque in addition to beauty. He analyzes how university students 
use the word via surveys of students at Meiji Gakuin University, where he has 
taught film history, and Akita University, where he previously lectured. He also 
looks into the background of how kawaii culture made its way overseas. In short, 
this is a very interesting discourse on Japanese culture. (UY)

キティちゃんやポケモン、セーラームーンなど、世界的な人気を持つ日本のキャラ
クター商品には「かわいい」という形容詞が冠せられる。この「かわいい」という言
葉が何を意味するのか、そしてなぜ日本の「かわいい」キャラクターが人気を持つの
かという問題を手がかりに「かわいい」という言葉の意味を歴史的にさかのぼって検
証し、日本の文化の根幹にあるものを卓抜に論じている。

著者によれば、まず「かわいい」の源流が11世紀の『枕草子』にあり、江戸期の歌
舞伎や大衆小説を経て、太宰治ら現代の作家にも受け継がれ、独自の美学へと洗練さ
れてきたという。また、「かわいい」の構成要素として、美しさのほかに醜

みにく

さ、不気
味さなどのグロテスクも微妙に交じっていることを指摘している。現代の大学生が「か
わいい」をどのように使っているかを、著者が勤務していた明治学院大学や以前に講
演を行ったことのある秋田大学の学生を対象としたアンケートをもとに分析したり、

「かわいい」文化がどのようにして海外に進出したかの背景を検証するなど興味深い
日本文化論となっている。(UY)
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