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冬号

ワクワク大作戦
ワクワク大作戦
さて、本誌も第７号となり、次号は最終号となり

正月恒例の箱根駅伝、第９１回大会の本年は、
優勝の本命候補ではなかった青山学院大学の

ます。ワクワク、ドキドキさせる内容を目指して、

チームが、大会記録で２位以下を大きく引き離

最終区間に取り組みましょう。
本号では、広島大学の入戸野先生のインタビ

して栄冠を勝ち得ました。
原晋監督が大会前の記者会見で発表したテ

ューを掲載しました。行動科学の立場から、実

ーマは「ワクワク大作戦」、「今回はワクワク、ドキ

証的に「かわいい」に取り組まれ、多くの成果を

ドキさせるレースができる」と期待を込めて名付

挙げておられます。
また、新たに、「かわいいを聴きに行く」という

けた作戦名だったそうです。
大会翌日のテレビ番組で、アナウンサーの

シリーズをスタートさせました。データに基づく

「来年も山の神、神野大地は見られるのです

分析に没頭すると、思考も観念的になりがちで

か？」という質問に、原監督は「ええ、“山の妖

す。現地に飛び込んで観察することを、文化人

精”になりそうですね」と新たな呼び名で答えた

類学ではフィールドサーベイと呼んでいますが、

そうです。駅伝にも妖精が登場するようです。

人間の生の声を聴いたり、体温を感じると心理

原監督の言語感覚も勝因の一つでしょうか？

現象に対する理解の奥行きが深くなり、データ
の解析結果を解釈する
際の想像力の養成にも
効果をもたらすのでは
と期待しています。

2015 年 1 月
K3WG 主査
宇治川正人

往路優勝し表彰式で万歳する青学大のメンバー
http://www.hochi.co.jp/sports/feature/hakone/より
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かわいいに関する行動科学的研究
Ｑ：しかし、その学生さんの卒論だけで終わらず、
それ以後も研究が続いていきましたね？
Ａ：学生は上級生の影響を強く受けますからね。
その後も「かわいい」をテーマにしたいという学
生が現れました。「かわいい」は日常生活に近く、
親しみやすいテーマです。指導する側としても、
理論的な背景をはっきりさせて，「かわいい」の
心理学を確立したいと思いました。
これまでの「かわいい」に関する著作を読んで
みると、印象や直観、定性的な分析に基づく人
文・社会学的な研究が多く、日本の特殊性を強
広島大学大学院 総合科学研究科 准教授

調した文化論になっていました。しかし、個人に

入戸野 宏

とっての「かわいい」は、第一に心理的・感情的

（にっとの ひろし）

な体験で、その背景には生物学的基盤が存在

1971年生まれ。1998年大阪大学大学院人間科
学研究科博士課程修了，博士(人間科学)。
広島大学総合科学部助手を経て、現在，広島大
学大学院総合科学研究科准教授。
専門は，認知心理生理学・工学心理学。

します。かわいいものがこれだけ流行するのは、
「かわいい」に私たちの行動を強化する何らか
の力があるはずですからね。その上で、日本に
おける「かわいい」文化の隆盛は、その生物学
的基盤が日本文化の特徴によって増幅・拡張さ

スタートは卒論のテーマ

れたものではないかと考えたわけです。

Ｑ：入戸野先生が「かわいい」の研究に取り組ま

私はファッションや若者文化に疎く、それほど

れたのは、何が契機だったのですか？

関心もありません。ファッションは時代や集団に

Ａ：2007年だったと思いますが、ゼミの女子学生

よって変化します。そのような「動く標的」ではな

が「かわいいもの」を研究したいと言ってきたの

く、もっと手堅いもの、時代によってそれほど変

です。私は学生が自ら考えた研究テーマを積極

わらない人間の心理特性を相手にしたいと思い

的に採用します。自分で考えたテーマなら責任

ました。それを研究するのが、実験心理学や行

を持って真剣に取り組めるからです。

動科学とよばれる分野です。
2
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「かわいい」は感情を表す言葉

冬号

かわいいものを見ると集中できる

Ｑ：先生は「かわいい」は感情を表す言葉であり、

男女大学生に次のような課題を行ってもらいま

属性形容詞ではないとおっしゃっていますね。

した。１つは、ピンセットを使って小さなおもちゃ

Ａ：はい。それにはいくつかの根拠があります。

をつまみ出す作業（実験1、48人）、もう１つは不

まず、語源といわれる『かわはゆし』は、感情を

規則な数列から指定された数字を目視で数え出

表す形容詞でした。また、かわいいと思うものは

す作業（実験2、48人）。どちらも細心の注意と集

人によって違います。一般にかわいいとされる

中力を必要とする作業です。それぞれの作業を

ものでも、自分にはかわいいと思えないこともあ

2回行ってもらい、その間の休憩時間に、動物の

るでしょう。「かわいい」を対象がもつ性質として

写真７枚を好きな順に並べ替えてもらいました。

考えると、このような個人差を説明することがで

かわいさの高い幼い動物の写真を並び替える

きません。だから、「かわいい」は対象について

グループと、かわいさの低い成長した動物の写

の自分の気持ち（感情）を表す言葉として考えた

真を並び替えるグループを設け、並べ替えた後

方がよいのです。

の作業成績の変化を比較しました。

「かわいい」と感じる対象には個人差があって
も、「かわいい」と感じている人の心理状態には
共通した特徴があるはずです。そして、それは
脳活動や行動の変化として客観的に観察できま
す。これを「かわいい感情」と名づけました。たと
えば、かわいいものを見ると人は笑顔になりま
す。この反応は表情を作る顔面筋の活動として
記録できます。実験心理学の手法を使えば、
写真1 実験1で使用した器具

「かわいい」を科学的に研究できるのです。

図1 3つのカテゴリーの写真に対する表情筋の
反応（16名の参加者の平均波形を示す）出典[1]

写真2 幼い動物の写真
3
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表1はその実験の結果（成績増加率）です。実

冬号

子どもが一番かわいい時期
ところで、子どものかわいさ（かわいらしさ）の

験1、実験2とも、幼い動物の写真を並び替えた
グループの作業成績が大幅にアップしています。

ピークは何歳でしょうか。生まれたばかりの赤ち

成長した動物の写真を並び替えたグループに

ゃんから3歳ぐらいまでの子どもの写真を並べて、

は、幼い動物の写真のグループほどの効果は

最もかわいいのはどれかと尋ねた調査がありま

みられませんでした。

す。その結果選ばれたのは、1歳前後の子ども
で、生まれたばかりの赤ちゃんは逆に最もかわ

表1 実験結果（成績増加率）

いくないと感じられました。もし、幼くて弱いもの

幼い動物の写真 成長した動物の
を並び替えたグ 写真を並び替え
ループ
たグループ

を守る本能と「かわいい」が関係しているなら、
一番保護を必要とする生まれたばかりの赤ちゃ

実験 1

＋44％

＋12％

んを、最もかわいいと思うはずです。1歳前後の

実験 2

＋16％

＋1％

子どもは、母親から離れて自分で動き出せるよう
になる時期なので、生後間もない赤ちゃんほど

「かわいい」には人の行動を変える力がある

の保護は必要ありません。

また、別の実験として、かわいい写真を見るこ

ではなぜ1歳前後の子どもを最もかわいいと思

とが注意の範囲に与える効果を検討しました。ヒ

うのでしょうか？ 最近の心理学では、その年代

トは通常対象の細部よりも全体に注意を向ける

の子どもは大人と一緒に遊べるようになるからだ

ので、全体的な特徴の方がすばやく処理されま

という説が提案されています。つまり、「かわい

す。しかし、かわいい写真を見た後には細部が

い」というのは、相手を保護したい、守りたいとい

注目されるようになり、細部と全体の処理に要す

う気持ちではなく、相手と仲良くしたい、一緒に

る時間に差がなくなりました。

いたいという気持ち（社会性）と関連しているの

「かわいい」という感情には対象に接近して詳

です。また、同じ対象をかわいいと感じることは、

しく知ろうとする機能があるために、このような細

仲間であることの証です。一般的に女性のほう

部に注意を集中するという効果が生じたと考えら

がかわいいものに関心が高い理由は、女性の

れます。かわいいものを見ると、近づいてもっと

ほうが人間関係を重視する傾向にあるからでし

知りたいという動機づけが高まります。その状態

ょう。

がしばらく持続することで、その後に行う細かな
作業に集中できるのではないかと考えられてい

「かわいい」の定義：二層モデル

ます。「かわいい」には人の行動を変える力があ

Ｑ：先生は、二層モデルの考え方に基づいて、

るのです。

「かわいい」を『幼児に対する愛情から派生して、

これらの研究は、日本だけでなく世界的にも非

意識主体にとって害がなく緊張を感じさせず、

常に注目を集めました[3]。

保護したいというポジティブな感情を喚起させる
4
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冬号

対象をさす形容詞である』と定義されています

Ａ：女性的というより、元々は人間が持っている

ね。下層は、個人レベルで生じる生物学的な基

「共感性」に関係していると思います。

盤であると思いますが、上層は何ですか？
Ａ：そのような生物学的反応を発露・表現すること

共感性

を許容する社会的な状況や制約です。個人を

Ｑ：共感性というのは？

越えたものですね。

Ａ：複雑な概念ですが、中心にあるのは、相手の

Ｑ：文化とかですか？

気持ちや感情を自分のもののように感じられる

Ａ：はい。ですが、西洋 対 アジアといった単純

能力です。また、相手と同じように感じなくても、

な二分法ではなく、いろいろな要素が加わり、時

相手の状況を冷静に理解できる能力も共感性に

代によっても変わってきます。

含まれます。悲しんでいる人を見て、自分は悲

この二層モデルは、九鬼周造の『「いき」の構

しいとは思わないが、その人がどういう状況にあ

造』にヒントを得ています。彼は、民族的色彩が

るかということを知的に理解できるといったケー

著しい「いき」という現象を解明するために、その

スですね。

基調を異性との関係・交渉という通文化的・生物

Ｑ：それだけ細やかさとか優しいということが行き

学的現象に求め、それが民族的・歴史的な規定

届いた社会になりつつあるということですか？

を受けて「いき」の存在が完成したと説明してい

Ａ：共感性は人間が昔から持っていた性質です

ます。文化的色彩の強い日常語を、生物学的基

が、現代の社会では、特にその重要性が増して

盤と文化的規定の二層構造として分析する手法

きたように思います。空想にすぎませんが、二

は「かわいい」を理解するときにも有効ではない

つの原因を考えています。一つは、社会全体が

かと考えたのです。

豊かになり、衣食住の点で多くの人がそれなり
の生活を営めるようになったこと。そうすると、次

「かわいい」と「かっこいい」

に求めるのは、心の豊かさになります。共感す

Ｑ：「かわいい」と感じることの個人差ですが、年

る・共感されるという関係は、心を豊かにします

配の男性は、「かわいい」に関する感度が鈍い、

ね。もう一つは、最近ますます技術革新が進み、

代わりに「かっこいい」についての評価軸が支配

格差社会が広がってきたこと。「一億総中流」と

的だという説を聞いたことがあります。

いった社会イメージは過去のものになりました。

Ａ：「かっこいい」は優劣・上下関係と結びついて

その是非はともかく、現代に生きる私たち一人

いるのに対し、「かわいい」は横並び・水平指向

ひとりに何ができるかを考えてみると、それぞれ

と結びついていますね。相手を自分と同じ仲間

が今の自分のままで幸せになるような行動や考

として見ているように思います。

え方を身につけるのが適応的だといえます。上

Ｑ：そのような傾向は女性的な価値観なのでしょ

下関係のなかで競争的な上昇志向を持ち続け

うか？

るよりも、水平関係のなかでお互いに心の豊か
5
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さを重視するようになるのは、大多数の人にとっ

かわいい感情

て自然な成り行きでしょう。特に、東日本大震災

Ｑ：本誌の前号に掲載した真壁先生のお話の中

後の日本では、そういう傾向が強まったと感じて

に、ひらがなの「かわいい」と片仮名の「カワイ

います。

イ」が登場しました。後者は「かわいいから抽象
された概念」であるとご説明されたのですが、

「かわいい」研究の意義や可能性

中々理解できない。で、一体どういうことなのだ

Ｑ：先生は、かわいいの本場である日本の研究

ろうと思って、真壁先生がカワイイ建築の事例と

者こそ、このテーマを追求できる特権と責任があ

して挙げられた建物に行ってみました。建物の

ると述べておられますね。

近くに寄ってみたり、中に入ったら、威圧感が無

Ａ：「かわいい」というと、未だに、幼稚、安っぽい、

い、肩の力を抜いていられるところが共通点で、

正統でないというイメージがつきまとっているよ

かわいいものが生み出す効果を、具象のかわ

うに思います。そういう一面もあるかもしれませ

いいものを使わずに作っていることが解りまし

んが、もっとプラスの側面もあるでしょう。なぜな

た。

ら、私たちの周りにはこれだけかわいいものが

Ａ：真壁先生がおっしゃっているカタカナの「カ

あふれているのだから。ピーター・ドラッカーが

ワイイ」は、私が言ってる「かわいい感情」に近い

言うように、「弱みからは何も生まれない」のです。

のではないかと想像します。モノの属性ではな

「かわいい」とは何かをきちんと説明するための

く、さまざまな要素をきっかけとして起こる、全体

研究を行い、それを日本の強みとして、モノや

としての心の状態をさしているような気がします。

システムの形で海外にも伝えていく。そういった

ただ、私自身は、カタカナの「カワイイ」という語

活動が、これからの日本にとって重要になるで

は使いません。ひらがなの「かわいい」に比べ

しょう。私の専門は心理学なので、学問的な体

て、カタカナの「カワイイ」は、ファッション関係で

系をきちんと立てて、理論面からこのような活動

ない一般人にとっては、あまりイメージがよくあり

をサポートしていきたいと思っています。

ません。大学生を対象にした調査で、そういう結
果が得られました。

私の「かわいい」についての講演を聞いた企
業の方から、こんな感想をいただくことがありま

Ｑ：真壁先生はひらがなのかわいいから抽象さ

す。今まで何となく「かわいい」に関心があった

れた概念とおっしゃっていますが、例えば、「か

けれど、それを社内で企画にあげるのには勇気

わいいサービス」ってどんなものだろうと考えて

が必要だった。上司を説得できないんじゃない

みれば、抽象された概念に近づけるかもしれま

かと思った。でも先生がそういう研究をやって、

せんね。

科学的な根拠もあると示してくださると、社内で

Ａ：誤解のないように強調しておきますが、「かわ

も取り組みやすくなったと。そういった意識の変

いい感情」は、抽象された形而上的概念ではあ

革も狙っています。

りません。それは、心理（主観）・生理・行動の変
6
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化を伴う現象であり、実証的な方法によって研究
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できるのです。
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研究成果の適用先
Ｑ：先ほど、モノやシステムと言われましたが、先
生の研究成果の適用先も、そういう範囲を考え
ておられるのですか？
Ａ：そうですね。モノというか、広い意味でのサ
ービスやシステムのデザインを考えています。
モノそのものがどうこういうのではなくて、モノを
どのように運用していったら一番かわいくなるの
か、それによって人を微笑ませることができるの
か、人々が仲良くなれるのか？ そういったとこ
ろを工夫していきたいですね。

かわいくしてはいけないもの
Ａ：それから、かわいくしてはいけないものも世
の中にはあるでしょう。たとえば、薬品などは、
権威的であるほど効きそうな気がする。あまりか
わいくしたら、ありがたみが薄くなる。また、優越
感を作り出したい場面では、かわいい要素を抑
制した方が効果的かもしれない。何でもかわい
くすればいいわけではなく、「かわいい」にも良
い面と悪い面がある。そのあたりを、実験心理学
で明らかにしていきたいと考えています。
Ｑ：ありがとうございました。
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冬号

「かわいい」の原因系と結果系：第３報
「かわいい」の原因系と結果系：第３報
日常語の「かわいい」は多義的な言葉である。しかし、一つの語が様々な意味を持つことは、
学術研究の中で、論理を組み立てる際に、大変に不都合であるので、「かわいい」を分解する
ことに挑戦することにした。本誌では、本誌第５号に掲載した第1報、第6号の第2報の報告内
容を含む総集編として報告する。
「かわいい」の分解モデル

ラダーリングは、通常、質問者と被験者の

本調査は、「かわいい」と表現されている一

個別面接で実施されるが、今回は、その形

連の現象を、類似の原因と類似の結果をも

式をいくつかの刺激に対して何回も繰り返

たらすいくつかの範疇に分けることを目的と

すので、習熟性を考慮し、集団面接法（グル

している（図 1）。

ープインタビュー）で行った。

インプット
原因A

意味系
Ⅰ種かわいい

アウトプット

刺激は、①被験者に想起させる（例：「あな
たが最もかわいいと思うものを考えてくださ

結果A

い。」）、②実物を被験者に見せる、あるいは
原因B

Ⅱ種かわいい

回覧して触らせる、③画像をスクリーンに投

結果B

影する、④文字で単語や語句（修飾語を伴

図 1 「かわいい」の分解モデル概念図

う名詞、例：「芽ばえたばかりの新芽」）を示

調査方法

す、の 4 方式を用いた。各刺激ごとに、まず、

「かわいい」と感じる現象の原因と結果（心

かわいさの程度を 7 段階の意味尺度（図 2）

理的影響）を一対のデータとして把握するた

で評価させ、続いて、『それを「かわいい」と

めに、ラダーリングという設問形式を用いた。

思ったのは、どういうところから思ったか考え

この方式は米国人デニス·ヒンクルが人の考

てください。』という設問で原因を、『それを

え方や信念をモデル化するために考案した

「かわいい」と思って、どういう気持ちになりま

手法で、被験者に、ある現象が起こる条件

したか？あるいは、気持ちに変化が起きまし

（例；ある好物が対象であれば、その対象に

たか。』という設問で結果を自由回答で記述

どのような特性があると良いのか）と、その結

させ、その都度、数名の被験者に回答を読

果の心理状態（例；ある好物を食べるとどの

み上げてもらい、記述内容を確認して、主語

ような気持ちになるのか）を聞き出す方式で

と述語を含む形式に修正すると同時に、他

ある。前者をラダーダウン、後者をラダーアッ

の被験者の参考に供した。

プと呼ぶ。（参照： 本誌2014年夏号p.45）
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冬号

最初に実施した宗方研の結果から、心をワ

大変
少し どちらとも 少し
大変
可愛くない
可愛い
可愛くない
可愛くない いえない 可愛い
可愛い
-3
-2
-1
0
＋1
＋2
＋3

クワクさせる刺激が少ないことを考慮し、大

図 2 意味尺度（７段階）

倉研の学生にワクワク系の画像３点を提案し

グループインタビューは、千葉大学宗方淳

ていただき、江戸絵画の 2 点を除いた。同様

准教授、芝浦工業大学大倉典子教授、早稲

に、文字で示した 2 点を除き、人気の高いと

田大学人間科学院小島隆矢准教授の研究

されるゆるきゃら 1 点を追加した（表 2）。

室の協力を得て、それぞれ学生約 10 名程
度と教員を被験者として実施した（表 1）。
表 1 被験者概要と調査日
性別
千葉大
男性 6 名
宗方研 女性 4 名
芝浦工業大 男性 5 名
大倉研 女性 6 名
早稲田大 男性 6 名
小島研 女性 3 名

職業
学生 10 名

調査日
リラックマ

7/25

図 3 実物（玩具）を提示した刺激

学生 10 名
10/14
社会人 1 名
学生 7 名
10/21
社会人 2 名

表 2 提示した刺激

被
験
者
が
想
起

画
像
を
提
示
文
字
の
み

宗 大 小 評
方 倉 島 価
研 研 研 者
10 11 9 数
かわいいもの
〇 〇 〇 30
異性で最もかわいいと思った人 〇 〇 〇 30
同性で最もかわいいと思った人 〇 〇 〇 30
女性タレントで最もかわいいと思
30
〇 〇 〇
った人
かわいがったもの
〇 〇 〇 30
リラックマ（玩具）
〇 〇 〇 30
仙厓義梵 指月布袋画
〇
10
円山応挙 狗子図
〇
10
プリンちゃん
〇 〇 20
デコラティブケーキ
〇 〇 20
ハート型カラフルツリー
〇 〇 20
車止め（けい船柱）
〇 〇 20
芽ばえたばかりの新芽
〇
10
アイボ（ロボット犬）
〇
10
巣で餌をねだるコスズメ
〇 〇 〇 30
ふなっしー
〇 〇 20

仙厓義梵 指月布袋画

円山応挙 狗子図

プリンちゃん（ポケモン） デコラティブケーキ

ハート型カラフルツリー

車止め（けい船柱）

図 4 画像で提示した刺激
かわいさの評価
提示した刺激に対する意味尺度で評価さ
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れた値の平均値と分散を表 3 と図 5 に示す。

（意味尺度評価値 平均値）

意味尺度評価値の平均値が「+3 大変可愛

+3 大変可愛い

異性
同性

い」から「+2 可愛い」の間にあるのは、「異性

女性タレン ト

狗子図

+2 可愛い

で最もかわいいと思った人」、「女性タレント

リラ ックマ

で最もかわいいと思った人」、「同性で最もか

+1 少し可愛い

コスズメ

デコラ ティブケーキ
プ リン ちゃん
布袋画
カ ラ フルツリー
新芽

わいいと思った人」、「円山応挙 狗子図」で
0 どちらとも いえない
0

あった。これらは分散も小さく、大多数の人
に「かわいい」と思われる刺激と言えよう。

1.0

2.0

-1 少し可愛く ない

車止め

3.0
ふなっしー

アイ ボ

表 3 意味尺度による評価結果
平均値
異性で最もかわいいと思った人
2.60
同性で最もかわいいと思った人
2.32
女性タレントで最もかわいいと思った人 2.53
リラックマ（おもちゃ）
1.6
仙厓義梵 指月布袋画
0.7
円山応挙 狗子図
2.2
プリンちゃん（ポケモン）
0.65
デコラティブケーキ
0.70
ハート型カラフルツリー
0.65
車止め（けい船柱）
-0.95
芽ばえたばかりの新芽
0.5
アイボ（ロボット犬）
-1.22
巣で餌をねだるコスズメ
1.27
ふなっしー
-0.75

冬号

分散
0.37
0.72
1.05
1.11
1.41
0.36
2.13
2.01
2.03
1.85
1.05
1.28
0.80
2.49

-2 可愛く ない

-3 大変可愛く ない
（分散）

図5 意味尺度評価値平均値と分散
「円山応挙狗子図」と「異性で最もかわい
い人」は共に意味尺度評価値が+3 から+1 の
間に分布しており、分散が 2.13 の「プリンち
ゃん」と 2.49 の「ふなっしー」は+3 から-3 まで
幅広く分布している。後者は、「大変可愛い」
と思う人も「大変可愛くない」と思う人も居る、
個人差の大きな刺激である。

意味尺度評価値の平均値が「+2 可愛い」

(人）

μ=2.60, σ2 = 0.37
n=30
女性

25
20

から「+1 少し可愛い」の間にある、「リラック

15
10

マ」と「巣で餌をねだるコスズメ」は、分散も上
記の刺激と同程度に小さいので、やはり、大

μ=2.20, σ2=0.36
n=9

10
5

5
0

(人）
15

男性

0

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

+3

（意味尺度評価値）

多数の人に「かわいい」と思われる刺激と言

+2

+1

0

-1

-2

-3

（意味尺度評価値）

異性で最も可愛い人 円山応挙 狗子図

えよう。

(人）

平均値が＋1 以下の刺激は分散が大きい

μ=0.65, σ2=2.13
n=20

15
10

ものが少なくない。分散の小さな「異性で最
もかわいい人」と「丸山応挙 狗子図」、分散

μ=-0.75, σ2 =2.49
n=19

15
10

5
0

(人）

5

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

（意味尺度評価値）

0

+3

+2

+1

0

-1

-2

の大きな「ふなっしー」と「プリンちゃん」の度

プリンちゃん

数分布のグラフを図 6 に示す。

図 6 意味尺度評価値の度数分布
10
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（意味尺度評価値）

ふなっしー
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原因系の内訳

冬号

それらの小項目の構成比を図 8 に示す。

原因系の回答の記述を、「形態、動作・表

「Ａ．小さい」と「Ｂ．丸い」の上位２項目で構

情、性格」で分類し、その集計結果を図 7 に

成比の 42％を占めている。

示す。「1.形態」の構成比が約半分の 47％、
n=150

「2.動作・表情」は約３割、「3.性格」は約２割

H.その他
24%

であった。
G.目鼻立ち
4%

4.その他 2%
n=315

E.柔らかい
D.目や瞳
7%
9%

1.形態
2.動作・表情

B.丸い
18%

F.声
5%

3.性格
21%
47%

A.小さい
24%

C.色合い
9%

図 8 原因系「1.形態」の小項目の構成比

30%

同じく、「2.動作・表情」の回答をグルーピ
ングした。最も多数だったのは「笑顔が良

図 7 原因系の内訳

い」、続いて「甘える・ねだる」、「仕草が優し
い」、「リラックス」と続いた（表 5・図 9）。

約半分の構成比を持つ「1.形態」の回答の
内訳を把握するために、回答の記述内容を

表 5 原因系「2.動作・表情」の小項目

グルーピングし、表 4 に示す小項目を設定し

小項目
A.笑顔が良い

た。（以下、「形態、動作・表情、性格」の分
類区分を「中項目」と呼ぶ）それらの構成比

B.甘える・ねだる

は「A.小さい」と「B.丸い」に続いて、「C.色合
C.仕草が優しい

い」と「D.目や瞳」、以下、「E.柔らかい」、「F.
声」、「G.目鼻立ち」と続いた（図 8）。

D.リラックス

回答例
笑顔、笑顔がいい、くしゃっと
笑う笑顔
甘えている姿、ねだる動作、ま
とわりついてくる
仕草が優しい、仕草が雑でな
い、仕草が女の子らしい
リラックスしたポーズ、のほほん
とした表情

表 4 原因系「1.形態」の小項目
小項目
A.小さい

回答例
小さい、背が小さい、目が小さい、
小さい手足
B.丸い
丸いフォルム、丸っこい
C.色合い
カラフル、色使い、色（ピンク）、色と
りどり
D.目や瞳
くりっとした目、うるんだ瞳
E.柔らかい 柔らかそう、ふわふわしてそう、もふ
もふしている
F.声
声がかわいい、高めな声、鳴き声
G.目鼻立ち 整った顔立ち、目鼻立ちのバランス

A.笑顔が良い
19%
E.その他
50%

n=93

B.甘える・ねだる
12%
C.仕草が優しい
10%
D.リラックス 9%

図 9 原因系「2.動作・表情」の小項目の構成比
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表7 結果系の分類

「3.性格」の回答をグルーピングした結果、
最も多数だったのは「Ａ．無邪気」で、以下

分野

分類項目（中項目）

マレー
の社会
的動機
リスト＊

1.屈従､2.達成、3.親和、4.攻
撃、5.自律、6.中和、7.防衛、8.
恭順、9.支配、10.顕示、11.傷
害 回 避 （ 12. 屈 辱 回 避 、 13. 養
護、14.秩序、15. 遊戯、16.拒
絶、17.感性、18.性、19.救援、
20.理解

エクマ
ンによる
感情の
分類

21.幸福感、22.驚き、23.恐れ、
24.悲しみ、25.怒り、26.嫌悪、
27.楽しさ、28.軽蔑、29.満足、
30.困惑、31.興奮、32.罪悪感、
33.功績に基づく自負心、34.安
心、35.納得感、36.喜び、37.恥

「Ｂ．健気」、「Ｃ．弱々しい」と続いた（表 6・
図 10）。
表 6 原因系「3.性格」の小項目
小項目
A.無邪気

回答例
無邪気、純粋な感じ、天然っ
ぽい性格、天真爛漫
頑張っている、健気な姿、一
生懸命
弱そう、か弱い、きゃしゃ

B.健気
C.弱々しい

n=65
D.その他
33%

Ｃ.弱々しい
17%

A.無邪気
28%

冬号

その他 38.その他
＊Murray H. A の著作[4]を訳した 27～28
項目のリストも紹介されている[5]が、ここでは、
[1]に紹介された 20 項目のリストを用いた。

B.健気
22%

図 10 原因系「3.性格」の小項目の構成比
27.楽しさ 0.4%
19.求援 1%
36.喜び 2%
4.攻撃 2%
9.支配 4%

結果系の内訳
結果系の回答の記述を、「マレーの社会的
動機リスト（20 項目）」[1]、および「エクマンに

n=254

38.その他
13%
21.幸福感
33%

31.興奮 5%

よる感情の分類（17 項目）」[2][3]の分類項

13.養護
15%

目に「その他」を加えた 38 項目（表 7）（以下、

3.親和
25%

結果系の中項目と呼ぶ）によって集計した。
図 11 結果系中項目の構成比

その結果を図 11 に示す。最も多くの回答
が分類されたのは「21.幸福感（33％）」で、

各刺激からそれらの結果系の項目が回答

以下、「3.親和（23％）」、「13.養護（15％）」と

された割合（回答数/評価者数）を算出し、

続いた。4 位以下の項目の構成比は 5%以下

表 8 に示す。

であった。

「3.親和」の回答率が高かったのは、「円山
応挙 狗子図」（60％）、続いて「異性で最も
かわいいと思った人」が 40％であった。「13.
養護」の回答率が高かったのは、「巣で餌を
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冬号

結果系中項目の内訳

ねだるコスズメ」（53％）、続いて「同性で最も
かわいいと思った人」（27％）であった。「21.

次に、「3.親和」の回答の記述内容をグル

幸福感」の回答率が高かったのは、各被験

ーピングし、表 10 に示す小項目を設定した。

者が想起した「かわいいもの」（63％）、続い

それらの構成比は「A.見ていたい」が 45％、

て「リラックマ」と「仙厓義梵 指月布袋画」が

「B.触りたい」が 42％で両項目で８７％を占

共に 50%、「異性で最もかわいいと思った人」

める。以下、「C. 会いたい・話したい」が 8％、

が 43％であった。

「D.好き」が 5％であった（図 12）。

表 8 主な結果系中項目の回答率(%)

表 10 結果系「3.親和」の小項目

親和 養護 幸福感
（被験者が想起した）かわいいもの 27
0
63
異性で最もかわいいと思った人
40
13
43
同性で最もかわいいと思った人
20
27
23
女性タレントで最もかわいいと思
33
17
13
った人
リラックマ（おもちゃ）
20
0
50
仙厓義梵 指月布袋画
10
0
50
円山応挙 狗子図
60
20
10
プリンちゃん
15
0
15
デコラティブケーキ
10
0
0
ハート型カラフルツリー
0
0
10
車止め（けい船柱）
10
0
5
芽ばえたばかりの新芽
0
20
10
アイボ（ロボット犬）
0
0
10
巣で餌をねだるコスズメ
3
53
30
ふなっしー
10
5
10

小項目
A.見ていたい

回答例
見ていたい、一緒に居たい、
飾っておきたい
B.触りたい
触りたい、抱きしめたくなる、手
に取ってみたい
C.会いたい・話し 会ってみたい、話しかけたい
たい
D.真似したい
真似したい、憧れる
Ｅ.好き
好き
Ｅ.好き 5%
Ｄ．真似したい
8%
Ｃ．会いたい
話したい
8%

n=64

Ａ.見ていたい
40%
Ｂ.触りたい
39%

なお、各被験者が想起した「かわいいも
の」は、人間を含む「動物」が全回答数の3分

図 12 結果系「3.親和」の小項目の構成比

の2を占め、「非物体」の「キャラクター」が続
いた。

「13.養護」の回答の記述内容をグルーピン
グし、表 9 に示す小項目を設定した。それら

表9 各被験者が想起した「かわいいもの」
区分

回答数
計
兎2、猫7、犬3、小動物
1、子ども2、肉親2（妹
動物
1、娘1）、有村架純1、
生物
石原さとみ1、Ｋ先生1 20
植物
桃1
1
物体
自動車1、洋服1
2
人工物
非物体 キャラクター7
7

の構成比は「A. 世話したい」が 58％、「B.
守ってあげたい」が 42％で両項目で 100％
を占める（図 13）。
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表 9 結果系「13.養護」の小項目
小項目
A.世話したい

Ｄ.その他
4%

回答例
世話してあげたい、餌をあ
げたくなる、飼いたい
守ってあげたい、心配にな
る、見守りたい

B.守ってあげたい

冬号

Ｃ.微笑ましくなる
10%

n=83

Ｂ.幸せな気
持ちになる
11%
Ａ.和む 癒される
75%

n=38

Ｂ.守ってあげ
Ａ.世話したい
たい
58%
42%

図 14 結果系「21.幸福感」の小項目の構成比
原因系と結果系の関連
それでは、それぞれの結果系の項目は、

図 13 結果系「13.養護」の小項目の構成比

原因系の項目とどのような関連を持っている
「21.幸福感」の回答の記述内容をグルー

のだろうか？結果系主要中項目の原因とし

ピングし、表 11 に示す小項目を設定した。

て記述された原因系中項目の構成比を図

それらの構成比は「A. 和む・癒される」が

15 に示す。３つのグラフを比較すると、「親

75％、「B. 幸せな気持ちになる」が 11％、

和」は、「形態」の構成比が最も高いのに対

「C. 微笑ましくなる」が 10％、「D.その他」が

し、「養護」は「性格」、「幸福感」は「動作・表

4％であった（図 12）。

情」の構成比が最も高く、各中項目の特徴

表 11 結果系「21.幸福感」の小項目

が明確に表れている。

小項目
A.和む・癒される

回答例
癒される、ほんわかする、ほ
っこりする、穏やか
B.幸せな気持ちに 幸せ、幸せな気持ちになれ
なる
る
C.微笑ましくなる
微笑ましい、微笑ましくなっ
た

原因系小項目と結果系中項目との連関
さらに、３つの結果系中項目の原因系小項
目の記述回数を面積に比例させて図化し、
図 16 に示す。縦軸の原因系小項目と横軸

4.その他

4.その他
1%

n=78

4.その他

2%

n=55

3.性格

3.性格

14%
2.動作・表情

n=115

2%

1.形態
1.形態

3.性格

58%

41%

18%

35%

1.形態
39%

2.動作・表情

27%

2.動作･表情

41%

22%

3.親和
13.養護
図 15 結果系主要 3 項目の原因系中項目の構成比
14
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冬号

の結果系中項目とが交差する場所に描かれ

「幸福感」は、「動作・表情」の構成比が高

た円の大きさが記述回数、言い換えれば関

かった。その小項目をみると、「笑顔が良い」、

連の強さを表わしており、それは、「原因とな

「仕草が優しい」、「甘える・ねだる」などが同

り得る」程度に比例していると考えられる。

程度の連関の強さで並んでいる。

「親和」の原因系では、中項目「形態」の構

「リラックス」は「幸福感」だけと関連があること

成比が高かったが、その小項目は、「Ｂ．丸

は、特徴的である。そして、「形態」では「小さ

い」が最も関連が強く、「Ａ．小さい」、「Ｄ．目

い」と強い関連があり、「丸い」が 2 番目に関

や瞳」、「Ｅ．柔らかい」、「Ｆ．声」はそれより

連が強い。「性格」では「無邪気」と「健気」と

は弱いが、ある程度の関連を持っている。

の関連がある。

「動作・表情」の中では「Ａ．笑顔が良い」と

ただし、「愛情」と「幸福感」の原因系の項

関連があり、「性格」では、「Ｂ．無邪気」と関

目は関連の大きさには差があるものの、両項

連がある。

目に共通して関連のあるものが少なくなく、
「養護」ほど隔たりはない。

「養護」は、中項目「性格」の構成比が高か
った。その小項目をみると、「健気」と「弱々し
い」との関連が強い。「形態」では「小さい」の
関連が強く、それらをまとめると、「小さくて、
弱々しいが健気なもの」が「養護」の心理状
態を形成しやすいと考えられる。
原因系
1.形態
A B
小 丸
さ い
い

C
色
合
い

D
目
や
瞳

2.動作・表情

E F
柔 声
ら
か
い

G
目
鼻
立
ち

H
そ
の
他

A
笑
顔
が
良
い

B
仕
草
が
優
し
い

C
甘
え
る
ね
だ
る

D
リ
ラ
ッ
ク
ス

3.性格
E
そ
の
他

A B
無 健
邪 気
気

C
弱
々
し
い

D
そ
の そ
他 の
他

凡例
（記述回数）

20

15

21.愛情
23.養護
28.幸福感

図 16 結果系主要中項目の原因系小項目との関連度

15

10

結
果
系

5

3 1（回）
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「かわいい」の分解モデル暫定版

冬号

刺激の選定

「かわいい」と表現される一連の現象を、類

「表 3 意味尺度による評価結果」や「表 8

似の原因と類似の結果をもたらすいくつか

主な結果系中項目の回答率」が示すように、

の範疇に分けることを目的として調査と分析

「かわいさ」の評価や原因と結果は、個々の

を進めた。

刺激によって特徴がある。従って、得られた

心理的影響（結果）については、主要な３

知見は、用いた刺激に依存する。今回のラ

項目「親和」、「養護」、「幸福感」とそれに比

ダーリングを用いた被験者調査が、「かわい

べて出現頻度の低いいくつかの項目に分類

い」の原因系と結果系の分析に一定の有効

されたので、主要な 3 項目は図 1 「かわい

性を有することは示唆されたが、「かわいい」

い」の分解モデル概念図の「結果」の項目と

に関する一般論としての精度や信頼性を問

して位置付けられるであろう。

えるものではない。もし、「かわいい」に関す

分解モデル概念図のインプットに該当する

る一般論の構築を目指すのなら、調査の際

原因系については、いくつかの傾向は示唆

に、「一般的なかわいいもの」の刺激群を構

されたが、図 16 のように、3 つの結果系の項

成する必要がある。それは可能だろうか？
今回の調査では、被験者に刺激を想起さ

目ごとに単純に、スパッと割り切れるような差

せたものが含まれている。個人の評価基準

を述べることはできなかった。
その問題は、次に述べる刺激の選択の問

は、自身の経験がフィードバックされ常に改

題や、集団面接法を用いた今回の調査方法

訂され続けるというケリーのパーソナルコンス

にも関連があるので、今回の調査結果から

トラクト理論[6]を前提とするなら、被験者が

作成した分解モデル（図 17）は暫定版に留

想起した刺激を用いる方が、被験者が築き

めておきたい。

上げている「かわいい」に関する評価基準を

性格

インプット
動作や表情 形態
目鼻立ち
仕草 が優しい

無邪 気

リラックス
笑 顔が良い
甘える・ねだる

健気
弱々しい

アウトプット

意味系

親和

Ⅱ種かわいい

和む・癒される
幸福感 幸せな気持ちになる
微笑ましくなる

丸い
色合い
小さい
目や瞳
柔らかい
声

見ていたい
触りたい
会いたい・話したい
好き

Ⅰ種かわいい

Ⅲ種かわいい

養護

図 17 「かわいい」の分解モデル（暫定版）
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冬号

抽出しやすいのではないだろうか。さらに、

今回の調査分析を通じて、「かわいい」に

被験者に「かわいいと思うもの」をいくつか想

関する多くの知見が得られた。調査に協力

起させ、その原因系と結果系を回答させた

いただいた大勢の方々に謝意を表します。

方が、被験者の持つ「かわいい」の評価基準

参考文献

を把握しやすいと考えられる。

[1]八木 冕, 1966, 「動機と情緒 現代心理
学入門３」岩波書店, 140-141
[2] Ekman, P, 1999, "Basic Emotions,"
in Dalgleish, T; Power, M, Handbook
of Cognition and Emotion, Sussex,
UK: John Wiley & Sons
[3]福原省三, 1999, 「非言語コミュニケーシ
ョン論」深田博己編著『コミュニケーション
心理学』北大路書房, 221－223
[4] Murray, H. A, 1938, “Explorations in
Personality,” New York: Oxford
University Press,
[5]林 保, 1969, 「社会的動機」前田嘉明
編『講座心理学 第 5 巻 動機と情緒』東
京大学出版会, 57-81
[6] 讃井純一郎・乾正雄, 1986, 「レパートリ
ー・グリッド発展手法による住環境評価構
造の抽出 : 認知心理学に基づく住環境
評価に関する研究(1)」日本建築学会計
画系論文報告集 (367), 15-22

影を測る
筆者は学部学生の頃、研究室の指導教官
の提案で content analysis（内容分析）に取り
組んだことがある。住宅団地の管理組合が
どんな問題にどう取り組んでいるかを分析す
るために、いくつかの団地の管理組合の広
報誌について、どんな問題にどの程度のス
ペースを割いているのか、誰がどのようなこと
を述べているのかを時系列的に集計したの
だが、ある時、指導教官が、ふと「この方法
は、言わば影を見て本体を類推するようなも
のですね。」と感想を述べた。
今その一件が頭に浮かんだのは、本人が
書いた自由回答であっても、そもそも文章や
言葉が正確に頭脳の中で起きた現象を表現
している訳ではないし、生体計測にしても、
電気抵抗や電流の変動から本体のメカニズ
ムを推測しているにすぎないのではないかと
頭のどこかで考えたたのかもしれない。
いずれにせよ、一つの調査方法で真実に
迫ることは難しく、いろんな方法で、いろんな
方がアプローチを蓄積してゆき、おぼろげな
から、まあ、全体像と言っても差し支えないも
のに到達できるのではないだろうか。
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冬号

江戸川区自然動物園訪問記
宇治川正人
晩秋の休日「勤労感謝の日」が快晴だったので、きっと動物園には多くの親子が訪ねている
に違いない、かわいいものに出会ってヒトはどんな行動をするのかを眺めるには絶好のチャン
スだと思い、自宅から遠くない江戸川区自然動物園に行ってみた。
江戸川自然動物園は、地下鉄東西線西葛西
駅から徒歩で 15 分。レッサーパンダ、ペンギン、
プレーリードッグ、リスザルやワラビーなど約60
種550点の動物と会える楽しい動物園。行船公
園という江戸川区立公園の中にある。
リスザル
地下鉄の駅から近い南門から園内に入ると、
左手のリスザルの檻に人が集まっていた。

写真 1 リスザルの檻
訪れてくる親子連れの
様子をしばらく眺めてい
たら、幼児を抱っこしたり、
手を引いている母親は、
まるで判で押したように
「かわいい！」と声をあげ
ながら先頭に立って動物
に近づいていく。
檻の前に到着すると、母
親は特定のリスザルに指
を指して子どもの視線を
誘導しながら、子どもに話
しかける。そして、お互い

図 1 江戸川区自然動物園
18
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冬号

いうパターンが多い。その後に、子どもが別の

小動物達は、家族の間の会話を引き出す力を

個体を指さして母親に語りかける光景も見られ

持っているようだ。

る。

写真 4 ベトナムキジの檻の前 1
写真 2 リスザルに向かい合う母と子
リスザルの檻の隣はシロフクロウの檻で、ここ
にも人が集まっていたが、子どもの姿は無かっ
た。動きが無く、声も出さず、じっと静かにして
いる動物は、大人向けなのだろうか。
客の中には、中国語と思われる言葉を使って
いる人たちも少なくない。大きくもないこんな場
所に来るのは国内に住んでいる人たちなのだ

写真 5 ベトナムキジの檻の前 2

ろうか？
その鳥類の檻の反対側にはオオアリクイの檻
があるのだが、見向きもされていなかった。の
そっとしている大型の動物は見栄えがしないの
か、親子連れの進路を引っ張る母親の関心を
呼ぶパワーはないようだ。

プレーリードッグ
リスザルのように、「かわいい！」と叫びながら
近づく母親に人気があるのは、プレーリードッ

写真 3 シロフクロウの檻

グだった。たくさんの個体がちょこちょこと動き

キジやハトなど少し大きな鳥類の檻の前では、

回り、ひょいと立ち上がったりする姿は見てい

親子が話し合ったり、子どもが指さしをしていた。

ても飽きない。「鳥獣戯画」の世界を実物で見
19
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せてくれている。

冬号

ふれあいコーナー
この動物園には「ふれあいコーナー」という小
動物に触れあえる場所がある。同心円状にコン
クリートの環状のベンチが二列と、その上に鉄
骨の覆いが設けられている。

写真 6 プレーリードッグの檻の前

写真 9 ふれあいコーナー全景

写真 7 プレーリードッグ達
また、大人だけのグループは、微笑むという
表情を見せていた。

写真 10 ふれあいコーナー内周部
毎日、午前 10 時と午後1 時 15 分から 1 時間
45 分間、ヤギ、ヒツジ、ウサギ、モルモット、チ
ャボなどに自由に触れ合える。私は 11 時頃に
訪ねたのだが、たくさんの親子連れがコーナ
ーに入っていた。動物園全体では、ベビーカ
ーや抱っこされてくる幼児は少なくないのだが、

写真 8 プレーリードッグを見て微笑む人達

このコーナーに居る子どもたちは、幼児は殆ど
見かけず、自分で歩ける子ども達である。
20
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小動物の中でも、モルモットはあまり大きくな

冬号

かわいいものは人を引き付ける力が強いこと、

く、動きも緩慢で、モフモフした手触りで幼児に

かわいいものが会話だけでなく、頭や肩をなで

も扱いやすそうだった。

たりする肉体の触れあいまでも促進することは
印象に残った。この客の動線誘導効果は、多
方面で適用できるのではないだろうか。

（注）感動詞： 感動、応答、呼び掛けを表し、活
用がなく、単独で文になり得る語である。主語、
述語、修飾語になることも他の語に修飾される
こともない。間投詞（かんとうし）、感嘆詞（かん
たんし）、嘆詞（たんし）とも言う。口語において
写真 11 ふれあいコーナー モルモット

は頻繁に用いられるが、文語において用いら
れることは少ない。

出典
図 1； 江戸川区ホームページより

写真 12 ふれあいコーナー ニワトリ
実際に動物園を訪ねてみると、園内は「かわ
いい」という言葉が飛び交っていた。どの辞書
でも、「かわいい」は形容詞として扱われている
が、ここで使われている「かわいい」は、むしろ
感動詞（注）と言ったほうが適切ではないだろう
か。
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冬号

すみだ水族館訪問記
宇治川正人
すみだ水族館は、2012年に東京スカイツリータウン内にオープンした新しい水族館で、スカイツリー
タウンの商業施設ソラマチの 5F と 6F にある。１２月中旬の日曜日に訪ねた。
すみだ水族館は、スカイツリー展望台へのエ
ントランスホールがあるソラマチ４階の屋上広
場に入口がある。その入口に向って歩いていく
と、突然、「かわいい！」と若い女性の声が聞こ
えてきた。男性と一緒のカップルだ。屋上広場
では売店にクリスマスのデコレーションを施し
ていたので、それを指していたようだった。今
日は「かわいい」がたくさん聴けるだろうか？
写真 1 ソラマチ４階屋上広場

図 1 すみだ水族館
22
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冬号

縦横が 10ｃｍ位の２匹のエンゼルフィッシュ

熱帯の小さな魚たち
水族館の入口は５階で、さらに階段を昇り、６

が顔近くの高さに漂っている水槽もあり、小学

階から展示スペースに入る。「水のきらめき」と

生の息子とその両親と祖母の４人組の母親が

題したコーナーが最初にあり、小さな魚と藻の

「かわいい」と言いながらエンゼルフィッシュを

水槽が並んでいた。私の前に居たのは小学５

触るような感じで水槽のガラスに手のひらを近

年生くらいの女の子とその両親で、その子が

づけていた。

「かわいい」と言いながら水槽に顔を近づけ

２番目のコーナーは「クラゲ」のコーナーだっ

た。

た。照明で赤い色に着色されたクラゲを見なが
ら、小学生くらいの女の子と一緒に居た父親が
「それくらいだったらかわいいね。」と言った。ど
れを指していたのかはわからなかったが。

写真 2 水のきらめき
別の水槽では、ティーンエイジャーの女の子
二人連れが、指さしながら「かわいい、かわい
写真 4 クラゲ

い」を連発していた。同じような行動の別の女の
子二人連れも近くに居た。女の子二人連れとい

その先にアクアラボ（海の実験室）という飼育

うのは「かわいい」に浸り、「かわいい」を連発し

スタッフが作業をしている様子がガラス越しに

たがる組合せなのかもしれない。

見える部屋があり、手前には断面が円形の小さ
な水槽がいくつか並べてある。
孵化したばかりのクラゲの幼生から、２日目、
４日目、1 週間後という具合に成長する過程が
観察できるようになっていた。人々は隣の水槽
と見比べながら注意深く観察している。女の子
が「クラゲの赤ちゃん」と微笑みながら、指をさ
していた。

写真 3 水のきらめき
23
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冬号

からはっきりと見えないためか、「かわいい」と
言いながら水槽めがけて歩み寄ってくる人は
見なかった。

写真 5 アクアラボ
３番目は「小さな仲間たち」というコーナーで、
小さな、魚類ではない生物が展示されていた。
写真 7 サンゴ礁

最近、何年も餌を食べないで生きていることで
話題になったグソクムシの水槽もあったが、赤

逆に、人だかりがしているのは、砂からニュロ

い照明のためか、何が居るのか良くわからず、

ニョロ出てくる動きが独特なチンアナゴの水槽

立ち止まる人は見かけなかった。

だ。この水槽は周囲から観察できるようになっ
ている。見ている人の表情は、皆、何となく微笑
んでいる。

写真 6 グソクムシ
サンゴ礁の海
写真 8 チンアナゴ

そこを抜けると、５階と６階を吹き抜けにした広
アトリウム

いアトリウムに出る。次のコーナーは「サンゴ
礁」である。いくつもの水槽にカラフルな小さな

アトリウムの一角には、手で生物を触れる水

魚が泳いでいるが、意外とそれを眺めている人

槽もある。ただ、水生生物に触れると手が濡れ

は多くない。色彩としては、青系統の魚が多く、

てしまうこと、うさぎやモルモットのように触わり

赤系統の魚は殆ど居ない。青系統の魚は、遠く

心地が良い生物がいないことなど、動物園とは
24
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事情が違うようだ。

冬号

アトリウムの中央には、国内最大規模の屋内
開放型のプール水槽があり、ペンギンやオット
セイが見られる。分厚いアクリルガラスが立ち
上がっているところでは、ペンギンの足の動き
も良く見え、人だかりがしている所もあるが、殆
どが大人であった。

写真 10 アトリウム全景

写真 13 ペンギン水槽
出口に近いスロープの壁面には、赤色の照
明をバックに黒いクラゲが漂っている水槽があ
った。しかし、写真４のような幻想的な光景では

写真 11 触れあい水槽

なく、動きも力感がなく、不気味な生物のような
アトリウム内には、子どもの遊び場も設けられ

印象になっている。見ようともしない人の方が

ている。ペンギンのぬいぐるみがたくさん置か

多かった。

れていた。

写真 14 黒クラゲ
写真 12 キッズコーナー
25
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水族館内の「小さな仲間たち」というコーナー

ダイオーグソクムシ

では、グソクムシは見向きもされていなかった。

出口に近いショップには、たくさんの商品が
置いてある。大きなダイオーグソクムシのぬい

何が違うのだろうか？触感は大きな差であろう。

ぐるみもあった。それを触っていた孫におばあ

水槽の中の本物は容易に手で触れられないし、

ちゃんが、「これ、かわいい？夢に見ちゃうでし

もし、触れても気持ちの良いものではなさそう

ょ。」と否定的な口調で話していた。改めて画像

だ。ショップのぬいぐるみは、モフモフしていて、

を見ると、孫の顔には嫌悪感は浮かんでおら

癒され感、和み感が感じられそうだ。ぬいぐる

ず、未練を引きづっているように見える。

みなのでおとなしくじっとしているのもポイント
かもしれない。
おまけ
水族館を出て、スカイツリータウンの店舗街を
歩いていたら、「かわいい！」と言いながら私の
脇を早足ですり抜けて行った女性が居た。何を
目当てにしているのかと目で追うと、目の前の
ケーキ屋さんのショーケースがその「かわい
い」の正体だった。なるほど、小さくて丸くてカ

写真 15 ダイオーグソクムシのぬいぐるみ

ラフルな、かわいいの原因系とも符合するケー
しばらく、その付近で見ていたら、手で触る人

キが並んでいた。

は結構多い。しばらくして、若いカップルがや

「かわいいを聴きに行く」というシリーズは、デ

ってきて、女の子（写真15）がぬいぐるみに触り、

パ地下のスイーツ売り場でも成立するかもしれ

「かわいい」を連発。しばらく触ったり抱いたりし

ませんね。

ていた。しかし、購入する決心はつかず、脇に
あったミニチュアをレジに持って行った。

写真 17 かわいいスイーツ
出典 図 1； すみだ水族館ホームページより

写真 16 ダイオーグソクムシのミニチュア
26
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上野動物園訪問記
宇治川正人
上野動物園の正式名称は「東京都恩賜上野動物園」。1882 年（明治 15 年）に開園した日本最古の
動物園である。敷地は西園と東園に分かれており、両園を結ぶ都営モノレールは日本初のモノレー
ルである。飼育動物の種類は約 500 種で、名古屋の東山動物園に次いで多い。入園者数は約 300
万人だが、月間入園者数では、旭川の旭山動物園がうわまわることもあるそうだ。休日の天皇誕生日
が快晴だったので、この由緒ある動物園を訪ねてみた。

図 1 上野動物園 東園
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ンダを見慣れていると、遠くから眺める座って

ジャイアントパンダ
上野公園側の表門から園内に入ると、正面に

いる姿はインパクトに欠けるのだろうか？少なく

ジャイアントパンダの居るパンダ舎がある。半

とも見物客はパンダから「体温」を感じることは

円状に配置されたスペース（放飼場）を大勢の

できない。

人が取り囲んでいた。

パンダ舎の隣のゾウの放飼場に移動して、見
物客の後ろを耳を澄まして歩いたが、やはり、
「かわいい」は聴こえなかった。大きなのっそり
としたゾウさんだから、それは尤もなことだろう。
その先のサル山でも「かわいい」は聴こえな
かった。バク、ラマ、カピバラも駄目だった。
まだ１回も「かわいい」を聴けてないので、そ
れが聴けそうな西園の「こども動物園」に移動
することにした。東園と西園を結ぶモノレール

写真 1 パンダ舎放飼場

は、わずか１分３０秒の乗車時間。その乗車を

「かわいい」という声が聴こえるかどうか確か

待つ長い列の後ろに並んだ。10 分程たって、

めるため、見物客の後ろをゆっくり歩いてみた。

モノレールがホームに近づいてきた時に、隣

が、残念ながら、「かわいい」の声は聴こえなか

の男児２人と祖母と一緒の若い母親が「かわい

った。何故、「かわいい」を発しないのだろう？

いね。このモノレール！」と声をあげた。モノレ
ールがホームに停車して乗客が席を離れると、
「椅子もいろいろな色でかわいいね」。その車
両が発車すると、車内に縮れ毛の外国人の男
の子の姿を見て「かわいい子だね」と「かわい
い」の３連発！しかも全て動物ではなかった。

写真 2 ガラス越しのパンダ
ガラスを隔てていて、しかも、人とパンダの距
離が遠いためだろうか？パンダは、ただ座って
笹を黙々と食べているだけなので、人間の側
に心情や感動を発するきっかけが無いのだろ
写真 3 モノレール

うか？テレビの番組などでクローズアップのパ
28
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こども動物園
こども動物園は、モノレール西園駅の隣にあ
る。その入り口を抜けると、東北の民家曲がり家
の庭に黒毛の和牛が佇んでいた。その先に動
物の居るスペースに入るゲートがある。そこに
大型の動物は放たれているが、小さな動物は
柵の中に囲われている。親ヤギと数匹の子ヤ
ギの居る柵では、子ヤギが柵近くに居るところ
写真 4 ヤギの柵

に人が集まっていた。

小さな子供達が手を伸ばし
て子ヤギの頭や背中を撫でて
いる。そこに、「かわいい！」と
言いながら親子連れが近づい
てきた。言ったのは母親だっ
た。 中学生くらいの女の子二
人連れも「かわいい」と言って
近寄ってきた。そして、柵の上
から手を伸ばし、人差し指をゆ
っくりと子ヤギの首の当たりに
近づけ、触れた。何だか「かわ
いいもの」に触れるアンテナ
みたいで、カタツムリのツノの
ように恐る恐る伸びた。しばら
くしてその子が指をひっこめる
と、今度は別の人指し指が、別
の子ヤギの背中に伸びてきた。
子ヤギの方は慣れているのか、
温かい日差しの下で意に介せ
ず、気持ちよさそうにしている。
そのまま「かわいい日本絵画」
になりそうな光景だ。
図 2 上野動物園 西園
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「ウサギとモルモットの広場」にも人だかりがし
ていた。「かわいい」の声を聴くことはできなか
ったが、愛くるしい動作に人々が微笑んでいる。
しばらく滞在していたら、「かわいい」の声が聴
こえたに違いない。

写真 8 ウサギとモルモットの広場
広場で、「ヤギさんのエサやり」が始まった。
餌の細長い葉が配られ、それを手にした親や
写真 5,6 子ヤギの背中に伸びる人差し指

子がヤギと相対していて、賑やかになった。
こども動物園を出て、「両生爬虫類館」に入っ

ニワトリやオナガドリが並んだ一角にアヒルた

てみた。大型小型のヘビ、世界各地のカエル、

ちを眺めている親子連れをみつけた。「どれが

カメレオンやトカゲ類の居るところを 1 周したが、

一番かわいい？」とお父さん。見た目はあまり

案の定、「かわいい」の声は聴こえなかった。

違わないためか、返事は聴こえなかった。

キリンやシマウマの前を通って、「小獣館」に
入った。入り口近くの壁に、いくつも窓のように
小さな動物を観察できる水槽のような部屋が設
けられていて、子ども達が熱心に覗いている。
「ネエネエ、これママ、かわいい！」と淡いピン
ク色のコートを着た女の子が、その脇で覗いて
いる母親に告げた。ニホンハツカネズミを見て
いたのだった。
写真 7 アヒルを眺める親子連れ
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小獣館の屋外には、アルマジロが居た。子猫
ほどの大きさで、写真 10 の上方に居る個体は
撒かれた木屑の上を同じコースを飽きることな
く、休む様子もなく、ただひたすらに忙しそうに
進んでゆく。その健気な動きはなかなかかわい
いと思うのだが、見物人は誰も居ない。色が地
味なためだろうか？ご苦労様。
写真 9 「ネエネエ、これママ、かわいい！」
壁には、「江戸庶民のささやかなペット」と題し
て、「江戸時代、ネズミをペットにすることが流
行しました。江戸中期の『珍翫鼠育草（ちんが
んそそだてぐさ）』という本にはジャパニーズマ
ウスとそっくりな「豆斑（まめぶち）」も紹介されて
います。豆斑はやがて日本では消滅しました
写真 10 アルマジロ

が、デンマークに渡ったものが飼育され続け、
1987 年には国立遺伝学研究所に里帰りしまし

出典

た。」と解説しているパネルも貼られていた。小

図 1、図 2；上野動物園ホームページより

さなネズミを愛しむ心には、歴史が通っていた
ようだ。
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サンシャイン水族館訪問記
丸山 玄
天空のオアシス、サンシャイン水族館

袋、サンシャインシティ内のワールドインポート

1 月3 日、正月三が日とあってサンシャイン水

マート屋上にある「天空のオアシス」をコンセプ

族館には、屋上に上がるエレベータに長い列

トに掲げる都心型アクアリウムである。日本初の

ができていた。7 歳の娘と「かわいいの」の声を

屋上にある水族館は、面積と積載荷重の制限

探しに、大混雑の水族館に潜入した。

を受けながらも、大水槽展示やアシカのショー、
また日本で初めてサンゴ礁の環境を再現した

サンシャイン水族館は、東京都豊島区の東池

「サンシャイン サンゴ礁」の常設など、様々な
生き物の観察と趣向を凝らしたイベントが体験
図 1 サンシャイン水族館
32
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「サンシャイン サンゴ礁」の常設など、様々な
生き物の観察と趣向を凝らしたイベントが体験
できる施設である。1978 年に開業後、2010 年
に全館リニューアル工事のため一年間閉館し、
2011 年 8 月にリニューアルオープンし、子ども
だけでなく大人まで満足する施設となった。

写真 2 カブトイカ
美しいよりカワイイは「もちがいい」
実際にかわいいと感じる生き物は、展示から
なかなか人が動かないことがわかった。逆に、
クラゲは、見るまでに長い列をつくる人気者で
あるが、時間をかけてやっと順番がきても、鑑
写真 1 サンシャイン水族館

賞時間が非常に短い。かわいいものは時間を

ひとつの展示から聴こえた「かわいい！」

かけて干渉するが、美しい生き物は、短時間の

人が多いせいかもしれないが、かわいい！

干渉で満足するようだ。

という声は、なかなか聴こえてこなかった。ペン
ギンやラッコには人だかりができていたが、一
人も「かわいい！」と歓声をあげることはない。
このような生物は、プロトタイプ的にかわいいこ
とが前提であり、人ごみの中での恥ずかしさと、
あえて言うまでもないという感じであった。
結局「かわいい」という声は「カブトイカ」の展
示が、最初で最後であった。個人的には、かわ
いいという印象とは予想外の生き物であったが、

写真 3 七色に光る美しいクラゲ

小学生から大人の女性まで、水槽の前で釘付

「かわいい」という声は、聴こえなかったが、展

けになり、思わず小さな声で「かわいい！」と漏

示の前にしがみついて、なかなか離れない人

らす声を、数度聴くことができた。

だかりは、フグのような小さな黄色い魚や、カニ

よくイカの顔を見ると、やさしい目と憎めない

である。沢蟹のような、海辺にどこにでもいるよ

顔立ち、動きもゆったりとしており癒しを感じる。

うな、決して珍しい感じはしないカニが、人々

「なるほど！」と納得した。

の心をつかんでいるのは興味深い。
33
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長い時間鑑賞する魅力とは
かわいいと感じる以外にも、鑑賞の時間を長
くする「魅力要因」はいくつか考えられる。動き
が俊敏であったり、大きなゆったりした泳であっ
たり、私たちが潜在的に水族館の展示に求め
ている「魅力」の一端を今回の水族館探検で考
えるきっかけになった。

（了）

出典
図 1； サンシャイン水族館ホームページより

写真 4 小さなサワガニ
時期尚早な
時期尚早な勝手なコメント
勝手なコメント かわいいを聴
かわいいを聴きに行って

（宇治川正人）

わずか４つの施設を訪問した段階では、時期尚早の誹りは免れないが、おぼろげながら傾向のよ
うなものが感じられた。
「かわいい」という声を発する人

何がかわいいか

男性は発しないことはないが、「稀」と言える

遠目で見るかわいいと近くで見るかわいいと

ほど（訪問記では2例のみ）、いずれも子どもに

は同じではないようだ。遠目でわかるかわいい

話しかけている中での発言。

は、明確に周辺のものと区別できることが必要

目立つのは、家族連れの母親、連れに聴こ

条件となる。リスザルやプレーリードッグのよう

えるように「かわいーい！」と比較的大きな声で

なちょこまかした動作、黄色や赤色の外見、群

言いながら、連れを先導して「かわいいもの」に

れとしての動きなど。活発さが共通している。

向かって行くケースが多い。

近くで見るかわいさには派手さは不要。孵化

続いて、ティーンエイジャーの女の子二人連

後日数で並べられたクラゲの幼生のように、成

れ。二人だけで話が通じればよいのか大きな

長して形態が微妙に変化している所も見比べら

声では会話しない。言葉に出さなくても「かわ

れている。動きは緩慢でも良い。

いい」ことは暗黙のうちに感じあえる友達と来て、

ところで、紋別港氷海展望塔のミニ水族館で

「かわいい」に浸ることが目的のようだ。

「流氷の天使」の別名を持つ「クリオネ」を見たこ

カップルの女の子は、「かわいいものを見つ

とがある。本当に翼を広げた天使のようだった。

けたよ」というニュアンスで「カワイーイ」。連れ

脇に解説があり、クリオネは肉食、海中で餌を

の男の子が気づいていないことを知らせる感じ。

見つけると接近し、頭部に格納されている 6 本

私はそういうことに敏感なのというニュアンスが

の触手を展開し捕獲、その養分をゆっくりと吸

あるのかもしれない。

い取る獰猛な生物だそうだ。そういう解説も見
た目のかわいさを際立たせていた気がする。

家族連れの子供達も「かわいい」と言う。
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Photo & Essay

「ANTIPAST」と「
ANTIPAST」と「MARCOMONDE
」と「MARCOMONDE」の靴下
MARCOMONDE」の靴下
清澤 雄
株式会社日本カラー
デザイン研究所
プロジェクト推進部

（きよさわ たけし）
2006 年信州大学大学院
博士前期課程修了
2007 年より現職

靴下はファッションコーディネ
ートの主役とはなりませんが、さり
げないアクセントとして、おしゃれ
度を高めるための名脇役といえる
でしょう。ご紹介するのは、買い
物に行った妻が購入してきた 2 足
のかわいい靴下です。
1 足目は「ANTIPAST」というブ
ランドのもので、このところのトレ
ンドでもあるボタニカル調の柄を
配したデザインです。私が考える
に、この靴下のかわいいポイント
は、甲の部分に配された大胆な
花柄と、その表現の緻密さです。
靴から覗く柄はコーディネートの
アクセントとなり、その花柄は花び
らの部分だけでも 4 色の青が使
われています。上部のグリーン、

「ANTIPAST」の靴下：ウール 80%で風合いや手触りも
かわいい（ような気がする）

イエロー、ピンクのラインには「花
柄にこのラインを合わせてくる
か！」といった意外性もあります。
2 足目は「MARCOMONDE」と
いうブランドのもので、こちらはグ
レーの濃淡によるギンガムチェッ
クのような柄の上に、ネイビー、イ
エロー、ダークグリーンから成る
変則的なタッターソールチェック
が乗っているデザインがかわい
いです。また、貝殻モチーフの金
色のクリップで左右が留められて
いるのもポイントです。
これらのことから、大胆さ、こだ
わり、新規性といった要素と、そ
れらがもたらすある種の驚きが
「かわいい」という感情の喚起に
つながっているように思います。

「MARCOMONDE」の靴下：タグの形や金色のクリップ
もかわいい世界観を演出している
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冬号

K3WG
K3WG の活動
■Ｋ３ＷＧ第７回打合せ
■Ｋ３ＷＧ第７回打合せ 2014 年 11 月 12 日 18:00～20:00 建築会館会議室
季刊誌第 6 号の反省、第７号の編集企画を行う定例的打合せであった。
主査より、研究会の代わりに水族館または動物園を対象に、「かわいいもの」と
客を観察してはどうかという提案、広島大学 入戸野宏准教授にインタビューす
ることの提案があった。また、調査報告：「かわいいを分解する」の調査結果につ
いて報告をもとに検討した。
■インタビュー取材 広島大学 入戸野 宏 准教授 2014 年 11 月 25 日（木）
広島大学で、「かわいい」の心理学・行動科学について積極的に研究活動に取
り組んでおられる入戸野 宏 准教授にインタビュー取材した。
■来年度以降の活動計画書を提出
日本建築学会 環境工学委員会 環境心理生理運営委員会 環境心理小委員
会の下位組織として活動している本ＷＧは、来年３月までの設置期間を終える。
27 年度からは、「かわいいと構築環境に関する研究ＷＧ」という名称で２年間の
活動を実施するという主旨の活動計画書を提出した。
■新シリーズ「かわいいを
新シリーズ「かわいいを聴
「かわいいを聴きに行く」
きに行く」スタート
１１月 23 日 江戸川動物園訪問
12 月 21 日 すみだ水族館訪問
12 月 23 日 上野動物園訪問
2015 年１月３日 サンシャイン水族館訪問
■実践女子大学
実践女子大学人間社会学部紀要に投稿
実践女子大学人間社会学部紀要に投稿
■季刊誌「けい・きゅーぶ」第７号発行
■季刊誌「けい・きゅーぶ」第７号発行

2015 年 1 月 15 日
2015 年 1 月 15 日

けい・きゅーぶのサポーター（読者）を募集しています
けい・きゅーぶのサポーター（読者）を募集しています
本誌の購読を希望される方には、サポーター（読者）として登録し、Ｅメールで発行とダウ
ンロード先をお知らせします。ぜひ、ご連絡ください。無料です。
連絡先：
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冬号

キーワード事典
効果の法則

「可愛い」と建築の問題に関わりが深いと思わ
れる語について、その定義やエピソード、建築

【定義】 結果として満足を伴う反応はその刺激

との関わりや実例などをまとめた。なお、このキ

状況との結合が強められ（満足の法則）、不満

ーワード事典は、用語の意味をクールに述べ

足を伴う反応はその結合が弱められ（不満足の

る用語辞典とは異なり、語の選定にも内容にも、

法則）、またその結合の強さは満足、不満足の

執筆者の思い入れを込めて、記憶に残る情報

大きさに応じて増加あるいは弱化する（強度の

の提供を目指してまとめたものである。

法則）という米国の心理学者 E.L.ソーンダイク
が提唱した法則。不満足の法則は、後に、ソー

本号で紹介するキーワード

ンダイク自身によって否定されている。

効果の法則

関連資料
藤森進, 2000, 「学習とは？」榎本博明・藤森
進・飯野晴美編著『サイコロジー―こころの発達
と教育』北大路書房, 68－73
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