
What will happen to “Moomin”
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:From the survey of 1oo Japanese age 10’s-20’s
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そんな私が、日本で「ムーミン」の
キャラクターについて
最近不安に思うことがあるのです。

それは…。10代、20代の若者が…
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私は子どもの本のジャーナリスト

そして、司書、絵本作家

子どもの本出版の代表をしています。



「ムーミン」は好きだけど、

正直、
そらへんはあんまり
興味ないです。
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事例
「ムーミンバレーパーク」に行きたいという
女子高校生2名へのヒアリング
ムーミンの本を読んだことがあるかと聞いたところ、2人とも本も絵本もアニメも見
ていなかった。さらに、トーベ・ヤンソンがムーミンの原作者であることも知らない。

だが、ムーミンは好きという回答を得た。理由は「スナフキンのクールなイメージが

好き」だからだそうだ。

大学生へのヒアリング
ムーミンを「入試に出たキャラクター」と答え、トーベ・ヤンソンが原作だとは知って

いたが、物語は読んだことがなく、また本には興味がないと答えた。だが、ムーミン

は好きかという質問には、嫌いではないと答え、その理由が「オシャレに感じる」と

いう回答だった。
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ムーミンは好きだけど、
トーベ・ヤンソンって誰？

「ムーミン」は、北欧のライフスタイルとトーベヤンソンの芸術性をアピールするこ

とで、子どもアニメの域を超え、日本の若い世代を中心にヒット。

キャラクターのブラディングに成功した。

しかし、一方で「ムーミン」ファンでも、

トーベ・ヤンソンの文学には関心が薄く、興味がキャラクターにしか向いていない。

大学生を中心に、文学から遠くなった
キャラクター「ムーミン」の実態を調査し、
その傾向について、これからの「ムーミン」
の展望を考えたいと思いました。
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What they think
of Moomin
10代、20代の

ムーミン意識調査

アンケート調査期間：2019年9月20日～10月3日
マイティブック調べ

.
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女性

５７．４％

男性

４２．６％

列1

Profile of respondents / by sex 
101 respondents; Male 43(42.6%) / Female 58(57.4%）

回答者プロフィール 性別
101件の回答

女性58人(57.4%) /男性43人(42.6%)
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１０代

４０．６％

20代

５９．４％

列1

Profile of respondents / by age 
101 respondents; 10s 41(40.6%) / Female 58(59.4%)

回答者プロフィール 年齢
101件の回答

10代 41人(40.6%) /20代 58人(59.4%)
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回答101件／101 respondents

Ｑ１
Do you know 
Moomin?
ムーミンを知っていますか？

Yes

１００％

No

０％
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Ｑ２
１

回答101件／101 respondents

Have you read 
picturebooks
of Moomin?
(ToveJansson’s version)

ムーミン絵本を
読んだことがありますか？
（トーベ・ヤンソン著版）

Yes

１０．９％

No

８９．１％

列1

はい（Ｙｅｓ）
Choose books you have read in Q2-1
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Choose books you have read 
(multiple answers possible)

Ｑ２-1

１）それからどうなるの？／The Book about Moomin, Mymble and Little My ０

２）さびしがりやのクニット／Who Will Comfort Toffle? ０

３）ムーミン谷へのふしぎな旅／The Dangerous Journey １

４）ムーミンやしきはひみつのにおい／Villain in the Moominhouse ０

10）書名は覚えていないが、ムーミンの童話（小説）は読んだことがある／
I have read, though I do not remember its title

１１
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Ｑ３
１

回答101件／101 respondents

Have you read 
novels for 
Children?
(Tove Jansson’s version)

ムーミンの童話（小説）を
読んだことがありますか？
（トーベ・ヤンソン著版）

Yes

７．９％

No

９２．１％

列1

はい（Ｙｅｓ）
Choose books you have read in Q3-1
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Choose books you have read 
(multiple answers possible)

Ｑ３-1
１）ムーミン谷の彗星／Comet in Moominland ３

２）たのしいムーミン一家／Finn Family Moomintrol ５

３）ムーミンパパの思い出／Moomin Papa’s memories ２

４）ムーミン谷の夏まつり／Moominsummer MadnessTales from Moominvalley １

５）ムーミン谷の冬／Moominland Midwinter ２

６）ムーミン谷の仲間たち／Tales from Moominvalley ２

７）ムーミンパパ海へいく／Moominpappa at Sea １

８）ムーミン谷の11月／Moominvalley in November １

９）別巻 小さなトロールと大きな洪水／The Moomins and the Great Flood ０

10）書名は覚えていないが、ムーミンの童話（小説）は読んだことがある／
I have read, though I do not remember its title

３
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Ｑ４
３１

回答98件／98 respondents

Have you 
watched 
Moomin
animation?
ムーミンの
アニメは見ましたか？

Yes

４４．９％

No

５５．１％

列1
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はい（Ｙｅｓ）
Choose books you have read in Q４-1



Ｑ４-1

15

2

2

24

20

0 5 10 15 20 25 30

1969年

1972年

1990年

覚えていないが見た記憶はある

Choose ones you have 
watched (multiple answers possible)



Ｑ５
４３
１

回答100件／100 respondents

Do you have 
Moomin
goods?
ムーミンの
グッズは持っていますか？

はい（Ｙｅｓ）

４１％

いいえ（Ｎｏ）

５９％

列1

はい（Ｙｅｓ）
Choose books you have read in Q5-1
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24

1

7

11

19

0 5 10 15 20 25 30

その他／Other

映像・音楽／DVD・Video・

MusicCD

玩具／Ｔｏｙｓ

洋服／Ｃｌｏｔｈｅｓ

文房具／Ｓｔａｔｉｏｎａｒｉｅｓ

Choose ones you have in 
goods (multiple answers possible)

Ｑ５-1
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Ｑ６

回答９８件／９８ respondents

Do you like 
Moomin?
ムーミンは好きですか？

Yes

８１．６%

No

１８．４%

列1

18



Ｑ７ 回答９８件／９８ respondents

Do you know 
that the author 
of Moomin is
someone
named 
Tove
Jansson?
トーベ・ヤンソンがムーミンの
原作者であることを知ってい
ますか？

Yes

２６．７%

No

７３．３%

列1
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Ｑ８ 回答１０１件／１０１respondents

Do you want  
to read original 
works 
authored by 
Tove
Jansson?  
トーベ・ヤンソンの書いた
ムーミンシリーズ
（絵本や小説の日本語訳）を
読んでみたいですか？

はい（Ｙｅｓ）

４１．６%

いいえ（Ｎｏ）

５４．５%

すでに読んだ

４％

列1
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Write freely about Moomin and /or Tove Jansson.
＜Q9＞その他ムーミンやトーベ・ヤンソンに関することがあればご自由にご記入下さい。

l  ムーミンそのものもかわいいと思うのですが、スナフキンが好きです。I love Snufkin while I think 

character of Moomin itself is also cute.

l  僕はセンター試験世界史受験でしたI took World History as a subject in Japanese SAT.

l  カバに似てる気がするLooks like a hippo

l  母がすき。ニョロニョロがすき。I love Moomin Mama and Hattifatteners.

l  バーバパパBaba Papa.

l  ムーミンたんがカバさんだって最近知りました。妖精さんだと思ってました(⸝⸝o ̴̶̷᷄ · ̭o ̴̶̷ ̥᷅⸝⸝)ううっ

I have recently come to know that dear Moomin is a hippo, while I thought it was a fairy, sadly.

l  西武池袋線が最寄りなので、飯能にムーミンのアミューズメントパークがあるおかげか謎の親近感があり

ます。As the closest railway to my house is Sebu Ikebukuro Line and there is an amusement park 

of Moomin in Hanno alongside the line, I somehow feel an enigmatic familiarity toward it

l  テレビのアニメ特集や車のCMで見たので知っている。 知識としては知っているが、具体的にどのような

物語かは知らない。 また、物語の内容よりも、ネット上にある都市伝説的な噂の方は知っている。The 

reason why I know Moomin; I looked in Car CM and special feature program of cartoon on TV. I 

know it as knowledge, but do not know what kind of story Cleary. I certainly know some “urban 

legend” like rumor on the website contents.

l  にょろにょろかわいいHattifatteners are so cute.

l  以前フィンエアーを利用したときに、ムーミンとのコラボレーションをやっていて可愛かった。 日本で

も何かコラボして欲しい。When I boarded Finnair before, Moomin was focus on for collaboration 

campaign inside the plane. I want you to see some collaborate in Japan too.

l  あけぼの子どもの森公園に行きましたI went to Tove Jannson Akebono Children’s Forest Park.
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Since 1965 when Moomin series were translated into Japanese and started to be sold as books for children,
they have become a best seller with over 50 thousand volumes sold in their total; the reasons not only lie
in being made animation but also in sympathy felt by Japanese, who have been long familiarized with
Oriental “ghosts” or “monsters” deemed to be naturally existing in their surroundings and “enigmatic” or
“horrifying, toward Moomin stories authored by Tove Jansson that contain similar familiarizing factors.(*4)
Meanwhile 1st generation who read or watched “Moomin” from 1960s to 1970s, may be there worldview
of Tove Jansson had rendered more vague with characters with Japanese arrangements showing up in its
version of “Moomin”, but the worldview written out in her books had reached if rather unconsciously. 2nd
generation who know mother’s generation from 1980s to 1990s, “Moomin” stories combined with its
characters, strange and a bit horrifying but ever attractive, have indeed constituted its worldview.
In more than 50 years now since the birth of Moomin, we may need to further research the changes of
and influences by its images inherited through three generations from parents to children to
grandchildren; the 3rd generation from end 1990s is certainly away from the worldview of Tove Jansson’s
stories that Moomin characters growing as a license business are starting to evolve.,
That “Winnie-the-Pooh”, a masterpiece created by A. A. Milne, has totally gone in Disney’s character
strategy is an issue around such character businesses much talked about among researchers of children
literatures, which may or may not happen to Moomin.
I myself hope humbly that current younger generations will inherit Moomin in its stories, not only symbol
of “chic Northern European style”.
I expect, the new marketing method will make up to reborn the Moomin characters with worldview of
Tove Jansson stories, just like they have changed Japanese-style Moomin into one with the original image.
For that reason, I want to say focus on the Q8, about 41% say they want to read a Tove Jansson books, that
we should remember how to work with libraries and librarians who deliver the joy of reading stories to
children and the loving books people around the world.

.

Conclusion: まとめ
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If you need English paper,
Please let me know!

info@mightybool.net



.

Conclusion: まとめ

ムーミンシリーズが日本語に翻訳され、子どもの本として発売された1965年以降、初版からシリー

ズ累計で５万部を超えるベストセラーとなっています。その理由についてアニメ化されたことも大きい
のですが、もともと自然や妖怪など、身の回りで「怪しい」「怖い」と感じる現象を「幽霊」や「妖怪」と
キャラ化して親しんできた日本人には、トーベ・ヤンソン原作のムーミンの物語は同じような要素が
盛り込まれ共感しやすかったのではないかと考えられます。

この日本のアレンジが加わったキャラクターの「ムーミン」アニメで、一旦日本でトーベ・ヤンソンの
世界観が曖昧になってしまったことは否めません。しかし、ムーミンの世界観は、アニメだけでなく、
国際アンデルセン賞作家の本として、読書で届いていたことを、私のような1960年世代は知って五
いるのではないかと思います。

ムーミンの持つ、奇妙で怖い、だがどこか惹かれる、ムーミンの物語とキャラクターが合わさって描
かれるムーミンの世界観は、ムーミン誕生から50年を超え、時間とともに親から子そして孫へとイ

メージが変化しています。この変化が及ぼす影響については、このアンケートだけでは曖昧で、もっ
と掘り下げて研究する必要があると思います。

しかし、ライセンスビジネスとして成長するムーミンキャラクターはトーベ・ヤンソンの本の中の物語
の世界観とは、少し離れて進化を始めたという事実はアンケートから読み込めます。

A.A.ミルンが書いた名作『クマのプーさん』が、ディズニーのキャラクター戦略で跡形もなくなって
しまったことは、児童文学の研究者の間で語られるキャラクタービジネスの問題点です。

しかし、ムーミンがそうなるとは限りません。なぜなら、日本ムーミンから本来の世界観を持つムー
ミンに変化させ、人気を復活させたマーケティングは、これからも皆が望む方向にキャラクターを展
開させのではないかと期待できるからです。「ムーミン」の価値さえ見誤らなければ、新たなマーケ
ティングでトーベ・ヤンソンの物語は日本人に戻ってくるはずです。
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Q8

Yes

Q8のトーベ・ヤンソンの本を読みたいという４１％に注目！
図書館や司書のように世界中で読書の楽しみを伝える人々がいることを忘れずに、

キャラクターと文学を結びつける取り組みを次世代に向けて行っていきたいですね。
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子どもの本ジャーナリスト●まついきみこ
出版社マイティブックの代表として出版の代表。子どもに物語を読む楽

しさを伝える取り組みを行う際に出会った世界中の子どもの本を愛する

人々のねっとワークから、子どもの本のジャーナリストとしても図書館

振興財団『図書館の学校』や日本国際児童図書評議会『BooK＆
Bread』の機関誌ほかダイヤモンドオンライン等で執筆を行っている。
Kimiko Matsui, a journalist of books for children
The CEO and President of “Mighty Book”, a publisher of 
books for children. As a journalist of books for children, she 
writes for “School of Libraries”, an NPO to promote libraries, 
“Book & Bread”, a magazine issued by Japan Board on 
Books for Young People and Diamond Online, etc., with her 
network with people loving such books around the globe, 
whom she met when she tried to implement events to 
convey to children the joy of reading stories.
.

12月5日発売号の「Kazi」にムーミンと
フィンランドの旅行記事書いています。
買ってね！！

ご清聴ありがとうございました！

Kiitos
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