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本研究の狙いは、人々が自己（の身体）を移動することで達成しようとする価値（目的
的価値・手段的価値）をめぐる振る舞いと意識を「移動文化」と捉え、低炭素社会＝近未
来社会においてそれがどのような展開をみせるかを探ることにある。若い世代の趣味価値
が新しい観光を生み出す、という仮説のもと、まず、アニメ人気に連動して話題になって
いる「聖地巡礼」ブームを取り上げる。
〈観光地の発明〉といってもいいこの新しい流れに
関し、実地調査を通して文化社会学的な考察を試みる。ついで、現代人の「趣味・嗜好」
が移動文化に及ぼしているもう一つのフィールドとして「鉄道趣味」の世界、とりわけ「乗
り鉄」と呼ばれる人たちの移動行動を取り上げる。ここに見られる「移動メディア」
（移動
を可能にする乗り物）への一途な「選択」、経路や鉄道網へのナイーブな耽溺には、移動文
化の古くて新しい、より豊かな地平が映し込まれているはずだからである。
The purpose of this study is to investigate how mobility culture will develop in the near future low
carbon society. We can define mobility culture as a manners and a consciousness in connection
with the value in which people attempt by moving their own bodies. On the assumption that the
hobbies and the values of youth create the new tourism, we would like to explore the next two
topics: anime pilgrimage and railfan. Anime pilgrimage movement is an interesting case of the
Invention of Tourist Spot; we thus study from the viewpoint of cultural sociology through the field
survey. Likewise, railfan’s world (noritetsu) is a sphere in which individuals’ hobby and taste
influence on mobility culture. In other words, there is no doubt that their single-mindedness to
mobility media and their indulgence in railway routes reflect a new phase of fertile mobility
culture.

１．研究目的

ば明らかな通り、生理的・社会構造的に条件

人の身体的移動（「バーチャル移動」とは区

付けられたものがほとんどであるといえるか

別された）は、現代社会においても買い物、

もしれない。しかし、だからこそ、現代社会

通勤・通学、出張、単身赴任などを想起すれ
にあっては自らが欲望するところの移動行動
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が価値を有する。
〈観光〉とは、人間が余暇時間を利用して

本研究グループで扱うテーマは３つある。

目的地まで移動するという行為であると同時

（1）《趣味》が観光地を「発明」する：アニ

に、その社会のありようを表象するメディア

メ聖地巡礼を中心に

としても捉えることができる。すなわち、観

現代人は、これまで定番と考えられていた

光地の魅力が集合的に共有されたときに、そ

名所、旧跡、温泉、テーマパークとは異なっ

れが人々の心情に影響を及ぼし、集合的な同

た、
「マイブーム」といった言葉に象徴される

一性を支え、人々を関係づける。その意味で

ような「自前の世界の構築」に大きな関心を

観光は、移動文化・移動価値の変容を、空間

示し出してもおり、その動向はいろいろな形

的広がりのなかで表現する先端的な社会現象

で現象している。こうした〈観光地の発明〉

といえる。観光資源、観光立国といった産業

といってもいい流れとして、「アニメ聖地巡

振興的まなざしも、そうした前提のもとで有

礼」を取り上げ、その文化社会学的な意味合

意味なのだという点を忘れてはならない。

いを追究するための関連調査を行った。代表

人々の〈観光〉行動としての「移動文化」

的な聖地として『らき☆すた』と関連する旧

といっても、その内包は多様で、したがって

鷲宮町（現久喜市）の実査に加え、ワンダー

その分析も一筋縄ではいかない。こうしたな

フェスティバルなど、現代の若者のサブカル

かにあって本研究が注視するのは、社会の〈趣

チャー志向の「リアル」を観察するためのフ

味〉化という視点である。現代社会にあって

ィールドワークを試みた。（宮城県七ヶ浜町
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（3）観光《趣味》がブランド化する：
「古都=

みようというのが、本研究の狙いである。
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する新しい観光行動に注目するものであるの
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ようとした。
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果の分析と考察をめぐる意見交換、討議を重

し、氏からの聞き取りを行うことを試みた。

ねた。

また各種の鉄道において「乗り鉄」の存在・
行動を確かめるために、ローカル線（近江鉄
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道、信楽高原鐡道、明知鉄道）、路面電車（万
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合わせのためのものでもあった。
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（3）人の観光行動には、目的地の「（広い

ける「古典的な現実」への飢え：見田宗介な
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