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第 1章 研究の概要                 

1-1 背景と目的 

近年、通信機器の発達に加え競争社会の激化により、人々

は直接的な相互作用を避ける傾向にある 1。その一方でヤンツ
2が相互作用を自分自身の生の提示と表現しているように、私
たちにとって直接的な相互作用は必要不可欠である。 

このような社会状況の中でも、レジャーでは直接会話はし

なくとも、他者間で社会的な相互作用が生じている可能性が

ある。 

とりわけ東京ディズニーリゾート(以下、ディズニーラン

ド)は 1983年に開園し、今や年間 3,000万人 3をも動員して

いる点で注目に値する。 

社会学者のジンメルは、きっかけとなる目的や衝動を切り

離して他者との相互作用自体を楽しむことを社交 4と表現し

た。ディズニーランドを彼のいう社交という切り口で分析で

きないだろうか。 

以上より本研究では他者間の相互作用が行われる場として

レジャーをとらえるとき、(1)ディズニーランドの特異性を他

のレジャーとの比較をすることで検証する。(2)ディズニーラ

ンドのアトラクションの多様性とその「意味」を記述する。 

1-2 先行研究 

 様々なレジャーの特徴を抽出している論文として佐橋 5や

田中ら 6のものがあるが、人々の相互作用に着目してはいな

い。レジャーでは一時的な相互作用が生じ、それを参加者が

楽しんでいる可能性がある。またジンメルの社交に関する論

文はいくつかあるが、それ自体に着目して個別に言及してい

るものはない。本研究では、ディズニーランドをはじめとす

るレジャーを、ジンメルのいう社交のような相互作用から論

じる点で独自性がある。 

1-3 研究の方法と論文の構成 

 第 2章ではディズニーランドの概要を述べ、第 3章でジン

メルの社交について知見を整理する。第 4章ではディズニー

ランドをはじめとする様々なレジャー時にどのような相互作

用が生じているかなどの意識調査を行い目的(1)の達成を図

る。第 5章ではディズニーランドのアトラクションの人々の

配置設定に着目し目的(2)の達成を図る。第 6章で結論とする。 

 

第 2章 ディズニーランドの概要                  

 ミッキーマウスなどウォルト・ディズニーが制作したアニ

メーションの世界を忠実に再現したものがディズニーテーマ

パークである。ディズニーアニメは今や世界中で親しまれて

おり、また子どもの頃に親しんだ世代が親になっている 7こ

とから、世代や国境を越えあらゆる人々が足を運んでいる。

その中で東京ディズニーランドは 1983年に開園し、2001年

に隣接する形で東京ディズニーシーが開園した。3パーク内の

エリアはアニメのテーマ別に分かれており、空間や従業員、

サービスなど全てが、来場客が様々な世界を五感全てを使っ

て楽しめるように仕掛けられている。8このようにディズニー

アニメをベースとして非日常的な世界が広がる東京ディズニ

ーリゾートには今や年間 3,000万人が訪れる。 

 

第 3章 ゲオルク・ジンメルの社交                 

ジンメルは「社交」を次のように説明した。社会生活にお
ける本当の「社会」というのは、相互協力、相互援助、相互
対抗のことであって、これと結びつくことによって、衝動や
目的から生れた実質的乃至個人的な内容や関心が構成され促
進されるのである。そして、これらの諸形式は、新しく独立
の生命を獲得し、内容という根から一切解放された活動を営
む。ただ諸形式そのもののための、また、この解放から生れ
る刺戟のための活動を営む。これこそ社交という現象である。
4松本 9は純粋に相互作用そのものを楽しむことと説明してい
る。またジンメルは、目的や衝動が戯れに化すことから遊戯

の一つとも捉えており、遊戯的形式とも表現している。 

ジンメルの社交、遊戯的形式に関して山崎 10が、利益や目

的といったまじめな要素と遊戯を峻別しすぎていると批判し

ている。このように部分的な批判はあるが、相互作用自体を

純粋に楽しむということを根本から否定、覆すものはない。 

 

第 4章 レジャー経験者による意識調査からみるディズニーラン

ドの特異性 

本章では、様々なレジャー時にどのような相互作用が生じ

ているかなどの意識調査を行い、ディズニーランドの特異性

を考察する。 

4-1 調査概要 

調査項目は、表 1で示す 9つを選定した。対象は大学生と

し、1年以内に行った項目に対して回答を依頼した。 
表 1：調査項目 11 

 
また本研究では他者との相互作用は周辺客(同伴者は含め

ない)と鑑賞対象とで異なると仮定する。そのうえで、それら

を意識レベルで評価するため、周辺客への意識を「周辺対人

意識」、鑑賞対象への意識を「対象意識」と定義する。周辺対

人意識や対象意識には、そこで心理状態や周辺空間の評価が

影響し合っていると考え、これらをそれぞれ「心理状態」、「空

間評価」と定義する。 

各評価指標は社交及び人々の相互作用について論じている

文献 4,10,12と既往研究 13から抽出し、予備実験結果を踏まえ

て選定した。回答は 5段階評価で行った。 
－２:全くない －１:あまりない ０:どちらともいえない １:少しある ２:ある 

  
図 1：レジャー空間イメージ図 

4-2 調査結果 

 
図 2：レジャー別「周辺対人意識」 



 
図 3：レジャー別「対象意識」 

  
図 4：「心理状態」からみたレジャーの位置づけ 図 5：「空間評価」からみたレジャーの位置づけ 

97人から 192回答を回収し、調査項目ごとに「周辺対人意

識」と「対象意識」の平均をとり、レーダー図化したものが

図 2、3 である。また、「心理状態」と「空間評価」は評価指

標が 13と多いため、平均値を用いて主成分分析を行った。そ

れぞれの各評価項目の主成分得点をもとに作成した散布図が

図 4、5である。 

4-3 考察 

 各評価項目においてディズニーランドについてまとめた。 
表 2：ディズニーランド調査結果まとめ 

 
ディズニーランドでの「心理状態」は、競馬などに比べる

と「動態性」が低く、映画鑑賞や花火大会と同じように「想

像性」が高いことから、比較的静かに観る傾向がある。その

ため、「周辺対人意識」で「敵対心」や「愛」が向けられてい

るライブ鑑賞、競馬などとは異なり、「一体感」のみ向けられ

ている。一方「対象意識」は「敵対心」、「競争心」を抜いた

「愛」や「祝意」などが向けられており映画鑑賞、ライブ鑑

賞と近く、またこれらは「心理状態」の「想像性」が高い。

以上よりディズニーランドは、比較的落ち着いて、周辺客と

共にキャラクターの世界に思いを巡らせているといえる。 

 

第 5章 人々の配置設定からみるアトラクションのデザイン      

 4章の結果に最も影響を与えているものがアトラクション

であると考える。しかしそれは多種多様であるため、相互作

用という観点から人々の配置設定を調査する。 

5-1 調査概要 

 東京ディズニーランドのアトラクションに絞り、以下の 2

点を調査した。 

 アトラクション時の「周辺客」・「来場客」の可視範囲 

 アトラクションの人数規模 

アトラクション時、可視の範囲によって相互作用する相手も

異なると考え、同じアトラクションに参加している他者(同伴

者は除く)を「周辺客」、同伴者と周辺客以外の他者を「来場

客」と定義する。そのうえで可視の範囲が次の 3つのうちど

れかを分類した。 

• 終始同伴者のみ見える 

• 同伴者だけでなく「周辺客」も見える場面がある 

• 「周辺客」だけでなく「来場客」も見える場面がある 

 どちらの調査も東京ディズニーリゾート HP8を利用した。

その中でも可視範囲の調査は各アトラクションのページに載

っている 1分程度の動画を用いて行った。 

5-2 調査結果 

 本調査では自分と同伴者 2人のみで行った場合を想定し、

定員が 5人以下のものは 2人のみで乗ることとした。アトラ

クションは定員数で、5人以下、5人から 100人未満、100

人以上、未設定(散策型)の 4つに分類をした。 
表 3：可視範囲・人数規模別にみるアトラクション数 

 
5-3 考察 

 「周辺客」も「来場客」も見えないものは定員が少ない 5

つのみだが、それ以外はまんべんなく分類されている。ディ

ズニーランドではアトラクションを乗り回って楽しむのが基

本である。このため、人々はアトラクションに乗るたびに、

異なる範囲で、異なる人数規模の相互作用を体験していると

いえる。 

 またジンメルは、或る人の喜びは、他の人々も喜んでいる
ということと堅く結ばれて 4 いると論じているように、人々

がそれぞれ楽しんでいることは互いに影響し合い相乗効果を

生んでいる。したがってアトラクション時に他者が見える範

囲やその規模が多様に変化していくディズニーランドは他の

レジャーにはない体験の場を人々に与えているといえる。 

 

第 6章 結論                                    

ディズニーランドは、「心理状態」に関わる意味空間で「想

像性」の度合いが高く、映画鑑賞、花火大会と類似している。

しかし初めての映画や花火を鑑賞することと、ディズニーラ

ンドで観賞することは意味合いが異なる。ディズニーランド

にはキャラクターという共通認識できる存在があり、それぞ

れ物語を有している。そしてそれらを巡る装置としてアトラ

クションがある。これよりディズニーランドは必然的に来場

客の他者性を弱め、アトラクションに乗る人々はキャラクタ

ーの世界に思いを巡らせている。したがって「周辺対人意識」

の強い「一体感」は、既知であり共通の物語の世界に思いを

巡らせていることにも向けられており、その点で映画鑑賞、

花火大会とも異なる。また、アトラクションの可視範囲や人

数規模が様々であることから、多様な相互作用が行われる環

境が整っており、人々はアトラクションを乗り回ることで、

毎回違った範囲、規模の相互作用を体験しているといえる。1

つのレジャーで相互作用が変化するものとして同じ遊園地・

テーマパークの富士急ハイランドがあるが、鑑賞が主たるデ

ィズニーランドとは異なる。また観賞が主たる他のレジャー

とも相互作用の形式が多様である点で異なる。 

 またジンメルは、社会の中で多くの集団が形成され分裂す
る姿が社会的理想の縮図４であると論じている。アトラクショ

ンを乗り回ることが基本であるディズニーランドでは、いた

るところで人々が集まり解散しそれが繰り返されている。こ

のように自由に人々が入り混じるディズニーランドは彼のい

う社会的理想の縮図に近い。 
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