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1. は じ め に 

1.1. インフォーマルな学習環境における「興味」

への注目 

わたしたちの生涯において学校（フォーマルな学習

環境）で過ごす時間の割合はごくわずかだという認識

のもと，インフォーマル学習への注目が高まってきた．

例えば，世界的な影響力をもった How People Learn: 

Brain, Mind, Experience, and School （ NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL 2000）の続編となる How People 

Learn Ⅱ: Learners, Contexts, and Cultures（NATIONAL 

ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND 

MEDICINE 2018）は，インフォーマル学習研究による

知見の報告を目的としている．また日本の教育工学に

おいても山内・山田（2016）の出版に象徴されるよう

に，インフォーマル学習は重要な研究テーマとして位

置づくようになった． 

インフォーマル学習は「仕事，家庭生活，余暇に関

連した日常の活動の結果としての学習」（山内・山田 

2016: 10）と定義され，研究対象は幅広い．こうした

インフォーマル学習に関する研究をレビューした

BARRON and BELL（2015）は，研究動向を以下のように

まとめている．すなわち，①学習を捉える理論的視座

として社会文化的アプローチを採用すること．②対面

環境からオンライングループまでの様々な学習環境で

いかに学習が生起するのかを明らかにすること．③学

習者の興味，アイデンティティ，パートナーに着目し，

時間・状況を横断して学習がいかに生起するのかを明

らかにすること．④学習機会の平等を実現するための

デザイン研究を進めること，である． 

この中でも学習者の「興味」はインフォーマル学習

を駆動する主要因である．あらかじめ学習内容や学習

方法が定められておらず，学習者が自発的に参加する

ことの多いインフォーマルな環境では，興味の種類や

深さによって学習成果も変わってくる．興味に焦点を
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当てた学習環境デザインも実践されており，例えば，

「つながりの学習」（ITO et al. 2013）のデザイン原則

はシカゴ公共図書館内に設置された若者向けメディア

制作スペース YOUmedia をはじめ，様々な場に応用さ

れている． 

1.2. 興味追求の手立てとしての趣味 

こうした社会背景のもと，私たちは「人々が生涯を

かけてどのように興味を追求し，深めていくのか」，

「興味の深まりを社会はいかに支えられるか」という

問題を探求する必要がある（岡部 2018）．  

そのための手立てとなるのが「趣味」である．趣味

は「生活に必要な収入を得ることを目的とせず，面白

いがゆえに自発的に参加する余暇活動で，特に専門的

な知識とスキルを学習しながら長期的かつ真剣に実践

されるもの」（STEBBINS 1992）であり，教室や職場の

外部におけるインフォーマルな場で実践される．例え

ば，若者はたいていの場合，学校外の趣味として自ら

の興味を追求している（HOFER 2010）．趣味を手がか

りにすることで，どんな社会環境が興味追求を支える

のかを知ることができるだろう． 

1.3. 興味の深まりに関与する趣味縁 

興味追求としての趣味に着目した先行研究は，趣味

を通した社会関係，すなわち「趣味縁」（浅野 2011）

が興味を深めることを明らかにしてきた．一般的に社

会関係は興味に影響を与えるが（BERGIN 2016），イン

フォーマルな状況において教育者が関与しない趣味の

場合は，なおさら同好の士との関係性が重要になる． 

1.3.1. 強固な実践共同体 

先行研究が明らかにしたのは，ホビークラブやサー

クル，同好会や楽団といった「実践共同体」（WENGER 

1998）としての趣味縁の関与である．例えば，アマチ

ュア天文学や生物学，野鳥観察などの趣味では，観察

会やアウトリーチ活動，ニューズレターの発行といっ

た共同の事業に参加することで，趣味人は新たな面白

さに出会えていた（AZEVEDO 2013, CORIN et al. 2017, 

木村 2017, 木村・小川 2018）． 

その一方で，アマチュア・オーケストラでは同じ楽

団に所属し続けることがマンネリを生むため，音楽性

の異なる別の楽団に移籍することが興味を深める契機

となっていた（杉山ほか 2018）．強固な趣味縁である

実践共同体は，興味を深めるための豊かな機会を提供

できる反面，しがらみにもなりやすい． 

このように先行研究は，実践共同体が興味の深まり

に関与することを明らかにしてきた．だが，昨今では

実践共同体のような組織的特徴をもたない，ゆるやか

で開放的な趣味縁の勃興が指摘されている（ITO et al. 

2018）．こうした趣味縁がいかに興味を深めるのかは，

未だ明らかにされていない． 

1.3.2. 勃興するゆるやかな実践ネットワーク 

ゆるやかで開放的な趣味縁の例として指摘されるの

が，ソーシャルメディアやポータルサイトを介した趣

味縁である．こうしたアフィニティスペースにおいて

趣味人は制作物の公開や情報交換を通して交流できる

が，実践共同体のように所属を前提にした強固なつな

がりは求められない（GEE 2005）．例えば，ソーシャル

メディアを介して趣味的に超小型衛星を開発するプロ

ジェクトでは，流動的なメンバーが思い思いに模型や

動画を制作していた（渡辺・田邊 2016）．彼らは没交

流なわけでもないが，必ずしも共同の事業を行うわけ

でもない． 

こうしたゆるやかで開放的な趣味縁は，実践共同体

に対して「実践ネットワーク」（NoP: Network of 

Practice）（BROWN and DUGUID 2001）であると考えられ

る．BROWN and DUGUID (2001: 205) によれば，実践ネ

ットワークとは「互いに面識がないかもしれないが，

実践を共有しているためコミュニケーションや知識共

有が可能な人々のゆるやかな関係性」と定義される社

会関係であるが，BROWN and DUGUID (2001)では「ゆる

やかな関係性」の明確な判断基準は示されていない． 

しかし，実践ネットワーク（BROWN and DUGUID 2001）

が実践共同体（WENGER 1998）と対比的な関係性とし

て定義されている点をふまえ，社会学やメディア研究

において議論されてきた「共同体とネットワークの差

異」（WILLSON 2010）を参考にすると，実践共同体と実

践ネットワークの差異は表１のように整理できる． 

それに基づけば，実践ネットワークのゆるやかさは，

持続的な交流を前提にしていない一時的・偶発的な関

係であること，成員の同質性を保つための制度がなく

異質な者どうしが参加できること，から判断できる．

 

表１ ２つの趣味縁の比較 

 実践共同体 実践ネットワーク 

実践 共有 共有 

関係性 凝集的 分散的 

交流 持続的・定期的 一時的・偶発的 

成員性 同質的 異質的 

（BROWN and DUGUID 2001, WENGER 1998, WILLSON 2010

をもとに筆者が作成） 
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この特徴によって，実践ネットワークは実践共同体よ

りも分散的な関係性である一方，実践共同体と違い，

異質な者どうしの出会いや交流を可能にする． 

このように，近年勃興する実践ネットワークは実践

共同体とは異なる性質をもった趣味縁であり，興味の

深まりに対する関与の仕方も異なると考えられる． 

1.4. 本研究の目的 

そこで，本研究は「趣味人が興味を深めるとき，実

践ネットワークとしての趣味縁がいかに関与するの

か」を明らかにすることを目的とする． 

2. 方 法 

2.1. 事例：デジタル時代のアマチュア写真 

本研究では趣味の実践ネットワークに着目するため

に，事例として「デジタル時代のアマチュア写真」を

取り上げた． 

実践ネットワークに着目しやすい趣味は，アマチュ

ア・オーケストラや草野球のような団体活動よりも，

個人で実践できるものだろう．そうした趣味の事例と

して絵画や無線なども挙げられるが，その中でもアマ

チュア写真は実践ネットワークの勃興が近年著しい． 

それを牽引するのが，デジタルテクノロジーの発展

による写真活動の「個人化」である（HAND 2012）．Flickr

や Instagram といった写真に特化した SNS が登場する

と，アマチュア写真家たちは個人のアカウントを開設

し，自分の撮影した写真をアップロードして公開でき

るようになった．同時に，他の写真家が撮影した写真

を閲覧しコメントを付けることも可能となり，アマチ

ュア写真家たちはインターネットを介して多様な写真

や写真家と出会えるようになる．その結果として，デ

ジタル時代以前のアマチュア写真ではカメラクラブと

いう地理的に制約された実践共同体への所属が前提と

なっていたのに対し，デジタル時代では個人ごとに細

分化された興味による交流も可能になり（COX et al. 

2008），実践ネットワークが増加している．それゆえ事

例として適切であると考えた． 

2.2. 調査協力者 

本研究ではデジタル時代のアマチュア写真家を「趣

味という自認のもと，デジタル一眼レフカメラあるい

はフィルムカメラで撮影した写真を SNSにアップロー

ドしている者」と定義した．趣味として写真撮影を行

っているため，彼・彼女らは写真の販売といった営利

活動を行わず，それを生業にしていない．また，SNS

利用という基準を設けたのは，実践ネットワークを形

成するアマチュア写真家にアクセスしやすいと考えた

ためである．だが，後述するように，実態として，ギ

ャラリーなどの SNSではない対面空間において実践ネ

ットワークが築かれている事例も多々あった． 

この定義にスマートフォンによる撮影者は含まれて

いない．スマートフォンはアマチュア写真のすそ野を

広げている一方で，アプリと結びつき写真活動そのも

のの性質を変化させている（MANOVICH 2017）．本研究

では実践ネットワークの関与に注目するため，実践ネ

ットワークとの関わり以外の点で，従来のアマチュア

写真家と同様な活動をしている人々に焦点化した． 

デジタル時代のアマチュア写真家は定義上，特定の

組織や機関に所属しているとは限らない．こうした「隠

れた」人々に適したアクセス方法として，本調査では

スノーボールサンプリングを採用した（BIERNACKI and 

WALDORF 1981）．スノーボールサンプリングは先に出

会った調査協力者に新たな調査協力者の紹介を依頼し，

連鎖的・雪だるま式に調査協力者を増やしていく方法

である．2018年６月より第一著者の機縁をもとに調査

協力を依頼し，調査協力者からさらなる紹介を受けて，

2018年８月まで調査を進めた． 

調査と並行して分析を進めた結果，最終的に表２に

示す14名から協力を得た．これは，協力者12までから

得たデータをもとに作成したモデルが，協力者13，14

から得たデータによって改訂の必要に迫られなかった

ためである．それによってある程度の概念の飽和に達

 

表２ 本研究の調査協力者 

協力者 性別 年齢 写真の 

継続年数 

1 女 20代 9年 

2 男 20代 5年 

3 男 20代 6年 

4 男 20代 5年 

5 男 20代 4年 

6 男 40代 6年 

7 女 20代 6年 

8 男 20代 9年 

9 男 20代 5年 

10 男 40代 5年 

11 男 40代 12年 

12 男 40代 19年 

13 男 20代 11年 

14 男 50代 7年 
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したと判断した． 

なお，協力者の年齢は20代から50代までの幅がある

が，写真の継続年数については，最小値が４年，最大

値が19年，中央値が６年である．Flickr の開設が2004

年（調査を行った2018年の14年前）であることを鑑み

れば，協力者のほぼすべてはアナログ時代からの趣味

人というよりも，デジタル時代のアマチュア写真にお

けるネイティブであるといえる． 

2.3. インタビュー調査 

協力を得られたデジタル時代のアマチュア写真家に

対して，表３に示す項目をもとに半構造化形式でイン

タビュー調査を行った． 

興味の深まりの項目は，杉山ほか（2018）のものを

使用した．すなわち，興味の深まりを「いったん抱か

れた興味をもとにして，同一領域内の新たな興味へと

変化していく過程」と定義し，「それまでの興味を参照

したり対比させたりするなかで，新たな興味について

説明している箇所」を興味の深まりについての語りと

みなした．この定義は，継続年数やタキソノミーとい

った絶対的な指標と異なり，個々の趣味人によって異

なる興味の深まりをオープンエンドに捉えられる． 

また，インタビューにおいて趣味縁に言及があった

場合，「何を通して関わった人か」「その関わりは定期

的であったか」「その関わりに成員性は存在したか」を

尋ねた．そこから，定期的で成員性のある趣味縁を「実

践共同体」，そうでないものは「実践ネットワーク」で

あると判断した． 

3. 分 析 と 結 果 

インタビューで得られたデータは文字起こしを行っ

たうえで，グラウンデッドセオリー（GLASER and 

STRAUSS 1967）を参考にコーディングを行い，概念の

生成とモデル化を行った．具体的な分析の手続きを示

しつつ，以下で結果を述べていく． 

3.1. 興味の種類と深まり 

3.1.1. 分析の手続き 

まず，データからインタビュー項目の「興味」およ

び「興味の深まり」に対する回答を切片として抽出し

た．そして，切片において「写真活動において何が興

味の対象になっているのか（いたのか）」をコーディン

グした．例えば，「友人たちの写真を見ると，それより

も良い写真を撮りたいとか，この人たちが撮ってない

ものを撮りたいとか．そういうところが今の時点では

大きい」（協力者８）という切片には，［他人の撮れな

い写真を撮る］というコードが付与された． 

さらに，それぞれの切片に対して付与されたコード

を継続的に比較し，同様の意味をもつと判断できるコ

ードを包含する概念を作成した．例えば，「自分軸で撮

っているんではなくて，他人軸で動かされたなかで撮

りに行くんだったら，それはどうなんだろうと．自分

のインスピレーションを持って撮りに行く形のほうが，

僕は同じものを撮るにしても良いのかなと」（協力者

３）という切片には［自分軸で撮る］というコードを

付与していた．これは，前段落の協力者８の切片と同

様に写真家としてのオリジナリティを追求することが

興味の対象となっていると判断し，［作家性の確立］と

いう概念にまとめた． 

こうして概念化されたアマチュア写真家たちの興味

のうち，写真活動を継続するなかでそれ以前の興味と

は対比的に新たに発展していた興味として語られたも

のを「深まった興味」と解釈した．例えば，協力者8

は［作家性の確立］に至る前の興味として，「ここまで

は記録として残したいっていうだけだった」という［記

録と記憶］の興味を挙げていた．この場合，協力者８

は［記録と記憶］から［作家性の確立］へと興味を深

めていたと解釈した．逆に，一貫した同じ興味のみが

語られていた場合には，興味が深まっていたとは解釈

しなかった． 

3.1.2. 分析結果 

以上の手続きによる分析結果として，興味の深まり

を経験していたのは協力者２，４，６を除く11名であ

った．興味の深まりを経験していた協力者たちの興味

を表４に示す． 

興味を深める以前，アマチュア写真家たちは［記録

と記憶］［社交］［カメラの機能］や［観衆からの反応］

に対して興味を抱いていた．だが，活動を継続するな

かで，［感情の伝達］［観衆からの反応］［作家性の確

 

表３ インタビュー項目 

項目 内容 

趣味の経歴 いつから写真を趣味にしているか 

どんなカメラを使ってきたか 

どんなクラブや SNS に参加したか 

興味 いま写真を撮るなかで重要だったり

面白かったりすることは何か 

興味の深まり いまの興味に出会う前に，重要だった

り面白かったりしたことは何か 

深まりの契機 いまの興味を深めた契機は何か 

それに他者はどう関わったか 
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立］［色彩の加工］［被写体の魅力］［偶然性］［撮影へ

の没入］［他領域への関与］といった方向へと興味を深

めていた．当初はカメラの機能を確認し，写真が残せ

ればそれで良かった写真家たちは，活動を継続するう

ちに写真表現や撮影体験を楽しむようになっていた． 

3.2. 興味を深める趣味縁と写真家の行動 

3.2.1. 分析の手続き 

次に，前節で析出された11名の興味の深まりに関す

るデータから，インタビュー項目の「深まりの契機」

に対する回答を切片として抽出した．そして，切片に

おいて言及されていた趣味縁に対して，「2.3. インタ

ビュー調査」の判断基準をもとに，興味の深まりに関

与した【実践共同体】あるいは【実践ネットワーク】

のコードを付与した．例えば，「写真展があるたびに展

示している人の知り合いを中心に集まって，そこに参

加すれば知らなかった人も来てるんで『どういう写真

 

表４ アマチュア写真家たちの興味 

興味の対象 該当者 発話例 

深まる前   

 記録と記憶 1, 7, 8, 

11 

「昔は，写真を撮ることイコール記憶．思い出づくりみたいな感覚だった」（協力者７） 

 社交 1 「まわりに面白い写真を撮る人がいて，その人ともっと仲良くなりたかった」（協力者

１） 

 カメラの機能 3, 5, 9, 

10 

「『こういう風にやればこう撮れるんだな』とか，機能的な面白さを見つける時期だっ

た」（協力者９） 

 観衆からの反応 12, 13, 

14 

「昔は，綺麗な写真を見てもらえて『良いね』とか，どちらかというと承認欲求に近

いところで，言ってもらえるのが良かった」（協力者12） 

    

深まった後   

 感情の伝達 1 「結局，見たときに何が良いと思ったのか伝えようと思うと，どう撮ったらいいかが

決まってくる．そこにこだわるようになった」（協力者１） 

 観衆からの反応 1, 3, 5, 

7, 14 

「たまたま自分が上げた写真をいいねしてくれた人がすごいフォロワー数の人だと，

『よっしゃあ』とか，ちょっと勝ち誇る感じもあるので．そういうときはすごく面

白い」（協力者７） 

 作家性の確立 3, 8, 10, 

14 

「友人たちの写真を見ると，それよりも良い写真を撮りたいとか，この人たちが撮っ

てないものを撮りたいとか．そういうところが今の時点では大きい」（協力者８） 

 色彩の加工 5 「基本，夜の建物とか夜景を撮るのが多いので，かつ日本ぽい和の雰囲気が好きなの

で，それを撮って加工してアップするのが好き」（協力者５） 

 被写体の魅力 5, 11 「煙とか，ああいう動きがあるもの．雲の流れとか．あとは水の揺れ具合とか．そう

いうのを好きで撮るんですけど，スイッチが入るとそればっかりずっと撮ってる」

（協力者11） 

 偶然性 9 「偶然見つけたものとか，たまたま空と雲と太陽がいい感じになってるとか，何気な

く撮ったものが後から見たら良い感じだったとか．そういう偶然をすごく楽しんで

る」（協力者９） 

 撮影への没入 11, 13 「撮ってる時って色々考えるじゃないですか．これが綺麗だとかこの光を読むとか．

感受性が豊かになるじゃないですか．そういうのが必要だなと思って今に至ってる

ので．（中略）そういう時って逆にないですか．没頭している時とか，プレゼンして

いる時とか」（協力者13） 

 他領域への関与 12 「あくまで写真だけで完結するのではなくて，そっから先に伝える人がいる．知った

ら知ったで色々興味関心もつじゃないですか．そこで人どうしもつながれるとか．

そういうちょっと先まで見すえて写真を使えたら面白いかな」（協力者12） 
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が好きなの』みたいな話をして広がっていったりして，

共通の友人がいっぱいいるふんわりとしたコミュニテ

ィみたいなのができてる」（協力者８）は，定期的な関

わりや成員性のない趣味縁であるので【実践ネットワ

ーク】のコードを付与した． 

【実践共同体】と【実践ネットワーク】のコードを

付与された切片を比較するなかで，実践ネットワーク

というまとまりの中に，興味の深まりへの関与の仕方

が異なる趣味縁が含まれていることが見出された．例

えば，「インスタでなんとなくつながってたけど，それ

こそ高校時代の知り合いとかで，大学入ってからずっ

と会ってなくて．でもコメントくれて．『あー！じゃあ

飲みに行こう』とか．そんな感じになることもありま

す」（協力者１）という語りは【実践ネットワーク】に

言及しているものの，前段落の協力者８の事例のよう

な「刺激を受けた他のアマチュア写真家」を指しては

いない．そこで，どのように興味の深まりに関与した

のかという観点から，実践共同体および実践ネットワ

ークの下位概念を作成した．協力者８の事例の場合は

【刺激的な隣人】となり，協力者1の事例の場合は【不

特定の観衆】となる． 

そのうえで本研究の問いである「趣味人が興味を深

めるとき，実践ネットワークとしての趣味縁がいかに

関与するのか」を検討すると，【刺激的な隣人】や【不

特定の観衆】と何らかの行動をともにしたことが，関

与の内実であることが見出された． 

そこで，切片において，「アマチュア写真家がどのよ

うな行動をとっていたのか」をコーディングし，同様

の行動を意味すると判断されたコードを包含する概念

を作成した．例えば，「色んなサイトを見ると普通に撮

ったようじゃあり得ないぐらいきれいに写ってたり，

鮮明に写ってたり（中略）調べてみたら Photoshop だ

ったりLightroomを使ってるのがあったんで，『じゃあ

自分も使ってみようかな』って」（協力者５）という語

りは，「社員寮の人たちがみんな写真撮るの好きなん

でいっぱい撮ってて，その中で何枚も『あ，すごいこ

れきれい』とか『なにこれ』と思うような写真に，何

枚も集中的に会ったんですよ．それで，自分もこうい

う撮り方したい」（協力者１）という語りと同様に，

「他の写真家の活動や作品を目にした際に鮮烈な印象

を受け，自分もそのような写真を撮りたいと思い，模

倣する行動」を指しているので〈威光模倣〉という概

 

表５ 興味の深まりに関与した趣味縁 

概念 該当者 定義 

    発話例 

実践共同体   

 師匠 1, 3, 7 定期的にアマチュア写真家と交流するなかで，目標となる写真活動を示し，機材の

選び方や撮影の仕方などの教授も行う他の写真家． 

   「その人だけでもう十分影響が強すぎて．友達にはいないタイプだったので．悪

く言えば勝手なんですけど，良く言うと巻き込み型というか．知らないことを

教えてくれるという意味ではすごい大きい存在ですね．カメラ人生の．」（協力

者７） 

    

実践ネットワーク   

 刺激的な隣人 5, 8, 9, 11, 

14 

共同の作品制作はしないが，それぞれが自分の興味を追求している姿を撮り歩き会

や SNS の投稿から目にすることができ，それが刺激になる他の写真家たち． 

   「誰かがどこどこに行くって言って，『じゃあ』って便乗して人が集まる．現地で

もわりとみんな好きなように自立して．部と言いつつも中味はほとんど個人個

人がやっている」（協力者９） 

 不特定の観衆 1, 5, 7, 12 SNS にアップロードした写真やギャラリーで展示した写真をたまたま観賞し，「い

いね」やコメントの形でフィードバックを提供する人． 

   「インスタでなんとなくつながってたけど，それこそ高校時代の知り合いとかで，

大学入ってからずっと会ってなくて．でもコメントくれて．『あー！じゃあ飲み

に行こう』とか．そんな感じになることもあります」（協力者１） 



Vol. 43，No. 4（2020）  387 

念を与えた． 

3.2.2. 分析結果 

以上の手続きによる結果として，表５に示す３種類

の趣味縁と，表６に示す６種類の趣味人の行動が概念

化された． 

趣味縁に関しては，先行研究のいうように，【師匠】

との実践共同体が興味の深まりに関与することもあっ

た．実際，協力者３，10の場合は興味の深まりに【師

匠】のみが関わっていた．また協力者13のように，こ

れといった趣味縁の関与が見られない場合もあった．

一方で，協力者１，５，７，８，９，11，12，14の場

合，【刺激的な隣人】と【不特定の観衆】という実践ネ

ットワークが興味の深まりに関与していた． 

また〈アマチュア写真家の行動〉には，〈集合的な単

独制作〉や〈威光模倣〉〈便乗発表〉など，実践ネット

ワークに関与して行われるものもあれば，〈道具の拡

張〉や〈表現の自己探索〉のように，実践ネットワー

クの影響を受けて写真家個人が行うものもあった． 

3.3. 興味の深まりにおける実践ネットワークの関

与モデル 

3.3.1. モデル作成の手続き 

ここまでの分析で，アマチュア写真家がどのような

興味を深めたのか，深まりの過程にどんな趣味縁およ

び行動が関与したのかが明らかになった．そのうえで

 

表６ 興味の深まりに関与したアマチュア写真家の行動 

概念 該当者 定義 

   発話例 

集合的な単独制作 9, 11 アマチュア写真家が複数人で撮り歩きに出かけるが，撮影地では各々が好きなように

撮影する行動．写真家たちは互いの撮影に干渉しないが，出かけるきっかけを得たり，

互いの写真を見たりすることはできる． 

  「動くきっかけは仲間たちがつくってくれて．だけれども，撮りに行ってもその中

の写真追求っていうのは自分でしかできない」（協力者11） 

威光模倣 1, 3, 5, 7, 

8, 14 

他の写真家の活動や作品を目にした際に鮮烈な印象を受け，自分もそのような写真を

撮りたいと思い，模倣する行動（c.f. 生田 1987）． 

  「色んなサイトを見ると普通に撮ったようじゃあり得ないぐらいきれいに写ってた

り，鮮明に写ってたり（中略）調べてみたら Photoshop だったり Lightroom を使っ

てるのがあったんで，『じゃあ自分も使ってみようかな』って」（協力者５） 

道具の拡張 1, 9 新しいカメラやレンズを購入することで，撮影の幅を広げる行動． 

  「それまでは単焦点で撮ることが多かったんですけど．広角を買ってわりと風景を

がっつり撮るようになった．全然変わりましたね」（協力者９） 

表現の自己探索 1, 5, 8, 11, 

14 

時に本やウェブの情報を参考にしながら，写真による表現方法を自ら模索する行動． 

 「技術的なところももちろん本とかで情報は入れるんですけど．それだけじゃなく

て過去100年前とか50年前とかそういう頃からどういう写真が撮られてきたのか

とか．そういうのも最近は興味をもって勉強してて．そのなかでどういうのを撮

りたいかっていうのは，できてくのかなとは思うんです」（協力者８） 

便乗発表 1, 5, 7 作品を発表するために写真活動をしていたわけではないが，撮影のついでとして SNS

に写真をアップロードし，公開しておく行動． 

  「何気ない日本の写真とか上げるとよく見てくれるみたいなことを書いてあるとこ

ろがあったんで．じゃあ普通に上げるなら他のサイトより Flickr に上げたほうが

みんな見てくれるかなと思って」（協力者５） 

意図的な発表 12 写真展などを開き，自ら意図的に写真を発表，公開する行動． 

  「このままでいいのかなと思ったときに，次のステップって何かなと思ったらやっ

ぱ写真展かなって思って．『えーでもやっても人来ないかもしれないし，自分の写

真なんかでやっても』と思っても．でも悩んでても何も変わらないから，まずや

ってみようと私は思えたので．で，やってみた」（協力者12） 
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興味の深まりに実践ネットワークが関与した８名の事

例を抽出し，「趣味人が興味を深めるとき，実践ネット

ワークとしての趣味縁がいかに関与するのか」に答え

る，統合的なモデルを作成した． 

モデル作成の手続きは以下の通りである．まず，興

味の深まりにどの趣味縁が関与したかを場合分けした．

その結果，【刺激的な隣人】のみが関与した場合（協力

者８，９，11，14），【刺激的な隣人】と【不特定の観

衆】が関与した場合（協力者5），【師匠】と【不特定の

観衆】が関与した場合（協力者1, 7），【不特定の観衆】

のみが関与した場合（協力者12）に分けられた．さら

に，それぞれの場合において，どの〈アマチュア写真

家の行動〉が関与したのかも含めて場合分けを行うと，

表７に示す６つの場合が得られた． 

そして，６つの場合が視覚的に表現されるモデルを

作成した．まず［深まる前の興味］を図の上部に示し

たうえで，６つの場合それぞれが，どのような〈アマ

チュア写真家の行動〉の関与を経て［深まった後の興

味］に至ったのかを流れ図として表現した．そのうえ

で，【趣味縁】とともに行われた〈アマチュア写真家の

行動〉について，同じ【趣味縁】が関与していた行動

をグルーピングした．その結果として得られたモデル

が図１である． 

以上のモデルに基づくと，趣味の実践ネットワーク

は【刺激的な隣人】として，あるいは【不特定の観衆】

として興味の深まりに関与する． 

なお，協力者１，７に関しては実践共同体としての

【師匠】も興味の深まりに関与していた．ただし，表

４に示した通り，協力者１，７が深めた興味は，興味

 

 

図１ アマチュア写真家の興味の深まりにおける実践ネットワークの関与モデル 

表７ 興味の深まりに関与した要素による場合分け 

関与した【趣味縁】 

 関与した〈アマチュア写真家の行動〉 

該当者 

【刺激的な隣人】  

 〈集合的な単独制作〉＋〈道具の拡張〉 9 

 〈集合的な単独制作〉＋〈表現の自己探索〉 11 

 〈威光模倣〉＋〈表現の自己探索〉 8, 14 

【刺激的な隣人】＋【不特定の観衆】  

 〈威光模倣〉＋〈便乗発表〉 5 

【師匠】＋【不特定の観衆】  

 〈威光模倣〉＋〈便乗発表〉 1, 7 

【不特定の観衆】  

 〈意図的な発表〉 12 
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の深まりに実践共同体が関与しなかった他の協力者た

ちと相違がなかった．そのため，本研究の分析からは，

実践ネットワークと実践共同体の相互作用による興味

の深まりは見出されなかった． 

以下ではモデルに基づき，【刺激的な隣人】と〈集合

的な単独制作〉を行った場合と〈威光模倣〉を行った

場合，【不特定の観衆】へ〈便乗発表〉を行った場合と

〈意図的な発表〉を行った場合の４事例を示しながら，

「趣味人が興味を深めるとき，実践ネットワークとし

ての趣味縁がいかに関与するのか」を明らかにする． 

3.3.2. 【刺激的な隣人】の関与 

表５の通り，【刺激的な隣人】とは「共同の作品制作

はしないが，それぞれが自分の興味を追求している姿

を撮り歩き会や SNS の投稿から目にすることができ，

それが刺激になる他の写真家たち」である． 

【刺激的な隣人】の関係にある写真家たちは，あく

まで個々人の興味を追求している．そのため，実践共

同体のような共同の事業を行うわけではない．だが，

お互いにどのような写真を撮っているのかが可視化さ

れる程度には，ゆるやかな関係性を結んでいる．そう

した【刺激的な隣人】の関係は，SNS 上のハッシュタ

グ（協力者14）を介して構築されることもある一方，

社員寮（協力者９），カフェのギャラリー（協力者８），

写真教室（協力者11）などでも築かれていた． 

【刺激的な隣人】と関わりながら，アマチュア写真

家は〈集合的な単独制作〉あるいは〈威光模倣〉を行

っていた． 

 

(1) 協力者９の事例：【刺激的な隣人】との〈集合

的な単独制作〉による興味の深まり 

表６の通り，〈集合的な単独制作〉とは「アマチュア

写真家が複数人で撮り歩きに出かけるが，撮影地では

各々が好きなように撮影する行動」を指す．行き帰り

の交通手段を共有することができるので，【刺激的な

隣人】たちはしばしば撮り歩き会を催す． 

例えば，協力者９にとって，撮り歩き会による【刺

激的な隣人】との〈集合的な単独制作〉は［カメラの

機能］（図２）から［偶然性］（図３）を楽しむように

興味を深めるきっかけとなっていた．そもそも同じ社

員寮に住む【刺激的な隣人】との関係性は，以下のよ

うなものだった． 

 

適当に集まって，適当に撮って，適当に解散が基本ス

タイルなんで．そのゆるさも逆に良かったなっていう

感じがありますね．別に月一回集まって何かしないと

いけないとかないし（協力者９） 

 

影響はお互いに多少は及ぼしあってると思いますけ

ど，やっぱ自分に軸があるんですね，みんな（協力者

９） 

 

協力者９は，こうした【刺激的な隣人】と〈集合的な

単独制作〉を行うことで，多様な視点の面白さに気づ

いていく． 

 

みんなそれぞれ好きなように撮って．同じ場所行って

も全く着眼点が違って．後で，できたものを見せ合う

と「えっこんなのあったっけ」みたいなのを撮ってる

人がいたりとか．そういうのがすごい面白いなと思っ

て（協力者９） 

 

さらに，その面白さはレンズという〈道具の拡張〉

によって得られる，新しい写真の見え方にも通ずるも

のであった． 

 

 

図２ 協力者９の深まる前の興味による写真 

 

 

図３ 協力者９の深まった興味による写真 
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これも他人の視点と似てるんですけど，「違う見え方

が存在するんだ」みたいな．レンズとか人とか，フィ

ルターもそうですけど．モノとか人の違いで切り取ら

れるものが違ったり，細かい違いがあったりするのが

面白いなって思い始めた（協力者９） 

 

そうした経験を通し，協力者９は，人やモノ，ある

いは状況によって写真が変化する［偶然性］の面白さ

へと興味を深めていた． 

(2) 協力者８の事例：【刺激的な隣人】の〈威光模

倣〉による興味の深まり 

一方，【刺激的な隣人】は SNS で魅力的な写真を投

稿することで，それを見たアマチュア写真家の〈威光

模倣〉を促すこともあった．表６の通り，〈威光模倣〉

とは「他の写真家の活動や作品を目にした際に鮮烈な

印象を受け，自分もそのような写真を撮りたいと思い，

模倣する行動」である． 

例えば，協力者８は，カフェのギャラリーを介して

知り合った【刺激的な隣人】たちの写真を Facebook

で見て〈威光模倣〉しつつ，書籍を使って〈表現の自

己探索〉も行いながら，［記録と記憶］から［作家性の

確立］へと興味を深めていた．ギャラリーでは， 

 

写真展があるたびに展示している人の知り合いを中心

に集まって，そこに参加すれば知らなかった人も来て

るんで「どういう写真が好きなの」みたいな話をして

広がっていったりして，共通の友人がいっぱいいるふ

んわりとしたコミュニティみたいなのができてる（協

力者8） 

 

という．こうした【刺激的な隣人】は「直接会うより

も Facebook 上で見る方が多い」（協力者８）というが，

それによって，以下のような経験をする． 

 

「こんな写真が撮りたい」ってだけじゃなくて．まわ

りの人，プロからアマまで色んな人がいるんですけど，

そのなかで自分ってどれくらいの位置づけかなとかそ

ういうのも見えるようになってきて．「この人より良い

写真撮れてるな」とか「でもこの人みたいな写真は撮

れへんな」とか．そういうのが見えやすい（協力者８） 

 

こうして触発された協力者８は〈表現の自己探索〉を

通した［作家性の確立］へと興味を深めていた． 

技術的なところももちろん本とかで情報は入れるんで

すけど．それだけじゃなくて過去100年前とか50年前と

か，そういう頃からどういう写真が撮られてきたのか

とか．そういうのも最近は興味をもって勉強してて．

そのなかでどういうのを撮りたいかっていうのは，で

きてくのかなとは思う（協力者８） 

 

このように〈集合的な単独制作〉をするにせよ〈威

光模倣〉をするにせよ，【刺激的な隣人】は興味を追求

する多様な趣味人の姿を可視化し，興味の深まりに関

与していた．アマチュア写真家にとって，そうした多

様性自体が深まった興味の対象になる事例（協力者９）

もあれば，そこから刺激を受けて自らの興味を探索し，

深める事例（協力者５，８，11，14）もあった． 

3.3.3. 【不特定の観衆】の関与 

【不特定の観衆】とは，表５の通り「SNS にアップ

ロードした写真やギャラリーで展示した写真をたまた

ま観賞し，「いいね」やコメントの形でフィードバック

を提供する人」である． 

【不特定の観衆】は，全く面識がない人や，疎遠に

なっていた知り合いから構成される．そうした人々は

Flickrや Instagramといった SNSのフォロー機能やハッ

シュタグ，グループ機能を通して写真を発見する場合

（協力者１，５，７）もあれば，ギャラリーの展示に

訪れて写真を観賞する場合（協力者12）もある．アマ

チュア写真家にとって【不特定の観衆】は一般的な観

衆の集合体であり，定期的なフィードバックを行って

くれる特定の個人ではない．なお，【不特定の観衆】が

固定化し実践共同体となる事例は本研究ではなかった． 

こうした【不特定の観衆】との関わりが生まれるの

は，アマチュア写真家が〈便乗発表〉を行った場合と，

〈意図的な発表〉を行った場合があった． 

(1) 協力者１の事例：〈便乗発表〉を通した【不特定

の観衆】との出会いによる興味の深まり 

表６の通り，〈便乗発表〉とは「作品を発表するため

に写真活動をしていたわけではないが，撮影のついで

として SNS に写真をアップロードし，公開しておく行

動」である． 

例えば，協力者１は【師匠】である社員寮の写真家

たちを〈威光模倣〉する過程で Instagram への〈便乗

発表〉を行い，その結果として【不特定の観衆】に出

会っていた．それによって，協力者1は写真を通した［社

交］（図４）から［感情の伝達］と［観衆の反応］（図

５）へと興味を深めた． 
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インスタとかも結構みんながやってたからというのは

ありますね．社員寮の人たちみんな，すごいインスタ

やってるんで（笑）．「あーそっか．そんな感じで載せ

るか－」って思い始めたのはそこ（協力者１） 

 

そのようにして写真を〈便乗発表〉すると，疎遠に

なっていた知り合いから連絡が来るようになったとい

う． 

 

インスタでなんとなくつながってたけど，それこそ高

校時代の知りあいとかで，ずっと大学入ってから会っ

てなくてでもコメントくれて．「あー！じゃあ飲みに

行こう」とか．そんな感じになることもあります（協

力者１） 

 

こうした【不特定の観衆】との出会いによって，協

力者１は，鑑賞者の存在を意識して写真を構成するよ

うになり，写真の鑑賞者に［感情の伝達］をすること

へ興味を深めていた． 

 

結局，見たときに何が良いと思ったのか伝えようと思

うと，どう撮ったらよいかとかが決まってくるので．

そこでこだわるようになったかな．すごいシンプルな

こと言ったら明るい雰囲気で撮った方がいいのか，あ

えてちょっとダークめで撮ったほうが良さが伝わるの

か．構造物とかだったら暗めに撮った方が陰影が出て

格好良く写るし．人の表情を撮りたかったら明るめに

した方が．特にお祝いの場面とかだったりしたら．多

少白くした方が綺麗に見えるし，とか（協力者１） 

 

誰かに写真を見せようと躍起になっていたわけでは

ないが，結果的に協力者1は鑑賞者を想定した写真活動

の面白さへと興味を深めていたのである． 

(2) 協力者12の事例：〈意図的な発表〉を通した【不

特定の観衆】との出会いによる興味の深まり 

それに対し〈意図的な発表〉は，表６の通り「写真

展などを開き，自ら意図的に写真を発表，公開する行

動」である．〈便乗発表〉と異なり【不特定の観衆】に

出会うことを期待して行われる． 

例えば，協力者12は承認欲求に近い形で［観衆から

の反応］に興味をもっていた写真活動に限界を感じ，

〈意図的な発表〉に挑戦することで［他領域への関与］

へと興味を深めていた． 

 

写真を趣味で撮っていると自分のために撮っているじ

ゃないですか．それは楽しいんですけど，あるところ

まで行くと寂しくなる．このままやり続けてもいいの

かな．たぶん趣味なんで，それで良いと思うんです．

自分が楽しければ良いと思うんですけど．私の中では，

ちょっとそれ物足りないなと思った（協力者12） 

 

そうした時，協力者12はマンネリを打破する方法と

して，写真展という〈意図的な発表〉を思いついた． 

 

このままでいいのかなと思ったときに，次のステップ

って何かなと思ったらやっぱ写真展かなって思って．

「えーでもやっても人来ないかもしれないし，自分の

写真なんかでやっても」とも思って．でも悩んでても

何も変わらないから，まずやってみようと私は思えた

ので．で，やってみた（協力者12） 

 

写真展を開いてみると「色んな人が来てくれて．話

 

 

図４ 協力者１の深まる前の興味による写真 

 

 

図５ 協力者１の深まった興味による写真 
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をしてたら『良いな，この集まりは．集まっている感

じは』と思った」（協力者12）という．そうした【不特

定の観衆】の出会いを通し，協力者12は写真を用いつ

つも写真に囚われず［他領域への関与］を実現するこ

とへと興味を深めていった． 

 

例えば旅先の写真を展示しますっていう時に，来てく

れる人は旅好きの人しか来ないから，それ以外のとこ

ろで自分っていうものに引き付けられるっていうか．

興味関心持ってくれて来てくれたら良いじゃないです

か．その人は旅は全然興味ないけど，僕っていう人は

知っているから来ましたよ．とかっていうような風で

新たな人を呼び込むと．同じ人だけじゃなくてより輪

を広げたいなと思って．だから写真展ですね（協力者

12） 

 

このように【不特定の観衆】は〈便乗発表〉や〈意

図的な発表〉の結果として制作物へのフィードバック

を提供することで，興味の深まりに関与していた．ア

マチュア写真家にとって，フィードバックを得ること

自体が深まった興味の対象になる事例（協力者５，７）

もあれば，【不特定の観衆】を意識しながら制作をした

り，活動の目標を新たに見つけたりして，興味を深め

る事例（協力者１，12）もあった． 

4. 考 察 

4.1. 結果のまとめ 

先行研究によれば，実践共同体は共同の事業への参

加や趣味人どうしの教えあいによって興味を深める．

それに対し，本研究が注目してきた実践ネットワーク

は【刺激的な隣人】と【不特定の観衆】として興味の

深まりに関与していた． 

【刺激的な隣人】は，撮り歩き会という〈集合的な

単独制作〉をしたり，〈威光模倣〉の対象となるような

写真を SNS に発表したりして，自立的に興味を追求す

る多様な趣味人の姿を可視化していた．【刺激的な隣

人】に触発されたアマチュア写真家は，その多様性自

体へと興味を深めたり，〈表現の自己探索〉を行って自

らの深い興味の方向性を見いだしたりしていた． 

一方，【不特定の観衆】は，アマチュア写真家が写真

を SNS に〈便乗発表〉したり，写真展として〈意図的

な発表〉をしたりしたことをきっかけに，作品に対し

てフィードバックを与えていた．多様な【不特定の観

衆】に出会ったアマチュア写真家は，フィードバック

を得ること自体に興味を深めたり，鑑賞者を意識した

写真活動へと興味を深めたりしていた． 

以上の結果から，本研究では，【刺激的な隣人】や【不

特定の観衆】という多様な人々とのゆるやかで偶発的

な実践ネットワークが，興味の深まりに関与すると結

論づけられる．そして，実践ネットワークはソーシャ

ルメディアの発展とともに注目されるようになったも

のの，必ずしもソーシャルメディア上で構築されるの

ではなく，撮り歩き会や展覧会のように，趣味の世界

における対面的な活動によっても促されることも明ら

かになった． 

〈便乗発表〉を通した【不特定の観衆】との出会い

のような現象は，写真の現像と公開を即時に行えるデ

ジタル時代特有の現象と考えられるが，撮り歩き会に

よる〈集合的な単独制作〉のような現象は，デジタル

時代以前より実践可能な現象である．その一方で，デ

ジタルカメラならば撮影した写真を液晶モニターでそ

の場で見せ合うことができるので，〈集合的な単独制

作〉を通した多様な興味追求の可視化が，デジタル時

代において促される面もあるだろう． 

4.2. 興味を支える学習環境デザインへの示唆 

「1. はじめに」で述べたように，教育・学習の領

域でインフォーマルな環境における興味を支えること

が重視されるようになっている．趣味を対象にした実

践は今のところほとんどないものの，その他のインフ

ォーマル学習に関する実践研究を参照しつつ，本研究

が興味を支えるインフォーマルな学習環境デザインに

対して与える示唆を以下に示す． 

(1) 学習者の興味を支える社会関係の類別 

社会関係は興味を支える重要な要素であるが，その

中でも実践共同体と実践ネットワークの性質は異なる．

ある学習者にとって，持続的に共同の事業や学びあい

を行う実践共同体に参加することが興味を深めるのか．

それとも，【刺激的な隣人】としての多様な学習者が興

味追求する姿から刺激を受けたり，【不特定の観衆】か

らフィードバックを得たりする実践ネットワークに関

与することが興味を深めるのか．これらを類別するこ

とで，より効果的な学習環境デザインが可能になるだ

ろう．実践共同体という強いつながりだけが有効なの

ではなく，実践ネットワークという弱いつながりにも

積極的な効果がある． 

(2) 多様な学習者による興味追求の可視化 

そのうえで【刺激的な隣人】としての実践ネットワ

ークを実現したい場合には，多様な学習者が自らの興
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味を追求する姿を可視化する仕組みが求められる．学

習者どうしの交流を強制することなく，しかし互いの

興味追求を可視化する仕組みとして，SNS のフォロー

機能は優れていると考えられる．交流の質や量だけで

なく，多様な興味追求の可視化の度合いで学習環境を

評価することもできるだろう． 

例えば，Facebook のグループ機能を利用して高校生

の興味に駆動されたキャリア学習環境をデザインする

研究（高橋ほか 2013）では，Facebook の利用状況の

評価を「離脱率」と「投稿数」を指標に行っていた．

一方で，同研究の質的な調査によれば，Facebook によ

って他者の学習プロセスが可視化されることが学びの

原動力になっていた．これは本研究における【刺激的

な隣人】が形成されていたことを示唆する．これを積

極的に評価するために，「何人の他者の学習を見るこ

とができたか」，「どれだけ多様なテーマの学習プロセ

スが可視化されていたのか」といった指標を利用する

ことも有効であると考えられる． 

また，SNS 以外の対面空間としては，大学キャンパ

スにおいてサークル活動が集積する「会館」のような

施設も【刺激的な隣人】の形成を促す可能性がある．

ただし，次章で述べるように，実践ネットワークを形

成する状況についての知見は本研究だけでは十分でな

く，今後の研究が求められる． 

(3) 不特定の観衆を呼び込む発表形式づくり 

【不特定の観衆】としての実践ネットワークを実現

したい場合には，彼・彼女らを呼び込む発表形式が求

められる．SNS のハッシュタグ機能や，街中のギャラ

リーといった場の特性を用いて，【不特定の観衆】を呼

び込めるだろう．一方，「発表会」は趣味によく見られ

る発表形式だが，観衆が「内輪」にとどまりがちなこ

とも指摘されており（宮入 2015），【不特定の観衆】を

呼び込むには入念な企画が必要になる．こうした企画

の方法も今後の研究が期待される． 

すでに学習者が日常的に利用している SNSアカウン

トに活動成果を発表できるようにすることで，【不特

定の観衆】を呼び込む方法も考えられる．例えば，街

の音楽教室では，情報通信技術の活用方法として，子

どもの演奏の様子を YouTube や Facebook に投稿した

り，発表会の写真を共有したりしている場合がある（深

見 2013）．こうした動画や写真は本人のアカウントに

おいて投稿しなおしたり，共有したりすることも可能

である．興味に駆動された活動の様子をオンラインで

共有可能な形式に逐次記録しておくことで，発表の機

会を増やすことができるだろう． 

5. 本研究の限界と展望 

5.1. 興味の深まり概念の限界 

「3.1. 興味の種類と深まり」の通り，本研究では

協力者２，４，６において興味の深まりを析出しなか

った．彼らは５，６年かけて一貫した興味のもと写真

活動を行っており，「2.3. インタビュー調査」におけ

る定義では，興味の深まりを経験していたとは言えな

い． 

だが，それゆえに彼らが「深い興味」をもっていな

いと結論づけてよいかは，検討の余地が残る．例えば，

協力者２は［無機物を有機物のように撮る］ことに一

貫して興味をもっていた．これは，本研究で見出され

た深まる前の興味（［記録と記憶］［社交］［カメラの機

能］［観衆からの反応］）に比べると，写真家の独自性

が表れた深い興味である印象をもたらす． 

ただ，協力者２は写真活動を通して［無機物を有機

物のように撮る］ことに興味をもったわけではなかっ

た．彼は幼少期より自然観察を趣味としており，自然

のなかで無機物が有機物のように見える瞬間があるこ

とに興味をもっていた．その興味が，写真の領域にも

転移していたのである． 

「興味の深まり」という概念は，同じ領域において

同じ活動を継続し，新しい興味が発展する過程を表す．

それゆえ，ある領域で深めた興味が別の領域でも追求

されるような現象は捉えにくい．この現象は全く新し

い領域に興味をもつ「興味の広がり」とも異なるため，

現時点では概念化がなされていない．しかし，ある領

域で垂直方向に深まった興味が，別の領域に水平方向

に転移するという「斜め方向」の興味の発展は，複数

の趣味の相乗効果や，仕事と趣味の文脈横断を考える

うえでは重要な観点になると考えられる． 

5.2. 実践ネットワークを形成する状況 

本研究は実践ネットワークという趣味縁そのものに

注目したために，興味を深める趣味縁が形成される状

況に関する分析は行えていない．だが，「ギャラリー」

にせよ「SNS」にせよ「社員寮」にせよ，そうした対

面空間やメディア空間において実践ネットワークが構

築されたのならば，そうした状況の特徴は何か，誰が・

いかに構築しているのかは，学習環境デザインにとっ

て重要な問いである．こうした問いが明らかにされる

と，これまでインフォーマルな学習環境デザインの主

体として考えられていなかった人々や制度の役割が認
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識され，新たな実践研究の可能性が開かれるであろう．

例えば，写真ギャラリーのオーナーと協力して，興味

を深める実践ネットワークの形成を目指したギャラリ

ー空間や写真展覧会のデザイン研究を展開することが

期待される． 

カルチュラルスタディーズでは漫画・ゲームショッ

プの店員のように文化の流通と価値づけに関わる人々

を「文化仲介者」と呼ぶ（WOO 2012）．ギャラリーの

オーナーや SNSの運営者といった人々も文化仲介者に

該当すると考えられる．インフォーマルな学習環境で

の興味追求に着目するうえで，こうした文化仲介者が

状況の構築に果たす役割を明らかにする意義は大きい

だろう． 

5.3. 実践ネットワークと実践共同体の相互作用 

「3.3.1. モデル作成の手続き」で述べたように，本

研究の事例には，興味の深まりに実践ネットワークと

実践共同体の双方が関与した事例は存在したものの

（協力者１，７），実践ネットワークと実践共同体の相

互作用による独自の興味の深まりは見出されなかった． 

一方で，「1.3. 興味の深まりに関与する趣味縁」で

述べたように，対極的な性質をもつ実践ネットワーク

と実践共同体の双方を趣味縁にもつことが，興味を深

めるうえで何らかの効果をもたらすことは理論的に十

分考えられる．興味の深まりに対する実践共同体の関

与を明らかにした先行研究と，実践ネットワークの関

与を明らかにした本研究をふまえ，今後は実践ネット

ワークと実践共同体の相互的な関与について明らかに

していくことも期待される． 

5.4. ジャンルごとの領域固有性 

本研究で見出された【趣味縁】や〈アマチュア写真

家の行動〉は，原理的にはどのような撮影対象であっ

ても実現可能であるが，その一方で撮影対象によって

実現のしやすさはある程度変化すると考えられる．例

えば，本研究において撮り歩きによる〈集合的な単独

制作〉を行っていたのは，いずれも風景写真の撮影者

であった．人物写真の場合でも撮り歩きに出かけるこ

とは可能ではあるが，「同じエリアのなかで自由に被

写体を選べる」風景写真に比べて，「複数人で一人の被

写体を撮影する」人物写真では，個々の撮影者の自立

性が損なわれやすく〈集合的な単独制作〉の実現は難

しくなる可能性がある． 

また，本研究の結果はあくまで「アマチュア写真」

を事例にしたものであり，他の趣味の場合には異なる

結果が得られることも考えられる．例えば，写真のよ

うに長期にわたって作品を掲示・発表できる活動と，

スポーツのように時間・空間的に限定されて観戦され

る活動では，観衆の位置づけが異なるだろう．趣味の

ジャンルごとに実践ネットワークの種類を比較する研

究も今後求められる． 
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習. ミネルヴァ書房, 東京 

Summary 

How do loose social relationships engage one’s 

deepening of interest? The purpose of this study is to 

clarify how loose networks of practice, contrasting with 

dense communities of practice, engage hobbyists’ 

deepening of interests from the viewpoint of hobby as 

interest pursuit. Amateur photography in the digital era 

was selected as a case of hobbies. Interviews about 

interest and hobby social relationships with 14 amateur 

photographers in the digital era were conducted. The 

result shows existence of “inspiring neighbors” and 

“unspecified audiences” as networks of practice. 

“Inspiring neighbors” visualize diverse hobbyists who 

independently pursue their interests “Unspecified 

audiences” give feedbacks to works. These behaviors of 

networks of practice become objects of deeper interests 

or encourage further exploration of deeper interests.  

While these networks of practice were sometimes formed 

by SNS, they were also formed by face-to-face activities 

in the world of hobbies such as exhibitions and 

photography trips. 

KEYWORDS: HOBBY, INTEREST, NETWORK OF 

PRACTICE, INFORMAL LEARNING, QUALITATIVE 

RESEARCH 
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