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中国の人文地理学における余暇研究の成果と動向（石田　曜）

中国の人文地理学における余暇研究の成果と動向
─都市部を中心に─

Research trends of leisure studies in China’s human geography:

 A case of urban area

石　田　　　曜
Yo ISHIDA

現在の中国において，人々の都市における日常生活での余暇にはどのように関心

が払われてきたのだろうか。本稿では，中国における人文地理学の立場から得ら

れた余暇研究の成果と動向を整理することを目的としている。改革開放以降，

2000年まではレクリエーション資源の開発やその計画への提案が多い。2000年

以降，行動地理学・時間地理学的研究や余暇と都市構造の関係を扱う実証的な研

究が盛んに行われている。また，近年では余暇参加者の満足度や価値観を計量的

に扱う研究がみられる。中国の人文地理学では余暇の時間的・活動的要素から価

値的要素を扱うものが増加する傾向にある。

　　キーワード：余暇，レクリエーション，人文地理学，中国都市部

　　Key words：  leisure，recreation，human geography，urban area in China 

1．はじめに
現在の中国では，これまでの急速な経済発展によって，人々の余暇をめぐる環境が大きく変

化している。例えば，経済面から 1人当たりの GDPを見ると，1978年に 385元であったもの

が 2015年では 49,992元となり，約 130倍に成長している１）。レジャー産業の発展や，消費行

動が多様化する中で，人々の都市における日常生活での余暇にはどのように関心が払われてき

たのだろうか。本稿では上記の問題を解決する前提として，改革開放以降の中国における人文

地理学的視点から余暇を扱った研究について，その成果と動向を整理することを目的としてい

る。

現代中国の余暇はどのようなものであるか。余暇を示す語句として閑暇（leisure）や休閑

（leisure），そして遊憩（recreation）などが用いられる。例えば，休閑という語句は古代から存

在し，『四庫全書』にもその記載が認められるとされる（王 2010）。現在，休閑はレジャーの訳

語としてレジャー産業などの消費面，商業面で幅広く使用されており，中国の経済発展を表象

する用語ともいえるだろう。それぞれの語句の関係性については，社会学や哲学の分野から于
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光遠や馬惠娣が詳細な検討を重ねてきた（于・馬 2006）。そこでは，閑暇は時間という社会資

源であり，また休閑は自己実現の過程として，様々な経験や体験を伴い，さらに文明や社会へ

資するところのあるものとして定義されている。このほか，多くの研究者が余暇に関する研究

を進めているがここでは割愛する。地理学では王（2007）がツーリズムとの関連性を交えて述

べている。王によると閑暇は一定の許された時間内における，各自が選択し携わる自己裁量に

任された活動の方式としている。しかし，この中でも閑暇・休閑・ツーリズムに関しては重複

する点が多いとされており，それらは目的や背景によって境界が変化するものといえる（王 

2007: 5-9）。

このように，余暇に関連する語句の定義は学問分野ならず研究者個人によっても異なる。上

記の定義を参考に，これまで建築学，政治学，法学，経済学，そして観光学や余暇学といった

社会科学全般で各自のディシプリンに引付けて議論が展開されてきた。本稿では人文地理学の

立場から都市部において閑暇・休閑・遊憩，つまりレジャー・レクリエーションを扱った研究

に絞り，その動向を概観する。また，本稿で使用する余暇という語句について，既述した閑暇・

休閑・遊憩といった概念を包括するものとして扱う。

2．人文地理学における都市部を扱った余暇の研究動向
1）．改革開放後における余暇の発展とその研究

余暇は改革開放以降，急速に中国社会へと浸透していった。実際に余暇の時代へ突入した証

拠として，1995年に「毎週五天工作制（週休二日制）」が，そして 1999年には「3つの長期休

暇２）」が制定された。このことによって，2000年までに中国では年間 144日の休日が整備され

たこととなる（馬・張 2004）。

学術面では，それ以前の 80年代にはすでに余暇についての研究が始まっている。早くは社会

学から，夏（1981）や孫（1986）が自由時間における生活方式の変化と対応を示唆する研究が

みられる。また，普遍的に閑（暇（いとま））のある社会へ突入したとする于（2002）による提

言などがなされた。馬・成（1999）や馬・張（2004）は哲学にも触れつつ，余暇は人類的な課

題としての意味があることを強調している。馬によると，余暇は社会において必要とされる労

働時間の後に，人々の需要を常に満足させるものとして，人文性や文化性，創造性を構築する

ものとされる。さらには，「以人為本（人を以て本と為す）」の科学発展観や社会的な生産とそ

の構造，全ての文化政策，経済政策，社会制度やその決定，戦略，選択，調整にまで影響を及

ぼしているとする（馬・張 2004）。このように人間性から社会的な問題にまで言及できる概念

として捉えられている。1980年代以降は，上記の社会学や哲学的なアプローチに加え，経済学

や心理学，建築学，そして地理学から多くの研究蓄積がみられるようになった３）。
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2）．中国における人文地理学的アプローチによる都市部の余暇研究の動向

今日の中国における人文地理学的アプローチによる余暇研究の性格について，多くは都市や

その縁辺部，観光地における余暇活動の圏域や政策に関わるものが多く，また余暇の需給関係

を理解し，余暇サービスを有効な手段をもって提供することに重点が置かれている（余 2009）。

本論では中国における人文地理学研究の主要雑誌である『人文地理』・『地理学報』・『地理科学』・

『地理研究』の記載論文を主に取り上げる。それぞれ「中国知網（CNKI）」（http://gb.oversea.

cnki.net/kns55/）において，「閑暇」と「休閑」，そして「遊憩」というワードについて主題（テー

マ）検索を行った。その結果，『人文地理』は 126件，『地理学報』は 29件，『地理研究』は 52件，

『地理科学』は 29件が該当した４）。この中から，「旅遊（観光）」や自然地理関係の論文を除い

たものを本稿の対象とした。また，対象としている論文の掲載時期は 2015年度までの成果であ

る。

以下では，都市部における余暇を扱うものとして，主に自由時間内での行動について分析を

行う行動地理学的分析と，都市機能として余暇（保養）を扱うレクリエーション空間構造の分

析から研究動向を概観する。

a．余暇の時間的・活動的特徴に着目する研究

まず余暇時間とその時間内における活動に着目するものが挙げられる。2000年に雑誌『人文

地理』の第 6期において，柴彦威をはじめとした連名による時間地理学的アプローチによる論

文が掲載された（例えば，柴・李・劉ほか 2000，劉・柴・龔 2000など）。これらは深圳市を事

例に，都市居住者の生活空間を対象とし，その時空間構造について分析を行ったものであり，

論では余暇活動や自由時間の過ごし方についても分析が行われている。そこでは余暇的行動は，

自宅から 5㎞以内，特に 1㎞以内における範囲が重要であることが指摘された。この中で柴は，

都市での余暇活動について「居住民の日常の中の自由時間において行われる必要性のない，そ

して娯楽性を備えている活動」と定義づけている。このように，行動地理学・時間地理学的な

立場からの研究によって余暇研究は大きく進展した。例えば，李・柴（1999）による大連市民

の週末余暇を対象とした研究や，張・劉（2005）による長春市を対象としたレクリエーション

資源の利用を科学的・合理的に開発し，長春市民の生活の質を上げることを目指したものなど，

多くの地理学者がその手法を採用している。また，楊（2003）は，具体的な娯楽項目に踏み込み，

成都市の 7つの城区におけるアンケート調査から，歌舞，茶と将棋，映画，公園の 4つの日常

レクリエーション行動を対象に，都市居住者の余暇活動の頻度，目的，態度，消費，移動距離

などを分析し，成都市における居住者の余暇の一般化を目指した。

2005年以降，消費の新たな形態を扱うものが現れる。例えば，柴・尚（2005）は深圳市を対

象に，夜間における消費者行動から時空間的特徴を分析した。そこでは，深圳市民の夜間消費

はおよそ 2時間以内に行われるものが最も多いことや，買い物や娯楽レジャー，スポーツ・エ
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クササイズ，付き合いなどは 2～ 5㎞圏内で行われることを明らかにした。また龍・柴（2006）

は北京市の大型ショッピングセンターなどを事例とし，アンケート調査によって得た資料をも

とに，来店する顧客と社区居住民の消費行動から，北京市郊外における大型ショッピングセン

ターというひとつの新しい商業空間の利用に関する特徴を分析した。その他にも，彭（2007）

は広州市を事例にアンケート調査から市民のレクリエーション行動についての施設選択に注目

し，今後の発展を見据えた文化的景観の開発や交通の改善などの必要性を示唆している。田・張・

史ほか（2009）は既存の多くの余暇行動に言及した研究が，国内や都市内部といったマクロな

視点が多いことを指摘し，日常生活レベルの余暇空間の重要性を述べる。そこでは，無錫市の

広場を対象に，都市広場の利用者の空間行動やその差異について明らかにしている。このように，

余暇における自由時間の過ごし方や活動内容の多様化が研究の幅を広げている。また，女性の

都市生活についても，柴・張（2014）は北京市郊外における女性住民の活動について，各活動

とそれが行われる空間の関係性を明らかにした。そこではアンケートやGPSを用いて分析を行っ

ており，休息日に顕著である女性住民の余暇活動もまた郊外において完結することを明らかに

している。他にも，李・熊・張ほか（2011）は西安市の都市公園を対象にしたアンケート調査

から，性別の差異がレクリエーションの時空間構造にどのような変化を与えるのか分析してい

る。

その他，趙・柴・Dijst（2013，2014）や李・柴・関（2014）は余暇活動やそれに伴う移動

について北京とシカゴの比較から，仲間の選択などの行動モデルを明らかにし，さらに中米間

の社会文化論に言及している。そこでは両都市における余暇活動の個人的，共同的な特性の違

いについて検討している。また 2008年に国家統計局によって行われた生活時間利用調査を使用

し，アメリカや日本と比較しながら分析を行った薛・劉・周（2013）の研究もみられる。

これらの行動地理学・時間地理学的なアプローチは，都市における人々の日常的な生活空間

の特性を解明することに大いに活用されている。特に，都市化や郊外化の進展とともに新たな

消費を伴った生活様式が生まれ，人々の活動や移動も多様化している中で，都市計画にも直接

携わっており，実践面でも重視されている。

b．余暇の圏域や都市構造に関する研究

都市機能としての余暇（保養）については，早い段階で都市地理学によってその重要性が指

摘された。例えば，呉（1994）は，上海市を事例に，旅行についてもレクリエーション活動の

一部といえ，この特殊な消費活動を地理学が扱うことには意義があるとして，余暇活動者がど

のように余暇に関連する施設を移動するのかを，アンケート調査によって分析した５）。呉・方・

殷ほか（1997）は上海市民の外出行動から，近接レクリエーション地域について，市民の目的

地選択とレジャー資源の関係性の分析を試みている。肖・李・伍ほか（2002）は，都市市街地

における市民のアウトドアレクリエーションの需要に適応するシステムを説明するため，蘭州
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市を事例に，レクリエーション施設やその配置場所に着目した。そこでは，景観生態学を取り

入れた通路の概念を組み込んだ理論について提言を行った。同様に，王（2003）は北京市郊外

を対象に，拡大を続ける郊外空間の開発について，余暇施設などを配備するレクリエーション

景観を提案した。この中で，王は景観生態学的な視点から，都市や農村までを一貫させた地域

的なレクリエーション体系を構想している。また李・劉・宋ほか（2015）は，王の研究成果を

まとめた上で，北京市の第二緑地帯（セカンドグリーンベルト）を，レクリエーション需要を

満たす新たなレクリエーション空間として再検討した。そこでは該当する空間での活動内容や

サービス機能によって6つのレクリエーションモデルに分類し，GISを用いて密度分析を行った。

その他，陳・蘇・張（2007）は安徽省黄山市を事例に，観光客と当地の住民のレクリエーショ

ン需要について比較分析を行い，市内に都市公園やカフェなどの建設・増設の必要性を述べて

いる。このように，1990年代から 2000年初頭にかけては，レクリエーション資源の利用につ

いての提案が多く行われた。

次に，余暇空間の商業面に着目したものとして都市レクリエーション商業区（RBD６））の研

究が挙げられる。RBDとは，旅行者を含む消費者を引き寄せる商業に特化した地区といえる。

この RBDについて保・古（2002）や古・保（2002）は，都市内のレクリエーションや商業サー

ビスを主とした各施設の集合した特定地域であるとし，都市レクリエーションシステムの重要

な構成部分であり，レクリエーション機能をもつ空間と述べた。RBDの分類についての研究で

は侯・黄・趙（2002）はそれぞれ室内レクリエーション，社区レクリエーション，市街地部レ

クリエーション，地区レクリエーションの 4つのレベルに分類した。また兪・何（2003）は，

空間における RBDの分布について特徴を述べている。陶・黄（2003）は RBDについてその空

間構造の変遷に着目し，そこには 3つの段階（離散・極化・拡散）があることを明らかにした。

これらの成果をまとめた朱・劉・陶ほか（2015）は，中国国内の RBD研究が未だ概念レベル

の議論に留まっており，その分類・空間構造・分布モデル・発生条件などについての実証研究

の必要性を主張し，北京市を事例に総合的に分析を行った。具体的にはGISを用いて分析を行い，

RBDは「大型ショッピングセンター，レジャー商業街，都市レジャー区」の 3つから分類が可

能であると主張した。その他にも，RBDの量的な変遷や密度，交通・人口・観光スポット・地

価などの要素から分布との関係性を分析している。これらの研究はレジャー施設を適切な位置

に配置する際の理論的な枠組みとして都市計画に役立っている。

また，呉（2001）は環状レクリエーション帯（ReBAM７））の理論から，上海市を事例として，

レクリエーション参加者の行動を調査した。環状レクリエーション帯とは，「都市郊外のレクリ

エーション活動空間を指し，レクリエーション空間の中でも短期的な移動を伴う余暇の環状帯」

を指す（呉 2001）。それは都市中心からスケールが拡大し，観光，娯楽，エクササイズなどの

機能が変化する中で同様にその景観も変化することを述べたものである。そこでは都市居住民

を対象にその旅行の範囲を分析し，都市から 250～ 300㎞の範囲が最も人々の旅行に利用され



「地域と環境」№ 14　2016.12

─ 56 ─

るとしている（呉 2001）。趙（1999）は週休二日制の導入に伴って，旅行が余暇の重要な要素

であるとし，都市近郊の自然観光地の建設を急ぐことやサービス施設の改善，合理的な育成や

開発の必要性を述べている。趙は聞き取り調査から，余暇市場の範囲について，交通状況を考

慮して 100～ 150㎞の移動が適しており，よってその顧客の吸収範囲は 100～ 150㎞であると

推定している。このように ReBAM研究は都市を中心に周辺の観光地をも含むような，距離に

応じて変化する余暇の地域的特性にアプローチしたものである。蘇・党・呉（2004）は，郊外

への余暇空間の拡大が起こっていることから，それぞれ自然観光旅行地，人文観光旅行地，人

工娯楽旅行地，運動レジャー旅行地の 4つに分類し，ReBAM理論を用いて各距離に位置する

余暇施設を統計・算出した。李・郭・安（2011）は上記の蘇・党・呉の研究を発展させ，

ReBAMの範囲の変化や旅行地の分類項目に民族体験型の項目を追加した。また，周・劉（2005）

は長春市において，環状レクリエーション地と都市化の関連性に着目し，周辺のレクリエーショ

ン施設を参考に発展の方向性についての提言を行っている。李・劉（2006）は武漢市において，

1986年から 2004年までの環状レクリエーション地の変遷や，アンケート調査，機能分類，距

離分類などから総合的な方法論を検討し，余暇の発展する場所としての環状レクリエーション

地の重要性を改めて主張した。これらは実証的な分析であると同時に，将来の発展への示唆や

提言を行っており，都市のペリフェリーにおける余暇資源の重要性を主張している。その他に

も南・胡・朱ほか（2012）は延吉市を対象に，環状レクリエーション地の研究手法に言及して

いる。そこでは中小都市を対象に，レクリエーション空間とその範囲について分析を行った。

そこでは，コスト分析やネットワーク分析が一定の成果を挙げると述べている。同様に，その

研究方法に踏み込んだ李・楊・孫ほか（2010）は旅行地におけるライフサイクル理論を導入し，

ReBAMの成熟度を萌芽期，発展期，近成熟期，成熟期の 4段階に区分した概念を提唱した。そ

こでは，北京市を事例に，同心円状に距離とともに成熟度が下がる中で，40～ 100㎞の帯域は

活性化しており，今後の発展が見込まれることを指摘している。

この他にも張・瀋・高（2011）は杭州段運河を事例として，運河沿いの帯状空間について，

その都市内での余暇空間としての役割の重要性を示唆した。朱・呉・陸ほか（2014）は，北京

市内における 15の河川を事例に，都市公共空間の一種としての適合性を資源や形態，機能，文化，

公共の各属性について 42の指標をもとに分析を行った。

またレジャー施設の分布について，施設の立地などから分析が進んでいる。柳・白（2006）は，

上海市の娯楽施設の分布モデルを描写し，娯楽レジャー施設の立地の特徴を述べている。そこ

では，娯楽施設が都市中心部と郊外部の新住宅区の 2地域に集中しており，前者の施設の減少と，

後者の増加から，娯楽施設もまた社会的要因によって地価や新天地を求めて移動することを明

らかにした。薛・黄・馬ほか（2014）は西安市を対象に，文化娯楽産業の数量や密度，ホット

スポットに注目し，その分布の特徴を明らかにしている。



─ 57 ─

中国の人文地理学における余暇研究の成果と動向（石田　曜）

c．その他のアプローチ

近年は余暇に対する生活満足度についてのアプローチもまた増加している。例えば，都市部

の住民とツーリストについて，両者のレクリエーション供給への満足度の違いに言及した李・曾・

程（2014）の研究などが挙げられる。そこでは，重慶市を事例に，ツーリストへ提供されるレ

クリエーション環境の質が住民のそれを上回ることを指摘している。肖・杜（2011）は広州市

の都市公園を事例として，レクリエーション参加者へのアンケート調査から都市公園について

の評価や満足度について明らかにしている。そこでは，「景観の質」・「レクリエーション環境」・

「基礎施設」・「レクリエーション種目」・「サービスの質」という 6つの分類から，広州市の公園

は若者の需要に応える一方で，中高年の来園者の需要は満たしていないことなどを明らかにし

た。周・黄・殷ほか（2012）は南京市の中山陵を事例に，利用者にとっての価値に関する分析

から，無料開放後の都市公園の特徴を述べている。周ほかは余暇やサービスなど，5つの価値が

存在するとして，特に公益・福祉やレジャー・レクリエーションの価値が発展傾向にあると分

析した。毛・宋・馮ほか（2013）は，従来の公園を対象としたレクリエーション満足度に関す

る研究を整理したうえで，都市公園住民レクリエーション満足度（RRSI８））モデルを作成した。

その上で北京市の公園を事例に分析を行い，交通や居住地からの距離が満足度へ影響を与えて

いることを明らかにした。宋・蒋（2014）は杭州市を事例に，居住民の余暇生活満足度が影響

するメカニズムをアンケート調査から分析を行った。そこでは自由時間，余暇活動への参与率

が満足度に大きな影響を与えていることを明らかにしている。その他にも，張・周（2013）は

杭州の公園を事例にレクリエーション幸福感を分析し，公園や社区における異なる幸福感がも

たらす空間的差異や属性による社会的差異を明らかにした研究，そして北京オリンピック公園

を対象に，親子世帯が公園へ抱く物質的なものへの満足度や社会環境・管理への満足度に注目し，

各家庭の外出の動機がその度合いに与える影響について分析を行った楊・烏（2015）の成果が

みられる。さらに劉・王・朱ほか（2015）による上海市の旧市街地と新たな街区における散歩

の環境質量をその選択行為に着目して分析したものもみられる。

また，新たな潮流のひとつとして，「人本化（人を中心とする）」への関心の高まりがうかが

える。張・張・王ほか（2009）や唐（2011），韓・黄（2013），黄・呉（2013）は余暇活動を行っ

ている人々の場所愛や認知の問題を取り上げている。そこでは場所への記憶や認知，感情をモ

デル化しようとする試みが行われている。この研究では都市住民や旅行者の場所への認知とレ

クリエーション消費の需要との関連性についての分析しており興味深い。陳（2014）はこれま

での人文地理学における場所研究をまとめて，中国では 2006年以降に場所の概念が都市や古鎮，

そして観光地理学の中で扱われてきたと述べる。陳は寧波市の外灘における中国国内と外国の

利用者の関係性が浮き彫りになるバー街を事例に，他者である外国人を拒む場所として描き出

している。

このほかにも，甘（2004）の全国 13都市を対象に，そのレクリエーション環境を，緑地や道
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路，文化施設の面積や数量に関する変数を用いて分析を行ったマクロな研究などがある。千・

陳（2002）は吉林市の緑地や緑地帯の配置などについて，レクリエーション行動から捉えた土

地利用について提言している。また，国際的な標準から，北京のレクリエーション用の土地管

理について分析を行うものもある（劉・王ほか 2009）。その他，近年の中国において盛んに報

じられる「休閑都市」，つまり保養機能が産業の中で重要な位置を占めている都市が選定される

中で，曹・苗・陳ほか（2010）は，消費面や旅行客数などの指標から評価方法を提言している。

都市における余暇空間のイメージについて，馮・龍・張（2009）は，重慶市における広場や寺，

公園などのレクリエーション空間の質に関するアンケート調査を行い，その定量的な分析から 6

種類に分類されることなどを明らかにし，イメージと空間の質の相互関係の重要性も述べてい

る。余暇空間の変遷についての研究では，荘・汪ほか（2010）が寧波市の港湾都市を事例に，

衰退後に港湾部の開発として，娯楽レジャー産業の誘致や親水公園として利用される事例を述

べている。以上のように，余暇へのアプローチとして満足度や場所，土地利用，イメージ，歴

史的変遷などの多様な研究成果がみられる。

3．結語
以上，中国における余暇について，人文地理学からその空間に着目した研究の成果と動向を

概観した。中国の人文地理学では改革開放後，その経済発展に後押しされるかたちで都市及び

郊外における余暇・レクリエーション資源に関する研究が増加した。1990年代末までの傾向と

しては，余暇資源の発見と，その需給関係に焦点を当てた資源開発についての問題を扱った研

究が豊富である。2000年前後から，ある程度の商業規模を備えた都市を対象に，アンケートや

聞き取り調査を利用した計量的な分析が多くなる。特に行動地理学や時間地理学，都市地理学

によるアプローチが多く，この潮流は現在も進行中である。近年では GPSや GISなどのツー

ルによって，より詳細なデータによる分析がみられる。これらは，比較的マクロな視点から，

余暇活動者の時空間構造や余暇活動空間，娯楽空間の分布など，主に余暇の時間や活動に着目

することが特徴といえる。

2010年以降，よりミクロなスケールからの分析が目立つようになってきた。特に，これまで

は余暇の時間的要素や活動的要素を扱った研究が多かったのに対し，新たに余暇の価値的要素

を扱う研究が増加している。そこでは，アンケート調査などの手法から，特定の空間における

レクリエーション参加者の満足度や価値観を計量的に分析する研究が増加している。例えば，

都市部では都市公園やウォーターフロントを対象とした公共空間を扱う分析が多い。公共空間

と余暇の関連性について，2000年前後では大多数の研究が余暇の消費性に関わる空間に重点を

置いていたのに対し，近年では公園や広場，ストリート，河川沿いなどの空間が扱われ始めた

ことも特徴といえよう。また，これらの場所についてのその愛着や性質について人文主義的な

視点から分析するものも確認できた。これらの研究が行われる背景について，都市住民の生活
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の質の向上のほかにも，「以人為本」のスローガンが叫ばれているといった社会的な現状にも関

係していると考えられる。

上記の既存研究の課題としては，大都市を扱ったものに偏っていることが挙げられる。多く

の研究が北京や上海，広州などの大都市やその周縁部を対象とする一方で，中小都市を扱うも

のはほとんど見られない。また，豊富な研究成果を軸として，人文地理学的な立場から余暇理

論そのものへコミットする研究も必要といえるだろう。

最後に，本稿では都市部を中心に扱ったが，他にも農村部やツーリズムに関連する空間との

関連性については今後の課題としたい。また，中国における人文地理学の全体的な動向の中で，

都市における余暇空間の位置づけを行う必要がある。
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注）
１）中華人民共和国国家統計局編『2016中国統計年鑑』を参照した。
２）3つの休暇期間とは「春節」，「五一」，「十一」である。  

３）これらの余暇についての既存研究をまとめたものとして，周・董（2004）や岳・楼（2005），梁・張・
章ほか（2006）が参考になる。

４）文献の抽出に際しては「中国知網」における各雑誌のページで行った。それぞれ「休閑」・「遊憩」・「閑暇」
について別々に検索し，重複する内容については統合した。なお，検索・閲覧は 2016年 12月現在のも
のである。

５）ここでのレクリエーションとは中国語の遊憩の訳語として用いている。この定義についてはまとまった
見解が得られていないが，馮（2009）は地理学がレクリエーションを扱う場合には，「都市の基本的機能
のひとつであり，それは必ず都市の範囲内で行われる活動」を内包すると述べる。また，そこでは「休閑
の随意的な性格とは区別され，レクリエーション地域の範囲はまたアウトドアに限定する」としている。

６）Recreational Business Districtの略語。
７）Recreational Belt Around Metropolisの略語。
８）Residents Recreation Satisfaction Indexの略語。
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