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中国における余暇空間としての都市公園の特性

－延吉市の人民公園を事例にー
Charac凶 sticsofU由anPark as Leisure Space in China: 

A伺 .seofR阻 minPark in Yi出場iαty

石田 曜

YoISIIlDA 

材高は吉林省延辺朝鮮族自治州、｜延吉市におし、て，制斗開放前後の人民公園に焦

点を当て，余暇参加者の認識ヰ手lj用実態の変化から，余暇空間としての都市公園

の特性を検討した。その結果，無料開放以前の人民公園はテーマパークの要素が

強し、一方，無桝開放以降は多くの周辺住民が日常的な余暇活動を行う空間として

利用していた。このように，矧斗開放は都市公園の特性に影響していることが明

らかになった。

キーワード：余暇空間，都市公園，人文雄姐学，延吉市

Key words : leisure space, urban park, human geography, Yanji city 

I はじめに

1 問題の所在

中国は改革開放以降の経済発展によって，大衆化社会へ突入した。近年，人々は物質的な充足

からライフスタイルの充実や，サービスの向上などの質的側面を劃見し始めた。都市ではカラオ

ケ店やクラブから博物館・美術館に至るまで消費性の高い余暇活動が行われる空間が増加した。

また，郊外や地方では働帥や国立公園など，日常生活から離れて過ごすレジャー・レクリエー

ションも広く受け入れられるようになった（王 2007）。

この中で，都市公園は周辺住民の生活に関する精神的な拠り所としての需要が増大しており，

その求められる余暇の機能は日増しに高まっている（周・郭・王 2013）。周知の通り，都市公

園は樹也や広場などが配置され，人々の日常生活におけるレジャー活動や休憩を行うための重

要な都市装置である。余暇空間としての都市公園とは，様々な主体が余暇活動をめぐって構築し

ていく空間を指す。そこで，材高では都市公園が余暇空間として形成される過程を追うことで，

余暇活動に参加する人々（以下，余暇参加者）がその変化をどのように認識しているのかに着目

した。
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2 先行研究と目的

中国において，都市公園における余暇を扱った研究は，地理学や歴史学などの分野から進めら

れている。近年，人文地理学においては，都市公園を対象と した利用者のサービスや環境につい

ての満足度や評価を分類し，計量的に分析する研究が増加している（石田 2016）。例えば，肖－

社（2011）は都市公園利用の満足度について，「景観の質J・「基礎施設j・「レクリエーション環

境」・「レクリエーション種目」・「サービスの質」・「アクセシピリテイJという 6つの項目を指標

とし，広州市の都市公園が中高年の来園者の需要を十分に満たせていないことを明らかにした。

この都市公園を事例とした余暇の要素を抽出する研究は，その多くがアンケート調査を採用し，

人々の余暇活動や状態（満足度など）を計量的に把握することが鞘敷である。

一方，都市公園を人々の日常生活における余暇が過ごされる余暇空間として捉え，その形成過

程や余暇参加者の認識の変化に着目したものは管見の限りほとんどない。形成過程にっし、て，島

田（2017）は北京市の都市公園の形成について，政府側の計画や管理に着目 し， 権力の介在す

るプロセスを解明している。一方，そこから利用者の活動実態にまで焦点を当てた研究はみられ

ない。さらに，利用者の満足度などの指標は，都市公園という物理的な環境や，余暇参加者の実

践キ認識の形成に深く関連すると考えられる。このため，どのように都市公園が余暇空間として

形成されてきたかという過程とそれを捉える余暇参加者の認識を考察することは重要といえる。

延吉市の都市公園を扱う理由として， 2点の何故が挙げられる。まず，胡・南（2012）が述べ

るように，延吉市は辺境都市として位置づけられる点である。胡・南はGISを用いて， 環城レ

クリエーション地帯 1）を空間・時間E国佐や地形の要因から分析した。その結果，延吉市に存在

するレクリエーション施設は都市の南部に集中しており，対して西部は分散的であるとし中心

部から 3～6凶の範囲が最も余暇資源の分布が多い地域であることを明らかにした。しかし，辺

境都市や中4者R市である延吉市について，その余暇の特徴はほとんど言及されていなしL中国に

おける余暇空間の研究を概観した余（2009）が指摘するように，近年は大都市に限らず，中小

都市や地方都市を扱う研究も徐々にみられるようになった。したがって，辺境都市あるいは中小

都市における余暇空間の実態を解明することは意義があると考えられる。なお， 上記の既存研究

以外にも，延吉市の余暇を対象とした研究がみられる。それらは主に観光地研究ヰ余暇圏を対象

に，その観光開発や余暇資源に向けられている（石田 2016；黄 2013；張・張・越 2000；秦・

漏 2010；鄭・劉 2011；南・胡・朱ほか 2012）。これらの研究は都市そ観光地をマクロスケール

で分析している。これに対し，本研究ではよりミクロなスケールで者日市公園を扱うことも特徴の

ひとつで、ある。

次に，延吉市の民樹茸成が理由として挙げられる。既存研究の多くは，中国の都市公園の利用

者を漢族に想定していると考えらえる。これに対して，延吉市は朝鮮族が多くを占める都市であ

る。「延吉市統言博鑑2014』を確認すると，全人口 53万人のうち，漢族が40.1%であるのに対

し，朝鮮族は57.4%を占める。市内には朝鮮族と漢族の他にも満・回・蒙古 （モンゴル）族など
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が2.1%居住しているほ正吉市統計局編 2014）。このことからも，延吉市における都市公園とい

う余暇空間を分析する上で，朝鮮族が多数を占めることを加味する必要がある。

以上から，材高の目的は延吉市における都市公園を事例として，その変遷と余暇参加者の認識

から，余暇空間としての形成過程や実態を明らかにすることである。具体的な都市公園について

は延吉市の中心部に位置する人民公園を取り上げる。

3 研究手法

材高では都市公園の形成過程において，余暇空間としての要素を見い出すために，無桝開放化

とし、う現象に注目する。李（2002）が指摘したように，広州市において2001年4月に開催され

た中国公園協会秘書長拡大会議において，都市公園は公益性を持つ施設であり，出或における公

共耐也及ひ市民の余暇が過ごされる場として鮒ヰ開放することが決定された。これ以降，全国で

次第に都市公園の無料開放が進行していく。これは余暇空間としての都市公園の実態や意味の

転換点と位置付けることができるといえよう。

調査について， 2014年8月 12日～20日の期間において，地方志や統計などの資料収集とイ

ンタピ、ュー調査を行った。インタビュー調査で、は，余暇活動を行う参加者を中心に聞き取りを行

った。その他，人民公園における観察，延吉市の市志ヰ噺聞資料などの閲覧も行った。本稿では，

人民公園において余暇活動を行っていた 7人のインフォーマントによる語りと，補足として河

演公園の2人の語りを利用する（表 1）。 河漬公園を取り上げた理由については，当公園におい

ても車胤勃矢の利用者のインタビュー調査を実施しており，人民公園を考察する上で参考となる

と考えたからである。インタビューで、は，それぞれ5分～1時間半の時間のうちに，調査者及び

カウンターパートが判薄造化した質問から語りの内容を聞き取った。その内容は， 筆者あるし、は

カウンターパートが記入した。また，筆者の言語能力の制約から，漢族へのインタヒ守ューの補足

と朝鮮族へのインタピ、ューについて，それぞれカウンターパートに協力を依頼した。なお，調査

は全て日中に行っていること，調査期間中に延吉市で「老人節」が開催されていたため，催事の

もつ非日常的な空間性を有していたことに留意しておきたい。

表 1 インフォーマントの情報

仮名 性別 年齢 民族 以前の職業 現在の役職 来園頻度 移動時間 移動手段 滞在時間

A 男 83 漢族 建設業 退職 年1回 0-10分 パス 3-4時間

B 男 77 漢族 建設業 退職 年1固 0-10分 パス 3-4時間

C 男 不明 漢族 会社員 毎日 10-20分 車 30-60分

D 男 64 漢族 不明 退職 毎日 10-20分 自転車 2時間

E 男 69 漢族 不明 退職 毎日 10-20分 徒歩 60分以上

F 男 不明 朝鮮族 不明 月1回 0-10分 車 60分以上

G 女 74 朝鮮族 不明 週1固 10-20分 パス 60分以上

H／河；賓 女 47 漢族 自営業 毎日 30分 徒歩 30：分

I/河漬 男 67 朝鮮族 不明 その他 毎日 0-10分 徒歩 半日

資料：インタビュー調査によって作成

-38-



中国における余暇空間としての都市公園の特性（石田 曜）

以下では， E章において延吉市の概要と人民公園の特徴を概観し， E章では，インタビ、ューに

よって得た語りから，インフォーマントの無料開放前後の余暇活動とその空間に関する認識を

考察する。最後にN章では，余暇空間としての人民公園の糊致をまとめる。

II 延吉市と都市公園の概要

1 延辺朝鮮族自治州延吉市

中国東北地域の延辺朝魚糠自治州中部に位置している延吉市は，朝魚草族自治州、｜の政府庁在地

であり，同州、｜の中心的な都市である。清朝以来，延吉臆や延吉府などの政府機関が配置され，

1912年に延吉府が改称し延吉県となり，満州国期には間島省の省都となった。解脱麦の 1952

年に当地は自治州人民政府の所在地となった。

2013年の総人口 52.6万人のうち，都市人口は42.3万人である（延吉市統計局編 2014）。約

32万人の労働人口のうち，第三次産業の従事者は25.7万人であり，全体の 80%を占める。こ

の背景には，韓国との独自のネットワークによる経済的・社会的・文化的な交流がある（金 2006）。

2013年の延吉市の住民の一人当たりの可処分所得をみてみると 25,811元であり，同年の全国

都市の可処分断専26,955元を若干下回る（延吉市統計局編 2014）。しかし， 1997年から 2003

年まで、は数年を除いて全国平均を上回っていた。また，消費性支出は全国都市の平均18,022元

を上回る 20,729元であり，辺境に位置しながらも経済的に豊かな都市で、あった2）。このような

第三次産業を中心とした経済を支えたのは，韓国への海外出稼ぎ者による送金であり，この送金

経済が延吉市の鞘敷といえる（金 2007）。

2 人民公園の変遷

延吉市の都市公園について，図 1からはその変遷と立地の鞘教が読み取れる。まずその変遷

について，当公園は 1949年以前から旧市桂I地に隣接しており， 1953年 5月に制定された 「延

吉市城市総体規劃（1978～2000）」以前から存在する古い都市公園である。表2からは，岡市政

の都市公園への積極的な取り組みの軌跡を辿ることができる。このなかで人民公園と青銅胡公

園以外の都市公園は1990年以降に建設されたことがわかる。なお，『延吉備昨鑑2014』には，

2000年以降に4箇所の都市公園があると記載されているが， 『延吉市志1986～2000』では人民

公園と青銅胡公園の2箇所の言萌tに限定されている。

次に，人民公園の立地の鞘敷について検討する（表 2）。『延吉市志 1986～2000』によると，

人民公園は旧市桂地内に位置し，南部の正面門の前を走る公園路に接してし1る。延吉市において

最も古くからある公園であり，市内で唯一の動植物やアトラクションが一体となった総合性公

園である。公園は清朝末期の1907（光緒30）年に呉禄貞によって建設された。初期の公園は現

在の動物園区の範囲であり，その面積は 5haで、あった。東部は雑草が生い茂り，西部には撤台

s) （以後，表記は旧敢台とする）が位置していた。西北部は北から南へと緩やかに傾斜していた。
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⑤ 
図 1990～2020年（見込）

図1 延吉市における都市の変遷と都市公園

資料：《割峰、地図集）編纂委員会 『吉林省地図集』中園地図出版牝2009.より作成

注）各公園について，①人民公園，②青年湖公園広場，③金達莱広場，⑩可演公園併剥也系統のため，

本来はブアハトン河両岸の全域を指す。ここでは部分を示ホ）⑤帽爾山国家森林公園，＠清水公

園，＠松涛園である。なお，黒丸数字は2014年の調査以降に建設された公園である。

民国期には商埠局の顧客や外国賓客が訪れ，公園内で宴会が行われていた。医事阜局には西公園

と呼ぶものもおり，別荘地としても利用されていた。新中国の建国以降，政府は公園を修復し，

人工湖や開く池などを設置した。 1953年には正式に延吉市人民公園と命名され，同年に動物の

飼育を開始した。1955年には温室が設置され，各種植物の培育が開始され， 1956年には周囲を

ポブロラによって囲み，その面積を 35haとした。 1979年以降も紺較し的に様々な施設や各種サー

ビスが配置された。 2008年に無料開放を行い，観覧，余暇.女集長の最良の場となった9。公園

内は，動物区・花弁鑑賞区・児童遊楽区・安静休息区の4つの遊覧区域に区分される 九筆者が

調査を行った時期は，蓮の花が最も映える時期とされ，遊覧客も多く訪れていた。以上から，人

民公園を通時的にみると， j制、卜固期は官による別荘地として利用されており，新中国成立以降は

政府によってテーマパーク化が進められたことがわかる。このように都市公園の変化とともに

余暇の性質も大きく変化している。
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表2 延吉市の都市公園への取り組み

人民公園 その他の都市公園に関する事項

呉禄貞によって，現在の動物区及び旧激台の位置まで公園が建設さ
れたその面積は5haであった

1907年に建設された公園について，政府の集会や外交事務が圏内で
行われた当時は西華亭あるいは西公園と呼称された

・市政府が2.3万元を投入し，後の青年湖公園を建設した．当時の面積

は0.28haであった

西華亭あるいは西公園が正式に人民公園へと改称された
•5月、『延吉市城市総体規劃（1978～2000）』が吉林省人民政府によっ
て批准された。この計画によって、延吉市は紡績などの軽工業を主体

として発展することをが企図され、また少数民族の日用品に関するエ
業を扱う辺境都市として位置づけられた。規壷1］の用地は18knl.

；皇室が設置された

公園の周囲が楊木で因われた．その面積は35haであった

『延吉市減市総体規劃（1978～2000）』が都市発展に不合理であると

省政府が30万元を投資し，レンガ造りの塀で周囲を囲んだ
指摘され、新たlこ『城市総体規劃（1978～2000）』を策定した。この計画

によって、延吉市は朝鮮民族の特色ある辺境都市とし自治州の政治・

経済・文化申心であることが規定された規劃の用地は3oknl.

国家が36万元を投資し，金魚廊，人工湖を建般したまた，遊覧船．児

重列車，飛行機，宇宙船などの電動のアトラクションを毘備した

圏内の緑化率が20%を超えた 全市の緑地面積が310.5ha.そのうち、公共緑地面積は104.7

圏内にある百草園を鹿鳴園へと改称した芝生とクローパーを基調と
し，イブキや力シワの模型を飾り付けた圏内には鹿が『人参老人」を

囲むような模型が点在した公園の東北部には偽山を作った北部に

は小型の湖をそこには弓橋を架け，湖肉には木製の彫像を配置し

Tニー
青年湖公園へ政府が139万元を投資し，「水よ楽園」を建量生したま

た，畏廊も作成し，その長さは45mの及んだ。それぞれ途中に『酉陽

亭」『聴泉亭」「碧雲亭」など6つの東屋が毘偏された
青年湖公園は西側の湖水械で魚の養殖を始め，夏季には釣りができ

るようになった冬季にはアイススケートを行った

国家の『城市規劃法』及び『城市規劃編成編耕法』によって、『総体規
童1](1996～2010）』が策定された。この計画では『六区四中心』という分

散型の都市構造が提示され、用地の分布や道路・鉄道のネットワーク

についても調整がなされた

アイススケート場を修築した．

青年湖公園に市の風景園林処と延辺電力公司が合作し，300万元を
投資した公園の西側に，露天水泳場と氷上テーマパークを建設し

た露天水泳場は当年に完成し，対外開放された

－青年湖公園において水上テーマJtークが完成した

－市政府が約100万元を投資し，青年湖を修築したまた，周囲の鉄柵

を取り払い，市民へ向けて無料開放した

－帽爾山国家森林公園の設備へ投資を始めた

『五一（メーデー）」を前に，無料開放した緑化事業として，市政府は

緑化プロジェクトを実施し，鉄南遊園，人民公園，清水公園，丹虹公園

において，新たに347.5ha，都市緑化被覆率37.2%を達成したまた，
朝鮮民俗風情園の西部に新たな区域の開発が進展した

青年湖公園の改造が始まった改造には市政府が約4000万元を投資

した計画方案からは，建設後は娯楽，集まり，レジャー，エクササイ

ズ，鑑賞が一体となった多機能な公園となるとされた工事では地下

作業と地上作業の2つを基礎とした地下作業では建築物を取り除き，

湖を埋め立てたー地上作業では大型広場や小遊園広場，音楽噴水，
各種の園林闘速の植木などの緑地を担った 青年湖の改造事業で

は，延辺州で初となるAlに制御された音楽噴水が導入される．
－都市の緑化・美化建設に1.65億元を投資した．特に1 興安橋，漬河

路，延吉（人民）公園運動区， 青年湖など13のプロジェクトにおいて緑

化を進めた

アトラクションの点検・整備を行ったこの管理の強化によって，遊覧
・5つの大公園（帽児山森林公園・人民公園・青年湖公園・西山苑そし

客に安全を提供し，また安心できる娯楽環境を提供したこの他，青年
て国貿民俗村）を新設及び改造したその結果，国家園林械市へ登録

湖の地下の工事が完了したパイプを通す作業や噴水，道路，広場の
された．

基礎建設を行った緑化では高木を1100株植えた
－政府の発表した「延吉市国民経済と社会発展第十二回五カ年計

画」において，都市建般が新たなイメージを生み出す上で．帽爾山総
合整備，延吉公園の改造，遊園広場の建段，そして都市の緑化・美化

事業が唱えられた

青年湖広場の工事が完成した 270本の低木，2334『Tiの生垣，ss2orri

の芝生を植えたーまた，管理処，トイレ，道路，広場の地面の整備，園

林関係，照明建設を完了させた

市内の緑化事業のうち90%が完了した 漬河公園，アリラン広場及び

新民南街．漬河路の緑化計画が完了した市内の緑地面積は
1524.Shaとなり，市街地は緑地率が37.5%を達成し，中国生態魅力県

などのおの栄誉称号を獲得したまた，全国環境競争力で優れた100

県に入った．

資料：『延吉市志』及びインタビュー調査によって作成
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人民公園は総合性公園といわれるように，余暇活動に関する施設を網羅している。圏内北部

には動物園キ植物園，アトラクション，食事処が立地している。区名は動物区・花弗鑑賞区・児

童遊楽区の 3っと考えられ，ここには親子連れや周辺の農村からのツアーで訪れる人が大多数

を占める。アトラクションに関しては，戦時中に建設された撤台の北部の区域において展開して

いる。動物園に関しては，一部の動物の観覧は有料となっている。筆者らは主に土・日曜日を含

めた日中に観察を行ったが，アトラクションなどの消費性の高い遊具の利用者数は主に親子連

れであり，その人数も少なかったO また，圏内には塑像が散在している。各塑像は生命の誕生や

親子，父親の教え，敬老など多様なテーマを有している。特に，朝魚糠の伝統的な民族衣装を模

った像が多い。人民公園は朝鮮族のアイデ、ンティティを表象する場所ともいえる。

一方で，正門前広場の安静休息区には多くの地元住民が一日を通して余暇活動を楽しむ姿が

みられる。筆者の観察から，延吉市の都市公園における余暇活動として，次の点が鞘致的であっ

た。例えば，余暇活動の様子について，人々は地面に座り，そこで花札やアリラン，小劇団によ

る歌劇などを開始する。周囲には人だかりができ，遊ぶ人と見る人によって輪がで、きる。安静休

息区の中にはこのような場がいくつも荷主している。これらの公開性の高い余暇活動が非営利

的なものであるのに対し，樹木の茂る撤台周辺では，金銭消費を伴うカラオケやマージャン，ト

ランプなどの遊びが行われている。このことから埠始付近は，消費性を持つ余暇活動の区域であ

るのに対し，公園路に面した安静休息区は，余暇活動を通した人々の交流が中心となる区域とし1

える。興味深いのは，消費性を持つ余暇活動は，人の視線から隠れるように行われることである。

カラオケを例にすると，その機器は設置者が持参し，歌いたい余暇参加者は，その設置者に数元

を支払い，曲目をリクエストする手法が取られてしも。歌われている曲の多くはハングノレの歌詞

であり，多くの聴衆が持参のイスに腰掛け，耳を傾けている。曲目によっては，踊り出す人も

度々みられた。これらの活動は砂ドに覆われた地点で行われる。

m 余暇参加者による人民公園の認識

余暇参加者にとって，延吉市の余暇空間としての都市公園はどのような意味を持っているの

だろうヵ、ここでは，インフォーマントとして漢族と朝鮮族の余暇参加者へのインタビューによ

って得た語りを取り上げる。まず人民公園周辺の人口構成をみてみたい。 『延吉市地名志』から

人民公園が位置する公園街道居民委員会の民話討毒成を確認すると， 1985年の時点で，「総人口

11,090人，そのうち朝鮮族7,661人，漢族2,984人，満族38人，回族4人（延吉市人民政府編

1987: 54) Jと記載されている。また，西部に隣接する延西街居民委員会も同様に， 1986年の時

点で，「総人口18,609人，そのうち朝鮮族10,141人，漢族が8,468人，満族54人，回族8人

（延吉市人民政府編 1987:61）」と記載される。人民公園の近隣住民の民族構成は轍糠が多数

を占める中に，漢族が一定数以上存在することがわかる。以下では，両民族の語りから，人民公

園に対する認識の変化を考察する。
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1 無料開放前後の認識の変化

人民公園の変遷について， 2008年以前は主にアトラクションを利用することや動物を観覧し

て楽しむテーマパークとし、う性格を有したことが確認できた。表3の語りから， 2008年以降は

公園の鉄柵やチケット売り場が取り除かれたことにより，住民が日常的に利用する余暇空間と

なったと考えらえる。より具体的には，余暇空間としての人民公園について，以下の何故を見出

すことができる。

まず，無料開放前の人民公園を象徴するものはアトラクションなどの遊戯施設と整備された

自然環境で、あったことが読み取れる。特に，家族連れや子供を連れて来園する余暇空間で、あった

といえる。これは人民公園の変遷でみた特徴と一致する。

次に，無料開放前とその開放後では，人民公園の余暇空間としての性格が大きく変化したこと

がわかる。まず，開放前は遊園地のような性格を有し，来園者はチケットを購入して内部のアト

ラクションで遊んだり，動物を鑑賞したりしていた。その一方で，日常的ft＆脇棄やエクササイズ

といった余暇活動は当時の人民公園で、は見られず，住宅区のあるタンウェイ（単位）内や路上で

行われていたとされる。無料開放前は，「家族と一緒に遊ぶ」，「草木の観賞やアトラクションで

遊ぶj場であると人々は認識している。

当時の都市の行政区域である街道ωにおいてどのような余暇活動があったのかについて， 『延

吉市志1986～2000』では詳細に記載されている。例えは人民公園の位置する公園街道をみて

みると， 1985年から文芸に関する大会には20,000人を動員し，レクリエーション活動が8,000

人によって担われてきたとあり，「絵画，書道，講演，合唱，エクササイズ運動，友誼舞，民族

舞，ディスコなどの大会が180回にわたって開催され， 10,000人が参加した。また余暇体育組

織が6つ存在し，全街道体育大会を 10回，全民健身マラソン，ゲートボール，バレーボール，

サッカーボール，卓球などの大会を90回開催した」と記載される。さらに， 2000年には「公園

街道では21の文化活動室，文化芸術開車者300名，業余文芸団体2組，合わせて 120人が存

在した」とある。このようにタンウェイ内において，様々なレクリエーション活動が行われてい

る。現在の人民公園ではこのうち，絵画や書道，エクササイズなどの活動が確認できる。公園街

道における余暇活動の実態と語りから，無料開放前に各タンワェイ内部において限定的に行わ

れていた余暇活動は，無料開加麦に人民公園に持ち込まれたと考えることができる。つまり，人

民公園は鮒斗開放を境に，人々の日常的な余暇活動を行う場所として再発見・再帯築されたので

ある。このことは改革開放によって，タンウェイを中心としたシステムが崩れ，多くの人々が外

喜陳境へと投げ出されたことにも関連しているとし、えよう。

ここで興味深し、語りとして，インブォーマント Bによる「今は公園自体がちょっと時代遅れ」

という発言に注目する。 Bは自身を含んだ高齢者の余暇参加者を指して， 「都市の発展からは明

らかに取り残されてJおり，「時代キ都市の発展についていけなし、からここに来る」と述べる。

この語りの背景には，延吉市の急速な都市化がある。その発展の中で， 古くから形態を維持して
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表3 人民公園の無料開放前後の変化に関する語り

私は道路を修理する仕事についていたので，時折この公園を通りかかることもあったが，入ったことは無い。入るにはお金が必

要であった。子供を連れてくることもなかった。開放された時も記憶にない。その時は，単位内に限らず，都市の内部で様々な

余暇活動があった。遊びたいのであれば，わざわざ公園へ来る必要もない。（A）／彼〈インフォーマントA）と同様で仕事上よく
みかけた。子供と遊びに来たことがある。もう何十年も昔の話だが。そのとき，延吉市は今みたいに高いビルなどは無〈，都市

にも特徴が無かった。そこの公園の中は緑が豊かで，遊ぶところが全く無かった市内に比べて，多くの遊具があった。動物や

鳥も沢山いて楽しかった。＜今みたいな日常的な余暇活動はあったか＞無い。お金を払って中で談笑するなんでありえない。

無｜そもそも当時は皆，単位の中で遊んだりしている。公園に来ることは稀だった。今は公園自体がちょっと時代遅れになってき

料｜た。特に都市の発展からは明らかに取り残されている。だから無料開放したのだと思う。ここにいる人達も一緒である。都市の

開｜発展についていけないからここに来るのだ。（B）／以前は，〈今のように自由に〉入れなかった。太極拳のような余暇活動もお

放｜そらくなかった。皆，単位肉や路上でやっていた。 （C）／以前は，太極拳のような活動はここではなかった。家族と一緒に遊ぶ

前｜場所だった。休みの日に妻と子供2人とよく来た。ここは普通の漢族の公園とは少し遣う雰囲気があり，それも面白い。＜他の

場所も行ったりしましたか＞行った。帽児山も休みの日はよく行った。当時はこんなに発展はしておらず，休みの日に遊べる場

所と言えば，この2つくらいだ。ただ帽児山は行くなら一日かかる。働いているときは，身体がしんどい時も多く，この延吉公園

に来ることが多かった。（D）／以前はチケットを買って入っていた。確かに，今と比べると当時は，人は少なかったが，都市内に

ある遊べる施設では最も人が入っていた。延吉には公園は2つしか無く．ここと青年湖公園だけだ。両方ともチケットが必要

だった。あの時は，〈ブアハトン〉河は今のように整備されておらず．草木の観賞やアトラクションで遊ぶことが出来るのは，特

に人民公園だけだった。当時も家族升1が多かった。この点は今も一緒だ。（E)

年に一度くらい来るようになった。何かの催しがあるときに来る。やはり昔からある公園なので績麗だ。〈仕事の〉道路の整備

では，あちらこちらから樹木を運んで植えていた。ここの木々は整備がしっかりしている。やはり公園であるだけあって鯖麗だ。

余暇活動も一緒だ。ここは空気などが美味しいから多くの人が集まるのだろう。（A)／年に一回来る程度だ。子供は大きくなっ

.... Eてからは，無料開放してもほとんど来ることは無い。家の近くの遊園で十分だ。昔も圏内では犠々なイベントをやっていたのを

五｜新聞で見たことがある。それでもお金が必要だから行かなかった。でも今はこのように無料になって催しに行きやすくなった。

｜だからパスでも来るのだ。（B）／私は．仕事場はすぐそこなのだ。家で食事をとったあと，パスでここまで来て．仕事が始まるま
開｜
放｜での間一服する。空気が締麗だ。（C）／太極拳をする場所になった。周りを見てみるといい。色々な人が踊ったり，体操をした

後｜りしている。このような利用の方法は無料開放してからだ。以前は，遊具などが人気であったが，今では健康のためや遊びを

’毎日できることで有名になった。（D）／無料開放した後は毎日来ている。ここで鍛錬をして健康になるのだ。チケットを買ってい

たころはそんなものはなかった。以前の余眼活動は全部単位内において皆で行っていた。改革開放以降，個人主義が強くな
り，皆バラバラで活動をしている。公園にある余眼活動は大体同じなので，一体感がある。同じ単位の人もいれば，違う単位

の人もいるのも楽しい。（E)

資料：インタビュー調査によって作成

注1）各語りの文末のカッコは，各インフォーマントを示している。

注2）表中の＜＞は筆者及びカウンターパートの発話・問し1かけ，。は筆者による補足を示す。

いる人民公園は，同様に発展の速度についていけない場と認識されているのではないだろうか。

このように都市公園についての認識は，延吉市の都市発展とも関連していることがわかる。しか

し， Bの語りのように，都市公園が都市の一部として後進・停滞的な空間であるとしづ認識がさ

れる一方，余暇参加者にとってはインフォーマント Eが語った 「一体感」 や 「楽ししリ 場所で

あることも事実である。

2 出稼ぎ労働者にとっての都市公園

上記の考察を今一歩深めるために， 余暇参加者にとって人民公園はどのような意味を有して

いるのかを別の角度から考えたい。ここでは，朝鮮族の住民の語りを取り上げる（表4）。

既述の通り， 人民公園の最大の鞘敷は，その余暇活動者の多くを朝鮮族が占めるということで

ある。インフォーマントの語りからは，余暇参加者の多くが出稼ぎ労働者と認識されており，さ

らに彼らは元農民であるという意見が多く聞かれた 九 事例としてインフォーマントFに着目

してみたい。彼の背景は以下のようなものである。 Fは貿易会社に勤めており，月収は 12,000
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表4 朝魚織の余暇参加者による人民公園の儲リに関する語り

圏外へ出るときにコミュニ子ィを去ったため，帰国後に家はあっても帰属するところがない。都市部のマンションを買ったが，出稼

ぎの度に居なくなるので，コミュニティがない。家にいてもすることが無いので，多くの人が居て，見ていて楽しいから公園へ来

ている。それに，他にどこにいけるというのか。公園は誰でも入れて，好きなことができる。だから来る。ここにしか来る場所が無

いのだ。（F)／公園ではボーっとする。昔はここに来ても知り合いがいなかったが，会話や踊りなどの余暇活動を通じて，今では

多くの人と友達になった。カラオケなどでは駄目だ。それが目的となってしまう。無料の公園では談笑や花札，アリランなどの無

料の交流をするのが良い。（G）／朝鮮族の友達とここでよくお喋りする。彼女たちの話は面白い。彼女自身も友達とのネットワー

クで数年間出稼ぎをしていた。今は帰ってきて，夫と子供たちの収入で暮らしている。その夫と子供が今は韓国へ出稼ぎにいっ

ている。だから日中も，夜も家lこ帰っても誰もいない。誰もいないからここに来るしかない。ここで喋ることを楽しんでいるのだ。

〔H）／ここに居る人々は皆韓国からの出稼ぎ帰りの人です。退職してから，休憩場所として利用している人が多い。その多くが

半日は居る。 (I)

資料：インタビュー調査によって作成

注）各語りの文末のカッコは，各インフォーマントを示している。

元と高収入といえる。息、子は日本への留学した後に蘇介｜で働いている。甥も日本へ留学してい

る。 Fは現在もよく他国と延吉市を行き来する。今は会社が休みなので特に日中の仕事は無い。

Fは多くの都市部の人について， 90年代初頭に出国した人が多し、とする。また， 2000年代初頭

から農民も出稼ぎに出国し始めたと認識している。人民公園に来ている朝鮮族の多くは，地元民

ではなく，その後に帰国した人たちであると述べる。今は農地を漢族に貸して，対価として米を

貰う朝鮮族も少なくないと語った。

農地の貸借については，金（2007）によって，延吉市と周辺農村の宅地開発ブームの関係か

ら言及されている。そこではもともと農村で働いていた農民たちは，不動産会社に自身の土地を

売り，そこにマンションなどの住居を建てる。そして，そこに流入してきた漢族の人々が居住し

ていくとしづ動向がみられる。金（2007:69）が述べるように，「住宅ブームを支えるのは主に

朝魚械の海外からの出稼ぎ送金であり，家賃収入を見込んで住宅購入に投資する人が多いこと

が背景にある」とされる。 Fの語りと合わせて確認すると，農民たちは，農地を貸した後は出稼

ぎのために韓国に赴き，ある程度の金銭を稼いだ後に，延吉市に戻ってくることがわかる。そう

すると，一般的な労働者と比べても収入の多かった出稼ぎ労働者たちは，都市内相聞記マンシ

ョンを購入して，都市部において新たな生活を始める。そして，機会をうかがって再び出稼ぎに

行くのである。そこでは都市と農村，そして国家聞を移動する朝鮮族の人々の様子がうかがえ

る。

一方で，元農民であることから，都市内に帰属するコミュニティは荷主しない。そこでは，新

たな交友関係を築く必要に迫られることとなる。そうした中で，出稼ぎ労働者が濁尺した行先が

人民公園ということになる。つまり，既存の農村コミュニティに帰属できなくなった人たちが，

新たなコミュニティや交流を求めてやってくる余暇空間が都市公園なのである。彼らは花札や

アリランなど見慣れた余暇活動を通じて，新たな関係、を形成していくと考えられる。
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IV 小結

本研究では，延吉市における人民公園を事例として，余暇空間としての形成過程や実態を考察

した。人民公園は2008年の無料開放の前後において，大きく余暇空間の性質が異なることが明

らかとなった。

具体的に，人民公園の変遷を辿ると，満州｜国時代においては賓客の接待に用いられる空間であ

ったが，延吉市の解放後に徐々にテーマパークとしての整備が進んでいった背景が明確となっ

た。 2008年の無料開放前は入場料が必要であり，また公圏外にも多くの余暇空聞が荷主してい

たことから，訪れる人々は家族連れなどに限定されていた。しかし，無料開樹麦に多くの人々が

余暇活動を行う場所として発見したことを契機に，日常的な余暇活動が行われる空間へと変化

した過程が明らかになった。

人民公園の余暇空間としての実態については，次の点が明らかlこなった。現在延吉市では急激

な都市化が進み，周辺農村の人々が延古市内に移り住む傾向がある。この中で，韓国への出稼ぎ

に際して農村を離れ，帰国後に都市に移り住んだ人が公園に足を運んでいることが明らかにな

った。そのような人たちは，帰属するコミュニティを持っていないため，人民公園に集まり，余

暇活動を通して新たな関係、を構築している。延古市の人民公園としづ余暇空間は，出稼ぎ労働者

へ居場所を与える役割を果たしていた。これは辺境都市における余暇空間の特徴といえるだろ

フ。

一方でパ、くつかの課題が残った。そのうちのひとつに延吉市中央部に位置する青銅胡広場の

事例が挙げられる。この広場はかつて，青年湖公園として豊かな緑と湖を持った空間で、あった。

しかし， 2012年に都市再開発が行われ，湖は埋め立てられ，巨大なビルが建ち，樹也はコンク

リート張りの地面へと変化した。このような余暇空間の機能の変化といった現象に遭遇した余

暇参加者はどのような感覚を抱いたのであろうか。このことは，新たな余暇空間として発見され

た人民公園に対して，余暇空間が消失する事例として位置づけることができょう。この青年湖広

場と人民公園を比較することが課題の一つである。その他にも，人民公園と都市計画の関係な

ど，都制髄の中で人民公園をどのように位置づけるのかといった課題が残された。特に，材高

で、扱った都市公園の無料開放ついては，その中国の余暇空間ないし公共空間としての都市公園

の位置づけを大きく変化させた現象といえる。今後も継続してその特性を検討していきたい。

（京都大学大学院人間・環境学研究科研修員）

【説僻】材高は，科学研究費基盤研究 （B）「中国東北における射針髄の変化に関する地理学的

調査研究J（研究課題番号 24401035）のサポー トを受けて実施した現地調査を基礎としている。

調査で、お世話になった吉林大学の劉偉傑先生，李商益さん（株式会社エイジェック） ia惑謝の意

を表したい。
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［脚注】

1）「環城遊憩地但eBAM:RecreationBeltAroundMetropolis）」にっし、て，この語は筆者が来献した。こ

の概念は， 呉 （2001）によって提起されたもので，主lこ7胡l市郊外地域におけるレクリエーション

活動空間を示す。

2）消費性支出で最も多いのは郊重通信費の 3,787元である。これは 2013年の全国都市平均である 2,736

元を大幅に上回っており，その他衣類や住居，医療なども高い。このことからも，延吉市が中国における

他の中4都市と比較しても特異であることがわかる。

3) 2018年11月2日の「延吉市：弱から強へ都市の成長J（『延吉晩報』 (A06面））において，「…1953

年の開園時から 3併のチケッ ト料を徴収しており，その後5扮， 1角， 2角， 5角， 1元， 2元となった

が， 2008年5月に延吉市人民公園は鰍糊放を実施した…Jとある。

4）圏内で案内図が見つからず， これら4つの区域の明確な範囲を把握することはで、きなかった。そのため，

文中の区域名は，管理局長に聞き取りを行った際に判明した内容である。

5）域台とは，清初の辺境地域に設置された，外敵の侵攻など有事の際に煙を上げる軍事施設である。（BAIDU

「撤台J(h抗ps://b司ke.baidu.com/i也m/%E5o/oA2%A9%E5%8F°/oBO）を参照。 2019年3月閲覧。）

6）街道は「都市部での区の1級下の行政単位jであり，者間晴間こおける最も末端に位置づけられる行政単

位である（天児， 1999;103）。

7）ヰ嚇有疾の国際移動に関する研究は宮島（1998: 2007）キ椎（2011)（こよって詳細に分析が行われている。

中国東北部の朝魚糠の移動には2つの局面があり，第一は帝国日本による半強制的な移動，第二は改革開

放以降のお生固としての韓国ハ移動する局面である（権 2011:95-99）。その中で，材高の考察で扱う韓国

への出稼ぎは，後者の「出国熱」とし、う文脈に即している。ここでは，エスニック・アフ。ローチ出子わな

いが， 宮島明雀の述べるトランス・ナショナル，あるいは 「アンティ ・ナショナル」や「プロ・ナショナ

ノレ」といった，朝漁織の持つ多元的なアイデンティティが余暇空間に関係が深いこともj舗に置く必要が

ある。
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