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広場ダンスから見る中国の公共空間利用に関する研究 

― 黒龍江省チチハル市を対象として 
 

16-3A062 王春宇 

指導教員：西村亮彦 
 

近年，中国では健康増進を目的とした公共空間における「広場ダンス」が流行しているが，その発生プロ

セスや集団活動を通じた地域社会の変化に関する既往研究は見当たらない．そこで，本項では中国黒龍江省

チチハル市の龍沙公園における広場ダンスを対象に，公共空間における集団活動がどのように発生・展開し，

地域住民の生活の質や社会的関係にどのような影響を及ぼしているのか，ヒアリング調査やアンケート調査

を通じて得られた参加者の声に基づく分析を行った．分析の結果，広場ダンスが戦略的なグループ運営の下，

中高齢者の一般市民を中心とする多様な人々の間に多様な交友関係を築くのに貢献していることが分かった．	
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１．はじめに 
(1) 研究の背景 

現在,「広場ダンス」が中国全土で流行している.

広場ダンスとは，広場，公園，団地内の緑地などの

公共空間において，健康増進を目的としたダンスを

行う自発的な集団活動のことである．	

昔から中国には，明け方，高齢者を中心に公園や

広場で太極拳や演劇の稽古をする「晨練」という習

慣がある．広場ダンスはその延長上にあるが，その

歴史は浅い．早朝および夜間を中心に，公園や道路

にステレオ装置を持ち込むことで即席のダンス空間

を形成し，多くの場合，中年・老人の女性が参加主

体となっている．	

広場ダンスは，健康増進を目的としていることか

ら国家体育総局によって後押しされる一方，大音量

の音楽を伴うこと，公園など公共空間を占有するこ

とから，近隣住民との摩擦を引き起こす迷惑行為だ

との声もある．いずれにせよ，広場ダンスは中国特

有の公共空間の利用形態であり，その意義は健康増

進に止まらず，集団活動への参加を通じた地域コミ

ュニティの醸成や生活の質的向上に寄与しているも

のと考えられる．	

(2) 研究の位置づけ 

中国では，広場ダンスに関するニュース報道や記

事は多いものの，学術的な研究は少ない．既往研究

としては，広場ダンスを例に都市住民にとっての公

共空間の重要性を分析した劉和 1)のように，空間デ

ザインの観点から広場ダンスを論じたものや，広場

ダンスと中老年女性の幸福感との関係を論じた張小

麗 2)のように，生活文化の観点から広場ダンスの意

義を論じたものが見られる．	

日本国内でも，徳永 3)をはじめ，広場ダンスに関

する研究は散見されるが，広場ダンスの活動形態に

着目したものが多く，地域社会との関係を分析した

研究は見られない．	

本研究は，ケーススタディを通じて，広場ダンス

の発生過程とその社会的な意義を論じるものである．	

 

(3) 研究の目的 

本研究は，①個別の空間における広場ダンスの発

生プロセス，及び②広場ダンスを通じた公共空間の

利用実態とその特徴を明らかにした上で，③広場ダ

ンスの参加が地域社会に持つ意味を考察する．	

(4) 研究の対象 

本研究では，黒龍江省チチハル市に位置する龍沙

公園を研究対象地とする．（図-1）この公園は，

10ha の水域を含む 64ha の総面積を誇る，中国東北

部最大規模の総合公園で，公園内では中央部をはじ

めとする各所で広場ダンスが行われている．	

	 	
図-1	 黒龍江省チチハル市龍沙公園	

(5) 研究の方法 

本研究を行うにあたり，2019 年 8 月〜2019 年 9

月の期間に 3 つの現地調査を行う（表-1）．	

表-1	 4 つの調査の構成	

	 調査内容	 内容	 実施日	

1	 遭遇調査	
約 1 ㎢の対象区域を設定し,広場

ダンスの実態と分布を調べた	

2019 年	

8/10〜8/17	

2	 観察調査	
代表的なグループについて,公共

空間の利用形態を調べた	

2019 年	

8/18〜8/23	

3	 ヒアリング	

上記グループのリーダーと踊り

手を対象に,ヒアリング調査を行

った	

2019 年	

8/24〜8/31	

4	 アンケート	
WeChat グループの中でアンケー

トを行った	

2020 年	

1/05～1/10	

	 まず，研究対象地における広場ダンスの実態を把

握するため，遭遇調査を行う．1 時間ほどで網羅可

能な 1k ㎡程度の範囲であることを条件に，公園内

で対象区域を設定する．対象区域内を自転車で巡回

し，広場ダンスと遭遇した際に，遭遇した場所，踊

り手の人数，舞踏形式，周辺の状況などを記録する．	
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次に，遭遇調査で収集した広場ダンスの中から代

表的なグループを一つ選び，広場ダンスによる具体

的な空間の使われ方に関する観察調査を実施する．

人の並び方，陣形の広がり方，時間的な変化を追う

ため，定点ビデオ撮影を行う．図面上に踊り手の分

布，滞留者・歩行者をプロットし，舞踏の陣形や広

がり方・集団が屋外公共空間の構成要素と如何に関

連しているかを分析する．	

観察調査と併せ，リーダーと踊り手に対するヒア

リングを行い，a.開催場所が決まった理由，b.広場

ダンスを始めた時期，c.個人情報（年齢，学歴，職

業，一緒に広場ダンスをする友達いるか，広場ダン

スを通して知り合った友達がいるかなど）を収集・

整理する．	

また，ヒアリング調査で得た情報を定量的に補足

するため，2020 年 1 月に SNS を用いた追加のアン

ケート調査を行った．アンケート調査の内容は，a.

参加者の個人情報(姓，性別，年齢，職業，居住地

など)，b.広場ダンスの参加状況（参加時期，参加

頻度，運動時間など），c.参加目的ときっかけ，d.

他のメンバーとの交友関係，e.広場ダンス以外の地

域活動への参加状況，f.広場ダンスを通じた生活の

変化，g.改善の要望で構成した．	

収集した情報を元に，広場ダンスの開催場所や実

施形態が決まるプロセスを明らかにするとともに，

広場ダンスが地域社会に与える影響を分析する．	

	 	 	
図-2	 SNS を用いたアンケート調査表	

	

２．調査の結果 

(1) 遭遇調査の結果 
朝（5:30～6:30）と夕方（18:30～19:30）の 2 回，

対象区域を巡回した結果，合計 17 グループの広場

ダンスに遭遇した．拍手ダンス，民族ダンス，メル

ボルンシャッフルダンス，ディスコダンスなど，

様々なジャンルの舞踊形式が見られた．	

	
図-3	 遭遇調査で見られた広場ダンスの分布	

(2) 観察調査の結果 

上記17グループの中から，規模が大きく（300人

～400人程度）かつ朝夕の2回開催しているディスコ

ダンスのグループを対象に，観察調査を実施した．

ディスコダンスは，拍手ダンス等のかつて主流だっ

た振付中心のスタイルの人気が低迷する中，参加者

を増やすべく2017年頃から始まった進化系のスタイ

ルで，フリースタイルの自由な動きで，途中参加・

退出が可能なのが特徴的である．	

観察結果を元に，会場の状況を示す平面図を作成

した（図-5）．元々，このグループは公園内の湖の

岸辺で活動していたが，夏の暑さを避けるべく，木

が多く芝生が広がる現在の場所に移動した．リーダ

ーの脇に並んだ数名の中心人物が音頭を取り，彼ら

を囲む形で公園内の通路や芝生空間に参加メンバー

が広がっていた．また，その外側には観覧者や外部

の参加者が遠巻きに参加していた．このような参加

者の配置から，広場ダンス参加者の間に図-6に示す

ようなヒエラルキーが存在することが読み取れる．	

	

	 	
図-4	 観察調査の様子（左：朝，右：夕方）	

	
図-5	 踊り手の分布と広場の構成要素	

	

	
図-6	 広場ダンス参加者のヒエラルキー	

(3) ヒアリング調査の結果 

上記グループのリーダー2 名，参加者 98 名，計

100 人を対象にヒアリング調査を実施した．	
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1)	グループについて	

リーダーは雨天時を除く毎日，決まった場所にス

テレオを持参し，5:15 と 18:15 から音楽を流して

いる．参加者は１年につき最低 20 元（350 円～400

円）の参加費をリーダーに払うことで，活動内容を

共有する WeChat（中国最大の SNS アプリ）のグル

ープに参加することができる仕組みとなっている．	

2)	参加者について	

参加者の性別については，女性の割合が早朝

58%・夕方 73%と多いものの，龍沙公園で活動する

他の広場ダンスのグループと比較すると，男性の割

合はかなり多いのが実情である．これは，このグル

ープのリーダーが男性であることや，ダンスの内容

が自由に楽しめるフリースタイルであることから，

男性でも気軽に参加できることによるものと考えら

れる．	

参加者の年齢については，40 代～60 代の中高齢

者が 82％を占めていた．中国では 50〜60 歳で早く

に定年を迎えることから，自由な時間を持つ定年者

の余暇の過ごし方として，広場ダンスが定着してい

ることが伺える．	

最終学歴については，小学校が 6％,中学が 14％,

高校あるいは中等専門学校が 42％，短期大学ある

いは高等専門学校が 35％，学部卒業が 2％，大学院

修了が 1％となっている．現在 50 代～70 代の中国

人は，文化大革命に伴う学校閉鎖を経験した世代で

あり，青年時代に教育機会を失われ，1977 年に大

学入試が再開されてからも，合格率が非常に低かっ

た．こうした社会的背景もあって，中高齢者を中心

に参加者の学歴が低い結果となった．	

職業については，定年者が 46%と最も多く，前述

の通り，広場ダンスが時間を持て余した定年者の受

け皿となっていることが伺える．一方，定職者の職

業は様々であることから，広場ダンスが異なる職業

の人々と交流する豊かな社会経験を積みられる.	

世帯については，40 代～50 代の中年を中心に，

配偶者との二人暮らしが 62%と多かった．中国では

一人っ子政策の影響もあり，子供が大学に入ると，

家には配偶者と 2 人きりになる家庭が多いことから，

広場ダンスがこうした夫婦のみの世帯にとって，貴

重な交流の場となっていることが伺える．	

このグループを知ったきかっけについては，「散

歩のついでに見かけた」が 54%，「他のメンバーの

誘い」が 41%，「地域住民から噂を聞いた」が 8%，

「別のコミュニティ活動を通じて」と「SNS を通じ

て」が 5%であった．既存の交友関係や他のコミュ

ニティを通じて活動が拡散されるだけでなく，人通

りのある公共空間で活動することで，これまで関係

のなかった人々を自然と巻き込み，グループのネッ

トワークが広がっていることが分かった．	

主な参加目的については，健康増進が 39％，他

の参加者とのコミュニケーションが 26％，娯楽が

18％，散歩ついでが 5％，時間つぶしが 4％，その

他が 8％であった．ダイエットや運動不足の解消が

主な目的となっている一方，友人と一緒に広場ダン

スに参加することや，広場ダンスを通じた友達づく

り，広場ダンス前後のおしゃべりなど，広場ダンス

を通じたコミュニケーションを目的とする参加者も

少なくないことが分かった．参加者の約半数を占め

る定年者にとって，広場ダンスが地域社会とつなが

る重要な場を提供していることが分かった．	

	
図-7	 主な参加目的の割合（％）	

	

(4) アンケート調査の結果 

	 WeChat グループのメンバーを対象に追加のアン

ケート調査を行なった結果，37 名からの回答を得

た．ヒアリング調査の補足として，居住地から会場

への移動手段と距離，一緒に参加する人との関係，

広場ダンスを通じて知り合った人との関係，広場ダ

ンス以外の地域活動への参加状況，広場ダンスの意

義や改善点など，交友関係に関する質問を行なった．	

居住地からの交通手段については，徒歩が 46％，

バスが 39％，車が 22％，自転車が 8％，ジョギン

グが 5%となっていた．徒歩圏内に住む参加者が多

い一方，バスや自動車で通う人も多く，広場ダンス

を通じたコミュニティが周辺地域を中心に，比較的

広範に広がっていることが分かった．	

	 一緒に広場ダンスを参加する人との関係について

は，家族が 34％と最も多く，次に広場ダンスを通

じて出来た友達が 26％，元々の友人が 17％，元同

級生が 11％，その他が 9％，同僚が 3％となった．

寝起き後や夕飯前に家族同伴で参加する人が多い他，

友人と通う人も多いことが分かった．	

	 広場ダンスを通じて知り合った人の数については，

個人差はあるものの，平均する一人当たり約 20 人

となった．付き合いの程度に着目すると，会釈する

程度が 6.0 人，顔と名前を知っている程度が 3.6 人，

一緒に買い物や食事をする程度が 3.2 人，家族ぐる

みの付き合いが 3.1 人となった（表-2）．一人っ子

政策の影響や早期の定年退職により，コミュニケー

ションの機会が少ない中高齢者にとって，広場ダン

スは交友関係を広げる絶好の機会となっており，そ

の関係も多様であることが分かった．	

表-2	 広場ダンスを通じて知り合った人の数	

	

	 別の広場ダンスのグループへの参加状況について

は，62％が参加していると回答した．また，広場ダ
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ンスの以外の集団的な地域活動への参加については，

ウォーキングが 70％と最も多く，次にバドミント

ン 27％，合唱が 24％，自転車と旅行グループが

22％，卓球が 19％，バスケットボールが 16％,トラ

ンプゲームと麻雀が 13％，太極拳が 5％となった．

このことから，広場ダンスのコミュニティが相互に

重なり合っていることや，その他の様々な地域活動

と併せてコミュニティを形成していることが伺える．	

広場ダンスへの参加を通じた生活の変化について

は，「体を鍛えてより健康になった」，「充実した

楽しい生活を送れるようになった」，「友達が沢山

できた」など，全て肯定的な回答であった．一方，

改善した方が良いと思う点については，「近隣住民

の迷惑とならない専用の広場が欲しい」，「WeChat

グループのルールをきちんと守ってほしい」，「指

導をしてくれる専門家の先生が欲しい」，「定期的

に曲や踊りを変えて欲しい」等の回答があった.	

(5) まとめ 

広場ダンス参加者の多くは，中間層から低所得者

層にかけての一般市民で，50 代〜60 代の定年退職

者であった．定年を迎え，収入はそのままに自由な

時間が生まれた中高齢者にとって，健康かつ規則的

な生活を送るとともに，もう一度社会に戻り，新し

い人間関係を作るための場を，広場ダンスが提供し

ていることが分かった．	

	

４．調査結果についての考察 

(1) 公共空間の戦略的な有効利用 

	 調査対象のグループが現在活動する場所は，従来，

公園の中でもあまり使われていない遊休空間であっ

た．グループは元々別の場所で活動していたが，日

除けとなる樹木や足に優しい芝生，適度な領域感を

生む灌木が揃ったこの場所に目をつけ，広場ダンス

を通じた地域住民の健康増進や社会ネットワーク醸

成の場として，低利用空間を有効活用している．	

	 活動内容についても，人気が低迷する拍手ダンス

から時勢を捉えたディスコダンスへ転身し，通行人

の興味関心を引くなどの試みがなされていた．散歩

ついでにグループの存在を知った参加者が多かった

ことからも分かるように，公共空間でこのような活

動を行うこと自体が，新たな人を巻き込む絶好の契

機となっていることも特徴である	

	 一見すると自然発生的に見える広場ダンスだが，

実態はリーダーを中心とした階層構造のグループが

存在し，リーダーの下に活動場所の確保やメンバー

集め，グループの運営が戦略的に行われていること

が分かった．	

(2) 親しい社会の構築 

	 ヒアリング調査とアンケート調査でも明らかにな

ったように，健康増進が主目的ではある一方，広場

ダンスを通じた友達づくり，他の参加者との会話な

ど，広場ダンスを通じたコミュニケーションを目的

とする参加者も少なくない．	

	 一人っ子政策や早期の定年退職により孤立しがち

な中高齢者にとって，広場ダンスは地域社会とつな

がる重要な場を提供している．また，農村部から都

市部への人の流れが絶えない中国では，こうした移

住者が都会で新たな知人をつくり，社会的生活を送

る重要なきっかけになっていることも見逃せない．	

	 広場ダンスを通じて形成された人のつながりは，

ダンスの枠にとどまらず，プライベートでの家族ぐ

るみの付き合いや，遠方からの参加者との地域を超

えたネットワークにまで発展していた．こうした広

場ダンスを通じたコミュニティのあり方は，SNS の

進化とも相まって，従来の地縁型コミュニティとは

異なる，没場所的な公共圏の形成に大きく貢献して

いると考えられる．	

	

５．おわりに 
	 広場ダンスは，太極拳や演舞等の延長にある「中

国的」な集団活動であるとともに，SNS の活用や自

由参加の活動形態など，極めて「現代的」な特徴を

持つ社会現象でもある．本項では，中国黒龍江省チ

チハル市の龍沙公園における広場ダンスの事例分析

を通じて，公共空間における集団活動がどのように

発生・展開し，地域住民の生活の質や社会的関係に

どのような影響を及ぼしているのか，参加者の声に

基づいて分析した．	

	 広場ダンスは，一見すると健康増進を目的とした

運動であるが，本研究によって，他人との交流を深

めることも大きな目的の一つであることが分かった．

広場ダンスは，若者からお年寄りまで誰でも参加で

きるその手軽さから，今後も中国各地で広まってい

くことが予想される．文化大革命や一人っ子政策を

はじめ，過去の政治に由来する問題を抱える中国社

会において，多様な人々の間に多様な関係性を築く

プラットフォームとしての広場ダンスの役割が，こ

れからも期待される．	
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