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論 文（『社会分析』37 号, 2010, 99～116 頁） 

中国大都市の「一般社区」におけるコミュニティ形成の可能性 

―大連市の住民コミュニティ意識調査を通して― 

傅 琳琳 

1. 問題の所在

 近年、中国では、特に都市部において、政府の主導のもと、さまざまな試行錯

誤を重ねながら社区建設 1) の方法が探られている。そこには、単位 2) 体制の解体、

貧富の格差といった不安定な社会背景がある。1978 年の改革開放政策以降、中国

の経済はすさまじいスピードで成長している。しかし一方、旧来の単位制社会が

崩壊し、レイオフされた人々、失業者が大量に生み出された。また、「外来流動人

口」と呼ばれる農村から都市に流入した出稼ぎ労働者の増加、少子高齢化などの

問題も深刻化し、中国政府は地域社会の安定を確保するために、地域社会すなわ

ち社区のレベルでの管理に頼らざるをえなくなっている。

多くの研究者が社区建設に関心をよせているものの、社区のあるべき姿、すな

わちコミュニティ形成の理論構築はまだ模索されている。本稿は中国におけるコ

ミュニティ形成の可能性を検討することを目的としている。中国におけるコミュ

ニティ形成に関する研究は、主に 2 つに整理することができる。ひとつは、上海

市の成功事例を取り上げ、通常社区居民委員会 3) によって運営される社区サービ

スセンターを民間非営利組織の社会団体（社団）に委託するという「社団進社区」

（社団が社区に入る）の方法を提示したものである（楊, 2001; 李, 2004）。もうひ

とつは、北京市の「単位型」社区を事例として取り上げ、共産党組織を含む「単

位」的資源を社区組織へ組み替えながら、社区建設を進めるための有効な方法を

示したものである（朱, 2006）。両者はともにコミュニティ形成に有益な知見を提

示しているが、限界をも抱えている。前者については、中国政府の社団に対する
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厳しい制約（李, 2004: 165-166）があるために、「社団進社区」の試みはきわめて

難しいと言わざるをえない。後者については、以前の単位体制が崩壊しつつある

なか、住民の生活が単位から離れつつあり、しかも「単位型」社区が再建される

可能性も少ないため、今後減少する一方である（陳, 2008: 12）。 
また、本来の「単位型」社区の住民は主に同じ職場で働き、同じ社会階層に所

属しているため、同質性が高いと考えられる。一方、社団にまかせる社区や「単

位型」社区のほかに、社区の大多数を占める社区居民委員会自らの力で運営する

普遍的な「一般社区」の住民は異質性が高く統一しにくいと考えられる。そのた

め、「単位型」社区よりコミュニティ形成が困難になる。この意味において、中国

大都市におけるコミュニティ形成の理論構築をめざすためには、「一般社区」に焦

点を当て、望ましいコミュニティ形成の条件および可能性について考察すること

が必要である。 
本稿では、改革開放以降の中国大都市の状況を典型的に示すと思われる大連市

を事例として考察していきたい。 

 
2. 分析枠組 

ここでは、本稿におけるコミュニティの定義と分析枠組について述べる。 
コミュニティの概念は多様である。ヒラリーは 94 種のコミュニティの定義を検

討し、「領域、共通の絆、社会的相互作用」（Hillery, 1955＝1978: 314）の 3 つの要

素が共通していることを示した。領域は地域性を表し、共通の絆と社会的相互作

用の 2 つは共同性を表現するものである。よって、本稿ではヒラリーの規範的定

義に依拠し、望ましいコミュニティを地域性と共同性を十分に備えたコミュニテ

ィと捉える。そして、具体的な分析枠組として、ヒラリーのコミュニティ論を踏

まえたうえで構築された鈴木広のコミュニティ理論を用いる。 
中国都市においては、改革開放以降、経済の発展、人口の移動にともない、産

業化、都市化が進んでいる。この中国の高度経済成長は、単位制度の解体、計画

経済から市場経済への移行に伴った現象であり、日本とは背景が異なるとはいえ、

都市化、産業化がもたらす都市人口密度の増加、流動性、異質性といった結果は

日本における高度経済成長期の 1960 年代以降の社会状況と共通性が高い。したが

って、鈴木のコミュニティ理論はこのような日本の高度経済成長にもたらす地域
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社会の変化にアプローチした成果であるため、現在中国都市の地域社会において

も一定程度適用可能であると考えられる。 
鈴木（1978: 441）は、望ましいコミュニティ状態を維持し創出しようとする態

度をコミュニティ意識で把握しようとした。コミュニティ意識とは、「一定地域に

居住する生活者群が当該地域における社会生活状態の共同性」（鈴木, 1978: 10）

についてもっている意識のことである。鈴木はこのようなコミュニティ意識は、

人々のコミュニティ形成に関して重要な役割をもっていると判断し、またコミュ

ニティ意識にはモラールとノルムとを区別している。コミュニティ･モラールは、

人々のコミュニティに対する同一化の程度･水準を示す概念、すなわちコミュニテ

ィに対する関与の程度を知るための概念装置である（鈴木, 1978: 435）。一方、コ

ミュニティ･ノルム 4) は人々のコミュニティに対する関与の質的側面を規制する

ものであり、コミュニティの価値を反映している（鈴木, 1978: 437）。本稿では、

主にコミュニティ･モラールに焦点を当てる。コミュニティ･モラールが高いほど、

コミュニティ形成の可能性があり、コミュニティ･モラールを高める条件がコミュ

ニティ形成の条件だと考える。また、コミュニティ･モラールは①コミュニティ成

員の構成、②生活機能要件の充足水準、③成員の生活構造と社会的統合における

結束と溶解、という三つのアスペクトと相互に関連している（鈴木, 1978: 18）。 
本稿では、中国大連市において類型を異にする 3 つの社区を対象として行った

住民意識調査をもとに、コミュニティ・モラールを高める要因分析を試みる。具

体的な分析は、図 1 に示したように、①住民の属性、②生活環境の評価、③近隣

関係の 3 つの条件が、コミュニティ・モラールにどのような影響を与えるのかに

ついて考察する。 
 

 

 

 

 

 

 

図１ 分析枠組 
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3. 調査対象地と調査概要 

  

3.1 大連市の概況 

大連市は中国の東北地方、遼東半島の 南端に位置している。人口は 2000 年以

降毎年増加し、2006 年現在、戸籍人口 5）が 572 万 1,000 人であり、このうち、都

市人口（非農業人口）が 328 万 9,000 人となっている（大連市史誌弁公室 , 

2001-2007）。外来流動人口も 2003 年の 57 万 6,600 人から 2005 年の 70 万 1,200

人に増加しているが、未登録の外来流動人口も数多く存在しているため、実際の

人数は公表された統計データをかなり上回ると考えられる。また、特有の地方港

の優位性、強い工業基盤と優れた都市環境によって、GDP は毎年成長し、2003

年の 1632.6 億元から、2004 年の 1966.8 億元、さらに 2006 年には 2569.7 億元に

急成長している（大連市駐日本経済貿易事務所, 2006: 4; 日本貿易振興機構 [ジェ

トロ], 2007: 7）。また、「2004 年総合実力百強都市ランキング 6)」と「2006 年商

業都市ランキング」では、大連市はそれぞれ全国 6 位、7 位として評価されてい

る（日本貿易振興機構[ジェトロ], 2007: 6）。 

一方、大連市は計画経済の時代から他の中国の東北都市と同様に重工業の中心

地であり、国有企業が多いため、1990 年以降、単位の解体、国有企業の改革によ

って、大量の失業者を生み出してきた。2003 年 1 月の大連市の市政報告によると、

2002 年に市に属する工業企業で 14 万人の失業者が現れている。したがって、大

連市では失業者への福祉、外来流動人口への管理など多くの問題が浮き彫りにな

っている。 

以上のように、大連市は改革開放後の中国大都市の状況を典型的に示す事例の

1 つであるといえる。 

 
3.2 調査対象社区の概況 

李珊（2002: 52-54）は地域性によって大連市の社区を①新興「郊外住宅社区」、

②企業の団地社区、③事業単位社区、④開発された旧住宅街社区、⑤外来人口・

遷移人口の多い混合社区の 5 タイプに分類している。①は、大連市の都市の周辺

部にあり、1990 年代に始まった都市住宅制度の改革に基づいて開発された新しい

住宅街である。②は、国有企業の住宅団地が集中する地域である。③は、1 つの



－ 103 － 

国有企業のみによって構成され、社区内には住宅だけではなく職場も含まれてい

る。④は、大連市の中心部にあり、歴史の長い住宅街である。⑤は、都市の近郊

にある。都心地の再開発によって移住してきた都市住民と、農村から出稼ぎに来

た外来流動人口とが混合して居住している地域である。 
 この 5 タイプのなかの②企業の団地社区と③事業単位社区は、前述した先行研

究の「単位型」社区に属すため、本稿ではそれ以外の①新興「郊外住宅社区」、④

開発された旧住宅街社区、および⑤外来人口・遷移人口の多い混合社区を調査対

象地として取り上げ、社区建設の政策を先進的に取り入れてきた K、B、L の 3

つの社区を調査対象とした。この 3 つの社区は、いずれも社団の力を借りておら

ず、単位と直接かかわっていない、社区居民委員会自らの力で社区建設を行って

いる「一般社区」である。 
 まず、開発された旧住宅街の B 社区は、人口 6,679 人、大連市の中心部にある

歴史の長い住宅地である。経済発展と都市開発が進むにつれ、以前の旧住宅の一

部は建て替えられ、住宅単価が大連市でもっとも高い高級住宅地域の 1 つとなっ

ている。一方、建て替えられていない古い住宅も多く残っているため、高級住宅

と古い住宅とが並存し、貧富の格差が大きい地域である。生活環境については、

近くに 2 つの公園があり、緑にめぐまれ、住民の楽しめる場所も確保されている。

また小学校、中学校、高校および大学といった教育機関も備えられている。 
新興「郊外住宅社区」の K 社区は、人口 12,952 人、大連市の郊外にある新しい

住宅地である。1990 年代の都市住宅制度の改革が実施されて以降に建設された 10

万人の大型住宅街の一部分である。人口は他の社区より多く、住民の人口構成も

さまざまである。政府の財政投入が大きいため、環境や施設の整備が進んでいる。

社区内に公園があり、小学校と幼稚園がある。また、大型スーパーマーケットが

1 つ、バス路線が 3 つあるため、日常生活には不便がない。 
外来人口、遷移人口の多い L 社区は、人口 9,883 人、都市部と農村部とが連接

する地域である。かつては都市の工業地として有名であった。住宅地の住宅単価

が安いため、都心地の再開発によって移住してきた都市住民が多く住んでいる一

方、大連市以外の外来流動人口も多く集中する地域であるため、人口密度が高い。

たくさんの交通路線、大型ショッピングセンターがあり、さまざまな露店も多く

出されている。生活には便利であるが、交通渋滞、商売人の騒ぎなどによって、
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生活環境が優れているとはいえない。また、周辺に公園などの施設はない。 

 
3.3 調査の概要 

住民の属性、生活環境の評価、および近隣関係とコミュニティ・モラールとの

関連を明らかにすることを目的に、「社区住民調査票」を設計した。調査票の質問

項目は、「回答者の基本属性」、社区住民の「生活環境への評価」、「コミュニティ･

モラール」、「近隣関係」、および「自由記述」の 5 つの部分からなる。 
調査は、3 つの社区それぞれの 18 歳以上の住民 300 人ずつを対象に 2007 年 3

月と 9 月に実施した。調査票の配布と回収を社区居民委員会のリーダーに依頼し、

留置き法によって行った。標本は、無作為抽出されていないため、統計的信頼性

にはある程度限界があることをあらかじめ断わっておく。有効回収数は B 社区

287（95.7%）、K 社区 209（69.7%）7)、L 社区 291（97.0%)であった。 

 
4. 分析と結果 

 
4.1 回答者の基本属性 

 回答者の基本属性を概観すると、性別では、どの社区においても男性 4 割、女

性 6 割弱となっており、女性の回答者の比率が高くなっている。年代別に見てみ

ると、Ｂ社区では、60 代以上の比率が 22.8％でもっとも高く、40 代が 22.7％、

30代が 19.8％、50代が 18.9％、20代が 15.7％と続いている。K社区は 50代（31.1％）、

40 代（18.2％）の中年層に集中している一方、30 代（18.7％）、20 代（16.7％）

の若年層の割合も高い。L 社区では、60 代以上の高齢者の比率（29.5％）がもっ

とも高く、次に 50 代（23.3％）、30 代（16.5％）、20 代（15.8％）、40 代（14.8％）

となっている。全体からみれば、中高年層の比率が高いが、社区別に B 社区と L

社区と比べ、K 社区の対象者がやや若いことが分かる。 

 次に学歴を見ると、小中学卒、高校卒、短大と大学卒の順に、B 社区では 42.0％、

26.3％、30.2％となっており、K 社区では 32.9％、35.0％、30.4％となっている。

しかし一方、L 社区では小中学卒の割合は 51.7％でもっとも高く、短大と大学卒

の高学歴層の割合はわずか 1 割しか占めていない。回答者個人の月収に関しては、

B 社区と L 社区とともに「500－999 元」の年金受給者の割合がもっとも高く、そ
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れぞれ 39.8％と 45.9％である。その他の項目も類似しているが、「1,500 元以上」

の高収入のみ L 社区（11.3％）より B 社区（19.7％）のほうが約 1 割高い。一方、

K 社区では、「1,000－1,499 元」の比率（36.1％）が全体の 4 割弱を占めている。

次に「500－999 元」（28.2％）、「1500 元以上」（24.5％）、「0－499 元」（11.2％）の

順に並んでいる。このように、K 社区が B 社区と L 社区より高学歴、高収入層の

割合が多い。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｌ社区

Ｋ社区

Ｂ社区

ぜひいつまで
も住みたい

なるべく住ん
でいたい
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ぜひ早く移り
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図２ 社区×定住意志 

 
回答者の居住年数と出生地については、B 社区では、「この社区で生まれた」

（43.0％）と「20 年以上」住んでいる人の割合（44.7％）がそれぞれ 4 割以上で、

他の社区と比較して土着層が多い。K 社区では、居住年数が「10 年－20 年未満」

の割合が 40.8％でもっとも多く、「5 年－10 年未満」の割合が 27.4％と次いでお

り、新規来住者が多く居住している。L 社区においては、居住年数が「5 年－10

年未満」の比率（41.3％）がもっとも高く、「5 年未満」の比率（26.0％）も他の

社区より高くなっている。また、「この社区で生まれたのではない」人の割合

（91.7％）も他の社区より高い。よって、L 社区では、新規来住者と流動人口が

多いと考えられる。さらに、定住意志をみても、「ぜひいつまでも住んでいたい」

の割合がもっとも高いのは B 社区である一方、「ぜひ早く移りたい」の割合は L

社区のほうが高い（図２）。したがって、B 社区の住民は土着層が多く、定住意志
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が高いことがうかがえる。K 社区では新規来住者が多いにもかかわらず、定住意

志が高い。L 社区では、新規来住者と流動人口が多く、定住意志が比較的低い。 

 
4.2 生活環境 

3 つの社区の住民は、現在住んでいる社区を居住生活の場所としてはどのよう

に評価しているのであろうか。調査では現在居住している社区の生活環境につい

て、表１で示したように、8 項目を「そう思う」「少しそう思う」「あまりそうは

思わない」「まったく思わない」の 4 段階で回答してもらった。「そう思う」に 4

点、「少しそう思う」に 3 点、「あまりそうは思わない」に 2 点、「まったく思わな

い」に 1 点を与えて平均スコアを出した。 

 
表１ 生活環境評価の平均値 

  Ｂ社区 Ｋ社区 Ｌ社区 

(1) この社区は清潔だ 3.48  3.25  3.11  

(2) 無災害安全だ 3.27  3.30  3.08  

(3) 医療施設が整い安心だ 3.22  3.34  2.85  

(4) 買い物に便利だ 3.28  3.39  3.43  

(5) 働ける場所として良い 3.41  3.38  2.95  

(6) 教育環境が良い 3.49  3.28  3.19  

(7) 趣味・スポーツを楽しめるところがある 3.45  3.27  2.52  

(8) 交通の便が良い 3.23  3.30  3.47  

平均の総量 26.87 26.56 24.78 

 
平均の総量をみると、総じて L 社区（24.78）より、B 社区（26.87）と K 社区

（26.56）の生活環境は「よい」と評価されている。具体的に見ていくと、B 社区

では、利便性の評価が低いものの、2 つの公園と隣接しており、住民が自由に利

用でき、緑も豊かであるという背景の下で、自然環境、職場環境、および趣味・

スポーツの楽しめる場所などへの評価は高い。また、有名な高校、大学などの教

育施設も充実しているため、教育環境への評価も高い。このように、B 社区は、

快適性や居住性の評価が高いのである。K 社区は、社区内に「社区衛生サービス

センター」(診療所)が設置されており、住民が手軽に診断と治療を受けられるた

めに、「無災害安全」、「病院や医療施設が整い、安心できる」と高く評価されてい
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る。一方、L 社区の場合、人口密度が高く、多くのバス線路が通行し、大型ショ

ッピングセンターと市場があるため、(8)交通の便と(4)買い物の 2 つの利便性的な

条件においては、B 社区と K 社区を上回っているものの、他の施設環境的条件へ

の評価はすべて下位に落ちている。とりわけ(7)趣味・スポーツ、(2)医療安心、(5)

職場、(1)清潔の諸条件への評価が極めて低い。L 社区の環境面における不満は、

調査票の自由記述の項目にも反映されている。たとえば、「犬の糞が多い」、「社区

内の道は坂が多く、高齢者と子供が歩きにくい」、「高齢者ための活動場所が作っ

てほしい」、「街灯が少ない」、「社区内の衛生環境が悪い」などの問題が挙げられ

ている。 

 
4.3 近隣関係 

次に、社区に居住している人々が付き合っている友人数を社会関係量の変数と

して、近隣関係の実態を分析する。「この社区内に家族同様に非常に親しい人は、

何人くらいいらっしゃいますか(家族、親戚、同居人を除く)」という問いについ

て、友人数の平均値を見ると、B 社区が も高く、一人平均 15.4 人で、社会関係

量がもっとも多い。一方、L 社区ではわずか 1.86 人、K 社区 0.98 人となっており、

社会関係の総量が少なく、社区内の近隣関係の乏しさが顕著である。この社会関

係量の差異は、土着層と新規来住層の住民構成の差異に関わると考えられる。土

着的な B 社区においては、住民構成は相対的に固定的であるため、地縁的な社会

関係が豊富である一方、来住者の多い K 社区と L 社区では、住民の居住期間が長

くない、あるいは流動的であるため、地縁的な社会関係を持たず、人間関係が希

薄であると思われる。 

 
4.4 コミュニティ･モラール 

 さらに、コミュニティ・モラールについて、表２で示した 8 項目 8) から分析し

た。モラールの大きさは、否定的－肯定的意識の 4 段階の順に 1－4 の得点を与え

各項目の平均スコアを計算したものである。モラール総量をみると、一番高いの

は K 社区の 27.06 であり、次に B 社区は 26.89 で近似しており、もっとも低いの

は L 社区（25.52）である。具体的にみれば、K 社区が主に「社区のために役に立

ちたい」、「社区の行事に参加する」といった「関与」意識が高くなっている。K
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社区の住民のほとんどは自ら住宅を購入しており、自分自身が社区内の問題を解

決したり、活動に参加したりする自主的自発的な姿勢をもっているからであると

推測できる。B 社区では主に「ずっと住み続けたい」、「社区が好き」といった愛

着感情が高い。B 社区の住民は大連の中心、さらには大連の一等地に居住してい

るという満足感および長年の居住歴からもたらされる社区への愛着をもっている

といえよう。しかし、L 社区では、「リーダー評価」の平均値が 3 つの社区の中で

一番高いほかは、すべて 低値を示している。L 社区の住民は自由回答の項目で

は、社区の環境に対する不満を上げている一方、「社区リーダーがとてもいい人」、

「社区リーダーによくやってもらっている」などの記述が多くみられ、他の社区

より社区リーダーを高く評価している。 

 
表２ コミュニティ･モラールの平均値 

  Ｂ社区 Ｋ社区 Ｌ社区 

(1) 社区内は犯罪なく安心だ 3.16  3.19  2.96  

(2) 社区リーダーは社区のためによくやっている 3.38  3.32  3.51  

(3) 社区のために役立ちたいと思う 3.29  3.42  3.23  

(4) 社区の行事に参加する 3.00  3.22  2.51  

(5) この社区にずっと住み続けたいと思う 3.70  3.50  3.30  

(6) この社区が好き 3.54  3.31  3.36  

(7) 社区住民はお互いに助け合っている 3.30  3.32  3.18  

（8） 総合して、社区の住み心地は良い 3.50  3.40  3.31  

モラール総量 26.89 27.06 25.52 

 
4.5 コミュニティ･モラールと関連する諸要因 

 後に、各社区のコミュニティ･モラールに影響する要因を検証してみる。まず、

社区成員の属性とコミュニティ･モラールの関係を見てみる（図３、図４、図５、

図６）。年齢別にコミュニティ･モラールを比較してみると、3 つの社区のいずれ

においても、年齢が高くなるほどモラールが高くなっていることが明らかである。

居住年数別にコミュニティ･モラールを見ても、大まかに 3 つの社区ともに居住年

数が長いほど、モラールが高くなっている。このように、どの社区においても土

着層の住民のほうが高いモラールスコアを示している。しかし、B 社区のみは「5

年未満」の新規来住者のスコアが「10－20 年未満」、「5－10 年未満」よりも高く
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なっている。これは、一部の新しい高級住宅に住んでいるからであると考えられ

る。周辺の環境にも、新しい住宅にも満足していることの現われだと思われる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３ 年齢×コミュニティ･モラール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図４ 居住年数×コミュニティ･モラール 

 
学歴別、月収別にコミュニティ･モラールをみると、B 社区は学歴にしても月収

にしても全体的にモラールが高く、とりわけ「小中学卒」、月収「500－999 元」
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の高齢者と思われる対象者のモラールが著しく高い。K 社区の場合、学歴と月収

ともに高いほど、モラールが高い。つまり、階層の高い対象者のほうが社区に対

する満足度が高いことを示している。一方、L 社区の場合、明らかな傾向が見ら

れず、住民の属性が複雑であることがうかがえる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図５ 学歴×コミュニティ･モラール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 月収×コミュニティ･モラール 
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 また、コミュニティ･モラールは生活環境評価にも密接にかかわっている。図７

に示したように、どの社区においても、生活環境を高く評価している人の約 8 割

はコミュニティ･モラールも 32－26 の高スコアを示している。逆に、生活環境を

低く評価している人、とりわけ B 社区と L 社区では、コミュニティ･モラールが

高いのはわずか 18％弱である。このように、現在住んでいる社区を住みやすいと

考えているものほど、社区に対する愛着や関心なども高くなり、逆に生活環境に

不満を持つものは、社区に対する関心も薄い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図７ 生活環境評価×コミュニティ･モラール 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図８ 友人数×コミュニティ･モラール 
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近隣関係とコミュニティ･モラールとの関係は、図８に示したように、いずれの

社区においても友人の数が多ければ、コミュニティ･モラールも高いことが明らか

である。 

 
5. まとめと考察 

 本稿では、大連市における社区住民の意識調査をもとに、コミュニティ意識（コ

ミュニティ･モラール）の分析を試みた。以上の分析結果に示したように、鈴木の

コミュニティ論をベースに作り上げた分析枠組は中国の大都市の社区においても

一定の有効性をもつことが確認できた。また、3 つの社区を比較することによっ

て、生活環境の評価、近隣関係という 2 つの要因がコミュニティ形成の共通要因

であることが明らかになった。一方、住民の属性については、社区の類型によっ

て、高いコミュニティ･モラールを支える層が異なっている。つまり、社区タイプ

ごとに、コミュニティ形成の担い手が異なるのである。以上の分析結果から、3

社区の状況を総括し、中国大都市の社区の類型によるコミュニティ形成の可能性

について考察してみたい。 

開発された旧住宅街の B 社区は、旧住宅街であるため、土着層の住民が多く存

在しており、近隣関係も望ましい。また、生活環境にも満足しているため、社区

住民の社区に対する愛着心が強く、定住意志も、コミュニティ･モラールのスコア

も高くなっている。相対的にコミュニティ形成しやすい地域であるといえる。と

りわけ、定着している高齢者層がコミュニティ形成の主力になっている。しかし、

都市開発のため、このような旧住宅が新しい住宅に建て替えられ、 終的に土着

的住民が排除され、新興住宅街になると考えられる。 

新興住宅地の K 社区は、新興住宅地であるため、公共施設が整備され暮らしや

すい。住宅はほとんど社区住民自らが購入しているため、相対的に階層の高い人

が多い。新規来住にもかかわらず強い定住意志をもっている。住民自らは自分の

生活環境を守りたいという意識を強くもっており、積極的な住民参加の可能性が

秘められている。また、この社区のコミュニティ･モラールは、高学歴、高収入の

住民に傾斜しているため、今後このような人々を中心に取り組んでいけば、住民

同士のネットワークが豊かになり、より良いコミュニティを形成すると期待でき

る。 
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流動人口・遷移人口の多い L 社区では、人口規模が大きく、居住環境が悪化し

ている。住宅単価が安いため、流動人口が入り込みやすい。また、都心開発によ

って、以前は都心に居住していたが、地価高騰のためやむを得ずに引っ越してき

たという人も多い。したがって、定住意志もそれほど高くない、むしろできるこ

となら移りたいと考える人のほうが多い。そのため、年齢と居住年数の増加につ

れコミュニティ･モラールが高くなっているものの、コミュニティを形成すること

が難しいと考えられる。住民の地域に対する愛着を深めるために、住民同士の共

同性と連帯性を作り上げることが重要であり、生活環境や近隣関係を良くするこ

とも今後の課題である。その上、複雑な層の住民が混住しているため、さまざま

な人に合わせた柔軟な対応が必要であると考えられる。 
以上のように、住民の構成、生活環境および近隣関係といった要因が、コミュ

ニティ･モラールと関連しており、それぞれの社区の特徴を生かしたコミュニティ

形成が考えられる。 
本稿では、主にコミュニティ･モラールに関する質問紙を作成し、コミュニティ･

モラールに関連する諸要因を分析した。 後に、地域に対する意識の方向性を示

すコミュニティ･ノルムを、主体―客体、平準―格差、開放―閉鎖の 3 つの軸にお

いて予測してみる。質問紙についての分析結果および現地の実態調査から、B 社

区と K 社区は「主体―格差―閉鎖」タイプに属す一方、L 社区は「客体―平準―

開放」タイプになるのではないかと考えられる。B 社区と K 社区の住民は自分の

地域に愛着があり、地域の外に目を向ける余裕がないため、何よりもまず地元を

第一に考える格差的、閉鎖的な志向となっていると予測される。一方、L 社区の

コミュニティ･ノルムは、平準的開放的な志向だと考えられるが、しかしその平準

化と開放性は格差と閉鎖を乗り越えたものではなく、地域との結びつきを欠いた

もので、コミュニティ意識を持たない人々のあり方であり、自分の地域に対する

無関心さの現れであるといえる。また、コミュニティ意識の強さと方向性は密接

に関係しているため、前述した調査結果である B 社区と K 社区のコミュニティ･

モラールのスコアが L 社区より高くなっていることは、「自分の住むところを自

分で守る」という主体志向があるからだと考えられる。つまり、意識の方向性が

主体方向に向けられることによって、コミュニティ･モラールを高揚させることが

可能となる。一方、平準志向と開放志向はコミュニティ･モラールと直接的な関連
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性が見られない。これらの仮説を検証することを今後の課題としたい。 

 
注 

1) 「社区」とは“community”の訳語であり、社区建設はコミュニティづくりを意味す

る。詳しいことは（傅, 2008: 23-38）を参照。 
2) 単位とは、中国の国有企業をはじめ、政府機関、学校、研究所、病院、各種集団

などの職場組織である。詳しいことは（黒田, 2000: 116-117）を参照。 
3) 社区居民委員会は、社区建設事業の執行を担う組織である。詳しいことは（傅, 2008: 

23-38）を参照。 
4) コミュニティ･モラールがコミュニティ意識の大きさであるとするならば、コミュ

ニティ･ノルムはコミュニティ意識の質・方向性を表すものである。コミュニティ･

ノルムを、主体（地域のことをできるだけ努力する）―客体（地域のことをリーダ

ーに任せる）、平準（自分の住む地域だけではなく、他の地域のことも考える）―

格差（自分の地域のことを第一に考える）、開放（自分の地域より国全体を良くす

るほうが先決である）―閉鎖（何よりもまず地元を良くする）、の 3 つの軸で測定

する（鈴木, 1978: 453-456）。 も理想なのは「主体―平準―開放」を志向するタイ

プである。 

5) 戸籍人口は、農業人口（農村戸籍）と非農業人口（都市戸籍）に分けられている。 
6) 都市総合実力の主な評価指標は人口・労働力資源利用、経済発展、社会発展、基

礎施設および環境保護と循環型経済などである。この評価は 2004 年中国国家統計

局によって実施された。 
7) K 社区は中国の社区モデルとして有名で、全国各地から来た見学の人々が多く、社

区リーダーが他の社区より忙しい。そのため、調査票の回収率が低くなったと考え

られる。 
8) 鈴木らは、日本 5 都市 11 地点で行った調査からコミュニティ･モラールの「愛着」、

「統合」、「関与」、「評価」の 4 因子を確認した（鈴木編, 1988）。よって、本稿では

鈴木らの質問項目を参照し、これらの 4 因子に対応する 8 項目を用いて、コミュニ

ティ･モラールを分析する。具体的には、「愛着」は（5）「すみ続けたい」と（6）
「社区が好き」からなり、社区への感情的かかわりを意味する。「統合」は（2）「リ

ーダー評価」と（7）「助け合い」からなり、社区のまとまりを表す。「関与」は（3）
「役に立ちたい」と（4）「行事参加」からなり、社区への参加や関与の意欲を意味

する。「評価」は（1）「犯罪なく安心だ」と（8）「住み心地」からなり、社区への

評価を表す。 
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