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【研究ノート】

中国における大衆消費社会の特徴
―日本との比較を通して―
程

＊
琳 ・谷村

賢治＊＊

The Features of Mass Consumption Society in China
－By Comparison with Japan－
Rinn TEI and Kenji TANIMURA
Abstract
With the economic development, it brought about that mass consumption society in the urban areas of China.
This paper is discussing about the features of mass consumption society in China. First, I want to summarize
Japanese precedence researches. Next, analyse the features by comparing with Japan. Finally, as the conclusions of
the paper, I want to summarize the points of resemblance between China and Japan, and the special points of
China.
Key words：economic development ,mass consumption society, a comparison between Japan and China

１．はじめに

表1－1 改革開放後30年の変化

中国改革開放以来30年、本格的な経済成長は、国

1978年

2009年

民生活を量的にも質的にも改善した。実際表1－1を

GDP

3645.2億元

340506.9億元

みると、GDP は18倍（実質）に、１人あたり GDP

1人あたりの GDP

381元

25575元

も13倍（実質）に拡大している。特に、「先富論」

物価指数（全国）

100

519

の下で先行的に発展した都市部の変貌ぶりは顕著で

都市住民1人あたり 343元

あったといわれているが、確かに都市住民の1人あ

の可処分所得

たりの可処分所得も実質9.0倍と、大幅に上がった。

物価指数（都市部） 100

558.4

都市家庭のエンゲ

36.5％

しかもそのレベルは１万7千元にもなっている。
また、都市家庭のエンゲル係数が21%も下がってい

57.5％

17174.7元

ル係数

る。

資料：「中国統計年鑑」各年版により、筆者作成

このような経済発展は中国の都市部において、い
わゆる大衆消費社会を形成するに至ったといわれて
＊＊長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科博士後期課程

いる。ただその特徴に関する研究は、日中ともに乏

＊＊長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科

しい。のみならず、日本のそれとの比較を取り上げ

受領年月日

2011 年 12 月 26 日

た研究は少ない。そこで本論文では、中国における

受理年月日

2012 年 03 月 05 日

大衆消費社会の特徴について詳しく論じるととも
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に、日本におけるそれとの比較を検討する。その際、

社会について定義も一様ではない。例えば、坂井

「高度大衆消費時代の到来」
（巻、1978）と「新「階

（2003）は、
「消費社会とは、消費行為を通じて人々

層消費」時代」
（小沢、1985）
「消費社会の構成要素」

が結びつく社会である3」と定義した。間々田（2000）

（間々田、2000）の3つの先行研究を代表的研究と

は、
「消費社会とは、人々が消費に対して強い関心を

して取り上げ、それに基づいて分析する。その結果、

もち、高い水準の消費が行われており、それに伴っ

日本との相似点や中国独自の点を導き出した。

てさまざまな社会的変化が生じるような社会である
4

」と定義した。このような定義の下で、消費社会は、

２. 日本における「消費社会」に関する先行研究

高い水準の消費が行われる「物質的要素」、消費に対

巻（1978）は、高度経済成長期に日本では高度大

して強い関心を持つ「精神的要素」と、以上の2つ

衆消費時代が到来したと書いた。その際、6つの方

要素に伴って社会的変化が生じる「社会的要素」と

面から論証した。すなわち、①マスコンサンプショ

いう3要素が不可欠と考えられた。そして、時代に

ンを支えるマスプロダクション（大量生産）時代が

よって、この3要素の現われ方が違ってくる。

始まったこと、②所得革命について、産業変化と同

例えば、物質的消費側面では、最初の耐久消費財

時期実質賃金指数の推移の面から、所得水準の平準

からサービス消費やレジャー消費へと変わりつつあ

化、中間所得層が大幅に増加したこと、③就業構造

る。精神的側面では、まずモノに対して追求するこ

の変化については、自営業・家族従業者が減り、同

とへの肯定的態度が認められた後、自分らしい消費

時に、雇用者は年々増加してきたこと、④生活構造

スタイルや、他人と自分の格付けに用いようとする

の変化については、アメリカと同じように労働時間

傾向が現れてくる。社会的側面では、生産体制、流

が減ると同時に、自由時間が増えてきたこと。その

通システム、マーケティングが成熟した後、消費者

結果、生活必需費用が減少し、レジャー消費を含む

問題、大量生産、消費に伴う大量使用、廃棄の環境

雑費が増加したこと、⑤社会構造の変化については、

問題などマイナス影響を与え、ローカルからグロー

人口の都市への集中と核家族の増加を説明した。

バル範囲へ拡大することが注目されてきた5。

なお、⑥昭和34年の『国民生活白書』は、「消費
1

以上、日本における消費社会に関する研究を簡単

革命」という言葉を生み出したことも、指摘する 。

にまとめた。一方、13億人の社会が、「世界工場」

また、日本の消費社会が成熟するに伴って、小沢

から「世界市場」へ変わる過程において、中国にお

（1985）は、「所得格差の拡大による大衆消費から

ける大衆消費社会の特徴を次の部分で述べる。

階層消費へ」という移行論を提出した。時代区分で
は小沢は、1955年～1970年代初頭までの高度成長

３. 中国における大衆消費社会の特徴

時代は大衆消費の時代と位置づけ、1970年代後半か

表3－1 中国の大衆消費社会の特徴

ら新「階層消費」時代に入ったと考えた。新「階層
消費」へ移行する理由は主に、需要側（消費者）の

項目

変化と供給側（企業）の変化である。まず、消費者

大量生産体
制の確立
大量流通シ
ステムの成
立＊

側からみると、人口高齢化、女子労働力の増加や単
身者の増加など社会構造を変化させたこと。同時に、
職業別で所得格差の発生と産業別で賃金格差を拡大
するとともに、購買力の格差も大きくなったこと。
また、消費欲求は大衆消費時代において画一的から
多様化・階層化へ変わってきたこと。次に、企業側
では消費者の新しい欲求に対応できる多品種少量生
産やソフトな技術進歩に努力するようになったこ
と。情報化社会の発展とともに、IT 業界で活躍でき
るような専門特化された労働力への需要が増大した
こと。一方、環境配慮の面で、大量生産、大量消費
の時代より、エネルギーや原材料の節約にも努力す
るようになったこと2がそれである。
消費社会に関するさまざまな研究において、消費
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指標

・大量生産された消費財の普及
・耐久消費財の普及
・大量輸送のために小売業の発展（外
資導入の原因）
・情報獲得の即時化（電子商取引「E
コマース」の急速発展）
就業構造と ・第2，3次産業の被雇用者の増加
社会構造の ・女子労働力の増加
変化
・人口の都市集中
・核家族の増加（「一人っ子政策」）
・単身者の増加（「剰女」、
「剰男」）
・人口高齢化
・労働力の移動性大（出稼ぎ労働者）
所得革命
・実質賃金の上昇、大衆的規模での
最低生活水準確保
・賃金上昇による中間層の出現

中国における大衆消費社会の特徴 ―日本との比較を通して―
図3－1

生活構造の ・生活時間構造の変化（週休二日制、
変化

日本と中国の主要耐久消費財の保有数量

ゴールデンウィーク）
・家計消費の割合の変化によるエン
ゲル係数の減少

マーケティ ・メディアの有効利用により宣伝拡
ング手段の 大
発達＊

・情報化社会の発展により支払い手
段の多様化

消費革命

・耐久消費財の消費ブーム
（日本）資料：総務省統計局「家計調査」

・住宅と自動車の消費ブーム
・サービス消費やレジャー消費のブ
ーム
消費意識の ・物質的欲望の追求を肯定する態度
変化

・買い物や消費行動を娯楽的に楽し
む傾向
・消費財を他人と自分の格付けに用
いようとする傾向

注：①この表は、前節で紹介した先行研究、すなわち、巻
（1978）、小沢（1985）、間々田（2000）を参考に
し、筆者作成。

（中国）資料：「中国統計年鑑」各版により筆者作成

②＊マークを付けている項目は日本と違う点なので、
比較していない。

3.1

一方、時代によって、耐久消費財の内容は変わっ
てくる。例えば、1985年に、保有量がもっとも高か

大量生産体制の確立

日本では、巻（1978）に、
「第2次世界大戦によっ

ったのは自転車であり、都市住民は平均百世帯に約

て、ほとんど崩壊した日本経済は、昭和28年（西暦

152台の自転車をもった7。21世紀に入って、携帯電

1953年）ごろにようやく戦前の水準を回復し、大量

話が普及するようになり、わずか5年間（2000年～

設備投資は必然的に生産の飛躍的増大をもたらし、

2005年）なのに、都市住民における平均百家庭の携

たとえば、昭和30年～昭和50年の間に、テレビジョ

帯電話の保有量は約19.5台から137台に増え、さら

ン、電気冷蔵庫、乗用車の生産量は、それぞれ37千

に、2009年に約181台に増加した8。つまり、今の中

台から10,625千台へ、3千台から3,473千台へ、20.3

国の都市住民において、3人家族で携帯2台を持つこ

千台から4567.8千台へと増加し、いわゆる大量生産

とは普通である。
一方、山本（1989）は、中国の都市部における大

時代の始まりである6」と考えた。
改革開放前の中国は、1950年代から指導者が重工

衆消費社会の出現の最初の象徴はアメリカ、日本の

業の道を選択し始め、重工業を一気に発展させ、そ

ような「自動車の普及」ではなく、カラーテレビな

の後改革開放とともに、第２, ３次産業がどんどん

ど情報型耐久消費財の急速な普及であったというこ

発展し、耐久消費財も年々増えていくようになった。

とを述べた9。

大量生産の時代が到来したといえるだろう。図3－1
をみると、テレビの成長率は一番高かったのである。

3.2

商品が生産者から消費者に届くまでの全体として

自動車以外は一定の成長をした後、横ばいになる。
中国の自動車保有量はまだ低い水準である。

大量流通システムの成立

の仕組みは流通システムといわれる。中国の流通分
野における歴史をみると、1978年の「改革開放」政
策から始まった。寺嶋ら（2003）によると、中国に
おける流通分野での規制緩和は3つがある。まず、
市場開放のために外資導入の窓口として「経済特別
区」が設置された。次、外資導入のために、外資企
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業投資に関する制限解除、奨励など政策はどんどん

年の1.61億人に増加し、使用率は35.1％に上がり、

公布され、できるだけ最大限に行政的な支持を出し

増加率は46.8％に達した17。これらは、流通のハイ

た。その後、2001年に、WTO 加盟によって、中国

スピードの発展に基礎を打ち立てた。

はタイムスケジュールに沿って、関税を引き下げ、
輸入制限の撤廃、外資に対する輸出入商社経営の自

3.3

由化なども含む全面的対外貿易権の開放を実行して
10

いた 。

就業構造と社会構造の変化

改革開放とともに、第2,3次産業に就業者が年々増
え、中国の産業構造も大きく変化した。図3－2をみ

中国連鎖経営協会が出したデータをみると、2008

ると、1970年代後半から、第2,3次産業の就業人数

年にチェーン・ストアトップ100社のうち、スーパ

が増えていった。特に、1990年代後半から、第3次

ーマーケット経営を主とするのが55社であって、そ

産業の就業人数は第2次産業の人数を上回った。ま

のうち、大陸企業は42社で、外資企業は13社である。

た、その構成比率をみると、第2,3次産業が増えると

2008年、外国ブランド企業の店舗数は13.1%の伸び

ともに、第1次産業が減りつつある。

で、4,613店になった。一方、大陸企業は地域優位
企業であり、1店舗あたり売上高水準が高まったが、

図3－2

産業構造における就業人数とその構成比率

新規開店は緩慢である。それと比較すると、GMS（大

万人

型スーパー）を経営する外資企業13社の店舗数は

50000

100 %

755店で、2008年に新規開店店舗数は91店に達し、

40000

80

1店あたり年平均売上高は2.3億元であった。カルフ

30000

60

20000

40

10000

20

ール、大潤発、ウォルマートを代表とする外資企業
は、食料品市場においてリーダー的な位置を占めて

図3－2

産業構造における就業人数とその構成比率

2009

2005

2000

1995

1990

1985

いると考えられた11。

1980

0
1975

0

就業人数（万人）
第一次産業
第二次産業
第三次産業
構成比率 第一次産
業
第二次産業
第三次産業

年

一方、電子商取引（E コマース）の発展は、革命
的であり、伝統的な流通業界に変化をもたらした。

資料：「中国統計年鑑」各年版により、筆者作成。

それによって、流通の取引方式、流通の基本的特徴、
組織、商業の地位と業種、物流、情報流通、規則な
どに質的な変化をもたせ、電子商取引（E コマース）

小沢（1985）によると、就業構造の変化のもう1
つの現象は女子労働力が増加することである18。

の流通様式を形成させる12。紀ら（2000）によると、

また、日本と同じように、1980年代からの「一人

中国の電子商取引は1997年からスタートした。中国

っ子政策」によって、核家族（夫婦と未婚の子のみ

商品オーダーシステム（CGOS）
、中国商品取引セン

の）が急増した。世帯は徐々に小規模になりつつあ

ター（CCEC）、仮想市場としての「広州中国輸出商

る。誕生率の男女差が縮小するとともに、ある程度

品取引会」などの大型 E コマースのプロジェクトは

に就業率の男女差も減少する。一方、最近、大都市

1997年に次々と台頭し、1998年の「首都（北京）E

における単身者の増加問題が注目されてきた。中国

コマースプロジェクト」の展開と1999年の「8848

初の「剰男剰女（年頃を過ぎても未婚の男女）
」健康

オンラインショッピング」の出現は、中国の E コマ

状況調査報告が今年、北京で発表された。中華全国

13

婦女連合会（全国婦連）が定めた「剰男剰女」の基

ースを急速に発展させた 。
また、中国インターネット情報センターは2011

準は、男性30歳、女性27歳。今回の調査は40以上

年1月に、
「中国におけるインターネット発展状況統

の機構およびメディアが共催、4カ月間に及び、有

計報告（2010年度）」を公表した。2003年～2010

効回答16万570通が集まった。広東、上海、深圳、

年の間、ウェブサイトは、37万1600個から191万個

北京、重慶の参加者が上位5地区、全体の47.2％を

14

に増加した 。ホームページ数は、基本的に倍増の
15

スピードで増え、2010年に約600億個に達した 。

占 め た 。 回 答 者 は 27-35 歳 が 最 も 多 く 、 総 数 の
90.2％、男女比はほぼ同じ19。

個人インターネット使用状況からみると、インター

2009年末、中国の総人口は13億3474万人、都市

ネットユーザーは2010年12月まで、4.57億人にな

人口は6億2186万人となり、都市化水準は46.59%に

り、2009年の7330万人より、インターネットの普

達した。中国の都市化に大きく影響を与える事象は

及率は34.3％に上がった16。その中に、ネットでシ

人口移動である。楊（1994）は、都市化が農村部の

ョッピングする人数は2009年の1.08億人から2010

余剰労働力の吸収、人口増加の抑制、都市部の高齢
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化問題の改善に寄与することができる。しかし、急

日本と同じように、所得の上昇に伴って、中国に

激な都市化は農村部人口の高齢化を加速させ、総人

も中間層が登場してきた。陸学芸（2002）によると、

20

口規模の萎縮を招く可能性があると予測した 。一

「当代中国社会階層研究報告」
（以下「報告」と略称

方、出稼ぎ労働者は相対的に発展した都市に集中し、

する）が中国社会科学院から発表され、中国社会が

東南部と比べて西北部は都市化水準が低く、都市の

5経済レベル10階層に区分された。報告によると、

数も少ない。

中国社会の10階層とは、①国家と社会の管理者、②
政府機構、業界団体、企業のサラリーマン、③外資

3.4

系企業と大型国有企業の経営管理者、④技術専門家、

所得革命

日本では、経済発展は国民所得の急成長をもたら

⑤私的企業の経営者、⑥個人経営者、⑦商業・サー

した。1960年、池田内閣「所得倍増計画」で、1970

ビス業の従業員、⑧製造業の労働者、⑨農業の労働

年までに所得を倍増するといったが，それ以上に伸

者、⑩都市の失業者である。また、翌年出版された

びた。年平均7.2%の成長率。一方、労働運動も賃金

「当代中国社会移動」（陸学芸、2003）は、中産階

を引き上げた。中間所得層は大幅に増加することに

層の概念を分析し、産業化、近代化、経済の市場化、

21

及び中国の WTO 加盟に伴う経済のグローバルは中

なった 。
また、小沢（1985）は、産業別、企業の規模別、

国社会の階層間の移動を加速させ、2003年全国人口

男女別、地域別などの方面から、1970年代まで縮小

の15%を占める中産階層はこれからの10年間に「飛

した賃金格差は1980年代に入って再び拡大してい

躍的に増大してくる」と予測した。また、陸学芸

22

（2002、2003）の研究を踏まえ、蔡林海（2005）

ることを明らかにした 。
中国の場合では、1980年代以降、都市部の工業企

は「報告」における②～⑥に属する人々に対して、

業は、企業の経営自主権を拡大するとともに、従業

「この人たちは年収1万～5万ドル、個人あるいは家

員の賃金を引き上げてきた。そのため、都市部住民

庭の資産は2万～10万ドルで、中流意識やブランド

の消費水準も上がってきた。1990年代に入って、外

意識を持ち、またマイカーとマイホームをもってい

資導入による非国有企業が発展するとともに、国有

る人々からなる社会集団である25」と定義した。一

企業と郷鎮集団企業以外の企業の従業員の所得は大

方、同じ先行研究で、段瑞聡（2005）は、中国10

幅に上昇した（図3－3）。一方、90年代の頭に、都

大社会階層の占める割合を示した上で、中間層に当

市部の生活保護制度を改め、最低生活保障制度を創

てはまる割合は23.6%と比較すると、農民（農業労

設した。最初、試しに沿岸部の一部の都市に導入さ

働者）の割合は42.9%であった。社会的資源の配分

れ、1999年にすべての都市住民に提供することとな

が不平等で、貧富の格差が激しいことを表し、社会

23

った 。

の安定と持続的な発展にとってマイナス影響を及ぼ
すことを指摘した26。
図3－3

都市住民１人あたりの所得

3.5

生活構造の変化

アメリカでは、1940年代に労働時間と自由時間の
相対的割合が逆転し、生活構造の革命的変化が生じ
た。巻（1978）によると、日本では昭和30年代（1955
年以降）後半に、生産性向上によって、労働時間が
着実に短縮してきた。一方、休日の増加や有給休暇
制の普及により、その傾向がいっそう強められた。
その結果、昭和40年代以降、日本でいわゆるレジャ
ー時代が到来した。家計費の中で、レジャー消費支
出を含む雑費の割合が増大し始め、消費生活を中心

資料：「中国統計年鑑（2010）
」により、筆者作成

とするものに変わったのである27。
園田（1998）は、中間層は旧中間層と新中間層を
24

中国では、1995年に、週休二日制が実施された。

分けて研究した 。小沢（1985）は、SSM 調査デー

企業の従業員はより多くの自由時間をもらい、有効

タを用いて、高度成長期と成長鈍化期を分けて、日

的に消費を刺激し、観光業などの発展にもきっかけ

本人における「中」意識を分析した。

を提供した。1999年に内需の拡大と消費を促進する
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ために、
「ゴールドウィーク」
（その時点、5月と10月

考えた。また、マーケティングプログラムを構成す

年2回に）が実施された。李海峰（2004）は、生活

るマーケティング手段を４P に整理した29。今、広告

意識について「(働くための生活)から(楽しむための

は企業と消費者の間でコミュニケーションをとるた

生活)へ、(節約)から(消費)へと価値観が変化し、大

めの代表的なプロモーション活動の一つである。そ

量消費を推進する力が強化される」と書いている28。

の効果も広範に認められている。中国の広告業は改

また、都市住民1人あたりの消費性支出（図3－4）

革開放以降発展し、1979年1月4日に、
「天津日報」

とその構成比率（図3－5）をみると、2009年の消

には“籃天歯膏”という広告が掲載され、新聞広告

費性支出の金額は1990年の10倍ぐらいに増加した

が始まった。1月28日に、上海テレビ局は中国最初

が、交通・通信費の構成比率の変化は1990年の1.2%

のテレビ CM“参桂補酒”を放送した。中国広告産

から2009年の13.72へ、一番高い。次に、保健医療

業の発展は1979年のゼロスタートから、速いスピー

費の比率は1990年の2.01%から2009年の6.98%ま

ドで発展した。1981年～2003年の間、広告売り上

で上昇し、二番目に高い。一方、食料費、被服費と

げは1.18億元から1079億元へ、広告会社数は1160

家庭設備用品費の3つの項目は減っている。都市住

社 か ら 101786 社 へ 、 従 業 員 数 は 16160 人 か ら

民のエンゲル係数は1990年の54.25%から2009年

871366人へ急成長した30。特に、90年以降、インタ

の36.52%へと減少した。

ーネットの普及と利用率の上昇とともに、中国広告
市場はもっと活性化している。マーケティング戦略

図3－4

都市住民１人あたりの消費性支出の変化

の視点に立つクリエーティブが重視されるようにな
った。
「売れる広告」を作るポイントも消費者の価値
観やライフスタイルによって、売り手から買い手へ
転換された31。Hans B.Thorelli 教授は、1981年に、
中国の「ミドルクラス」150人にアンケート調査し
た。その結果の一部として、
「広告の必要性」や「広
告の情報提供機能」については大多数が賛成した32。
その後、山本、西（1990）によると、1988年6月～
8月に中国の北京、上海と広州の三都市で市民の消
費行動と消費意識、広告意識の日中共同調査を実施
した。その分析結果の一部として、中国における広

図3－5

都市住民１人あたりの消費性支出の構成比の変化

告はアメリカや日本と同様に、改革開放以降、経済
利益を追求するようになり始めた時代に消費意識や
行動を変化させ、特に耐久消費財（カラーテレビな
ど）を含めたものへの欲求を生み出し、中国で消費
革命を引き起すことを明らかにした33。
一方、企業側のプロモーション手段が進むと同時
に、消費者（買い手）側も支払手段が多様化してき
た。近年、ネットショッピングとクレジットカード
の使用は中国で流行ってきた。2011年7月19日に、

資料：「中国統計年鑑」各年版により、筆者作成
注：図3－4と図3－5のデータはサンプリング調査である。
サンプル数は、1990年35660世帯、1995年35520世
帯、2000年42220世帯、2005年54496世帯、2009年
65506世帯である。

中国インターネット情報センターは「第28次中国イ
ンターネット発展状況統計報告」
（以下略称「報告」）
を公布した。
「報告」により、2011年6月末まで、ネ
ットショッピングユーザーは1.73億人に達し、使用
率が2010年12月より7.6%増大して、35.6%に上昇し
た。また、「団購34」のユーザーは2010年末の1875

3.6

万人から2011年6月の4220万人になり、上昇率は

マーケティング諸手段の発達

E.J.マッカーシー（1961）は、ターゲットマーケ

125.0%である35。iResearch の統計によると、ネット

ティングを提唱し、ターゲット市場の設定とマーケ

ショッピングの取引市場規模における、サードパー

ティングプログラムの策定は同時に行われるべきと

ティー・オンラインペイメント（略称 TPOP）36は
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中国における大衆消費社会の特徴 ―日本との比較を通して―
2010年の10105億元に上昇し、2009年と比べると

貸記カード

上昇率は100.1%であった。また、企業間の取引より
個人消費の上昇スピードが速いことを明らかにした37。
一方、ネットショッピングの急成長と同じように、
クレジットカード事業は急速に増え始めた。中国の
クレジットカードは信用別で分けると、デビットカ
ード、準貨記カード、貸記カードの3種類である。
1993年末中国で発行された銀行カードは主にデビ
ットカードと ATM カードであり、わずか400万枚
だったが、1998年末に1.18億枚に増えた 38 。1999
年3月から「銀行カード業務管理弁法」が施行され、

クレジットカード。国内専
用、国際カードの2種類で
あり、クレジット与信枠は
50000元で、60日の支払猶
予期間がある。また、請求
金額全額払えない場合は、
最低支払額を払って、残り
はローンとなる。

出典：「銀行カード業務管理弁法」中国網
http://www.china.com.cn と 佐 伯 隆 博 、 劉 鋭
（2006）
「拡大する中国消費者金融サービス市場の
現状と課題」早稲田大学 消費者金融サービス研究
所 pp.22－23を参考にする

カードの分類・定義、加盟店手数料など業務内容が
細かく規定された（表3－3）。中国金融年鑑によれ

3.7 消費革命

ば、2004年末、デビットカードは7.82億枚、準貸記

世界でアメリカは成熟から高度大衆消費の時代へ

カード2135万枚、クレジットカード1081万枚であ

と動いていった最初の国であった。1920年代前半に

った。カードによる直接消費金額は6858億元（約9.3

は自動車の世帯所有率が50％に達した。他の工業諸

兆円）になり、前年比80.2%と急速に拡大した。し

国に半世紀も先がけて、例えば、イギリスは1940

かし、全国平均水準のカード利用率は先進国と比べ

年代に、日本は1960年代に、ロストウの言う「高度

るとまだ低いが、北京、上海、広州など経済発展地

大衆消費時代」に入ったと見ている。
「自動車の普及」

域においては、どんどん先進国へ近づいていく傾向

が大衆消費者社会の象徴となってきた41。

を明らかにした39。

日本の場合は、昭和30年代前半に生じた諸変化は

また、2002年3月に「中国銀聯（China Union

国民の消費生活内容を大きく変え、34年の「国民生

Pay）」が誕生し、発行された「銀聯カード」は今、

活白書－戦後国民生活の構造的変化－」はその変化

国内の金融機関120行、外資系銀行40行だけで使用

を「消費革命」と名づけたほどであった。そのとき、

できるのではなく、海外では、日本、シンガポール、

大量生産、大量消費は日本国民生活の主なものであ

タイなどアジア諸国、アメリカ、カナダ、イタリア、

った。その後、1980年代に入って、収入における格

ドイツなの欧米諸国でも利用することが可能になっ

差を拡大しつつ、購買力増加速度が減少すると同時

40

た 。

に購買力の格差が拡大していた。一方、消費者の欲
求は画一的から多様化・階層化へ変わってき、企業

表3－2 中国における銀行カードの分類

分類

側もそれを適応できる技術、政策などの方面に努力

種類

するようになった42。

通貨別 人民元カード

1980年代末、日本における研究者たちは消費拡大

外貨カード

する中国に対して研究し始めた。山本武利（1989）

対象別 個人カード

の『現代中国の消費革命』という本である。この本

商務カード

は、88年の調査に基づいて完成されたものである。

信用別 デビットカー 国内だけ使用可能な銀行
キャッシュカード。利用限
ド
度額は、預金口座の残高内
である。
準貸記カード 準クレジットカード。カー
ド発行には保障金が必要
であり、担保範囲内でカー
ド利用できる。保証金を超
える場合にも当座貸越が
可能であり、最長60日。ク
レジット与信枠としては、
5000 元 ～ 20000 元 で あ
る。

上海、広州、北京の3都市の調査をみると、
「Q22近
隣、同僚と比べ、あなたの生活水準はどのぐらいの
レベルに達したと思いますか」という項目に対して、
中等レベル（中の上、中、中の下）と答えた市民は
それぞれが、89.9%、95.1%、93.4%であった43。市
民の生活水準に対する自己評価がやや高くて、生活
に対する楽観的な見方が強いことを明らかにした。
また、劉（1997）は、
「80年代中期から次々と興っ
てきた家電製品偏重型消費ブームを第一次消費革命
とし、マイカー・マイホーム偏重型消費を第二次革
命として位置づけた。」44現在、テレビ、冷蔵庫、洗
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濯機など家電製品の普及率は9割に達し、10万元（約

が一番多い答えである。海外消費額については、

150万円）台の自動車や住宅が次の消費対象となる

2003年クレジット会社 VISA インターナショナル

ことは自然の成り行きである。

が発表し、平均取引ベスト上位10の中、中国人の平

中国では、1970年代から、自転車は重要な交通手

均消費額は1件当たり253米ドルでトップであった

段として使われ、各世帯に最低1台以上持つもので

48

あり、長年、自転車王国と呼ばれた。2000年に入っ

は、今まで20億枚以上発行されている。中国だけで

てから、乗用車市場は一気に拡大した。国家統計局

なく、日本、アメリカなど世界中117の国・地域で

の調査により、都市部における約2割の世帯がマイ

も決済できる銀聯カードは、数億人のカードホルダ

カー購入の経済力を持ち、2010年に、全国自動車保

ーに豊かなカード生活をもたらしている。中国にお

有量は約7801万台のうち、マイカーは約5938万台

けるサービスやレジャー消費の時代に入ったといえ

であり、76.1%の割合を占めている。2015年には全

るだろう。

。2002年に「中国銀聯」が発行した「銀聯カード」

国の自動車保有台数は1億台に達することと予測さ
れている45。

4 結論

また、マイホーム購買ブームもほぼ同じ時期に起

改革開放、市場経済導入とともに、経済の安定成

こり始めた。1980年6月に、国務院は「全国基本建

長、消費生活の向上を図り、高度経済成長を実現さ

設仕事会議報告大綱」を公布し、初めて個人で住宅

せ、中国の都市部は大衆消費社会に入ってきた。そ

購買することが認められた。90年代に入って、
「九・

の特徴として、主に3つがある。

五」計画で、中国政府は住宅改革のテストランとし

①「豊かな生活」の実現と消費意識の変化をもた

て、54都市で改革を行った。また、居住環境の向上

らした。都市部住民はすでに「温飽」
（基本的生活確

と居住面積の増加、および住宅関連支出の家計への

保）状態を脱し、耐久消費財は9割以上普及した事

影響をみると、2000年代に入ってから、住宅市場化

実は物質的欲望の追求を肯定する態度を明らかにし

は本格化した。都市部住民の1人当たり居住面積は、

た。都市住民所得の増加や所得格差の拡大とともに、

1995年の8㎡から2010年の18㎡まで増加した。一

消費者の意識も多様化へと変化している。また、消

方、2006年時点における住宅竣工面積は約13億㎡

費の意義も単純な「必需品を買う」から、買い物や

で、そのうち市場で取引される商品住宅の竣工面積

消費行動を娯楽的に楽しい行為へ変えた。特に、北

が約4.5億㎡、約35%を占める。また、一住戸100㎡

京や上海など大都市のホワイトカラーはブランド意

として戸数と換算すると、450万戸の新築住宅着工

識が強く、限定商品を買うなど消費行為は「消費財

が行われ、その数字は2009年までわずか3年間なの

を他人と自分の格付けとする傾向49」を示した。

に、550万戸に達し、約100万戸増えることになっ
46

②山本（1989）は、80年代末90年代初期では中

た 。2006年4月の「中国青年報」によると、都市

国における消費革命の象徴はカラーテレビであると

住民における世帯収入の5割以上を住宅ローンの返

考えた。劉（1997）は、中国の消費革命に第一次と

済としている「房奴」
（住宅の奴隷）が既存住宅購入

第二次を区分した。しかし、これまでの消費革命は

47

全部「モノ」に対し考えたが、21世紀に入って、サ

世帯の3割を占めている 。
一方、生活時間構造の変化によって余暇時間が増

ービスやレジャー消費の割合が増大すると、消費革

えるとともに「休日経済」も繁栄してきた。その中、

命はモノからサービスへ変わったといえるだろう。

旅行における消費の増加は顕著であった。世界観光

③日本の消費社会の変化をみると、まず戦後から

機関の1996年の報告より、2020年世界上位10位の

高度成長期まで大衆消費社会が形成された。次に、

観光目的地の中で、中国は1.37億人の受入数と推測

大衆消費時代が終わって、階層消費に変わる過程に

され、一位と考えた。また、上位10位の観光者送出

おいて、ソフト技術の進歩、サービス消費などが出

国として、ドイツ、日本、アメリカの次、四位と推

できた。一方、中国の都市部では、そのような変化

測された。今まで、観光測を受け入れる世界観光大

がはっきり見られないことである。例えば、住宅商

国から観光測送出大国へと変わるといえるだろう。

品化や自動車産業が本格的に始まるのは90年代末、

実際の数字でみると、2003年に中国の海外渡航者数

21世紀初頭であるが、それとほぼ同じ時期にサービ

は2020万人を超え、初めて日本を抜いてアジアのト

スやレジャー消費の時代が重なっている。よって、

ップになった。2004年に、その数は2888万人で、

中国の消費社会はいわば重層的で、複雑といえるだ

前年比42.68%増加した。目的として、
「旅行・観光」

ろう。
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