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経済社会学会第54回全国⼤会ラウンドテーブル・セッション 2018/09/09

過熱するオンラインショッピングの実態
北京・上海の消費⽣活調査を通じて

畑⼭ 要介（⽇本学術振興会）
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中国の消費社会の特徴

圧縮された近代 産業化と脱産業化が同時的に進⾏する特に東アジアに⾒られる傾向。
情報化社会のなかで物質的消費が増⼤していく（李 2004）。

都市中⼼性 都市部を中⼼とした経済発展。農村部と都市部で⼤きな差。消費化・
情報化は主に都市部の現象。

EC市場の拡⼤ 2010年代には電⼦商取引（Electric Commerce: EC）が急速に普及
（滕・房 2017）。

l 都市部を中⼼に80年代、90年代に⼤衆消費社会が形成（⼭本 1989; 李 2004）。
2000年代には急速な経済成⻑のもとで消費化が加速。

l インターネットの普及に伴って情報社会化と物質的消費が同時に進展。「情報化による
脱物質化仮説」（⾒⽥ 1997）に⽭盾。

１．背景
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系列1
⼩売総額に占める割合

順位 国 取引額($)

1 中国 11,153

2 アメリカ 4,549

3 イギリス 1,126

4 ⽇本 953

5 ドイツ 651

l 電⼦商取引（Electric Commerce: EC）の急速な普及（滕・房 2017）。

l オンラインショッピング（OS:⽹上购物）の総額は約7.2兆元（2017年）。

l 2016年にはアメリカを抜き世界最⼤のOS⼤国へ（OSの割合は⼩売全体の14.9%）。

図１ 中国オンラインショッピングの推移
（中国电⼦商务研究中⼼ 2018）

表１ 2017年のオンラインショップ取引
額の国際⽐較（経済産業省 2018）

オンラインショッピング取引額
兆元
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OSを利⽤しているのはどのような⼈か︖

Ø どのような消費意識が影響を与えているか︖

l ⽇本とどのように異なるか︖

l 情報化が物質的消費を随伴・促進する構造への問い

→情報化による脱物質化仮説（⾒⽥ 1997）の反証

２．問題設定
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３．先⾏研究

⽇本におけるOS消費者研究

l 最寄・買回品では「時間節約」「価格重視」が促進要因（渡部・岩崎 2010）

→専⾨品（⾼級品）では促進効果はなくなる。

l 総務省（総務省 2015）の調査結果

順位 利⽤する理由 順位 利⽤しない理由

1
実店舗に出向かなくても買い物

ができるから
1

決済⼿段のセキュリティに不安があ

るから

2
24時間いつでも買い物ができ

るから
2

ネットショッピング事業者の信頼性

が低いから

3 実店舗よりも安く買えるから 3
実店舗で実物を⾒たり触ったりして

購⼊したいから

4 実店舗より品揃えが豊富だから 4
今までネットショッピングを利⽤し

なくても特に困らなかったから

5 時間の節約になるから 5
ショッピングサイトへの登録が⾯倒
だから
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中国のオンラインショッピング事情

l 越境ECの割合が⾼い（OS利⽤＝輸⼊品の購⼊）

→⽇本とはOSの持つ意味が基本的に異なるのでは︖
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図２ 越境EC市場規模の国際⽐較〔2015年〕（経済産業省 2016）
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越境ECの利⽤の促進要因は︖

l 商品の「品質」を求める意識（iResearch 2016）

→ネット購⼊の品質・安全性を不安視する⽇本とは対照的

図３ 中国⼈消費者が越境ECを利⽤する理由（iResearch 2016）
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低価格

国内で⼊⼿できない

好きなブランドである

選択肢が多い。豊富なしなぞろえ。

海外で購⼊し、リピート購⼊したい
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４．仮説

効率的消費仮説
購⼊の迅速性や物量を重視する志向がOS利⽤を促進している。⽇本的なモデル。

良品質消費仮説
より品質が⾼いものをメーカーやブランドにこだわって購⼊する志向がOS利⽤を促進
している。

記号的消費仮説
地位を表現したり、他者と同⼀化／差異化したりする志向がOS利⽤を促進している。
ファッションとしてのOS。
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５．⽅法とデータ

北京・上海消費⽣活調査2017
調査主体:グローバル消費⽂化研究会(代表:間々⽥孝夫)

調査対象:上海市全域・北京市全域に居住する20 歳~69 歳の⼀般男⼥

調査⼿法:委託先調査会社のアクセスパネルを対象としたクローズド型Web調査

調査委託:(株)クロス・マーケティング

調査期間:2017 年 10 ⽉ 23 ⽇~11 ⽉ 7 ⽇

標本規模:2,500件（上海市 1, 500件、北京市 1, 000件）

標本設計:中国センサスデータの性・年代の⼈ ⼝⽐を⽤いたクォータ法
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従属変数

l OS利⽤頻度

l OS利⽤割合

独⽴変数
l 社会経済的属性

性別ダミー、年代ダミー、⼤卒ダミー、有配偶ダミー、有⼦供ダミー

l 利⽤端末ダミー

l 消費態度

効率性消費、記号的消費、⾼品質消費
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従属変数の分布

ほぼ毎⽇

4.9
週に数回

25.1
⽉に数回

53.4
半年に数回

11.5

年に数回

2.4
それ以下

2.7

25%以下

18.8
25-50%

56.2
50-75%

20.9

75%以上

4.2

OS利⽤頻度
(N=2,500)

OS利⽤割合
(N=2,432)

図３ OS利⽤の頻度と割合の分布
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Ⅰ良品質消費 Ⅱ記号的消費Ⅲ効率的消費
少し値段が⾼くても有名なブランドやメーカーの商品を選ぶ .54
⾼級ブランドの製品を持ちたいと思う .54
少し値段が⾼くても、品質のよい商品を選ぶ .53
新しい商品が出るとほしくなる .40
話のネタとしてものを買うことがある .55
家族や友⼈・知⼈が先に使っている商品やブランドを買う .40
⾃分が買った商品の評判が気になる .35
周囲の⼈とは少し違った個性的なものを選ぶ .32
⾃分が買ってよかったと思う商品を周囲の⼈にすすめる .31
流⾏や話題になっている商品を選ぶ .27
どちらかというと商品の質より量や⼤きさを重視する .69
買い物は素早く済ませる .59
固有値
寄与率

2.82
23.49

1.43
11.91

1.01
8.38

⼀般化最⼩⼆乗法 プロマックス回転
※因⼦間の相関は添付資料内表３参照

表２ 消費態度の因⼦分析の結果（N=2,500）

独⽴変数の作成
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OD利⽤頻度 OS利⽤割合
男性（ref. ⼥性）  
年齢︓30代（ref. 20代） 
年齢︓40代（ref. 20代） 
年齢︓50代（ref. 20代） 
年齢︓60代（ref. 20代）  
⼤卒（ref. ⾮⼤卒） ＋＋
等価世帯所得︓2550％（ref. 25%以下） ＋＋
等価世帯所得︓5075％（ref. 25%以下） ＋
等価世帯所得︓75％以上（ref. 25%以下） ＋＋
配偶者あり（ref. 配偶者なし）
⼦供あり（ref. ⼦供なし）
OS利⽤端末︓スマートフォン（ref. PC） ＋＋ ＋＋
OS利⽤端末︓タブレット（ref. PC） ＋
消費態度因⼦Ⅰ︓良品質消費 ＋＋ ＋＋
消費態度因⼦Ⅱ︓記号的消費 
消費態度因⼦Ⅲ︓効率的消費 ＋ 

６．分析結果

+,   p<.05     ++,   p<.01

表５ 重回帰分析の結果（N=2432）
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OS利⽤頻度
l ⼥性

l 若年中間層

l 良品質消費と効率的消費

OS利⽤割合
l ⼥性

l ⾼学歴⾼所得層

l 良品質消費

OS利⽤頻度 OS利⽤割合

⾼品質消費仮説 ◎ ◎
記号的消費仮説 × ×

効率性消費仮説 ◯ ×
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7．考察

l 越境ECを利⽤した品質の良い（安⼼・安全な）輸⼊品の購⼊

→国内⽣産事情と消費ニーズの齟齬を埋める⼿段としてのOS

→OSは中間層の良品質商品へのアクセス可能性を開いた

【補⾜︓良品質消費への志向は中間層に特徴的（参考資料 表７）】

●「情報社会化」と「物質主義的消費の促進」の間に介在する事情

ü ⽣産⽔準と消費⽔準の齟齬

ü グローバリゼーション（物流・商取引の越境）

ü 中間層の機会のアクセス可能性増⼤
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８．結論

OSを利⽤しているのはどのような⼈たちか︖

l品質の良い製品を志向する消費者

l ⽇本とは必ずしも同じではない
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