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現在に至る

中国農民の消費パターンの解明と消費シミュレーション分析
A Quantitative Analysis and Simulation of Consumption in Rural China:
Microdata Evidence with Longitudinal data
In this research, we aimed to clarify the consumption pattern of the farmers based on
the results of the survey on the Chinese farmers, and to forecast the future consumption.
We especially focused on the possession ratio of home electrical appliances and revealed the
actual conditions by the field research. The major results of the analysis are as follows.
(1) According to the simulation analysis on the consumer expenditure of the Chinese
farmers to the year of 2020, we got the result that the China s nationwide average level of
living expenditure would increase up to between 1.8 and 4.9 times more from the base year
of 1986.
(2) According to the simulation analysis on the Chinese farmers possession ratio of
television, washing machine or refrigerator to the year of 2020, we got the result that it
would increase from approximately 66% to 88%.
(3)Chinese farmers have a tendency to purchase the home electrical appliances on
the occasions like children s marriage and building a new house, and they economize in
everyday life saving earnestly. As a result of the field research, therefore, We indicated
that in order for the home electrical appliances to prevail, it would be necessary to have a
measure to increase their income in addition to developing the sales network and expanding
the grant rate in the rural areas.
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1．はじめに
周知の通り、中国の農村は中国経済成長の初期の原動力となってきたが、その過程で都市と農
村部の格差、あるいは農村間格差も表面化してきている。90年代初頭には小康状態を宣言し、中
国農民の基本的な消費は安定的に確保されたものの、21世紀に入り、農村部では生活水準のいっ
そうの向上を目的とした消費が見込まれる。したがって、8億人とも言われる農民の消費パターンを
解明し、その消費を予測によって展望することは意義があることと考える。そこで本研究では、中
国農民の農家調査結果をもとに農民の消費パターンを解明し、その消費の予測を行う。さらに生
活水準の向上を目的とした消費のメルクマールでもある耐久消費財、特に家電保有に焦点をあてる。
家電消費に関しては、2008年度より実施され、2009年2月に全国展開した家電下郷政策に注目し、
その実態についても実地調査から明らかにする。
2．中国農民の消費関数の計測
1）中国農民の消費構造の分析
まず、所得を説明変数とする消費関数（両対数型）モデルにて中国農民の消費構造の把握を行う。
対象とした費目は、食料、日用品、耐用品、文化教育、生活サービス、医療保険の各支出である。
対象期間は1995年から2001年とし、固定効果モデルで分析を行った。分析結果は表１のとおりであ
る。表１の結果からみると、食料、衣服、住居と日用品支出で所得弾力性の大きさは西部、中部、
東部の順となっており、これは西部の所得水準が低いために、基本生活必需品の所得弾力性も大き
くなっていると考えられる。意外なのは文化教育費と医療保険の支出であり、その所得弾力性は西
部地域で最も大きい。この結果は、中国の現状を考えれば、次のように説明できると思われる。
表1 両対数モデルによる中国農民消費関数の計測結果
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すなわち、1990年代から、中国では大学教育費は有料化されたために、多くの貧しい農村出身の
子供は大学の進学が厳しくなっており、この影響が特に深刻なのは西部地域に現れたというもので
ある。高学歴が高所得者に繋がる現在の中国社会では教育投資が盛んであるが、それは低所得家
庭でも同様であり、低所得の親たちは所得が少しでも高まれば、まず子供の教育を最優先する傾向
が反映されたものと思われる。医療保険についても同様の解釈ができる。すなわち、計測期間は合
作医療制度の導入前であり、農村住民は一切の医療費を自分で負担しなければならなかった。か
かる状況下では、所得が少しでも上昇すれば医療費支出を最も大きく優先させることになるというも
のである。
2）
中国農村消費のシミュレーション
次に、中国農村消費のシミュレーションを行う。対象期間はデータが得られる1986年から2001年
（1992年と1994年は欠損）であり、シミュレーションをする上での物価指数の関係から、計測は集計
した総平均と各地域の平均一人当たりデータで全国と各地域に分けて費目別に実施した。そのシナ
リオは、1％、3％、8％の三種類であり、3％は1986年から2001年の間の農村住民の平均一人当た
り年間実質所得の年増加率、8％は最近の中国のGDP増加率、1％は所得率が鈍化するという想定
である。シミュレーションに用いるための分析結果は表２のとおりであるが、ここでは符号の理論的
条件を満たし、安定的な結果が得られた生活消費支出、食料消費支出、文化教育支出とし、それ
以外に次節以降で詳細に検討する耐用品支出を掲載している。図１は全国を対象にした2020年ま
でのシミュレーション結果を示したものである。生活消費支出は1986年水準で1.8倍から4.9倍、食
料消費支出は1.6倍から4.0倍、そして文化教育支出は8.5倍から48.7倍という結果となり、食料消費
支出が鈍化する一方で、教育投資を始めとする文化教育支出が大幅に増加することを意味している。
また、国家統計局
「農村住戸調査」
（2007年）との比較では、1986年水準で１人あたり所得
（純収入）
が本シミュレーションの8％シナリオの0.89倍であるのに対して、生活消費支出が1.3倍、食料消費支
出が1.05倍、そして文化教育支出が0.84倍という結果になっており、本シミュレーションでは生活消
費支出、食料消費支出が低めにでている可能性が指摘できる。
表2

中国農民消費関数の計測結果
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図1

3．中国農民の消費パターン分析

中国農民の消費支出に関するシミュレーション分
析結果

―耐久消費財に焦点をあてて―

1）
はじめに
ここでは、中国農民消費のパターンとして、前節で行った分析で良好な結果が得られなかった耐
久消費財に焦点をあてる。中国のめざましい経済成
長は奢侈品への需要の高まりとなり、マクロでみる
数字上は飛躍的に耐久消費財の保有が上昇してい
る。一方で、所得格差も進展しており、それらは消
費の格差となって現れる。寶劔（1999）が行った分
析でも、農民の消費支出格差に影響を与えていたの
は、住居、耐久消費財などの支出であった。ここで
は、カラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫のいわゆる三大
家電の保有パターンに焦点をあてる。保有パターン
は合計で8通りであり、対象年度は1995年から2001
年である。
2）
三大家電の消費パターン
（1）
推移表およびパターン分析
まず、三大家電の保有パターンについて、95年か
ら2001年までの年度間の推移表を示したのが表3で
ある。表3をみると、基本的に対角成分の値が大きく、
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表3 中国農民の家電消費の年度間推移表
（1995年から2001年）

パターン間の変動が少ないことを意味している。もっ

表4

中国農民の家電消費に関するパターン表
（1995年から2001年）

とも多いのは非保有の継続が10501、次いでテレビ
のみ保有の継 続が2820、そしてテレビ＋洗濯機の
継続が1427となっている。対角成分以外のものでは、
非保有からテレビのみ保有の移行が671ともっとも多
く、次いで洗濯機のみからカラーテレビ+洗濯機の
保有の移行が220と多くなっている。集計データで
みた保有率の動きから考えると、予想以上にパター
ンの移行が少なく、非保有が多いという結果となっ
た。 これらの保 有 状 況を95年から2001年までのパ
ターンとしてみたのが表4、そして地域別にパターン
を集計したのが表５である。
表4をみると、もっとも多いパターンはすべての年
度をとおして非 保 有というものであり1034戸が該当
する。次いで多いのは、すべての年度でテレビ＋洗
濯機を保有しているパターンであり171戸、テレビの
みが142戸、すべてを保有しているパターンが79戸、
洗濯機のみの保有が72戸と続く。上記に述べたも
ののほかに特徴的なこととして次のようなことがあげ
られる。第一は、冷蔵庫を含むパターンは、単 独
保有、テレビあるいは洗濯機との保有があるが、い
ずれの場合でも相対的に少ないことである。これは
当時の中国農家において冷蔵庫はまだ家電の中で
も必需的な存在ではないことを意味している。第二
は、第一とも関係するが、すべて保有に至るパター
ンは、すでにすべてを保有しているパターンか、テ
レビ＋洗濯機からの移行のパターンが多くを占め、後者の場合も比較的早期
（95年、96年）からの移
行であり、限られたサンプルのみが三大家電のすべてを保有していたことを意味している。表５は各
地域における上位5位までの保有パターンを示しているが、家電保有水準に地域格差がみられ、家
電保有水準が所得水準に影響を受けていることを示唆する結果が得られた。
最後に、2001年時点で三大家電保有している農家のみを抽出し、その保有に至るパターンをみる
ことにする。それを示したのが図2である。図2では初期時点の95年と最終年の2001年については
時期を明確にするが、それらの経過時点は捨象し、三大家電保有の直前の年度における家電保有
状況について注目することで、三大家電の保有に至るパターンをみることにした。図2に示すとおり、
2001年時点で三大家電をすべて保有している253戸のうち、95年の保有状況をみると、もっとも多
いのが三大家電をすべて保有していた農家の95戸であり、次いで保有なしの49戸、テレビと洗濯機
を保有している43戸の順であった。こうした農家が、現状の維持や追加的な家電購入により、三大
家電すべての保有に至ることになるが、その過程で廃棄もあり、調査年度内に購入がなければ、保
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有家電の減少ということになる。そして、三大家電

表5 地域別にみた中国農民の家電消費に関する
パターン表
（1995年から2001年）

の保有に至る直前の保有状況をみると、2台保有が
114戸、すべて保有、すなわち初期時点から一貫し
て保有しているというものが79戸、１台保有から一
度に２台を購入し、すべて保有に至る農家は41戸、
そして直前の保有状況がなしであったが、一度にす
べてを保有した農家が19戸という結果であった。こ
うした結果をみると、徐々に家電を買い足していくパ
ターンもあれば、一度に購入するようなパターンもあ
ることが明らかとなったが、主要な購入パターンは
テレビ、洗濯機、そして冷蔵庫の順であることが明
らかとなった。

図2 2001年に三大家電をすべて保有していた農民の1995年からの家電の保有過程
ฝᡜ㸯୯ᅗᅖᏽびᐳⅤㄢᰕ31㸚ฝࢸ࣭ࢰ
Ἰ㸯2īࡼ࠾ېฝ࡙࠷ࡾᐁ⥲࡛ἴ⥲ࡡ㐢࠷ࡢŠɅȥȠ௲ஒɈۅȞɬڷჍȱɀȞɥă
3īᅒ୯ࠉࡢې:6ᖳࡡಕ᭯≟ឺࠉŠࡢᖳᗐࢅၡࢂࡍࠉ3112ᖳ࡞ࡌ࡙ಕ᭯ࡌࡾ࡞⮫ࡾ
├๑ࡡಕ᭯≟ឺࢅណࡊ࡙࠷ࡾࠊ

3）
三大家電保有の決定要因の定量分析
次に、家電保有の決定要因に関する計量分析を行う。被説明変数はこれまでのパターン分析の
結果をふまえ、三大家電のいずれかを保有しているか否かの二値変数とする。そして説明変数には、
所得、家庭常住人口、直系家庭を１とするダミー変数、常住する郷鎮以外に出稼ぎしている場合を
１とするダミー変数を用いた。仮説は次のとおりである。所得はその水準の上昇が消費を促進する
というものであり、家庭常住人口は世帯規模の調整変数であるとともに、その人口が多いことは中
国の出産制限政策を想定すれば、生産年齢人口の世帯員が多く、当該農家の所得が高まる可能性
があることを意味する。直系家庭ダミー変数は、二世代以上の家族が同居していることを意味する
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ダミー変数である。これは既述した家庭常住人口

表6 家電保有確率に関するプロビットモデルの
計測結果（被説明変数：いずれかの家電を保有＝ 1）

の内容と若干、重複する面もあるが、こうした理由
のほかに直系家庭の場合には、こうした世帯構成と
なる以前に子供世代の結婚があることが想定される。
このことは、先のパターン分析で見たように、結婚
にともなう需要により当該家計に家電が購入されて
いる可能性が高まることを意味する。最後に、出稼
ぎダミー変数は、常住する郷鎮以外に出稼ぎしてい
る場合、農村部にとどまるよりも相対的に多くの所
得を得ていることを想定させるものであるが、 出 稼
ぎにより他出の世帯員がいる場合には、家電保有

図3 三大家電のいずれかを保有する確率に関する
シミュレーション結果

といった奢侈品の消費には向かわないことを想定す
るものである。したがって想定される符号は、所得、
家庭常住人口および直系家庭ダミー変数が正、出
稼ぎダミー変数が負である。
以上のようなモデルにより、パネルプロビット分析
を行った。分析結果を表6に示す。表6をみると、説
明変数はすべて有意水準をみたし、その符号は仮
説を支持する結果となった。すなわち、所得水準が
高く、直 系家族で世帯員数が多く、出稼ぎをして
いない農民で家電の保有が高まるということになる。
この結果を用いて、2020年までの所得 増加が三大
家電のいずれかの保有する確率に関するシミュレーションを行った。シナリオは、先ほどの分析と同
様に、実質所得の増加率が年率で1％、3％、8％とするものである。その結果が図3である。この
結果をみると、2020年に三大家電のいずれかの保有する確率は、それぞれ1％の時が約66％、3％
の時が約74％、8％の時が約88％という結果となった。既にみてきた現在の家電保有状況や北京五
輪の特需の観点からは低い数値かもしれないが、この結果は平均的ということではなく、中所得や
低所得水準の保有確率を示しているとも考えられる。また中国では、2008年から家電下郷政策を
導入しており、その政策により、中国農民の家電保有は大きく底上げがなされることが予想される。
次節では、家電下郷政策の実地調査の結果を述べる。
4．農村調査

―家電下郷に焦点をあてて―

1）
はじめに
本研究では、アサヒビール学術振興財団の研究助成により、山西省中部地区で農民消費とりわけ
家電下郷政策を中心とした耐久消費財の消費動向に関する実地調査を行った。実地調査は、県政
策担当者、村民委員会幹部、そして農民を対象に3つの村（A 〜 C村）
で実施した。それらは、A村
が県政府所在地近郊農村、B村が丘陵地帯、C村が平坦農業地帯と位置づけられる。
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2）
家電下郷政策の実施状況
家電下郷政策は、中国財政部、商務部、工業情報化部が共同で打ち出した農村の家電製品消
費を促進させる政策であり、2007年12月より山東省、河南省、四川省の三省でテレビ、冷蔵庫、携
帯電話などの品目で試行的実施され、2009年2月より全国展開された（程華（2009）
）。家電製品の
緩和により対象品目やメーカーも拡大してきており、導入から１年で延べ350万人が利用したとされ
（2009年3月報道）
、その効果は１兆元を超えるものと試算されている。以下では、2009年5月にT県
にて実施した調査結果について述べるが、現状とは異なる点もあるので注意していただきたい。
家電下郷は金融危機の対策の一つで、内需拡大の政策の一つであり、農民の家電購入に対して
購入額の13％を補助金として支給するものである。いくつかの省での試行を経て3月に全国展開さ
れたが、その過程でルール、手続きは完備されてきた。対象品目は9種類（程華（2009）によれば10
種類）であり、冷蔵庫、テレビ、パソコンなどである。対象商品は商務部が管理し、生産企業との
入札によって価格と商品が確定される。実地調査の対象地のT県では、入札に参加しているのは33
企業、販売店はT県の商務局が指定する。T県では21店舗が登録されており、すべての商品を売る
ことができる。実情としては、農民の政策に対する理解は浸透していないが、政策は4年間継続さ
れるので、その間に対象商品の品質に問題がないことなどを含めた啓発が必要な段階とされている。
商務局の業務は販売市場の管理であり、本当に良い商品を売っているかどうかを監視する。家電の
後には、車やバイクにも拡大していく予定とされている。対象商品はこの政策の専用商品であり、１
農家で対象商品を2 セットまで購入可能（例：テレビが2台まで、3台目からは補助がでない）。全国
で同一商品は同一価格となっており、価格改定は一斉に行われる。販売店は商務局に報告するとと
もに、物価局にも販売した価格の結果を報告する。ヒアリング調査の段階ではカタログのようなもの
はなく、対象商品はインターネットでも見ることができる。実務的なことでは、家電下郷の対象商品
は１つのIDが付与され、購入時に販売店がインターネットの専用サイトで入力する。購入時には農家
（世帯主）の身分証明書を持って行き、補助金の受給のためには、購入時の領収書を持参し郷鎮政
府の窓口に行き申請することから、家電購入や補助金の支給の状況はシステム的に追跡可能である。
申請後、12日以内に補助金が振り込まれる。申請までの期限は定められていないが、家電下郷政
策の実施期間に限られる（2013年１月31日まで）。補助金の対象者は農民であり、村民委員会や合
作社などは受給対象とならない。王楽平（2004）は、家電普及上の問題点として農村部への電力供
給の問題を指摘していたが、実地調査を行った地域では、家電を利用する上での電力供給は農村
部まで整備されており、停電などの問題はないとのことであった。
実地調査の対象となった山西省では、2009年から実施されたことから、県ならびに村でのヒアリ
ングではまだそれほどの実績があがっていないが、開始から5月14日までの間で、調査地の地区レ
ベルの行政単位であるJ市では1000万円ほどの販売実績があり、今後増加していくと予想している。
また、こうした状況は、対象としたA 〜 C村のすべてで同じような状況であり、現段階での政策利
用は少ないものの、これからの利用はあるだろうとのことであった。
次に、農民へのヒアリング結果について述べる。ヒアリング対象となった農民の基本概況や家電
保有の概要は表7のとおりである。A1農家は夫が農業と運送業を行い、妻は農業のみである。農業
は集団から配分された農地のみであり、基本的な収入源は運送業による兼業収入である2人の子供
はまだ就学中である。A2農家は農業と他の農家から農作業の請負をしている。恒常的な兼業先は
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表7

実地調査の対象農家の概要

ฝᡜ㸯⌟ᆀㄢᰕ⤎ᯕ࠾ࡼ➱⩽షᠺ

ない。妻と嫁は農業のみに従事しており、長男は昨年までは運転手として農外就業に従事していた
が、現在は無職である。B1農家は農業と農家民宿を営んでおり、父母は特に就業している訳では
ない。2人の子供は就学中である。C1農家は夫妻で農業に従事しており、村内外の農民から農地を
借り受け、約47haの大規模農業を展開している。3人の子供は就学中である。最後に、C2農家は
農業のみであり、しかも自給程度である。基礎的な収入源はなく、子供からの仕送りと貯蓄を取り
崩して生活をしている。２人の子供は既婚であり、長女は同県の所在地に、長男は北京在住である。
以上の５農家の耐久消費財の消費状況をみると、すべての農家でカラーテレビは保有している。
そしてA2、C1、C2の３農家については洗濯機を保有し、A2、C1の各農家はパソコンも保有してい
た。洗濯機は全自動ではなく二槽式であり、求める機能は脱水が目的であるとのことであった。そ
して、家電下郷の利用はB1農家のみであり、それも家庭用ではなく、農家民宿の滞在者用のもので
あった。こうした意味において、カラーテレビの普及は一巡しており、基本的に買い換えの可能性は
低いと考えられ、新規需要である洗濯機や冷蔵庫が家電下郷政策の主力であることも理解できる。
もう一つ特徴的なことは、結婚にともなう家電需要である。実はC2農家のテレビは当該農家の所
有ではなく、厳密には息子夫婦のものだということである。北京在住の息子が結婚する際に、息子
のために一部屋を用意し、そこにテレビを購入したということである。既述したように、息子夫婦は
北京に住居があり、現在は春節などにしかC村には戻らず実質的には親夫婦が息子夫婦の部屋を利
用している。こうした結婚にともなう家電需要は、A2農家でも判明した事実であり、A2農家も娘の
結婚時にはカラーテレビなどを購入していた。また、子供が就学中の残りの農家についても同様の
発言があった。親世代が子供のために十分な貯蓄を行い、結婚時に多額の支出をするといった行
動は中国全体的に観察される慣習が作用した結果と考えられる。この場合は、新規需要として多く
の家電購入に対する家電下郷政策の利用が期待できる。
以上のように、中国農民の耐久消費財の消費の実地調査結果に基づくパターンは、先に実施した
計量分析と整合的な結果となり、住居建設や結婚に代表される一大イベントに向けて、日常的には
倹約する農家像が浮き彫りになった。内需拡大に基づく景気対策である家電下郷も今後の農家の所
得増加の効果と子供世代の結婚の増加が政策利用の鍵となると考えられる。
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5．まとめ
以上、本研究では、中国農民を対象にその消費構造の解明とシミュレーションを、農家調査結果
による計量分析と実地調査から実施した。その結果、消費支出を対象とした分析では一定程度の
精度をもった計測ができ、農民支出の分析上の留意点も明確にすることができた。そして、家電消
費に焦点をあてた研究では、これまでまったく解明がなされていなかったミクロレベルの家電保有の
パターン分析や実地調査を実施することによって、集計された統計資料で観察される家電普及とは
異なる普及格差の実態を明らかにし、さらに、内需拡大を目的に農村部で実施された家電下郷政
策の有効性を指摘した。8億人とも言われる中国農民消費は、その家電消費の向上が日本の家電産
業の景気回復に寄与したように、中国国内はもちろんのこと、グローバルにもあらゆる局面で大きな
影響を及ぼすものであり、今回焦点をあてた耐久消費財以外の費目も対象に研究を進める必要があ
ると考える。
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