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 ＜ポイント＞ 
 
■ 中国では耐久消費財を中心に幅広い分野で消費ブームが盛り上がっている。中国都市

部の消費者は、統計が示す平均収入では計れない大きな購買力をもっている。 
■ 中国市場を一括りで語るのは意味がない。日本企業が中国で売り込むには、細分化し

たマーケティングが必要である。日系企業の主要ターゲットとなるのは、都市部の富

裕層（所得上位 20％世帯の 8,700 万人程度）である。 
■ 富裕層が激増する中国では、「見せびらかし消費」、「見栄」消費が活発に行われてい

ることが成長の原動力になっている。日系企業が中国人の「見栄」消費を喚起するた

めには、価格を「当地の所得水準からすれば高いが、背伸びをすれば手が届く水準」

に設定するのが有効である。 
■ プライドの高い中国人の消費者に受け入れられるには、世界で通用する一級品を投入

する必要がある。 
■ 中国市場でのマーケティングに関しては、概して中国企業より日系企業の方が熱心で

ある。 
■ 中国大都市で日本生まれのコンビニエンスストアが急速に普及し、日本のファッショ

ン雑誌（女性誌）が非常に売れていることは、日本企業にとって追い風になろう。 
■ 現地にＲ＆Ｄ拠点を設け、現地の市場特性や消費構造の変化に対応した商品開発を行

うことは、中国市場攻略のために有効である。 
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  はじめに 
 最近、日本企業の中国を捉える視点に変化がみられる。すなわち、中国を脅威の競争相手と

してではなく巨大市場として捉える見方が増えており、中国進出日系企業は急速に内販志向を

強めている。 
 足元の日本の景気回復を支える陰の主役は中国であり、拡大する中国市場は確実に日本経済

の成長エンジンになりつつある。旺盛な中国の国内需要は、鉄鋼、産業機械、工作機械、海運

など様々な分野で日本企業の業績改善に貢献している。いわゆる「中国特需」である。 
 本稿では、今後日本企業がターゲットとすべき市場として特に注目される中国高所得層の消

費財市場の現状を概観し、日本企業のとるべき戦略について考察してみたい。 
 
日本企業の中国を見る眼が変わった 
 かつての日本企業の中国進出は、中国を市場として見ることなく、低賃金の組立加工工場と

して位置づけてきたことが特徴だった。設備や主要部品を中国に持っていき、中国で加工した

製品を日本に持ち帰るという「持ち帰り型」進出が中心だった。そして、低い人件費を武器に

した「世界の工場」中国の台頭により日本の産業は空洞化してしまうと恐れていた。 
 しかし、本来、「世界の工場」は「世界の市場」と表裏一体である。アジアの中で中国が発展

することは、日本にとってアジア内の競争相手が増えることを意味するが、アジアの中で日本

の商品を大量に買ってくれる国ができるということでもある。つまり、中国が発展することは、

日本企業にとってライバルの工場・店舗が増えることである一方、新たな有力顧客が増えるこ

とでもあるのだ。したがって、中国の発展は日本の衰退につながるわけでなく、日中両国経済

の共存共栄は可能である。 
 このことは経済学的には自明のことだが、1999～2002 年頃の日本では、「黒船襲来」的な中

国脅威論が世の中を支配していた。欧米企業に比べて、日本企業は中国をマーケットとして十

分認識していなかった。 
 しかし、2003 年あたりから、日本企業の見方も変わってきた。中国の生産・輸出が増えれば

増えるほど、日本から中国への中間財や資本財の輸出が増える。また、日本から豊かになった

中国に向けて高付加価値の消費財の輸出も増える。このように、飛躍的に成長する「世界の市

場」中国を「自分の市場」として取り込むことで中国との共生が可能と考える企業が増えつつ

ある。 
 
消費ブームに沸く中国 
 中国の経済成長率は 2002 年の 8％成長に続き、2003 年は 9.1％に達した。高成長を背景に、

中国では耐久消費財を中心に幅広い分野で消費ブームが盛り上がっている。とりわけ、自動車

（マイカー）、住宅（マイホーム）、携帯電話（モバイル・テレコム）の「３Ｍ」は経済拡大の

牽引役となっている。今や中国では、1960～70 年代の日本と同様の大衆消費社会が到来して

いると言ってよい。 
 中国の都市部における耐久消費財の普及状況（2002 年）をみると（図表１）、冷蔵庫、洗濯

機については、100 世帯当たりの保有量が 90 台程度でほぼ全家庭が保有している。また、カ

ラーテレビは 126 台と、一家に 1 台以上保有している計算となる。一方、ＶＴＲ、カメラ、エ

アコン、パソコン等の耐久消費財の普及状況は、今の日本と比較すると総じて低い。特に、自

動車については、都市部でもまだ 100 世帯当たり 1 台しか保有されていない。このことは、中

国の耐久消費財の消費ブームはまだ始まったばかりで、今後劇的に拡大することを示している。 
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図表１　　中国都市部世帯の耐久消費財普及率
　　　　　　　（2002年、100世帯当たり保有量）

全国都市部 北京市 上海市 広東省

所得上位10％

　自動車 0.9 4.2 4.1 0.3 3.3

　洗濯機 92.9 101.6 98.6 91.2 97.3

　冷蔵庫 87.4 103.5 101.6 102.8 89.7

　冷凍庫 6.8 8.4 15.4 2.1 1.5

　カラーテレビ 126.4 161.1 148.4 157.8 149.3

　ﾋﾞﾃﾞｵ･ﾃﾞｨｽｸ･ﾌﾟﾚｰﾔｰ 52.6 68.6 52.3 57.8 73.4

　パソコン 20.6 53.8 55.5 47.3 44.7

　システムコンポ 25.2 42.1 34.9 31.8 51.7

　カメラ 44.1 80 99.6 76.6 57.1

　電子レンジ 30.9 67.9 73.1 86.1 48

　エアコン 51.1 128.3 106.5 113.9 125.5

　携帯電話 62.9 128.3 94.1 80.1 122.9

出所 ： 中国国家統計局：「中国統計年鑑」、「China Monthly Economic Indicators」

 
 
消費拡大を支える所得増・雇用増 
 中国都市部の消費が拡大している背景には、所得と雇用の増加がある。 
 図表２に見るように、2002 年の都市住民の一人当たり平均年間可処分所得は 7703 元で、

1990年以降の 12年間で 5倍強となっている。物価上昇を勘案した実質ベースの伸びを見ても、

都市住民の平均可処分所得は 98 年以降趨勢的に増加しており、消費者の購買力が着実に高ま

っていることを示している。 
 一方、中国都市部の就業者数は 2002 年に 2 億 4780 万人となっているが、1995 年から 2002
年の 7 年間で年率 3.8％増加している。この結果、中国の就業者総数に占める都市就業者の割

合は、95 年の 28.0％から 02 年には 33.6％に上昇している。なお、これらの数字は、都市部に

戸籍登録されている人のみを対象としたもので、出稼ぎとして都市に流入している人を含める

と、実際の都市での雇用はこれ以上に拡大しているとみられる。 
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図表２　　都市部の一人当たり可処分所得（年間）の推移

（元） （％）

実質伸び率
（右目盛）

（注）都市就業者比率は就業者総数に対する都市就業者の割合。
出所 ： 中国国家統計局「中国統計年鑑」

名目額（左目盛）
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図表３　　中国都市部と上海の家計の所得状況　（2002年）

　　　全国都市部 　　　上海都市部
所得上位 所得上位

10％ 10％

　一人当たり年間可処分所得　（元） 7703 18288 13250 31619

　世帯平均月収　（元） 1951 3946 3202 7351

　世帯数 1億6000万 1600万 570万 57万

　一世帯当たり人口 3.04 2.68 2.91 1.79

　人口 5億 200万 4200万 1670万 102万
（注）上海都市部の人口は2001年
出所 ： 中国国家統計局「中国統計年鑑」、上海市統計局「上海統計年鑑」 、第５回国勢調査

 
 
中国都市部の所得水準 
 中国の一人当たりＧＤＰは 2002 年で 966 ドルに過ぎないが、上海だけとってみれば 4908 
ドル、北京では 3352 ドルと、日本の 1970 年代初頭から半ば頃に相当する。 
 中国全国の都市部平均と上海都市部の所得状況について見ると（図表３）、世帯平均月収は全

国都市部平均では 1951 元だが、所得上位 10％層では 3946 元、上海都市部の上位 10％層では

7351 元にのぼる。人口が多いため、かりに上海都市部の上位 10％の富裕層だけをターゲット

としても、約 100 万人の市場が開けていることに注目すべきだろう。 
 また、日本では、中国といえば上海、北京、広州あたりを思い浮かべる者が多いが、その他

の沿海部の中核都市も所得水準が高く、日本企業のターゲット市場になりうる存在である。た

とえば、華東地域の中核都市で人口 300 万人超、都市部の一人当たり可処分所得 10000 元以上

の都市としては、蘇州、杭州、紹興、嘉興などが挙げられる。 
 
なぜこんな高額品が買えるのか 
 さらに、中国都市部消費者は、上記のような統計が示す平均収入では計れない購買力をもっ

ている点に留意する必要がある。 
 一人当たり平均年収が高いとはいえ 13000 元強（20 万円弱）の上海都市部で、1 ㎡ 1 万元

のマンション（120 ㎡の物件の場合、内装費を含めて 2000 万円程度になる）が中国人を対象

に売り出されている。また、上海ＧＭの人気のセダン乗用車「ビュイック」の価格は約 30 万

元（約 450 万円）だが、人気沸騰のため納車待ち状態で、1 万元（約 15 万円）程度のプレミ

アムを上乗せして払ってでも購入する消費者が後をたたないという。 
 このように一見分不相応な消費が行われており、「中国の人々は一体どんな所得でそれらを

買っているのだろう」と不思議に思う人が多いだろう。こうしたマジックが可能になる理由は

次のとおりと推察される。 
①日用品、食費、公共料金、住居費、教育費などの生活費が日本と比べて格段に安いこと 
たとえば上海では、ビール 30 円、弁当 75 円、タクシー基本料金 150 円、地下鉄 30 円、

公立中学校授業料（年間）37500 円といった値段である。一人っ子のいる親子 3 人世帯

の場合、外食などの贅沢をせず倹約すれば、月々3000 円でも生活できるという。 
②共働きが多く、統計に反映されないアルバイトなどの副収入が多いほか、個人所得税の

徴税体制が不十分であること 
③国営企業の従業員の場合、給料以外の所得が手厚いこと 
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各種手当てが支給されるほか、遊休不動産の有効活用で得た事業所の収益を皆で分け合

う制度がある（上海では、こうした臨時所得が 1 人年間 5000 元程度になることも多い

という）。 
 
増大するサービス支出 
 次に、消費構造の変化について見てみよう。 
 中国都市世帯の支出構造をみると（図表４）、近年、住居費、交通・通信費、医療費、娯楽・

教育・文化費などサービス支出の伸びが高く、相対的に食費、衣類、家庭用品などへの支出の

ウエイトが低下しつつある。 
 住居費が伸びている背景には、政府が持ち家の保有促進策を打ち出したことが挙げられる。

政府が 1998 年の住宅制度改革で、従来の企業による住宅分配を廃止し、個人による持ち家制

度を導入して以降、住宅の建設・販売が増加し、北京では 2002 年に持ち家比率が 65％に達し

ている。 
 住宅購入の増加と持ち家の普及は、大きな内需刺激効果を生んでいる。マイホーム・ブーム

をテコとして、住宅関連資材や家電・家具等の耐久消費財の需要が拡大しているほか、不動産

管理サービスなど新規サービス業が台頭してきている。 
 一方、図表４で交通・通信費が増加している理由は、マイカー市場の急拡大である。富裕層

の増加に加えて、ＷＴＯ加盟後の関税引き下げによる乗用車価格の下落、ディーラー網や自動

車ローンの整備、メーカー各社による最新モデルの投入ラッシュなどにより、消費者の間で自

動車購買意欲が高まっている。2003 年の中国の乗用車販売台数は前年比 75％増の 197 万台と

なっており、2004 年には 270 万台になるとの予測も出されている1。 
 
日系企業の主なターゲットとなる高額所得層 
 日本企業が中国市場を考える場合、中国 13 億人という数字は意味がない。エアコンが 1 世

帯に 1 台以上普及しリニアモーターカーが走る上海と、電気も通っていない田舎の農村を一括

りにして、「中国では」と語ることはナンセンスである。全国の農村部の一人当たり年間可処分

所得は平均 2476 元（2002 年）で、都市部の 3 分の 1 以下に過ぎない。 
 

図表４　都市部世帯の消費構造の変化

　　　　支　出　項　目 　　　支出の構成比（％） 　90～02年の支出額の
1990年 2002年 　年平均伸び率（％）

　食品 54.3 37.7 10.4

　衣類 13.4 9.8 10.9

　家庭用設備・用品・サービス 10.1 6.5 11.2

　医療・保健 2.0 7.1 26.5

　交通・通信 1.2 10.4 25.6

　教育・文化・娯楽サービス 11.1 15.0 19.0

　住居 7.0 10.4 21.4

　その他の雑貨・サービス 0.9 3.3 32.6

出所 ： 中国国家統計局「中国統計年鑑」

                                                      
1 自動車の普及率は都市によってバラツキが大きい。北京市では、2002 年に 100 世帯当たりの自動車保有量が

4.1 台（前年は 2.6 台）となった。一方、上海市では、ナンバープレート登録料が高騰していることなどから、
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 したがって、日本企業が中国市場で売り込むには、細分化したマーケティングが必要である。

現実論としては、日本企業が主としてターゲットとすべき中国市場は都市部の所得上位 10％層

4,200 万人程度（図表３参照）もしくは上位 20％層 8,700 万人程度と考えるのが適当だろう。 
 実際、中国において消費財の内販に成功している日本メーカーにヒアリングすると、顧客の

所得層として月収 3,000 元以上のリッチな消費者をターゲットとしている企業が多い。 
 
「見栄」消費を後押しする中国人気質 
 中国では、ここ数年、富裕層が激増している。彼等は、高額のマンションに住み、ベンツ、

ＢＭＷなどの高級車を乗り回し、高級ホテルの中華料理店で高級アワビ2を食べている。 
 これら富裕層と庶民の所得格差の拡大は社会のひずみを生む反面、自分の回りに億万長者が

増えているという現実が多くの人々に希望を与えているようだ。工業化の進展により、低価格

で相応の品質の製品が供給されるようになったおかげで、低所得者層も確実に豊かになってい

る3。皆が右肩上がりで豊かになりつつある世界では、貧富の格差の広がりは必ずしも気になら

ず、むしろ人々に夢を与え、上昇志向を加速する。 
 このように、猛スピードで成長し変化している国では、自分の社会的地位、経済的成功、威

信などを他人に見せびらかすために物やサービスを贅沢に消費する行動、すなわち「見せびら

かし消費」4が活発に行われる。誰もが競って自分のアイデンティティを見せびらかしの消費行

動によって表現する。上昇志向が強ければ、「見せびらかし消費」は往々にして見栄を張り合う

「見栄」消費につながる。 
 日本でも、高度成長期には、お隣さんがテレビを買えば、次の日には我が家もテレビを買い

に走るという時代があった。「Oh！モーレツ！」と歌ったＣＭ5が流行った 1970 年頃のことだ。 
 今の中国経済は日本で言えばちょうどこの時期に当たるが、見栄っ張りでプライドが高く上

昇志向が強いという中国人気質のために、あの頃の日本以上に「見栄」消費が活発化している

ようだ。国民性の要因に加え、市場主義経済に遅れてやってきた消費者ほどブランドに対する

憧れが強く、その対価を惜しまないということかもしれない。 
 
「見栄」消費を刺激するブランド戦略 
 ブランド力を高めることでこのような中国人の「見栄」消費を喚起することに成功した中国

進出日系企業の事例を、以下に３例紹介したい。 

＜事例① ホンダ＞ 
 ホンダは、広州で仏プジョー社の工場を買い取って広州汽車との合弁会社「広州ホンダ」

を設立し、1999 年生産を開始した。当時、乗用車市場は官公庁やタクシーの用途が大半を占

                                                                                                                                                            
100 世帯当たりの自動車保有量は 0.3 台にとどまっている。 
2 近年、中華料理の高級食材である干しアワビの日本から中国への輸出が急増している。なかでも岩手県三陸

産のアワビは、中国富裕層の食通の間で逸品として知られ、料理店では 1 個数万円もするが、「成功の象徴」と

して人気が高いという（2004 年 5 月 9 日付日本経済新聞）。 
3 西洋の初期資本主義の発展においても、富裕層の奢侈が重要な役割を果たした。たとえば、モンテスキュー

は『法の精神』（1748 年）の中で、次のように述べている。「王国では奢侈はなくてはならぬ。もし富者が贅沢

のための消費をあまりしなくなると、貧乏人は飢えてしまうだろう」 
4 経済学者 T.B.ヴェブレンが『有産階級の理論』（1899 年）で呼んだ「誇示的消費（conspicuous consumption）」
のこと。特権階級では、モノを儀礼的、象徴的に消費する傾向があるとヴェブレンは指摘した。 
5 ミニスカートの裾をひるがえして、小川ローザが「オー・モーレツ！」と不思議なイントネーションで発声

する丸善石油のＣＭ（1969 年放映開始）。日本の家庭にカラーテレビの普及が急速に進んだのはこの頃である
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め、個人利用は約 2 割しかなかったが、同社はこの小さな個人ユーザー市場に、中国では高

級車となるアコードを投入した。 
 特筆されるのは、同工場では日本仕様より一回り大きな米国仕様の最新型アコードを生産

し、価格競争とは一線を画して高級車イメージを打ち出したことが、中国の富裕層に認知さ

れる要因となったことである。 
 広州ホンダでのアコードの生産台数は 1999 年の 1 万台から 2003 年には 11.7 万台に拡大

している。2003 年 1 月にフルモデルチェンジしたアコードの販売価格は 26 万元程度（約 390
万円）だが、大量の受注残を抱え、数ヵ月の納車待ちの状態が続いている。 

＜事例② 資生堂＞ 
 資生堂は、ランコム、エスティローダーなどと競合するハイエンド商品に注力しており、中

国人富裕層をターゲットとした専用化粧品「欧逢来（オプレ）」の好調などにより、中国市場で

確固たる地位を築いている。同社は、中国全土の中で選りすぐった約 350 の百貨店に高級化粧

品ブランドの店舗を設けており、そのうち約 9 割の百貨店で店内シェア No.１を獲得した実績

がある。2004 年 4 月には北京、5 月には上海にオプレの直営専門販売店を開設している。 
 オプレは、90 年代初頭、中国の都市部一人当たり所得が月 500 元の時代に、給料の 5 分の 1
に相当する 100 元という定価で、上位 1％（600 万人）の富裕層女性にターゲットを絞ったマ

ーケティングを展開して成功した。オプレは現地生産品だが、パッケージに「SHISEIDO」の

ブランド名を表記し、下部に「specially formulated by SHISEIDO laboratories; JAPAN」の

文言を刷り込み、日本製品と同等の製品であることを強くアピールしたことが、意外に大きな

効果をあげたという。 

＜事例③ ＴＯＴＯ＞ 
 中国の住宅は構造部だけで販売され、内装は入居者が別途発注する仕組みだが、衛生陶器メ

ーカーのＴＯＴＯは水回り商品として指名買いされることを狙い、ブランド力の強化に取り組

んでいる。 
 企業イメージを重視した広告の実施や、高級ホテルや高級ビルをターゲットとした積極的な

営業展開などが功を奏し、同社製品はステータスシンボルとして認知されるようになっている。

中国の住宅建材市場の高価格商品はほとんど北米と北欧のブランドによって占められているが、

衛生設備機器分野ではＴＯＴＯが高級ブランドイメージを確立している。中国の衛生陶器市場

は日本の約 6 倍にあたる年間 5 千万個とされるが、同社は上位 10％の最高級品市場 500 万個

の市場を狙いとし、同市場で欧米勢を圧倒してトップのシェアを獲得している。 
 住宅建設ブームの追い風を受けて高級トイレ市場が拡大していることを受け、同社は 2003
年末、北京の高層ビル内に初の個人客向けの豪華ショールームを開設した。北京の富裕層にと

ってトイレは生活必需品というより「地位の象徴」となっていることから、同社は中国企業に

は真似のできない高付加価値製品や斬新なデザインの高額商品6の売り込みに注力している。 
 
都市ごとの市場特性と地域限定の事業展開 
 広大な中国では、同じ都市部でも、地域ごとに独特な社会が存在する。同程度の所得水準の

大都市間であっても、歴史的背景や慣習によって人々の価値観や消費パターンに違いが見られ

                                                                                                                                                            
（カラーテレビの普及率：1969 年 13.9％、70 年 26.3％、71 年 42.3％）。 
6 便器と水洗タンクが一体となった 4020 元（約 6 万円）の新製品が人気商品となっている。便器らしくなく、

お洒落な椅子のようなデザインが受けているという（2004 年 1 月 24 日付朝日新聞）。 
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るのである。 
 香港貿易発展局（ＴＤＣ）は、中国各都市で行った調査をもとに、都市ごとに次のような地

域性があると分析している7。 
上海：流行を追求するほか、製品の品質・実用性も重視。北京、広州よりも価格には敏感。 
北京：所得格差が著しく、本土でもっとも消費性向が多様化している。 
広州：香港や海外の流行を追いかける傾向がある。衝動買いに走る傾向は比較的少ない。 
成都：人口は多いが購買力は依然小さく、価格設定に注意が必要。 
武漢：体面を重視（腕時計、携帯電話の購入時）。見た目が良く価格も手頃な製品が人気。 
瀋陽：衝動買いに走る傾向にあるほか、ブランド志向である。 

 一方、博報堂が、中国８都市の 20 代、30 代の生活者を対象に行った調査によれば、上海・

武漢は新製品への反応が高く、価格に対する許容度も大きいが、北京・広州は新製品への反応

は高いものの、価格には厳しいといった傾向が見られる（図表５） 
 日本企業が中国で売り込むには、このような地域ごとの市場特性を十分に踏まえたマーケテ

ィングを行う必要があろう。 
 
日系食品メーカーの中国進出事例 
 日本の食品メーカーの中国進出の成功事例を見ると、地域を限定して地域のニーズに合った

事業展開を行っている例が多い。地域によって人々の性格のみならず食習慣にも違いがあるた

めである。 
 たとえば、サントリーは、多くの多国籍企業が中国のビール市場で失敗する中で、上海市場

に特化して、徹底した顧客ニーズの把握、地元の味覚マーケティング調査に基づく品質改善等

を行った結果、上海のビール市場で知名度、好感度ともに第１位の地位を獲得した（2002 年）

8。同社は、価格競争に巻き込まれないために、自社のビールの価格を地場ビール会社の最低価

格 1 元に対して 2 元と高めに設定しつつ、上海市場で 40％超のシェアを獲得した。 

図表５　　中国主要都市20代・30代の生活者の消費に関する意識

■ 新製品はすぐに試してみる方だ ■ 値段が高くても気に入れば買ってしまう

出所 ： 博報堂グローバルＨＡＢＩＴ2003 「中国主要８都市20代・30代の生活者の価値観と消費調査」
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7 ジェトロ「通商弘報」2003 年 12 月 15 日。 
8 上海以外の中国の大都市のビール市場では、いずれも第１位は地元ブランドである。 
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 同様に、キリンビバレッジも、上海の高所得者層をターゲットに、人々の間に広がり始めた

健康志向をとらえ、甘みを抑えた紅茶の高品質ブランド「午後の紅茶」を売り出し、成功した。 
その斬新なネーミング、中国語・日本語併記のラベル、事前調査で好まれた丸型のペットボト

ルの採用、積極的な宣伝活動（日本と同じＣＭを流すなど）によるブランド・イメージの向上

などが奏功したものと推察される。 
 
重要な上海戦略 
 中国進出日系企業がターゲットとすべき都市・地域は、もちろん上海だけとは限らない。 
 それでも、上述した食品メーカーの事例がいずれも上海に照準を合わせた例であったように、

多くの日本企業が上海を重要な戦略都市として位置づけているのはなぜだろうか。 
 それは、中国の人々にとって上海は特別なイメージをもった、ブランド力のある都市だから

である。中国の都市の中で、上海はその歴史的・文化的背景から、格別に洗練されたイメージ

を持つ特別の存在とされている。中国では販売する物品に生産地の表示が義務づけられており、

商品の値札に都市の名前が記載されるだけに、生産拠点についても上海に置くメリットは大き

いようだ。 
 こうした事情から、中国市場を目指す日本企業にとって、上海戦略は特に重要な意味を持つ

場合が多い。 
 
中国市場向けの商品開発の重要性 
 市場が違えば、求められる商品、価格、サービスも変わる。ターゲットとする顧客に好まれ、

受け入れられる商品は、現地で研究して初めて分かるものである。中国の都市で売るからには、

現地でその市場の特性を考慮した商品開発を行うことが有効な戦略となる。 
 さらに、外資系企業が中国の都市で商品開発を行うことは、その市場に受け入れられる商品

を投入するために重要であるだけでなく、中国市場攻略に対する真剣な取り組み姿勢を見せる

ことを通じて、中国における認知度を高める効果も期待できる。 
 従来、日本企業は、欧米企業に比べて、中国における現地市場対応のＲ＆Ｄ活動に消極的だ

った。たとえば、家電業界では、80 年代初めには日本メーカーが中国の家電市場を席巻したが、

90 年代半ば以降は現地メーカーにシェアを奪い取られてしまった。この背景には、価格競争に

加えて、中国の消費者ニーズを熟知した現地メーカーが中国人の生活スタイルに適した機能や

デザインの製品を開発したことが指摘されている。 
 最近になって、日系企業の間で、上海や北京に研究所を設けて、中国の消費者の嗜好を研究

し中国市場向けの商品開発に取り組む動きが散見される。このことは、日本企業が中国市場で

の売り込みに本腰を入れ始めたことの現れと考えられる。 
日系企業が生産拠点志向で中国進出する場合、日中の分業体制を支援するＲ＆Ｄ拠点を現地

に設けるとなると、中国の知的財産権保護の環境が不十分で知的財産が流出しやすいことが阻

害要因になりがちである。しかし、中国市場獲得を狙った市場対応型の現地Ｒ＆Ｄ活動であれ

ば、知的財産流出のリスクも小さいため、今後は、日系企業による現地市場対応型のＲ＆Ｄ拠

点設置の動きが活発化すると予想される。 
 
中国企業より日系企業の方がマーケティングに熱心 
 中国市場におけるマーケティングに関しては、日系企業よりも中国の消費者を熟知した中国
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企業の方が強いと考えがちであるが、これは必ずしも正しくない。 
 筆者は、昨年末、上海、広州、北京の日系企業および中国企業数社に対し、マーケティング

への取り組みについてインタビューする機会があった。そこで受けた印象は、連想集団、海爾

など一部の例外を除いて中国企業は概してマーケティングにはあまり力を入れておらず、むし

ろ日系企業の方が体系的な取り組みをしているというものだった。 
 それはなぜなのか。経済全体の全体のパイが急拡大しており、2008 年の北京五輪や 2010 年

の上海万博まで中国の高成長が続く可能性が高い中にあっては、成長分野をいち早く見つけて

参入することが必勝パターンとなる。したがって、「議論よりまず行動」、「スピードこそ命」と

いった行動原理で動く中国企業が多く、そこでは、細かな市場環境の分析や潜在ニーズの把握

などは省略されたり、後回しにされるケースが多いようだ。 
 このことは、意思決定のスピードの面で日系企業が中国企業の後塵を拝しやすいことを意味

するが、同時に、日系企業がきめ細かなマーケティング力で中国の競合企業に対して優位に立

てる可能性があるとも言えるのではないだろうか。 
 
日本生まれのコンビニと女性誌人気は日系企業の追い風 
 もっとも、日系企業は欧米系企業に比べるとマーケティングは不得意というのが定説である。

しかし、ここにきて日系企業にとって追い風となる二つの環境変化が起こっている。 
第一は、最近、中国の大都市で日本生まれのコンビニエンスストア9が急速に普及したことで

ある。 
第二は、近年、上海などの大都市で日本のファッション雑誌（女性誌）10が非常に高い人気

を博していることである。欧米の雑誌が最先端の非日常的ファッションを見せるのに対し、日

本の女性誌は、流行を取り入れた「実際に着られる」OL のファッション、東洋人のモデルが

着る東洋人に似合うスタイルを提案していることが人気の原因とされ、都市部の外資系企業に

勤める高所得のホワイトカラー女性の支持を集めている。 
 これらの変化は、日本企業の中国でのマーケティングにとって追い風となるだろう。なぜな

ら、今後は消費財の分野を中心に、日本生まれのコンビニ流のキメ細かいマーケティング手法

が使えるケースが増えると予想される。また、日本のファッション誌が浸透することにより、

日本のブランドが中国市場に出て行きやすくなるほか、雑誌とのタイアップ広告等による拡販

が功を奏する事例が増えてくると期待される11。 
 
終わりに ～ 中国進出日系企業の留意点 
 本稿で見てきた中国消費市場の現状と日系企業の取り組みを踏まえて、中国進出日系企業の

留意点をまとめれば、以下のようになろう。 

                                                      
9 中国にコンビニという新しい業態を持ち込んだのは、1996 年に上海で事業を開始したローソンである。その

小売りスタイルは日本のコンビニとほぼ同じであるが、中国では全く新しい小売り形態として驚きをもって受

け入れられた。その後、中国系企業がコンビニの出店を加速し、2003 年末には上海市内のコンビニ店舗数は約

4500 店に達した。2004 年 4 月には、セブン・イレブン・ジャパンが北京に中国１号店を出店した。 
10 現在、主婦の友社『Ray』、小学館『Oggi』、講談社『WITH』、同『Vivi』、扶桑社『LUCi』などが刊行され

ており、なかでも日本のファッション雑誌（女性誌『Ray』の発行部数は中国ファッション誌で最大の 40
万部超とされる。 
11 河野（2004）では、日本の女性誌により日本ファッションについて良いイメージが形成されているにもかか

わらず、現状では、中国で買える日本のアパレル商品が少ないため、日本の雑誌ブームが「商品を売る」こと

につながっていない点が指摘されており、潜在的には大きな市場が存在すると見られる。 
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① 中国市場を一括りにとらえず、自らの商品とターゲットとする消費者属性、売る都市・地域、

価格等を絞り込んで考える必要がある。 
② 日系企業の主要ターゲットとなる市場は 13 億人ではなく、都市部の富裕層層 8000～9000
万人である。 

③ 中国人の「見栄」消費を喚起するためには、商品の販売価格を「当地の所得水準からすれば

高いが、背伸びをすれば手が届く水準」に設定することが有効である。 
④ プライドの高い中国の消費者に受け入れられるためには、世界で通用する一級品を投入する

ことが重要である（中国の消費者は、外資の商品を見る場合、それが中国仕様の二級品なの

か、世界に出回っている一流品なのかに敏感であり、前者であれば見向きもされないことが

多い）。 
⑤ 中国大都市でのコンビニエンスストアの普及と日本のファッション雑誌（女性誌）人気は、

日本企業のマーケティングにとって追い風になる可能性がある。 
⑥ 現地にＲ＆Ｄ拠点を設け、現地の市場特性や消費構造の変化に対応した商品開発を行うこと

は、中国市場攻略のために有効である。■ 
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・モンテスキュー（1748）、野田・稲本・上原・田中・三辺訳『法の精神』岩波書店 

・ソースティン・ヴェブレン（1899）、高哲男訳『有閑階級の理論』ちくま学芸文庫 

 
 
 
 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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