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第 1章 序論 

 

中国は，農業生産額が世界第一位である農業大国であり，そのため，農村地域の発展は重

要な位置を占めている。しかしながら，1949 年以来，中国政府の発展戦略は「重工軽農」で

あった。「重工軽農」政策は，意図的に農産品価格を低く抑え，農村の資源を都市に移転さ

せて都市の工業成長に必要な資金を確保する政策である。また，農村人口が自由に都市に移

動することが禁止されたために，「都市‐農村」という「二元社会構造」注 1）が形成された。

このような長期にわたる都市と農村間の不均衡な発展が「三農問題」注 2）（2003 年）を生み

出し，都市と農村の間で，所得，生活水準，教育，社会保障，公共施設整備の水準などの様々

な面で格差の問題が生じて深刻な社会問題となっている。政府は，その解決のために，「新

農村建設」注 3）（2005）や農業税の廃止（2006 年）などを国家レベルで進めており，これら

は農村地域の活性化につながる方策として期待されている。 

このように，農村経済の発展，農業の近代化は緊急の課題とされ，なかでも農村地域の情

報化を加速する必要があることが認識されてきた。政府は，農業農村情報化を改革開放と近

代化を遂げるための重要な機会とみなし，一連の政策の中でも特に農村の情報化の発展を

重視している。 

中国インターネット情報センターによると，2013 年末には，中国全体でのインターネッ

ト利用者数は 6.18 億人を突破し，普及率は 45.8％に達した。しかし，その内，農村地域の

利用者は 1.77 億人で，農村地域人口に占める割合は約 27.5％にとどまっている 1）。このよ

うに，農村地域のインターネット普及率は低く，インターネットの普及や利用においても，

デジタルデバイドの存在が指摘されている。また，経済発展や教育，社会全体の情報化のレ

ベルなど様々な制約により，農村地域の中でも，東部の沿海部では急速に発展しているが，

西部（内陸部）での発展は遅れている状況にあるなど，中国農村地域がインターネットの普

及に関して抱える問題は大きい 2）。すなわち，都市部と農村部，沿岸部と内陸部などといっ

た異なる特性を反映し，各地域が持つ特性や条件を配慮してインターネット普及格差の問

題を考える必要がある。中国農村地域におけるインターネット普及に関する研究は数多く

行われているが，それらの多くは，現地調査ではなく，マクロな視点で全国のインターネッ

ト普及状況を把握し，農村地域におけるインターネット普及のための投資の増加や情報化

人材の育成など，対策は理論的に構築されたものとなる傾向が強い。そのような形で出され

た方針では，各地域が持つ特性や条件に当てはまらず，期待通りの効果をもたらさない例も

多い。 
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中国農村地域において，インターネットの普及は期待されたほどには進んでおらず，情報

化に起因する新たな格差の拡大が懸念される。農村地域におけるインターネット普及は喫

緊の課題であるが，農村住民がインターネット利用に積極的でなければその普及は難しい

と考えられるため，本研究では，農村住民のインターネット利用意識面の視点から検討した

い。 

本研究では，各地域が持つ特性や条件を考え，中国農村地域におけるインターネットの利

用実態を把握するとともに，個人のインターネット受容に影響を与える規定要因や未利用

者の利用障壁を明らかにし，インターネット普及のための方策を提言することを目的とす

る。そのために，以下のような課題を設定した。 

① 内蒙古農村地域を事例として，農村地域住民のインターネット利用実態を把握

し，利用者群と未利用者群の特徴を解明するとともに，群別の規定要因を明らか

にする。 

② 湖北省農村地域を事例として，技術受容モデルを用い，農村住民のインターネッ

ト利用に対する意識の規定要因をモデル化して解明する。 

③ 北京近郊農村地域を事例として，インターネット未利用者の利用障壁を明らかに

し，どのような条件が提供されれば利用に転じるかについて解明する。 

 

研究対象地域に関しては，中国は国土が広く，13 億 5 千万人の人口を擁し，かつ経済発

展水準も地域的に大きく異なるため，東部，西部，中部と三区分に基づいて，各地区から

調査対象地域を選定した。また，各地域のインターネット普及率を配慮し，情報インフラ

などの利用環境が整っていることを選定の前提条件とした。 

 

第 2章 内蒙古農村地域におけるインターネット 

利用に関する実態把握 

 

中国農村地域でのインターネット普及がなかなか進まないという課題を解決するために

は，特に発展が遅れている西部（内陸部）農村地域におけるインターネット利用状況の把握

が不可欠である。 

そこで本章では，西部（内陸部）に位置している内蒙古農村地域を事例とした。2011 年の

内蒙古の農村人口の平均年収は 6,641 元であり，同年の全国平均（6,977 元）を下回ってい
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る 1）。また，2011 年の内蒙古のインターネット普及率は 30.8％であり，中国全体の 34.3％

より低い 3）。このように，内蒙古の農村地域は，経済的に後進であり，インターネットの普

及も遅れているという西部地域の特徴を代表していると考えられる。本章で行った調査で

は，経済的発展が遅れている西部農村地域におけるインターネット利用状況や，今後の利用

意識の影響要因について基礎的な情報を把握することを目指した。具体的には，インターネ

ット利用状況に対する農村住民へのアンケート調査を実施し，インターネット利用者と未

利用者における基本属性，パソコンとインターネットに対する認識，旧メディアの利用状況

等の比較を通じて，農村住民のインターネット利用実態を明らかにした。さらに，利用者と

未利用者を分ける要因について考察した。 

利用者と未利用者の基本属性から得られた結果から，未利用者には高齢者，低収入，低教

育水準という傾向があることが把握された。利用者は，仕事や勉強のためにインターネット

を利用していた。また，パソコンやインターネットの導入に際する不安については，未利用

者では，パソコン購入初期費用や利用料金などの経済的な要因を挙げる回答が多かった。ま

た，インターネット以外のメディアの利用状況についてインターネット利用者と未利用者

を比較分析した結果，インターネット未利用者は，テレビにより得られる情報量は十分であ

ると考えており，情報獲得手段としてのテレビへの依存度が極めて高かった。最後に，イン

ターネット利用と未利用を分ける要因として，パソコン基礎知識の習得の程度，テレビの情

報量に対する不満，インターネット利用のメリットの認識などが重要な項目であることが

明らかになった。本章では，インターネット利用と未利用を分ける重要な項目として，有用

性の認識（インターネットの情報獲得機能や仕事などに役立つという有用性を認識してい

るかどうか）という規定要因があることが知見として得られた。その一方で，内蒙古は経済

的に後進地域であり，インターネット利用環境は整備されているものの，各利用者の経済的

な要因がインターネット利用に強く作用していることが明らかになった。 

 

第 3章 湖北省農村地域における総合技術受容モデルによる 

インターネット利用意識の規定要因 

 

第 2 章では，農村地域におけるインターネット利用状況や，今後の利用意識の要因を分析

する際に考慮すべき要素について基本的情報を把握し，インターネット利用と未利用を分

けている要因について明らかにした。しかし，それらの規定要因とインターネット利用意識



5 

 

の因果関係については十分に検討できず，インターネット利用意識の規定要因として有用

性の認識以外の要因を明示できなかった。 

本章では，インターネットを新技術と位置付けて技術受容理論を適用し，個人のインター

ネット利用意識に影響を与えている規定要因を明らかにする。具体的には，IT 分野でユー

ザーの新技術受容行動を説明するモデル（技術受容モデル）の一つである総合技術受容モデ

ル（UTAUT：Unified Theory of Acceptance and Use Technology，以下 UTAUT モデル）4）を用

い，より広い要因を考慮して，インターネット利用意識に関する詳細な分析を行い，農村住

民のインターネット受容モデルの構築を試みた。本章の目的を達成するため，農村人口の平

均収入が全国の平均値と同程度であり，インターネット普及率が全国の平均値よりやや低

い中部地区に位置する湖北省農村地域を事例地域として，アンケート調査を実施した。2011

年の湖北省の農村世帯１人当たり平均純収入は 6,897 元（中国全体の農村世帯１人当たり平

均純収入は 6,977 元）1），2011 年のインターネット普及率は 33.3％（中国全体のインターネ

ット普及率は 34.3％）3）である。アンケート調査対象地域の選定に当たっては，省政府職員

へのヒアリングを行い，また，CNNIC の調査及び「村村通」プロジェクトによるインター

ネット環境整備の状況に配慮して，調査対象地域を決定した。そして，①基本属性，②イン

ターネット利用状況，③UTAUTA モデルの構成概念に関する質問項目などについて，アン

ケート調査を実施した。 

アンケートによる回答データを用い，UTAUTにモデルを基づいて仮説モデルを構築した。

仮説モデルでは，UTAUT モデルの構成概念である，「成果期待」，「努力期待」，「社会的影

響」，「促進条件」に加えて，「娯楽性期待」，「普及状況」と「不安」構成概念を用いた。こ

の仮説モデルを検定するために，共分散構造分析を行った。また，性別，年齢，職業，学歴，

収入などの基本属性で表される調節変数に基づき，回答者をそれぞれグループに分けて，共

分散構造分析の多母集団同時分析を行った。その結果，インターネット利用意識の規定要因

については，以下のことが明らかになった。まず，仕事や日常生活などに役に立つと利用者

が認識すれば（有用性の認識）インターネット利用意識が高くなっていた。また，各利用者

の利用意識は，周囲の人々の期待と評価（社会的影響要因）に影響を受けていた。さらに，

インターネットを利用するときに問題が発生した場合，身近に助けを求められる環境が整

っていると利用者が認識する（促進条件要因）はど，また，利用者がインターネットの面白

さや娯楽性を知覚する（娯楽期待要因）ほど，利用意識が高くなっていた。一方，自分の情

報リテラシーに不足があると感じているほど，不安要因として利用行動に負の影響を与え

ている結果が得られた。 
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続いて，基本属性に基づき回答者をグループ分けて多母集団同時分析を行った結果，イン

ターネット利用意識を規定する要因には基本属性グループ間で差異が存在することが明ら

かになった。性別ではインターネット利用のサポートがあること（促進条件要因）で，男性

の方がより利用する傾向が強くなった。年齢では，年齢が高くなるほどインターネットの有

用性の認識の影響が弱まり，サポートサービスを重視するようになる。職業では，農家と非

農家とを比較した。農家は，非農家よりもインターネット利用が仕事や生活に役に立つと感

じる程度が低く，そのためにインターネットを利用しない傾向がある。つまり，農家におい

てはインターネットの有用性に対する認識がインターネット利用意識の要因ではなかった

と言える。インターネット利用の有用性の認識はインターネット利用意識の規定要因とい

う点では，第 2 章の内蒙古の事例と共通していた。本章では UTAUT モデルの適用によっ

て，利用者の周囲の人々の期待と評価という社会的影響要因，インターネット利用にサポー

トが得られるかどうかという促進条件要因，インターネット利用への娯楽期待要因が利用

意識に影響を与えることが追加的に把握できた。 

 

第 4章 北京近郊農村地域におけるインターネット未利用者の 

利用障壁と利用のための条件 

 

第 3 章では，インターネット普及率が中国全体の平均と同程度の中国中部地区に位置す

る湖北省農村地域を対象として，総合技術受容モデル（UTAUT モデル）を適用し，農村住

民のインターネット利用意識の規定要因を明らかにした。しかし，農村地域のインターネッ

ト普及率をさらに向上させるためには，より多くの未利用者がインターネット利用に転じ

ることが必要とされる。すでに普及が進んでいる農村地域でも，残された未利用者に対して

いかに普及させるか，その条件を詳細に明らかにすることが課題となる。そこで，本章では，

すでに経済的発展が見られ，インターネット普及水準も高い農村地域におけるインターネ

ット未利用者に着目した利用障壁と利用のための条件について検討することを目的とした。 

本章の目的を達成するため，農村人口の平均収入とインターネット普及率が全国におい

て最も高い地区である北京近郊の農村地域を事例地域としてアンケート調査を行った。2011

年の北京近郊地区の農村世帯１人当たり平均純収入は 14,735 元（中国全体の農村世帯１人

当たり平均純収入は 6,977 元）1），同年のインターネット普及率は 69.4％（中国全体のイン

ターネット普及率は 34.3％）3）である。アンケート調査では，未利用者がインターネットを
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利用しない理由を，①経済的な理由，②知識，③身体状況，④メリット不明，⑤周囲の影響，

⑥現状満足の 6 つのカテゴリに分け，17 項目を設定した。さらに，未利用者がインターネ

ット利用に転じる条件について，新たに 10 項目を追加した。これらの項目を用いて，未利

用者がインターネットを利用しない理由やインターネットに対するニーズの把握を試みた。 

未利用者がインターネットを利用しない理由（インターネット利用障壁）についての回答

を集計した結果，「高齢だから」，「利用しなくても生活が便利」，「できない」，「難しそう」，

「興味がない」の項目で「そう思う」という回答が 6 割以上を占めていた。一方，「インフ

ラ整備の不足」，「経済的な余裕がない」，「周りの人が使わない」，「知識増加に役立たない」，

「利用費用が高い」などでは，「そう思わない」という項目が高い割合を示した。続いて，

インターネット未利用者の特徴を類型化によって明らかにするため，これらの項目を用い

て，因子分析を行った結果，「メリット不明」（仕事や生活に役立てられない），「高齢で難し

い」（難しいと思っている），「わからない」（知識がない），「経済的理由」（利用費用など），

「周りの影響」と 5 因子が抽出された。また，これらの因子得点をもとに，クラスタ分析を

行った結果，4 つのクラスタに分けられた。最後に，クラスタ分析の結果を踏まえて，各ク

ラスタにどのような機会・条件が提供されれば，利用意向を示すのかを検討した。これらの

結果に基づき，周辺の人から影響される回答者グループを「様子見派」とした。このグルー

プでは，周囲のインターネット利用者が多くなり，話題になると利用する可能性がある。ま

た，「高齢なので利用することは難しい」と回答したグループでは，基本的な利用方法の内

容を無料で教わる機会があれば，インターネットを利用する可能性が示された。「多数派」

は全体の約 6 割を占めており，このグループに属する回答者には，インターネットを利用し

ない理由として経済要因から技術問題までの全ての因子が影響を与えていることがわかっ

た。このグループでは，基本的な利用方法の内容を無料で教わることができるなどの機会や

条件を提供しても，他のグループよりも，好意的でない傾向を示した項目が多かったため，

今後の利用が期待しにくいことが窺えた。「恩恵懐疑派」では，インターネットに関するメ

リット等を感じていないが操作が難しいとも思っておらず，今後様々なサポートがあれば

利用に転じることが期待できる。これらの結果により，未利用者の約 6 割では今後の利用が

期待しにくいが，残りの 4 割の未利用者についてはインターネットを利用しない理由に応

じて適切な解決方法が提供されれば，インターネットを利用する可能性があることが示唆

された。 
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第 5章 結論 

 

本研究では，中国農村地域におけるインターネット利用の実態を把握するとともに，イン

ターネット利用に対する農村住民個人の利用意識に影響を与える要因の探索と未利用者の

利用障壁に関する検討を行った。本章では，本研究の一連の結果を総括し，農村地域のイン

ターネット普及における，住民の利用意識に関する課題の整理を行う。また，より効果的に

インターネットを普及させ，さらにインターネットを地域活性化に役立てるために必要と

される取り組みについて考察，提言を行い，最後に今後どのような課題が残されているのか

について述べた。 

本研究の結果に基づいて，各事例の農村地域におけるインターネット普及に向けた提言

を行う。収入・インターネット普及率の異なる 3 つの地区で行った個人を対象としたアンケ

ート調査の結果，インターネット未利用者の基本属性は，高齢者，職業が農家，教育レベル

と収入が低い傾向があるといった共通性が見られた。その一方で，属性の特徴が同じでも，

インターネット利用意識は，各地域の特性や条件によって異なる。各事例におけるインター

ネット利用意識の規定要因の相違は，次のようなものである。内蒙古（第 2 章・西部・収

入・インターネット普及率が相対的に低い）と湖北省（第 3 章・中部・収入・インターネッ

ト普及率は全国平均に近い）においては，インターネットの有用性の認識がインターネット

利用意識に影響を与える。北京近郊地区（第 4 章・東部・収入・インターネット普及率が相

対的に高い）においては，インターネット未利用の理由は，「高齢者であるためインターネ

ットの操作が難しい，できない」などが主要因であった。湖北省（第 3 章・中部）において

は，インターネット利用意識は，有用性の認識とインターネット操作知識に関する要因に加

えて，娯楽性を知覚していることや周囲の人々の期待などの社会的影響の影響を受けてい

た。中国農村地域におけるインターネット普及率の向上のためには，以上の各地区における

域のインターネット利用意識の規定要因の相違に対応した取り組みが望ましい。 

本研究では，以上の成果に基づきに住民の特徴に応じた普及戦略の重要性および住民の

利用意識に与えている要素をまとめたものの，リアルな農村地域におけるインターネット

普及活動の際に，これらの規定要因が普及強化にどの程度影響を与えることができるのか

については検証できなかった。これらが次の課題として残されている。 
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注釈 

 

注1） 「二元社会構造」は，中国政府は「重工軽農」の発展戦略と二重経済構造政策

を実施する同時に，農村人口が自由に都市に移動することは禁止され，農村と

都市間で二重構造が形成されてきたことを指す。 

注2） 「三農問題」の三農とは，農業，農村，農民を指す。農業大国である中国の「三

農問題」は，国民の質，経済成長，社会安定など様々な分野に関わるものであ

る。2003年以降，中国政府は「三農問題」の解決に向けて一連の政策を打ち出

した。目的は農業の振興，農村の整備，農民収入の向上である。 

注3） 「新農村建設」は 2005 年 10 月の中国共産党第 16 期中央委員会第 5 回全体会

議で打ち出された政治目標。都市と農村の格差是正に向けてインフラ整備の重

点を農村に移し，都市の公共サービスを農村まで拡大する。また，農民の負担

軽減や義務教育の普及，環境整備などにも資金を積極的に投入する。 
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