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“Face” and Consumer Behavior in the Chinese Market

This study focuses on the concept of “face,” which is regarded as an important concept that shapes Chinese 
behavior in daily life, and clarifies the relationship between face and consumer behavior in the Chinese market. Based 
on various discussions in the literature, the framework of face, as it relates to consumer behavior, is defined as the 
psychological satisfaction obtained from the results of an individual’s image management. The purpose of image 
management is to extract a desired response or evaluation from others, and can be achieved through consumption. 
Chinese people tend to have strong face consciousness. Based on the framework of face’s influence mechanism 
discussed in this study, the amount of face perception has a positive impact on purchase intention.
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　面子は古くて長い歴史をもち、中国人の日常行為
を規定する重要な概念である。この概念はおよそ紀
元前 14 世紀頃に甲骨文字に記載され、「地位」や「名
誉」を意味するといわれる（宋 ,2012）。歴史上最古
の面子にこだわる（要面子）事例として項羽は烏江
で自害した事件があげられる。事件の詳細とは、項
羽は垓下の戦いにより劉邦の軍に敗れたため江東の
父兄に合わせる顔がないと考えたあげく烏江を渡ら
ず自害して果てたということである。
　文豪魯迅によると、面子は中国社会の「精神綱領」
のような働きをし、命の次に重要なものである
（魯 ,1923=2006;1934=1991）1。また、中国の著名な文
学者でもあり言語学者でもある林語堂によれば、面
子、運命、恩恵が中国社会を統制する三大女神であ
るが、とりわけ面子は中国人の人間関係の円滑化を
図るための最も精緻な基準であり、運命や憲法より
も重要視される（Lin,1935）。
　このような根深くて揺るがない面子観念は中国人

の購買行動にも深刻な影響を及ぼす。中国人は面子
を獲得するために高額な出費を惜しまず特にブラン
ド品の消費に熱狂する姿が目立っている。人民網
（2015 年 2 月 3 日付）によると、2014 年に中国人に
よる贅沢品の消費額は世界全体の市場規模（2,320
億ドル）の 46% にあたる 1,060 億ドル（約 12.4 兆円）
にも達した。同時に、大多数の中低所得者も面子を
獲得するために、自ら高級だと知覚する商品に対し
て積極的な購買行動をみせる。例えば、ナイキの
シューズは成功のシンボルであり、中国では 1日に
1.5 店舗が新しくオープンしている（Solomon,2013）。
大学生らは衣食の出費を削ってまでナイキを購入す
るのは単なるクラスメートの間で面子を保つためで
ある（宋 ,2012）。近年、このように、外部資源の占
有を通して面子を獲得し維持しようとする傾向が強
く見受けられ（翟 ,2011）、中国では面子消費文化が
形成された（姜 ,2009）。
　このように、面子は中国人の日常行為や消費行動
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に重大な影響を及ぼしながら中国人の性格の特徴を
表す概念である。しかしながら、面子は極めて複雑
な意味合いをもつもので、西洋人が説明や理解でき
る範囲をはるかに超えている（Smith,1894）。面子
は中国人の社会心理のもっとも微妙なところに到達
するものであるが、無形的・抽象的であるがゆえに
その定義は不可能である（Lin,1935）。さらに、聞
けばすぐわかりそうな面子だが、それが一体何かに
ついて考えようとすると直に訳がわからなくなる
（魯 ,1934=1991）。
　加えて、中国人の面子には規則やルールがな
く、ある特定の人間、特定の事件にそって具体
的に考えていくことが重要で、1 つの物差しです
べての面子を考えることができないと指摘される
（江 ,2004;Smith,1894）。当事者、その場にいる人々、
そのときの文脈に応じて面子が保たれたかどうかは
判断されるために、基準があるようでないようであ
ると翟（2011）も同様の見解を述べた。つまり、面
子は非常に捉えにくい概念である。それがゆえに、
1940 年代までに中国の知識人達は面子に対する定
義づけを断念しただろう。
　さらに、1940 年代までに、面子に関する議論は
思想家、哲学者、作家または文学者といったいわゆ
る知識人達を中心に展開されたため、面子に対する
認識は経験的な感覚にとどまり、批判的意識が圧倒
的に強かった（翟 ,2011）。したがって、それまでの
議論はとりわけ面子の意味合いやその重要性に関す
る直観的な理解を促すものの、その定義や影響メカ
ニズムについてはほとんど言及されていなかった。
　学術分野でいち早く面子を導入したのは人類学者
の Hu（1944）であり、それ以降、社会学や社会心
理学等の分野においても研究対象として幅広く取り
上げられるようになった。ところが、消費者行動研
究の領域において、面子関連の研究はまだ蓄積され
ていない（Li&Su,2007;姜 ,2009;宋 ,2012）。消費者
行動関連の研究では、面子がブランド消費行動に及
ぼす影響に関して、集団主義と個人主義という文化
的差異に起因する国際（中米間）比較研究があるも
のの、消費者の購買意思決定プロセスに着目した面
子の影響仕方に関する研究はほとんど行われていな
い。
　よって、本研究は消費者の購買意思決定プロセス
における面子の影響メカニズムを明らかにすること
を狙う。そのために、まず、中国における面子が形

成される文化的基盤について論じる。次に、先行研
究で議論された面子の定義を概観したうえで、消費
者行動の視点から面子の定義づけを試みる。続いて、
既存研究に基づきながら面子の構成次元を検討する。
最後に、消費者行動に関連する面子の研究を概観し
たうえで、消費者の購買意思決定プロセスに沿いな
がら面子の影響メカニズムを明らかにする。

　最初に中国人の面子を取り上げたのは中国と異な
る文化圏出身のイギリス宣教師 Medhurst 2であるが、
その面子という価値観の形成背景を考えるには春秋
戦国時期に遡る必要がある。面子は春秋時代の儒家
倫理思想によって規定され形成されるものだといわ
れている（翟 ,2011）。儒家の中心的思想は「仁」と
「礼」であり、両者とも道徳的観念として位置づけ
られ、「仁」は人間の内面を誘導、「礼」は人間の外
的行動を規制するものである。そのうち、中国人の
面子を理解するには、とりわけ「礼」を抜きに語る
ことができない（Cheng,1986; 金 ,1988;Mao,1994;
朱 ,1988）3。それは、人間の内面にあるものを容易
に観察できない点があることからして、特に道徳性
が主張される時代において人々は往々にして外的行
動にあたる「礼」に重点を置きながら道徳があるよ
うに振る舞うために、「仁」よりも「礼」の方を重
視する結果を導いたと考えられる。その結果、
Holcombe（1895）や Smith（1894）といった西洋人
学者らが指摘するように、中国社会では面子のルー
ルに従って行われる行為は形式的で、あたかも滑稽
劇を演じるようなものである。また、魯（1934=1991）
は中国人とりわけ上層階級が体裁にこだわる現象を
面子主義と呼び、その面子主義はあくまでも虚偽的
な道徳観だと批判する。つまり、本来ならば道徳の
ある人こそ面子があるが、その後、自らの内的道徳
よりも単なる外的振る舞いにこだわる方向へと進ん
だ結果、形式主義を生み出した。
　森（1988）によると、中国では秦の始皇帝以来文
人によって統制されていたため、文人特有の名誉観
念である面子の意識が発達した。加えて、儒家は武
を卑しむ傾向があったため、武士的名誉心よりは
むしろ世間に名声を得ることを重んじるようにな
る。一方、西ヨーロッパの騎士の名誉や日本の武士
の義理は本来世間的な評判（fame）ではなく個人の
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尊厳（dignity）を中核としていた（森 ,1988）。また、
副田（1993）は武士が命をかけて守る義理を大名誉、
命をかけて守るというほどのものではなく日常生活
のなかで保てればよい、失うなら辛い面子を小名誉
として区別する。ところが、近代以降武士階級の消
失に伴い、大名誉は衰退し小名誉は日常生活に根差
すようになったと説く。さらに、内山（1991）は日
本と中国の面子概念の違いについて、日本の面子は
実利や実益から離れるところに意義があるのに対し
て、中国の面子は実利実益を伴う場合にのみ意義が
あると述べる。
　したがって、すべての社会でみられる普遍的な概
念でもある面子は各土地が特有する文化的基盤に基
づきながら形成し発展されてきたため、国家や民族
によって異なる意味や価値を面子に付与され、その
結果異なる面子体系が形成されることになる。
　儒家の思想に強い影響を受けてきたこの面子は、
共産党政権以前の中国社会では非常に重要視されて
いたし、今日においても、社会問題として批判され
る「面子工程」4や「面子消費」にみられるように、
面子の重要性は社会の常識となっていると言っても
過言ではない（李 ,2005）。
　よって、面子は中国人の価値観の中核をなす概念
であるがゆえに、面子に関連する研究は中国人の日
常行為や消費行動への理解のみならず一般的な社会
問題の発生要因の考察や分析までに有用な示唆を提
供できる。次節では面子の定義に関する先行研究を
概観しながら消費者行動と関連する文脈での面子の
定義を試みる。

　学術的視点から面子を扱う代表的研究として、人
類学では Hu（1944）、社会学では金（1988）、社
会心理学では Ho（1976）、翟（2011）があげられ
る。Hu（1944）は最初に面子を定義した学者であり、
彼女は面子を「臉」と「面」に分けて論じた。ここ
で、「臉」とは社会集団が道徳良好な個人に対して
払う尊敬（respect）であり、これはすべての人に共
通する基本的なものであり、一度失ったら取り返せ
ないものである（Hu,1944:45）。それに対して、「面」
とは成功（success）や見栄（ostentation）によって
個人が社会という外的環境から得られる批判や名声
であり、損失したら取り返せる場合も取り返せない

場合もある（Hu,1944:45）。
　また、金（1988）は Hu（1944）と同様に面子の
「分離説」を主張するが、「臉」と「面」という言葉
による分類よりも、道徳的面子と社会的面子で分類
した方が適切だと主張する。なぜならば、中国の南
部、例えば広東語や客家語では「臉」という言葉が
使用されておらず、「面」という言葉には「臉」の
意味合いも含まれるからである（金 ,1988）。
　一方、Ho（1976）は道徳的意味合いの有無で「臉」
と「面」とを完全に区別することができないという
「不分説」を主張する。それは、「面」にも道徳性が
認められるし、両者の意味合いは文脈に応じて変化
しまたは特定の文脈において交換可能だからである。
　さらに、中国における面子研究の第一人者である
翟（2011）は「連続説」を提唱した。彼によれば、「臉」
は道徳的人格、「面」は社会的人格を指すが、道徳
的人格が確立されてはじめて社会的人格の確立が可
能になるという。ここでの「臉」とは、ある社会集
団の期待に迎合するために特定の状況に合わせて工
夫し装飾したイメージである（翟 ,2011:92）。他方
「面」とは、社会において、そのイメージに関する
他者の評価と自己期待との一致性を判断する心理的
プロセスや結果であり、その基本的な目的は他人の
心の中での序列上の地位すなわち心理的評価の獲得
または維持である（翟 ,2011:93）。
　したがって、中国人の面子には道徳性と社会性が
あることは学者の間で共通して認識されている。本
来、Hu（1944）の定義にみられるように、道徳性
は個人が社会の道徳的規範に従おうとする廉恥心に
関わる人間の内面にある自己教養を表す。だが、実
際のところ、その内的自己教養は礼儀作法を通して
表出されるため、多くの場合、その道徳的自己教養
を培うことよりも礼儀作法の教育にとどまること
になるだろう。その結果、道徳的教養を伴わない
礼儀作法は煩わしい虚礼にすぎず、芝居を演じる
ような形式的なものに終わってしまう。それゆえ、
Holcombe（1895）や Smith（1894）は「臉」ルール
に従う中国人が演技的性格を帯びる虚偽的な人間だ
と批判する。この点に関しては翟（2011）も同様な
見解を示した。
　翟（2011）は自ら提唱する「連続説」を図 1 に
表す理想型として説明し、実際の社会活動では形
式型の方が一般的だと訴える。「面子にこだわるが
臉は顧みない」という流行語に描写されるように
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（何 ,2003）、面子を重視する人は必ずしも道徳があ
るとは限らない（陳 ,1988）。外に表出されるイメー
ジは「特定の社会集団の期待に迎合するために装飾
したもの」であるように、翟（2011）は Holcombe
（1895）や Smith（1894）と同様に、「臉」の形式主
義性を強調している。

　また、この演技性や虚偽性は「臉」にだけではな
く、「面」にも広がっていると考えられる。新華網
（2003 年 9 月 12 日付）の記事によると、ある記者
が中国海口市のある中学校の前の道路で 10 分間ほ
ど観察したところ、子供を送る車が 100 台以上も通
過し、そのうち、8割が公用車だと確認された。一方、
自転車で送られる子供は、同級生に知られないよう
に、学校から 100 メートルほど離れるところから一
人で徒歩して学校へ向かう。このような現象が起こ
る背景には子供らの面子問題が潜んでいると当該記
者は示唆した。面子のために購買する製品に関する
調査の結果では、乗用車 （61.8%）はトップの座を
獲得した（姜 ,2009）。要するに、親も子供も、自動
車の所有を通して、場合によって他者のものを借用
するまで自らの社会地位をアピールしようとし、面
子を立たせようとする心理が読み取れると思われる5。
　したがって、これまで述べてきたように、現実社
会に存在する「臉面観念」は理想型から離れながら
「臉」と「面」の両方とも変異し、人々は往々にし
て自らの内面よりも外部資源6より面子の獲得また
は維持を求めようとする（翟 ,2011）。現代社会にお
いて、その外部資源の代表例のひとつとしてブラン
ド化製品があげられる。
　また、「面」は生理的なものではなく、人間の心理
に関わる概念であるがゆえに（Lin,1935;Smith,1894）、
「面」を心理学の視点から捉えなければならない。
ところが、Huの概念ではその心理学の視点が欠け
ている。前節では詳細に述べたが、中国人の面子は

個人尊厳よりも世間に対する体裁を重視する傾向に
ある。ところが、面子は一種の心理的満足であるよ
うに（姜 ,2009; 翟 ,2011）、世間に対する体裁そのも
のではなく、体裁ぶる結果から得られる心理的満足
こそ面子の本質を表している。
　中国人は面子の保全を図るために、実際（例：実
際の所得）を無視して他人・他所と比較して相手を
超えようとし（姜 ,2009）、その結果、多くの場合必
要以上の購買活動は家計を圧迫する要因ともなる
（李 ,2005）。このように、中国人消費者は消費によっ
て面子を獲得または取り返せようとする。ところが、
「面」とは異なり、「臉」は一度失ったら取り返せな
いものである（Hu,1944; Ho,1976）。したがって、特
に消費場面と関連づけて面子を議論する際、面子の
道徳性ではなく社会性に焦点を当てた方がより適切
であろう。換言すれば、面子の「臉」よりも「面」
の方が消費者の行動を促進するのに大きな役割を果
たしうるのである。
　これまでの議論を踏まえながら、消費者行動研究
の視点から面子を次のように定義できる。つまり、
面子とは、個人は社会の期待に迎合するために消費
によって装飾されたイメージに対して行う評価の結
果から獲得する心理的満足である。次節では、面子
の構成次元について検討する。

⒈　他者の面子と自己の面子
　面子を重視する社会では、社会成員は相互制約さ
れながら社会規範に従わなければならないという圧
力に直面する。しかも、他人にどのように感じ取ら
れているか、他人がどのように反応するかといった
他者の知覚や反応に対して機敏に反応するという他
者志向性（other-directedness）は突出する（Ho,1994）。
ただし、その他者志向性は東西文化圏では異なる意
味や価値をもつといわれる。要するに、アジア文化
圏では、面子の喪失を回避すること（面子の挽回）
に対して最も強い関心を示す一方で、Riesman（1950）
によればアメリカ社会では賛同、承認や声望を求め
ること（面子の獲得）に中心をおく（Ho,1994）。面
子の獲得に対する追求は錯綜複雑な社会ゲームでは
あるが、行為者はそのゲーム遊びを放棄することが
できる。しかしながら、面子を守ること、その喪失
を回避することおよび失った面子を挽回することは

Ⅳ．面子の構成次元

出所）翟（2011）p.101の図6-2、p.180の図10-2に基づき作成
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社会機能を有効に発揮させるために存在する根本
的なものであり（Ho,1994）、放棄するとかえって相
応の代価を払わせるという損失を蒙ることになる
（翟 ,2011）。
　また、Ting-Toomey（1988）は面子操作（face work）
を概念化する際に、面子が二つの構成要素、すなわ
ち、他人の面子と自己の面子、からなると主張する。
Ting-Toomey et al.（1991）が行われた実証研究では
次のような結果が得られた。個人主義の国家（米国）
に比較して、集団主義の国家（日本を除く中国、韓
国、台湾）の方が自己の面子よりも他者の面子を維
持しようとする傾向が強く見受けられる。ところが、
この点に関して、日本は統計的有意な結果が得られ
なかった。よって、日本人はほかのアジアの三カ国
の人々に比べて自己の面子ニーズを主張すると著者
らは示唆した。また、自己の面子を維持するニーズ
では米国が最も強い結果をみせる。
　Li&Su（2007）は面子消費の特徴として、義務と
しての消費、差別化手段としての消費および他者志
向の消費をあげたが、義務としての消費と他者志向
の消費とは表裏関係にあると考えられる。中国社会
において面子を維持や挽回するためのツールを消費
行動に求める場合、個人が自ら所属する集団の面子
消費を模倣せざるをえない。そうしないと個人が
集団のなかで自分の面子を失うだけではなく、ほ
かの集団の前でも所属集団の面子をつぶすことに
つながる。それはいわゆる義務としての消費であ
り、ギフト選択や各種の宴会などはその典型例にあ
たる。よって、中国人は自分の面子のみならず、他
者の面子にも注意を払わざるをえないのである。そ
れは、中国社会の面子は同族意識または大家族観か
ら生まれるものであり、一個人のみに関わるばかり
か、その同族、家族に関わるためである（孔 ,1988;
翟 ,2011）。したがって、中国人が自己の面子を守る
目的は他者の面子をつぶさないことにあり、自己の
面子は他者の面子に包括されると考えられる。

⒉　積極的面子と消極的面子
　「ポライトネス理論」7を提唱した Brown&Levinson
（1978）は面子を積極的面子と消極的面子に分けて
議論した。積極的面子とは、個人は正の自我イメー
ジあるいは個性を相手によく認められたり、称賛さ
れたりしてほしいという願望である。他方消極的面
子とは、相手に妥協したり指図されたり妨害された

りするような面子をなくすことはないように、個人
が干渉されることなく自由に振る舞える権利（願望）
のことである。いずれの面子も個人的な欲求または
自分がどのように周囲の人にみられたいかという個
人のセルフイメージに焦点をあてている（加藤 ,2000）。
　姜（2009）は面子の消費態度（積極的か消極的か）
という構成概念を取り上げ、それが消費目的（商品
の使用価値や実際の用途に焦点をあてるか、消費に
よる人間関係の構築や維持に焦点をあてるか）や社
会階層との関係について実証的に解明している。こ
こでの積極的態度とは、自分や自分の所属集団のた
めに積極的に相応の消費を通して面子を獲得する消
費性向であり、消極的面子とは面子の喪失を防ぐた
めに所属集団に照準を合わせながらやむをえず相応
の消費に取り組むということである（姜 ,2009）。実
証研究の結果では、社会階層は消費態度に正の影響、
消費態度も消費目的に正の影響を与えることを示し
た。つまり、個人の社会階層が高いほど、面子を獲
得するための消費行動は積極的になり、一方、社会
階層が低い場合、消極的でありながら面子を維持す
るための消費も前向きに行われる。
　したがって、面子は中国特有の文化ではなく
（Ho,1976）、人類全員がもつ普遍的な概念であるが
（Wong&Ahuvia,1998）、その中身を深く掘り下げて
考察すれば大きな違いが浮き彫りになる。つまり、
自分の面子よりも自ら所属する集団の面子を獲得す
ること、面子の喪失を極力回避し、失った場合極力
挽回することは西洋とは異なる中国的面子の特徴を
なす。

⒈　消費者行動研究における面子概念の必要性
　世界中の贅沢ブランドを買い占めている中国人消
費者は外国の高級ブランドを社会地位を証明する
「記号」として消費する（蔡 ,2006）。中国人のこの
消費現象を顕示消費8として捉えられがちであり
（姜 ,2009;翟 ,2011）、一部の研究者はグローバル化
される西洋スタイルの物質主義として説明しようと
する（Li&Su,2007）。しかしながら、所得が比較的
低い消費者も贅沢ブランドに熱狂するという消費行
為の動機を説明するには顕示消費や物質主義だけで
は限界がある（姜 ,2009;Wong&Ahuvia,1998;翟 ,2011）。
ところで、丁（1988）によれば、中国人が重んずる

Ⅴ．面子と消費者行動研究



66

面子は貴賎に関係ない。車夫であろうか、乞食、田
舎者、都会の金持ちの息子であろうか、すべての中
国人は面子を人間関係を維持する重要な基準として
扱う（Holcombe,1895）。したがって、面子は特に中
国人消費者の贅沢品の買い占め現象を説明するには
非常に適切なカギ概念として位置づけられる。
　面子に関する研究は主に人類学、心理学、社会心
理学の視点から行われてきており、消費者行動研究
分野での研究はまだ発展途上にある（Li&Su,2007;
姜 ,2009;宋 ,2012）。加えて、消費者行動研究もブラ
ンディング研究も主に欧米の消費者を対象に行われ
てきた（Strizhakova et al.,2008）。中国人消費者は面
子に対して欧米消費者とは異なる考え方や扱い方を
するために、従来構築や形成された欧米市場向けの
概念や理論（例えば、顕示消費や物質主義）を用い
て中国人の消費行動（所得が比較的低い消費者も贅
沢ブランドの消費に熱狂する現象）を説明するには
限界がみられる。しかしながら、欧米の研究成果に
中国人消費者のデータを当てはめてその行動メカニ
ズムを理解し説明しようとする中国国内のマーケ
ティング研究者が多くいる（宋 ,2012）。ここで、中
国人消費者の購買行動を正確に理解し的確に把握す
るために、面子概念を応用した研究の展開が必要不
可欠である。

⒉　消費者行動における面子の研究
　Bao et al.（2003）、Li&Su（2007）、宋（2012）と
Wong&Ahuvia（1998）は東西文化の差異に基づ
き、ブランド品消費における面子の影響を比較した。
Wong&Ahuvia（1998）は集団主義の文化の下で、消
費者が個人的ニーズよりも社会的なニーズを優先的
に考慮すると説明し、西洋に比べて、東南アジアの
消費者は面子を強く意識するために一般大衆の目に
触れやすい贅沢品の所有に強い関心を示すと論じる。
また、Bao et al.（2003）による中国と米国の消費者
を対象とする実証比較研究の結果から、面子意識は
消費者のブランド志向に正の影響、価格志向に負の
影響を与えることがわかった。よって、面子意識が
強いほど高価格の贅沢ブランドの購買に抵抗を感じ
ず、中国市場では先進国の国内市場よりも高いプレ
ミアム価格を設定することには一定の合理性が見出
される。
　Li&Su（2007）によれば、個人主義の文脈におけ
る購買意思決定は基本的に個人単位で行われるため、

個人の面子のみは考慮の対象となる。一方、集団主
義の文脈では、面子は個人だけではなく、所属集団
のものでもある。それがゆえに、中国人は自らの面
子のみならず、他者の面子にも注意を払う。実証研
究の結果では、米国人消費者に比較して、中国人消
費者の方が準拠集団の影響を受けやすく、面子とブ
ランドや価格との関連性が強く、他者志向の消費に
おいてプレステージ感を強く意識するといったこと
が示された。
　宋（2012）では面子知覚と購買意向との関係に関
する中米比較研究以外に、製品価格やブランド評判
との関係についても検証された。中米のデータの比
較結果から、まず、面子意識の調整効果について、
中国データでは面子意識が強いほど面子知覚と購買
意向との正の関係が強まるが、米国データではこの
ような調整効果がみられない。次に、面子知覚と購
買意向との関係について、中国データでは両者間の
直接的な関係が検証されたが、米国データでは主観
規範の媒介が必要となり、両者間では間接的な関係
しか見出せない。
　同時に、製品の価格比較は面子知覚に正の影響を
与えることもわかった。すなわち、特定の製品の価
格は社会平均価格よりも高い場合、消費者が当該製
品から知覚できる面子も多くなるということである。
よって、特に、身分表示能力が強い製品カテゴリー
においては、高価格設定は消費者の面子知覚の強化
に大いに役に立つといえよう。また、ブランド評判
も面子知覚に正の影響を与え、さらに、面子意識が
強いほど両者間の関係が強まるという傾向もみられ
る。
　姜（2009）は社会階層と面子消費の関係に関する
実証研究を行った。社会階層が高い個人は強い面子
意識をもち、消費を通して積極的に面子を獲得しよ
うとする。その消費目的は人間関係の構築や維持に
中心をおき、比較的高水準の消費をする傾向がみら
れる。逆に、面子意識が弱い場合、面子を獲得する
ための消費活動は受動的となり、商品の実質的効用
に着目しながら比較的低水準の消費を行うことにな
る。
　李（2016）では、面子意識、面子知覚、ブランド
の身分表示能力、グローバル贅沢ブランド評価と
いった構成概念を導入し、各構成概念間の関係と各
構成概念と購買意向との関係を実証研究によって明
らかにした。結果から、面子意識は面子知覚とグロー
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バル贅沢ブランド評価に正の影響を与えるが、ブラ
ンド身分表示能力と購買意向に有意な影響を及ぼさ
ないことがわかった。一方で、面子知覚はブランド
身分表示能力と購買意向に正の影響を与える。した
がって、中国人消費者はグローバル贅沢ブランドか
ら面子を知覚すると同時にブランドの身分表示能力
の価値も享受するがゆえにブランド購買に強い意向
をみせる。

⒊　面子、面子意識と面子知覚の関係
　前節のレビューからわかるように、面子意識や面
子知覚はカギ概念として消費者の面子消費に決定的
な影響を及ぼす。本節では、面子、面子意識と面子
知覚の三者間の関係について論じる。
　Bao et al.（2003:736-737）は面子意識を、「個人や
集団は社会活動において自らの面子を強化し、維持
し、またはその喪失を回避する欲求」として定義す
る。その欲求が強いほど面子意識が強くなり、イ
メージ装飾のための諸活動も積極的になろう。また、
宋（2012:4）は面子知覚を「個人は、特定の購買行
動が彼や彼の所属集団に、一般大衆が認める社会的
イメージをどの程度与えるかに関する主観的評価」
として定義するが、前述した面子の定義をベースに
して次のように再定義することができよう。つまり、
面子知覚とは、社会の期待に迎合するために行うイ
メージ装飾に使用するブランドから知覚する面子す
なわち心理的満足の量であり、その量は自己評価と
自ら知覚する他人の評価からなるものである。
　前節では面子を「個人は社会の期待に迎合するた
めに消費を通して装飾したイメージに対して行う評
価の結果から獲得する心理的満足」と定義づけた。
よって、面子意識は面子という心理的満足を獲得し
たいという欲求ともいえる。この心理的満足を充足
するためにはまず装飾したイメージに対する評価を
行う必要がある。消費者行動と関連づけて考えると、
イメージ装飾に用いるツールは製品ブランドにほか
ならない。よって、装飾したイメージに対する評価
は製品ブランドから知覚する面子の量に対する評価
すなわち面子知覚そのものになる。要するに、面子
意識が強い中国人消費者はその面子意識を働かせる
ことにより面子を知覚できる製品ブランドに対して
強い関心を払い、その製品に対する評価から多くの
心理的満足を得られる結果、強い購買意向を示すよ
うになる。

⒋　面子の影響メカニズム
　中国人の購買意思決定プロセスのなかで面子はそ
の購買意思を左右する重要な文化的要因だといえる。
それがゆえに、面子の影響メカニズムを議論するに
あたり消費者の購買意思決定プロセスに沿いながら
面子の影響仕方を捉えていくことは必要となる。こ
こで、消費者購買意思決定プロセスを説明する初期
の代表的なハワード＝シェスモデルをベースにしな
がら面子の影響メカニズムを考察する。
　まずは、ハワード＝シェスモデルについて概観す
る。ハワード＝シェスモデルは S（刺激）－ O（有
機体）－ R（反応）モデルとも呼ばれ、刺激と反応
の関係を知覚および学習に関連する構成概念によっ
て説明する概念モデルである。インプットの刺激は、
主に企業のマーケティング活動によるものであり、
実体的刺激、象徴的刺激と社会的刺激からなる9。
アウトプットの反応は購買意思決定の最終的な到着
点の製品ブランドの購買（満足）である。また、知
覚構成概念は購買決定に必要な情報の取得と意味づ
けの機能に関係し、学習構成概念は意味づけられた
情報をもとに概念を形成し、購買決定を判断する機
能に関係する。
　図 2 はハワード = シェスモデルをベースとし
た面子の影響メカニズムであり、このモデルと陳
（1988）に基づきながら面子の影響メカニズムの解
明を試みる。消費者は能動的または受動的に社会か
ら様々な刺激（社会的刺激）を受け取る。面子は中
国人消費者の生活のあらゆる面において影響を及ぼ
す概念であるがゆえに、ここでいう社会的刺激はハ
ワード=シェスモデルの中に提示される企業のマー
ケティング諸活動のものもさることながら、社会
ネットワークのなかで生まれるすべての刺激も含ま
れる。
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　一般的情報処理プロセスのエンコーディング段階
において（図 2 の状況の定義の段階）、個人はこれ
らの刺激を主観的なメッセージやシンボルに転換し
ながら意味づけを行う。McHugh（1968）によれば、
個人は自らの経験、反応習慣、認知能力および情緒
的状態に基づいて状況的刺激を解釈する（陳 ,1988）。
よって、中国人消費者の場合、このエンコーディン
グ段階においてしばしば面子意識を働かせながら解
釈を行うと考えられる。ただし、消費者が自ら意味
づけしたメッセージやシンボルに対する確信が低い
場合誤解が生じやすくなる。そのために、企業は面
子意識を喚起できる、明確な示唆を与えられるよう
な刺激を消費者に提供しなければならない。それは
消費者の確信水準ならびに購買意向の向上に効果的
な影響を及ぼすからである。
　このように面子と関連づける状況において社会的
刺激に対して意味づけや解釈を行いながら面子事情
を構成し、この面子事情は次の面子の量の計算段階
につなぐリンクとして位置づけられる。陳（1988）
によれば、面子事情の量は個人にとっての主観的重
要性と個人が自ら知覚する他人の評価方向（批判か
称賛か）や強度によって計算される。前述した面子
知覚の量も自己評価と自ら知覚する他人の評価から
なるものであることから、面子事情の量は面子知覚
の量と互換できると判断される。また、面子事情の
量は評価対象の重要性、親近性や人数、関わりの度
合い、状況と帰属要因によっても増減する。この面
子事情の量の計算を経た後に面子の質の評価段階に
進む。
　陳（1988）は面子の質を三層に分けて考える。そ

の分界点のひとつは、面子をなくさないための最低
ラインの面子の量すなわち面子の閾値であり、もう
ひとつはその閾値の上にあり、面子を求めるという
積極的目標と面子を守るという消極的目標との間の
ラインになる。消費者は自ら計算した面子の量と分
界点と照り合わせたうえで購買または満足といった
反応を引き出すことになる。つまり、閾値は必ず守
備しなければならない水準であり、その値の上にい
けばいくほど、面子のための消費行動の目標はより
積極的になる。

　本研究は中国人の価値観の中核をなす面子概念を
取り上げ、歴史的な視点から面子意識が形成される
文化的基盤、面子概念に関する定義と消費者行動研
究における面子概念の再定義、面子の構成次元を検
討したうえで、面子概念は消費者の購買意思決定プ
ロセスに及ぼす影響について文献サーベイに依拠し
ながら明らかにした。本研究はいくつかの理論的イ
ンプリケーションを提供できる。とりわけ中国の伝
統的な儒家思想の「礼」は面子という価値観を形成
させるのに決定的なインパクトを与える重要な文化
的基盤であるがゆえに、中国人は面子に対して民族
的感情のある独特な考え方や扱い方をするのである。
面子は物質主義や顕示消費とは異なり、特に所得が
比較的低い消費者も贅沢ブランドに熱狂する中国人
消費者の消費動機を説明するのに適切な概念だとい
えよう。
　近年中国では、面子消費ブームが起こり、社会関
係を構築するために外的資源を積極的に占有する消
費者もいれば、とにかく自らの面子を保つまたは挽
回するために消極的でありながら消費に金銭を費や
す消費者もいる。一見して対立するような消費性向
であるが、面子のために金銭を惜しまず、積極的に
購買行動を引き起こすという点においては共通性が
見出される。
　面子意識が強い中国人消費者は、企業から与えら
れる刺激を含む社会的刺激に対して意味づけを行っ
た結果より面子事情を形成させる。そのうえで、知
覚構成概念と学習構成概念の段階においてその面子
事情の量を計算し、その計算の結果に基づいて面子
の質に関する判断、すなわち、面子が獲得、維持あ
るいは挽回できるかどうかに関する判断は下される。

Ⅵ．おわりに
出所)ハワード＝シェスモデル、陳(1988)p.122図6、p.123図7に

基づき作成

図２　面子の影響メカニズム
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１　項羽の自害からわかるように、面子は命よりも重要視
される場合もある。また例えば、儒教が支配的イデオロ
ギーとなっていた時期において、女性は結婚前に貞操を
奪われるとその親は顔をなくすことになり、本人は顔が
なくなったと思い、自殺を決意することはしばしばみら
れた（李 ,1998）。

２　Medhurst は 1872 年に刊行した著書“The foreigner in 

far cathay” の中で「名誉」（honor）という言葉を使って
中国人の性格特性を説明した。翟（2011）は、この「名

誉」が今日の面子を指していると説明しながら、面子と
いう言葉が使われていなかった理由として、言語翻訳上
の問題かまたは面子を「名誉」として捉え間違ったかと
いったことをあげた。

３　この「礼」は社会秩序を維持するための生活行動規範
であり、お互いに礼を遵守することにより、争い事をな
くし、秩序のある階層性社会へと導こうとするものであ
る（Mao,1994）。

４　「面子工程」とは特に公共機関が面子のために必要も
ない施設等を建造したり、または政府や上級組織の視察
に応えるために建築物の品質よりも見た目のみにこだ
わったりするという現象である。無駄な出費や危険家屋
の増加等に直結するために批判の声があがっている。

５　その現象は乗用車以外に、有名なファッション商品の
消費などにもみられる。例えば、一部の洋服店は、「你
挣面子，我挣钱」（あなた（消費者）は面子を獲得するが、
私（企業）は金を稼ぐ）というスローガンを掲げながら、
ファッション・ブランドの貸し出し関連のビジネスを展
開している（宋 ,2012）。

６　中国経済の急成長は面子消費を助長させる重要な一要
因だと考えられる。IMF（国際通貨基金）のデータベー
スに基づくと、中国の一人当たりの GDP（米ドル）は
改革開放直後の 1980 年（306.92）から 2000 年（953.78）
までに 210.76% しか増加しなかったのに対して、2000
年から 2015 年（7,989.72）までの間には 736.69% も成長
した（IMF の World Economic Outlook Databases、2016 年
4 月版）。

７　ポライトネス理論とは円滑なコミュニケーションを図
るために、話者が相手に心配りを示す丁寧な言語行動に
関するルールやストラテジーをまとめたものである（加
藤 ,2000）。

８　顕示消費（conspicuous consumption）は面子消費と似
たような概念であるが、両者間において顕著な差異がみ
られる。顕示消費とは贅沢品の消費や浪費を通して、所
有者の地位や名誉の証拠となる富を見せびらかす消費行
動であり、その対象は生産的職業から免除される上層
階級すなわち有閑階級に限る（Veblen,1899）。有閑階級
に属さない生産階級は生存に必要なもののみ消費すれば
よいと一般に認識されていた。一方、中国では、面子
を立たせる効果があるのは必ずしも贅沢品だけではな
い（宋 ,2012）。また、様々な階級、家庭、社会団体、組
織および個人は面子にこだわり、借金するまで体裁ぶり
をし、逆に特定の状況において、体裁ぶりに抵抗する人
は変な目でみられることになる（翟 ,2011）。さらに、す

最後にその判断の結果をもとにして最終的な意思決
定 ( 購買するか否か ) を行う。　
　同時に本研究は次のような実践的インプリケー
ションも提供できる。企業はマーケティング活動を
通して消費者にさまざまな刺激を与えながら効果的
なコミュニケーションを図ろうとする。中国人消費
者向けのマーケティング戦略を効果的に展開するた
めには中国人が考えている面子概念の理解と活用は
欠かせない。中国人の面子を企業のマーケティング
活動に効果的に活用するには、まず、企業が提供す
る刺激は消費者の面子意識を活性化させるのに有効
なものである必要がある。なぜならば、これらの刺
激は面子事情を形成させる重要な手がかりとなるた
めである。また、消費者が知覚できる面子の量を増
やせるようなマーケティング・ミックス戦略を計画
し実施することは顧客を獲得する得策であろう。そ
れは、面子の質を判断する材料となる面子の量は最
終的に消費者の購買意向を大きく規定するためであ
る。　
　一方、本研究では次のような課題も残る。まず、
面子意識を活性化するのに具体的にどのようなマー
ケティング刺激が有効になるかについてはまだ解明
されていない。次に、面子知覚の量の計算に用いる
具体的な指標は示されていない。面子知覚の量は個
人にとっての主観的重要性と個人が自ら知覚する他
人の評価、加えて、評価対象の重要性、親近性や人数、
および関わりの度合い、状況と帰属要因などから広
く影響を受ける。これらの指標を図るための有効な
尺度を開発できれば、理論的にも実務的にもより具
体的かつ有効な示唆を提供できると思われる。今後、
実証研究に基づきながらこれらの課題の解明を試み
る。

注
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べての面子消費は見せびらかしを目的とするものではな
く、面子の他者志向性にみられるように、他者の面子ま
たは他者への尊重を示すという客観的な必要性に迫られ
てやむをえなく面子を維持したり挽回したりするために
消費に従事する場合もある（Li&Su,2007; 姜 ,2009）。

９　実体的刺激はブランド自体の品質や価格などの情報、
象徴的刺激は広告などによってもたらされる言語やビ
ジュアルの情報、社会的刺激には家族、準拠集団、社会
階層などの情報を含む。
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