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For the consumer,
but who is this?



イントロダクション
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問題提起：「消費者」は何処にありや？

社会運動と「消費者」：消費組合運動の勃興

需要と「消費者」：大恐慌期における経済思想の転回

総力戦体制と「消費者」：主体性をめぐるパラドクス



•多くの社会学的研究では、ポストフォーディズ
ム体制期の社会の特徴を「消費者志向」という
言葉を用いて説明してきた。だが、ここで指し
示される社会変容の担い手としての「消費者」
概念は、いつごろより広く流布するようになっ
たものなのだろうか。本発表では戦前期日本に
おける「消費者」概念の変容に着目することで
本用法のルーツを考察するとともに、現代的な
意味での「消費者志向」という思想が、戦中期
における「総力戦体制」の中で発芽したことを
論じるものである。

イントロダクション
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•現代社会論の類型としての「消費社会論」

•「消費者志向」型社会という現代社会の認識

• Lash and Urry（1994=2018）による議論

• 都市研究において、都市が財の生産拠点からサービ

スの消費拠点への変化しているという指摘は、数多

く存在（Zukin 2010=2013）

• 「消費者」という言葉が遍在する現代言説空間

•「消費者志向」という企業活動の前提視

問題提起：「消費者」は何処にありや？
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•だが、このようにして語られる「消費者志向」
という思想の正体は、一体何なのだろうか？
• それはヴェーバー以来用いられてきた「資本主義の
精神」とは重なる部分もありながら、完全に同一と
は言い難い
• 個人的利益の追求が道徳的であるという経済学的規範の
誕生は、「消費者」を「志向」するという思想とは必ず
しも直結し得ない。

• しかしながら、既往研究では――特にポストフォー
ディズム以降の社会変容を論じてきた研究では――
このズレに対し十分に注意を払ってこなかった。

問題提起：「消費者」は何処にありや？
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•この議論は、明治維新以降の急激な近代化と同
時代的に経済学的知識を受容した日本社会を考
える上では、更に複雑な問題を提起する。
• 日本における「消費者志向」の高まりは、多くの場
合戦後日本社会における社会運動・企業活動の変化
に求められることが多い。

• だが、「消費者」という語彙そのものが経済学の輸
入の過程で導入されたものであることを考えるのな
らば、この明治期から戦後期の間において、どのよ
うな形で、「消費者志向」へと接続する議論がなさ
れていたのかが改めて問われる必要がある。

問題提起：「消費者」は何処にありや？
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•では「消費者」が「志向」されることはいかに
して可能なのか。

•「消費者」が志向されるためには、「消費者」
が抽象的な学術的概念としてだけではなく、特
定の対象・社会集団と同一化されなければなら
ない。
• 「私は消費者である」という言説の成立可能性

• 「消費者のために」という言説の成立可能性

•すなわち「消費者志向」の歴史は、「消費者」
という概念の用法の歴史から参照可能である。
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問題提起：「消費者」は何処にありや？



•以上の問題関心より、本発表では①戦間中期日
本における、②「消費者」をめぐって議論を展
開していた知識人たちの言説に着目する。

•具体的な分析対象・テキストは以下の通り。
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問題提起：「消費者」は何処にありや？

テーマ
消費組合運動にお
ける「消費者」

商業学における
「消費者」

総力戦体制にお
ける「消費者」

時代 1920年代 1920-30年代 1930-40年代

分析対象 社会運動の担い手と
しての「消費者」概
念の浮上

操作可能な需要を有
する主体としての
「消費者」の問題化

総力戦体制下にお
ける「消費者」概
念への主体性付与

分析テキスト 組合会誌、経済誌 商学専門書、経済誌 左記資料＋総合雑
誌
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• 1920年代日本における消費組合運動の展開…
「消費者」をめぐる思想の転機
• 本位田祥男による事実上初のロッジデール消費組合
の紹介本である「消費組合巡礼（1926）」の発行

• 賀川豊彦の伝導による（主に関西を中心とした）購
買組合の相次ぐ設立

• 「消費者」を主体とした社会運動体の確立期

•だがなぜここで「消費者」をめぐっての問題系
が出現し、「消費組合」が重要であると捉えら
れたのか？

社会運動と「消費者」：消費組合運動の勃興
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我々が考えることは国営に就いてである。煙草や塩や
樟脳が専売である様に，ついでに米も専売にしておけ，
そしたら安くなるか？……矢張り儲けるのは金持ちで，金
持ちは政府を利用して儲けるのだ……若しも需要階級が団
結して，ある手段で消費組合を作れば，巧く行くのであ
る。消費組合の意味を考え，自覚しなければ，労働階級
は浮ぶ瀬なしと云って差支えない。労働階級の数は少な
く大阪220万人の中64万人約人口の4分の1である。他の人
は働かないから，口を持っていないかと云うに，矢張労
働者階級並みに口は持っている……政治革命は一晩で訳な
く出来る。それで真の我国の階級闘争が終末をつけると
思ったら間違いである（賀川 1927: 19-22）。
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社会運動と「消費者」：消費組合運動の勃興



• 1920代における社会運動の展開…ロシアにおけ
るソビエト政権の確立とその余波

•ネップに代表される共産主義社会における経済
体制の変化
• 国営経済に対する疑問

•労働者主体による国家体制変革の限界
• 非生産主体によって構成される社会像の登場

•労働者ではなく、消費者主体によって運営され
る社会ビジョンの出現
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社会運動と「消費者」：消費組合運動の勃興



消費者組合は消費者の資格において民衆が，消費
に合理的に産業を経営するために組織した団体であ
る。現代のあらゆる産業は合理主義を其本質とする
が，営利を其の目的としているから消費のためには
往々にして不合理である。或は悪いものを高く売り
つけ，消費を誘惑している（本位田 1929 : 1）。

•産業の論理を批判し、「消費者」主体による国
家運営の可能性を目指した主張

•合理性≒生産性への着眼による批判
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社会運動と「消費者」：消費組合運動の勃興



16



• こうした合理性の面から「消費者」という概念へ新た
な意味を付与しようとする実践は、同時代的に他の知
識人によっても行われていた。

• この時期流通システムに関する研究を行っていた商業
学者による「消費者」への着目…需要保持者としての
「消費者」

国民の購買力は之によって直接に増大するのであるから，力
強き国民大衆の購買力が，大地から湧き出る力となって全国的
に振り起されるであろう。景気の転換が商人の思惑による中間
需要からおこるのでなく，消費者国民の実需から出発するので
あるから，瞬間的な中間契機に終わることなく，一定の期間に
わたって永続するの可能性がある。（谷口 1932: 76）。

需要と「消費者」：大恐慌期における経済思想の転回
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•こうした議論が商業学者においてこの時期され
るようになったのには、2つの理由があった。
① ポスト大恐慌期における経済思想の転換…セイの

法則の崩壊、需要の恒常的不足によるデフレスパ
イラルの観測

② 上記問題意識を背景とした、マーケティング論の
発達・貫入…需要の恒常的不足を、消費者の刺激
や中間流通の削減によって補おうとする経済思想
の登場

•こうした問題系の中で、「消費者」を分析対象
とする言説が積み重ねられていくこととなる。
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需要と「消費者」：大恐慌期における経済思想の転回



生産問題が商人の最大関心事であった時代には配給問
題はほとんど顧みられなかった。事実上，作れば売れる
世の中であるから配給問題は起こらなかったのである。
しかるに時勢は移った。今や生産能力の進歩は遂に配給
能力を超えてしまって，造っても売れぬ世の中になりだ
した。与えられたる生産能力を十分に発揮するためには，
まず配給問題を解決せねばならぬ……ショーは配給問題を
研究するにあたってまず消費者の需要から出発した。こ
れは極めて重要なる意味を持っていることである……消費
者の需要は決して統一的または等質的のものではなく，
一方においては都会と地方との個別のごとく地理的に変
化を有し。他方においてはその購買力の相違によって社
会的に階段がある（福田 1930: 96）。
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需要と「消費者」：大恐慌期における経済思想の転回



• こうした商業学者の「消費者」言説は、その後の
日本の統制経済化において強い影響を果たした。

• すなわちそれは、それまで無観察状態であった
「消費者」の「需要」を、何らかの手段で観察す
ることによって統制し、国民経済全体の合理化を
進行させようとする思想を形成した。
• 前述した本位田らの主張した社会ビジョンと相違する部
分もありながら、共振的な部分も存在。

• 「消費者」を統制の対象として捉えながら、それ
を国民経済の担い手とする以上保護しようとする
この思想は、その後の総力戦体制下において矛盾
を発露しながら拡大していく。
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需要と「消費者」：大恐慌期における経済思想の転回
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• 1937年の盧溝橋事件を皮切りとして、日本は戦争へと
突き進み、総力戦体制へとその軸足を進めていく。

• 配給制に代表される各種商業統制は、「消費者」によ
る自由な購買機会を失わせ、国家への奉仕を旨とする
経済体制を作り上げた。

• 多くの商業学者による統制経済への（限定的）賛意

多数の小規模生産者が何等統制のない無政府的生産をなし，
無数の消費者が自由意志で消費すればこそ，生産も消費も観測
することができない。斯く観測することが出来ぬがゆえに生産
と消費は一致せずして，経済生活を非常の混乱状態に陥れる。
故に商人の投機的職能の必要がある……統制経済の発達とともに
最も早く消失せんとするのは〔投機的職能による〕商的利潤で
ある。（向井 1938: 478-484）。
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総力戦体制と「消費者」：主体性をめぐるパラドクス



• だが一方で、こうした社会の変革の中で、私たち
は「消費者」の主体的な社会参与を肯定しようと
する言説が、統制経済を志向する人々によって同
時に語られていることに気づくのである。

商業組合による営業管理に移ったときに於ては，商業
組合の配給事務が著しく官僚化し，そのために消費者大
衆が迷惑を感ずるに至ると言う事案が生ずるのである……
右の如き結果の生ずる最大の理由は消費者大衆の未組織
性に存在する。凡そ消費者層は従来の経済組織に於いて
も最も非組織的であり……其の活動は企業者の能動的なる
に対して著しく受動的なるものであった……消費者大衆
よ！今は眠より醒むべき時である（福田 1941: 232-4）。
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総力戦体制と「消費者」：主体性をめぐるパラドクス



• これはどういうことなのか？
• 「消費者」と呼びうる社会集団が、当時自由な消費活動の抑圧を
受けていたことは間違いない。

• だが一方で「消費者」が観察の対象となるということは、それま
で可視化されていなかった主体が特定の規則のもと社会集団とし
て掬い上げられ、国家経済活動の具体的な担い手として眼指され、
カテゴリー化されるようになったということを意味する。

• 言うなれば「消費者」概念は具体的な観察の対象として捉
えられることによって初めて、その主体性を特定の社会集
団（≒銃後の守りを形成する主婦層）の中に凝集させるこ
とに成功したのである。
• 「消費者」は国家を担う主体として定式化され、「消費者」もま
た自らを「消費者」としての意見を持ちうるということを――各
種制約の中で――自覚していく。

• そしてその中核をなしたのが、消費組合なのであった。
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総力戦体制と「消費者」：主体性をめぐるパラドクス



• では、「眠より醒めた消費者」とはいかなる人々なのか？
• 神戸消費組合会報に記載された、ある女性運動家の「『消費者』として
の戦力」というエッセイを見てみたい

以前は，貯蓄というものは，その一家又はその個人の不時の用意に
備えるだけが目的でありました。それ故，貯蓄をするのも，しないの
も，その人，その家の自由であり，好みによったものでした……けれど
も，今日，一切を挙げて『戦争』に集中し，全体の方向に歩調を合わ
せなければならない中では，そういう勝手は許されないのです……私共
の生活は，ただちに国全体を動かすでしょう。私達の忠実であると否
とは，即ち国策遂行に大きな影響を与えるでしょう。（伊福部 1938: 
1）。

• 総力戦体制下において物資は欠乏し、「消費者」の豊かな生活は
失われつつあった。だがその一方で「消費者」を対象とした言説
は活発化し、「消費者」は確固たる社会の担い手を表す語彙とし
て、「当事者」によっても、政策企画者によっても用いられてい
くようになっていった。「消費者志向」という思想は、このよう
にして戦中期その礎を築いていったのである。
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総力戦体制と「消費者」：主体性をめぐるパラドクス



26



• 本発表が目指したのは、「消費者」が純粋経済学
的な意味から離れ、現代のように「志向」される
対象として、あるいは自らの正当性を主張するた
めの社会的カテゴリーとして、広く捉えられるよ
うになる過程を探究することであった。

• 「消費者」が志向されるためには、「消費者」が
学術的概念としてだけではなく、当事者概念とし
て受け止められていかねばならない。
• 「私は消費者である」という言説の成立可能性
• 「消費者のために」という言説の成立可能性

• 戦後生起した「消費者志向」型社会、あるいは
「消費者運動」の基底的条件を歴史的に探る試み
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結論：「消費者」の誕生と変容



• この観点より、本発表ではこの現代的な意味での「消
費者」概念の用法が、従来「消費者」が抑圧されてい
たと考えられがちであった戦中期においてこそ発現し
得たということを明らかにした。

• 「合理的な国民経済の運営」という観念が社会におい
て――異なるアクター間において考え方の差異はあり
ながら――受け止められた後、その経済運営の主たる
「担い手」として「消費者」概念が定式化されたから
こそ、「消費者」は「志向」するに足る対象として、
自認するに足るカテゴリーとして、記述されるように
なったのである。
• 統制経済下における人々の諸実践こそが、自由経済下におけ
る「消費者」をめぐる諸実践の基底をなしていたというパラ
ドクス

28

結論：「消費者」の誕生と変容



• 戦後日本社会における「消費者」概念の構成過程
の再検討
• 1950－60年代における「消費者」をめぐる企業活動

• 1970－80年代における「消費社会論」の知識社会学的再
検討

• 2000年代以降の都市行政の変化、特に「創造都市」に代
表される消費者志向型施策の過程分析

• 消費社会論が前提としてきた歴史的な社会変容の
過程の系譜を探究することで、現代の「消費社
会」を批判的に考察する試みが今後必要となる
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結論：「消費者」の誕生と変容
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