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批判対象としての「消費者主権」

• 現代社会を労働強化や専門家軽視という観点から批判的に考察する
議論の中で、「消費者主権」は、しばしば「新自由主義」思想（ネ
オリベラリズム）を構成する主要な考えとしてみなされてきた

• 専門家支配という批判と同時に、1970年代以降、患者の自己決定やイン
フォームド・コンセントということが強く言われるようになりましたが、そ
れはようするに「消費者主権」ということであり、それは……新自由主義の
基本戦略のひとつなんです（市野川・宇城 2013: 37）

• これらの議論においては、労働運動に比して企業活動が優位となっ
た社会において、その優位性を正当化するロジックとして「消費者
主権」が機能していると捉えてきた

• 民営化の周囲に構成された言説編成は、〈国家〉を〈人民〉に対置すること
によって、後者を「生産者」（労働者）から切り離し、私的な「消費者」と
して「エンパワー」することを目論む。生産者優位の社会から消費者優位の
社会への転換はこうして図られたのである（渋谷 2003: 46）

2

問題の所在



「消費者主権」の系譜をたどり返す
• このような想定に基づくとき、「消費者主権」とは戦間期に端を発

し、戦後の英米圏（＋ドイツ語圏）にて拡大した「新自由主義」思
想の中で育まれた考えであるとされる（Olsen 2019）

• 一方で先行研究においては、現代日本社会が「新自由主義」思想が
支配的な社会であると批判される一方で、そのルーツ（西洋経済思
想の受容過程）はおおむねぼやかされて説明されてきた

• 「生産者優位の社会から消費者優位の社会への転換」が生じたとして、そ
れを是認する「言説編成」はいつ、どのようにして生じたのか？

• 本発表ではこうした先行研究の知見を踏まえた上で、
① 「消費者主権」という考えは、近代日本においては戦間期の知

識人による企業批判の文脈で生じたものだということ
② この系譜を辿り返す作業には、近代社会の中で「新自由主義」

思想が支配的となっていく過程を明瞭化する意義があること
以上2点を述べる
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戦後日本における「消費者主権」言説の拡大

• 近代日本における「消費者主権」言説は、おおむね1950－60年代
に生じたと、消費者史研究では捉えられてきた（原山 2011）
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婦人運動
• 戦後の民主化に伴う婦人

運動の勃興
• 食糧難による商品を求め

る運動の広がり

生産性運動

運動の
背景

• 戦後のアメリカ化による
経営学の導入

• 経営者側の労働運動を食
い止める方策の希求

ものの買手としての消費者、特に主
婦の社会的責任は非常に大きいので
す……私たち消費者大衆こそ主権者
であることを高らかに宣言します

典型的な
主張

• 円滑な商品流通の実現
• 消費者運動を通じた婦人

運動の拡散

• 生産性向上による豊かな
生活の実現

• 消費者の権利擁護を前提
した企業経営の拡散

運動の
目的

消費者は…微力であり、したがって
未組織であり…日本消費者協会はこ
の弱い消費者の声を代弁し、同時に
消費者が主権者としての資格と権威
とを確保するために全力を尽くす

戦後日本における「消費者主権」言説の前提



• 「消費者主権」言説の生成を支えた各運動は、戦前期からのルーツを持つ

• よって戦後日本における「消費者主権」言説拡大の条件を探るためには、
戦間期のこれら運動における議論を参照する必要がある

「消費者主権」言説の拡大を担った
知識人たちの活動
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戦後の婦人運動

• 不況物価高による生活苦
• 労働運動・婦人運動の失

敗に起因する、穏健的社
会改良運動の希求

戦後の生産性運動

運動の
背景

• 不況を資本主義の行き詰
まりと捉える視座の定着

• 国家介入による経済活動
の最適化の希求

• 消費組合の設立を通じた
な商品流通の実現

• 消費組合運動を通じた婦
人運動の普及

• 国家介入による消費者の
利益を考慮した企業経営

• 国家経済の担い手として
の消費者の意識啓発

運動の
目的

戦間期の消費組合運動 戦間期統制経済論

戦後日本における「消費者主権」言説の前提



• これら運動は異なる消費者像を前提に「消費者主権」言説を生成していた

• 本発表ではこの消費者像の生起過程を分析することで、「消費者主権」言
説の系譜を同定した結果を述べる

各運動における消費者像の差異
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ものの買手としての消費者、特に主
婦の社会的責任は非常に大きいので
す……私たち消費者大衆こそ主権者
であることを高らかに宣言します

消費者は…微力であり、したがって
未組織であり…日本消費者協会はこ
の弱い消費者の声を代弁し、同時に
消費者が主権者としての資格と権威
とを確保するために全力を尽くす

典型的な
主張

消費者と
他概念の
結びつき

浮かび上
がる消費
者像

自覚し、積極的に社会改良
に参与する個別的主体（婦

人）としての消費者
＝社会改良主体としての

消費者

微力で未組織な、保護され
ねばならない対象としての

消費者
＝保護対象としての

消費者

• 消費者－婦人
• 消費者－社会的責任
• ものの買手－消費者

• 消費者－微力
• 消費者－未組織
• 消費者－代弁

戦後日本における「消費者主権」言説の前提



企業批判を介した消費者言説の展開

• 戦間期に「消費者主権」言説のルーツとなる人々の実践が生じた
理由は以下の通り
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戦間期における「消費者」言説の生成過程

社会的背景

学知的背景

知識人が導
出した結論

• 構造的過小消費によるデフレスパイラルの発生という認識
• 企業の寡占化・独占化と都市部商品流通のボトルネック化

• 『国富論』を論拠とした消費を経済生産の目的とする発想
• ドイツ最新歴史学派、特にゾンバルトの「高度資本主義

論」に基づく「資本主義行き詰まり」の認識

これら背景
に基づく知
識人の認識

• 現状の経済問題の発生因は、企業と労働者の「私益主義」
により生産活動が消費者に資するものではないためだ

• 企業は消費者の権利を考慮した生産活動を行うべきだ

消費者団結による流通支配に
より、企業活動を変革しよう
＝社会改良主体としての消費者

消費者の権利保護のために、
企業活動に国家が介入しよう

＝保護対象としての消費者



• 自由放任経済から統制経済への移行は歴史的に不可避だ
• 現況の消費物資の困窮は、消費者としての国民の権利を保

証する国家の危機である以上やむを得ない

消費者言説の継起性
• 戦間期に生じた消費者像は、以下の理由により戦中期も失われる

こと無く、戦後の「消費者主権」言説の礎となった
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戦間期における「消費者」言説の生成過程

社会的背景

学知的背景

知識人が導
出した結論

これら背景
に基づく知
識人の認識

• 軍需需要の急増に伴う民生財供給の逼迫
• 統制経済への移行に伴う商品流通の混乱

• ドイツ最新歴史学派、特にゾンバルトの「高度資本主義
論」に基づく「資本主義行き詰まり」の認識

• ミーゼス・ケインズ等の修正資本主義に関する論評の浸透

• 統制経済下の企業活動は、原則として消費者の権利を考慮
したものでなくてはならない（＝戦後生産性運動の論理）

• 消費者は理想的な国家・経済運営のために、自発的に努力
しなくてはならない（＝戦後消費者運動の論理）



「国家問題」の解決策としての「消費者」

• 「消費者主権」言説が戦間期拡大したのは、「国家問題」
（Donzelot 1984=2020: 171）の解決の際に必要となる「全体の利益」
の体現者として、「消費者」が用いやすい概念だったためである

• 知識人によって繰り返された「消費者としての国民の利益」が「公益」で
あるという主張は、このことを象徴しているが、ゆえに彼ら・彼女らは企
業／労働者双方の活動を批判する立場をとっていた
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企業

消費者

労働者

国家

「国家問題」：利潤拡大を望む企業vs分配率向上を望む労働者の対立

戦間期日本における「消費者主権」言説の構図

国家の役割＝全体利益を考慮した経
済運営による国家問題の解消

消費者＝全体の利益の体現者
国家に保護される対象／へ異議申し立てる主体

全体利益の観点からの、企
業・労働者に対する統制

企業・労働者は全体利益を
考慮していないという批判

本研究の知見



戦後日本における
「消費者主権」言説拡大の条件

• 企業活動擁護の知としてしばしば解釈される「消費者主権」概念は、
近代日本においては企業活動批判の文脈から生じたと考えられる

• 「国家問題」の解決策として「消費者主権」言説が生じたという事実は、先行研
究の前提とは異なり、「消費者主権」という考えの生起過程を英語圏における新
自由主義思想の生起過程と同一視できないことを意味している

• 企業が「消費者主権」を戦後語るようになったのは、戦間期形成された消費者の
利益のために国家経済が運営されるべきだという主張を、企業戦略として引き受
けるようになったためであり、西洋「新自由主義」思想は後追い的に受容された
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企業

消費者

労働者

国家

企業の役割＝消費者を考慮した企
業活動による全体利益への貢献

国家の役割＝全体利益を考慮した
経済運営による国家問題の解消

戦後日本における「消費者主権」言説の構図

消費者＝全体の利益の体現者
国家・企業に保護される対象／へ異議申し立てる主体

本研究の知見



まとめ：
統治性論としての「消費者主権」言説の系譜
• なぜ近代日本において、「消費者主権」概念は企業批判という形を
取ることで拡大したのか？

• 全く異なるように見える英語圏と日本語圏における「消費者主権」概念
の生成過程は、実のところアダム・スミス『国富論』の「消費こそは
いっさいの生産にとっての唯一の目標」という記述を拠り所にしていた
という点においては共通していた（Tremblay 2020）

• それは理想的な「人口」統治実現のために、「政治経済学」を用いよう
とした知識人の実践の類型として捉えることができる（Foucault 2004a=2007: 132）

• 「消費者主権」言説の系譜の分析は、「新自由主義」思想の歴史を
消費優位主義的な経済・社会思想の系譜として示すことに資する

• 近代日本における「消費者主権」言説の形成過程は、理想的（経済）統
治の主体として国家が現れた後に、企業が躍り出たことを示している

• 「消費者」概念の用法に照準することで「『企業』という単位を根本的
な経済主体として再評価する」「新自由主義」思想の歴史を、経済学知
の蓄積を踏まえた形で検討することが可能となる（Foucault 2004b=2008: 217）

• この点より本研究は、近年の統治性研究においてその必要性が主張され
てきた、 （フーコーへの反駁も含めた） 「新自由主義的統治術」の形
成過程に関する実証研究としての性質を持つ（酒井 2001=2019: 556-558）
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本研究の知見



背景情報
• p3にて記載した「典型的な主張」の典拠は以下の通り。なおこの2つの主張が掲載された文は、同時

期（1957,1961）に起草されたもので、双方とも「消費者宣言」と銘打たれている
奥むめお, 1988,『野火あかあかと』ドメス出版.
日本消費者協会, 1966,『日本消費者協会 5 年の歩み』日本消費者協会.

• p5で示したルーツの同定は発表者が行ったものだが、参考文献として以下のものを示すことができる
国民生活センター, 1997,『戦後消費者運動史』大蔵省.
成田龍一, 1995,「母の国の女たち」山之内靖／ヴィクター・コシュマン／成田龍一編『総力戦と現代化』柏書房, 163-184.
白木沢旭児, 1999, 『大恐慌期日本の通商問題』御茶ノ水書店．
柳澤治, 2008,『戦前・戦時日本の経済思想とナチズム』岩波書店．

• p6で示した分析手法（概念用法への着目）は、以下の議論を参考としたものである
小宮友根, 2017,「構築主義と概念分析の社会学」『社会学評論』68(1): 134-149.
中河伸俊, 2005,「逸脱のカテゴリー化とコントロール」 宝月誠・進藤雄三編,『社会的コ ントロールの現在』世界思想社, 159-
173．
酒井泰斗・浦野茂・前田泰樹・中村和夫, 2009,『概念分析の社会学──社会的経験と人間の 科学』ナカニシヤ出版.

• p7・p8の分析に用いた資料群のうち、代表的文献は以下の通り
福田敬太郎, 1941,『経済新体制と商業組織』冨山房.
本位田祥男, 1928a,「資本主義精神」『社会経済体系第 14 巻・15 巻』日本評論社.（再録：1935, 『経済史研究』三省堂, 401-
471.）
────, 1931,『消費組合運動』日本評論社. 
────, 1938a,『統制経済の理論──協同経済への道』日本評論社.
賀川豊彦, 1920a,『主観経済の原理』福永書店
────, 1940,『産業組合の本質とその進路』協同組合新聞社.
松井春生, 1934,『経済参謀本部論』日本評論社．
向井鹿松，,1933,『統制経済原理』改造社. 
────, 1935,『配給市場組織──財貨移動の社会的組織［改版］』丸善.
奥むめお, 1930,「消費組合婦人の社会改造運動に就て」『婦人運動』8(6): 6-10.
────, 1938,「消費者として斯く信じ斯く云ふ」『婦人運動』16(3): 6-11. 
谷口吉彦, 1932,『購買力補給案──ネオ・インフレイシオン』千倉書房. 12



引用文献
Donzelot, J., 1984, L'invention du social. Essai sur le déclin des passions 
politiques, Paris, Fayard. （真島一郎訳, 2020,『社会的なものの発明──政治
的熱情の凋落をめぐる試論』インス クリプト.）
Foucault, M., 2004a, “Sécurité, Territoire, Population” Cours au Collége de 
France 1977-1978, Paris: Gallimard. （高桑和巳訳, 2007,『安全・領土・人口
──コレージュ・ド・ フランス講義 1977-1978 年度』筑摩書房.）
────, 2004b, “Naissance de la biopolitique” Cours au Collége de France 
1978-1979, Paris: Gallimard. （慎改康之訳, 2008,『生政治の誕生──コレー
ジュ・ド・フランス講義 1978-1979 年度』筑摩書房.）
原山浩介, 2011,『消費者の戦後史──闇市から主婦の時代へ』日本経済評論社.
市野川容孝・宇城輝人編, 2013,『社会的なもののために』ナカニシヤ出版.
Olsen, N., 2019, The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of 
Neoliberalism, London: Palgrave Macmillan.
酒井隆史, [2001]2019,『完全版 自由論──現在性の系譜学』河出書房新社.
渋谷望, 2003, 『魂の労働──ネオリベラリズムの権力論』青土社.
Tremblay, M. D, 2020, “W.H. Hutt and the conceptualization of consumers’ 
sovereignty,” Oxford Economic Papers, 72(4): 1050–1071,

13


	「消費者主権」の系譜学�企業批判の知が企業擁護の知となるとき
	批判対象としての「消費者主権」
	「消費者主権」の系譜をたどり返す
	戦後日本における「消費者主権」言説の拡大
	「消費者主権」言説の拡大を担った�知識人たちの活動
	各運動における消費者像の差異
	企業批判を介した消費者言説の展開
	消費者言説の継起性
	「国家問題」の解決策としての「消費者」
	戦後日本における�「消費者主権」言説拡大の条件
	まとめ：�統治性論としての「消費者主権」言説の系譜
	背景情報
	引用文献

