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「今日の日本はブランド隆盛社会だといえる」

（はしがきⅰ頁），という書き出しで著者の江

上哲は，ブランドが支配する日本社会，ブラン

ドに一喜一憂し，ブランドに踊らされる日本社

会を流通論の立場から理論的に分析する。ブラ

ンドをめぐる現象を目の当たりにして，社会科

学者として，ブランドとは何なのかを，客観的

に冷静に，そしてマルクス経済学の原理論体系

を前提にして研究しようという著者の意気込み

が伝わる。原理論の内部でブランドというあら

たな概念を位置づけようという試みは野心的で

あり，また画期的であるといえよう。それだけ

に，ブランドを理論化する作業は困難を極める

ともいえるのである。結論を先取りするなら

ば，貨幣としてのブランド理解であり，その試

みを果敢におこなった江上にたいして，評者は

敬意を払いたい。

ブランドそのものは商標そのものであり，

個々の商品の個性である。すなわちブランドそ

のものを他の産業資本家に譲渡して，商品化し

ようという現象を除けば，それは商品とはいえ

ない。定義的にみれば，ブランドとは，さまざ

まな商品に付着している造り手や売り手の自己

証明であり，痕跡なのである。したがってブラ

ンドは商品提供者の固有名詞そのものであり，

それは生産者ないし売り手の名前やシンボルや

愛称であり，商品記号にすぎない。記号にすぎ

ないのだが，このブランドという問題は経済学

の研究テーマになかなか乗ってこなかった。な

ぜだろうか。小麦１キロという商品は，誰が生

産しようと小麦１キロでなければ価値法則は貫

徹しない。需要と供給の市場理論は成立しな

い。しかしながら，かろうじて経営学領域の

マーケティング論の世界では，さまざまな角度

から具体的なブランド戦略の実証分析として論

じられてきた。

筆者の江上は，マルクス経済学，とりわけ宇

野理論や岩井貨幣論や共同主観論などの理論的

枠組みを使って，ブランド理論を冒険的に，か

つ野心的に構築してみせようとする。その意味

では，理論の可能性を開拓した新鮮な著書であ

る。ブランドが貨幣だというのは，1992 年から

のロシア経済危機のおり，アメリカ製のマール

ボロというブランド煙草がまさしく信認を喪失

したルーブリ貨幣の代用物として流通したとい

う事実を思い出しさえすれば市場理論的には納

得がいく。ある貨幣が失墜したら次の貨幣が市

場世界のエースとして生み出されるのは宿命の

ようなものである。

ところで，周知のように，企業はたんに商品

を安く仕入れて，あるいは安く加工して，それ

を完成商品としてより高く売って売買差額を利

潤として獲得しているだけではない。自分の商

品は末永く愛されなければならない。自信があ

ればという話だが，自分の商品は自分のブラン

ド付きの商品として売っているのである。ブラ

ンドを確立するということ自身が市場ビヘイビ

アの自己目的でもある。ブランドが最終目的の

ようでもある。たとえば，日本の大学でも自分

の大学名は自己ブランドそのものだという発想

で，ブランド確立まで行けば経営は安泰となろ

う。そこで，いかにブランディング戦争に勝ち
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抜くか日々切磋琢磨している。競争はブランド

の優劣を巡る競争となる。なぜならば，ブラン

ド力が落ちれば学生からそっぽを向かれてしま

うからである。教育の内容は仮に同じだとしよ

う。残念ながら何を学問したかはどうでもよ

い。結論的には，それをどこの大学で学んだか

が社会的な評価や自分のアイディンティティー

につながる。学歴社会でなく学歴ブランド社会

になりつつある。ブランド理論は，その展開を

一刻も早く完成させなければならない。経済の

要諦はブランドにもあるのである。江上の研究

は，その意味で，経営学の世界から経済学の世

界に殴り込みを掛けた，時宜を得た貴重な研究

であるといえよう。

江上は，ブランドをマーケティングという企

業の売買活動の領域を見据えた視野でとらえ，

それを「ブランド戦略」という。たとえば「商

品はもとより，企業，大学などさまざまな領域

で「ブランド」という言葉が飛び交っている。

とくに最近の企業のマーケティングでは，ブラ

ンド戦略がその中核ともいえる位置を占めるま

でになっている」（はしがきⅰ頁），として，経

済学の理論と経営学のマーケティング理論が融

合したようなブランドおよびブランド戦略を研

究テーマとして掲げるのである。見栄をはるの

も経済なのである。

「本書では，マーケティングとブランド価値

を体系的に捉えそこからさまざまなブランド戦

略を深く考えようと思う」（はしがきⅱ頁）とさ

れる。

しかしながら，このはしがき部分で本書のメ

リットであるフロンティア的なブランド研究の

はずが一抹の不安を残す。ブランドの定義は何

か，理論ではどの領域で考察可能かという問題

と，ブランドの価値はどのように決定されるの

か，流通主体のマーケティング戦略とどう絡ん

でくるのか，という問題とが必ずしも分離され

てなく，方法の立ち位置での曖昧さをのこして

いるようにも思えるのである。消費者はブラン

ドを欲しがっているのか，使用価値そのものを

欲しがるのか，その両方なのか。そのあたりが

理論としては微妙なのである。

第１章は「ブランド消費社会の断面と問題の

焦点」と題されて，その第１節は「自殺者の多

さから見る日本の消費生活」と題されている。

日本社会の問題点が「消費生活において『豊か

さ』が実感できない」，「1998年から自殺者が３

万人を超えている」（１頁）という現実にあると

される。これが最初の切り口である。

なぜ，いきなり自殺問題なのか。デュルケー

ムによれば「それら〔自殺問題―引用者〕の研

究の多くが自殺者は精神的に『弱い』人である

とか，精神的に錯乱していた，などとして分析

していた」（２頁）が，デュルケームは新たに，

社会との関係に着目して，三つの要因に整理し

たとされる。第一と第二の要因は「自己本位的

に自殺した人は『社会』から置き去りにされた

人々であり，集団本位的自殺者は『社会』の圧

力に押しつぶされた人々と位置づけられる。そ

こから日本の自殺者の多さを考えると，今日の

日本の社会は国民の生活に大きな問題をもたら

しているといえよう。つまり，自殺はしないに

しても今の日本社会は多くの人が殺伐として生

活しているといえるのではないだろうか」（２

頁），と問題提起される。このように生きるう

えでの満足が得られにくい社会としての日本が

問題にされる。

この自殺という社会問題が著者のブランドと

いうテーマとどのようにつながってくるのか。

江上は，「つまり，われわれは日々の生活におい

て無限の欲望の中にいる。この欲望の無限化し

た社会は，その欲求を個々人が自律的に抑制す

るのはかなり難しい」，「満たされない欲望に苛

まれ，日常的に生活の虚しさや幻滅を抱かざる

を得なくなる人々が多くなる」（３頁）と紹介し，

「アノミー」の中の個人という分析枠組みを提
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示する。因みに，アノミーとは「法の不在」「無

秩序」（３頁）とされる。自分と社会の関係性が

重要なのである。

このアノミー的社会という状況を出発点に，

日本人のブランド志向が説明されていく。第２

節の「女子高校生のブランド志向と〈モノ語り

の人〉」がそうである。第３節の「行動経済学の

分析から見る消費者層」では，合理性と非合理

性の問題がとりあげられて，「健康に良くない

と思いつつも煙草を吸い続ける人々の行為など

はまさにこれまでの経済学では積極的に取り上

げてこなかった」（10頁）という問題が取り上

げられる。周知のように，カール・メンガーも

煙草の使用価値については詳しく論じている

が，人々がブランド依存的な行動をとることが

あれば，自己の欲望充足の最大化原理も，隣人

や他人の健康阻害という視点がはいるとぐらつ

くであろう。ところで，ブランドとは自己主張

である。自分は社会にアピールしたい。このよ

うな問題を経済的行動論の議論として援用しつ

つ，人間の嗜癖的な行動についても考察を広め

る。理論は使用価値を多面的に深めるべきとい

う課題が突きつけられる。消費者はブランドで

も満足するのである。

格差社会の論点では，「興味深いのは上流階

層の人々は非市場的な共同体社会で『個性』な

どをあまり重視しないのに，下流化した層の

人々は市場経済的に『個性』を重視する」（22

頁）という問題が出される。これは理論として

は中途半端である。なにを前提に据えるか，こ

の辺が曖昧なのである。常識にはいろいろあ

り，ブランドをひけらかす貴族の見栄もあろう。

また江上は，「ブランド戦略の操作性」の研究

の不十分さを指摘するが，人々は，中世の行動

様式を連想すればわかるように，自分の身分や

富は衣服でシンボライズされてきたように，ブ

ランドとは少しずれるが，衣服という身につけ

るもので，ソーシャルステイタスを誇示すると

いう時代もあった。それに対して，格差社会と

いう前提でブランドを語るとなると，行動様式

の多様性が存在するのであり，普遍的ななにか

を発見することは困難になるのではなかろう

か。

第２章は「マーケティングの生成と消費者の

欲望」であり，まず，マーケティングの出自が

アメリカにあることが紹介される。

その上で，「企業の対市場行動」がマーケティ

ングの定義とされ，それがアメリカ生まれであ

る理由が考察される。これは，学際的な学会で

ある日本流通学会でも盛んに議論されてきた問

題であり，独占企業だけでなく，市場行動であ

れば零細小売商人でも生身の消費者でも多かれ

少なかれ市場行動はおこなう。アメリカではそ

うだった，しかし理論としてはまた別だという

議論が必要であろう。独占的な企業だけが市場

行動をおこなうかのような理論は誤解のもとに

なりうるからである。けれども，以下の指摘は

興味深い。

「国内的には経済を発展させた西漸運動も

1880年代には下火になり，1890年代に入ると

それらの動きは消滅する。つまり，鉄道の発展

と共に伸長してきた石炭産業や鉄鋼産業などの

産業財部門が一時の隆盛を失う。したがって，

20世紀に入りアメリカの企業はより一層国内

に新たな市場を生み出さざるを得なくなってい

た。市場の狭隘化というマクロ的な『市場問題』

がアメリカの産業界には深刻な難題として生じ

ていたのである。」（27頁）。作れば売れるとい

う時代が終わって，いかに売るかというマーケ

ティングの時代が到来した。これは，歴史的な

事実の説明としては妥当であろう。例えばかつ

ての中国の国有企業では，作ればそれで終わり

だった。否応なく配給の対象となる。そこには

自由な販売という発想はない。国家がそれを権

力的に配給する。しかし，いまでは市場が前提

になった。営業活動をしなければだれも買って
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はくれない。これも歴史的前提を理論でいかに

設定できるか，という問題と重なってくる。な

るべくならば，理論は普遍的な理論でありたい。

ところで，理論の枠組みでは，マーケティン

グはどう説明できるであろうか。原理論の体系

であれば，宇野原論の「流通論」の次元やマル

クスの『資本論』第２巻第６章での流通費用論，

あるいは「市場機構論」での商業資本論などで

は，資本家的活動の理論として，資本家は市場

においては一円でも安く買う行動，一円でも高

く売る行動，情報収集のための行動，広告や宣

伝などの行動として議論されてきた内容と本質

は同一ではなかったのか。言いたいのは，マル

クスは流通費用の理論で相当な学問的成果を残

している，これを理論的な共通財産にしなけれ

ばいけない，ということである。

マーケティングなり市場行動は，寡占的な大

資本のみが行う行動であるというのは，アメリ

カの歴史の過大評価のように思えてならない。

資本を価値増殖運動体であると硬直的に把握す

るだけなら，このような議論は必要ないであろ

うが，流通主体論的に行動論的に資本を人間行

動に即して再定義できれば，さまざまな資本家

としての活動領域を俎上に挙げることは可能な

のである。資本家的活動と流通労働，これらに

着目するのが今後の流通理論の課題であろう。

次に，寡占市場の企業行動についても，見え

ざる手・見える手問題が指摘されるが，三つほ

ど考察してみたい。一つは，一円でも安い商品

を買おうとする消費者行動に，ブランド別の市

場が成立するから，価格操作性が成立したとい

う因果関係になるのかどうか。ブランドを気に

する余裕は必ずしも消費者行動の前提に置くわ

けにはいかないのではないか。どのような場合

にブランド優先になるのであろうか。窮すれば

鈍す。このときは生活資料では生活ができれば

よい。一円でも安い商品を買う，という単純明

快な行動様式との関係を議論すべきであろう。

価格操作性の議論は前提条件次第では成立しな

いがブランドで供給独占が可能になれば価格設

定は硬直化するともいえる。

第二には，寡占という供給制限の仮定である。

この商品は３社で市場を寡占している。した

がって，例えば，寡占の３社が阿吽の呼吸で価

格政策を実施すれば，それは寡占価格として，

需要の意向を無視した，弾力性を喪失した価格

となる。これは一般には独占価格理論と呼ばれ

るものであり，チャンドラーが「見える手」と

した問題であるが，これには時代的な一過性は

なかったのかどうか。このような理論的前提を

おけるかどうかが，普遍なのか特殊なのかが問

題となる。普遍的にみえても，市場の外部の問

題もある。なぜならば，20世紀も 60年代にな

れば日本からの輸入攻勢が掛かってくる。ある

いは，参入障壁は国際競争や生産拠点の海外移

転などで無意味となる。操作性は仮に可能で

も，国家権力がカルテルだとして罰金を掛ける

こともある。ところで，経済理論ではプライス

リーダーを想定することは可能だろうか。均衡

破壊的市場を設定する理論的な土俵は，普遍に

たいする特殊，という性格をもたざるをえない。

価格操作性と同様に，公定価格や独占価格など

の概念とともに今後の検討課題であろう。

第三には，ブランド問題は，例えば商品とし

ての自動車のように，自動車一般という商品種

目は成立せずに，シボレーという名前の自動車

を買うのか，T型フォードという名前の自動車

を買うのか，という問題として設定される。こ

れは，自動車という商品は，生産企業だけがそ

れを独自に供給できる固有名詞的な商品である

ということになる。その意味では供給独占はい

とも容易く設定される。しかしそうだろうか。

現実の経済では，消費者は価格や使用価値的に

比較して商品購入を決定する場合もあれば，ブ

ランドというこだわりを有する場合もある。仮

に，市場への供給主体の名前・記号付き商品を
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ブランド商品と定義すれば，そのような名前に

こだわって購入決定される場合と，使用価値の

優劣を丁寧に比較する購入ビヘイビアと，価格

比較だけで決断するようないくつかのパターン

が存在するであろう。いずれも，日本のマルク

ス経済学は，これらを理論問題として研究俎上

に乗せてこなかったという反省をすべきであ

る。ブランドは市場の価格変動理論とは矛盾す

る現象なのだが，にもかかわらず，理論的には

交換の基層領域の問題である。たとえば，「競

争論」の次元で，企業にとってのブランドをめ

ぐる競争，消費者心理のなかのブランドを巡る

満足感，などをうまく取り込むことができれば，

豊かな成果が期待できよう。簡単に言えば，実

際の企業が，仮に，利潤が目的ではなく，自分

たちのブランドを市場で樹立したいのです，と

言ったらどうなるのか。消費者が仮に自動車が

欲しいのではなく，自分のステイタスシンボル

が欲しいのです，と言ったらどうなるのか。名

前や身分で行動する市場行動は簡単に理論的に

展開できるものではない。いずれにせよ市場で

は，行動論的豊富化の発想が理論の場に要求さ

れる。けれどもこれは困難な課題でもある。な

ぜなら従来の価値法則理論と齟齬をきたす可能

性が強いからである。

第３章は「日本のマーケティング研究の発展

と焦点」であり，マーケティング研究のなかで

見られた論争問題が要領よくまとめられた部分

である。ブランド商品の価値の本質はなにか。

石原武政と石井淳蔵の論争がある。ここでの

キーワードは，使用価値の差異によって商品価

値が相違するのか，投下労働量の差異によって

商品価値が違ってくるのか。ブランドを前提に

してみると，マルクス経済学が「競争的使用価

値」（52 頁）に着目しなかったということにな

る。「マーケティングはまさに使用価値的側面

の研究が重要であることは製品差別化戦略など

を考えてもすぐに理解ができよう」（53頁）と

あり，競争要因としての使用価値の問題に十分

な配慮を払わなかったマルクス経済学の限界が

指摘される。この点は，評者もまったく同感で

ある。

「関係性マーケティング」や「協働型マーケ

ティング」というような専門的用語も紹介され

る。しかし，この問題はきわめて興味深い内容

を示唆していると思われる。市場では他人とい

う関係が前提条件であるが，売り手と買い手は

他人同士の関係から，リピーターのような深い

関係に発展する可能性が秘められている。経済

活動のパートナー固定の問題は，市場でもあた

かも共同体的な関係のようなパートナー的信頼

が芽生えることもあり，企業は固定客を自分の

パートナーとして確保しなければ安定した経済

活動ができないという一種のコラボレーション

理論であり，評者の問題関心のポトラッチと共

通する現象のように理解したが，如何であろう

か。市場経済が売買という共同作業であるとす

れば，関係性は利害の対立ではなく協調関係と

もなり，興味深い研究が理論分野でも生まれる

かもしれない。

第４章は「ブランド価値形成における『戦略

性』」と題され，価値形態論が応用される部分で

ある。

まず，岩井克人の貨幣論が紹介されるが，こ

の理論をここで詳細に取り上げる理由がすこし

不明確に思えた。貨幣は貨幣だから貨幣として

流通する，とトートロジー的な貨幣論であるが，

ブランドも貨幣のように商品世界の王者として

析出されるのだという発想が，江上の着眼点の

ように理解された。この点を詳細に見ていきた

い。

マルクス経済学の原論の展開方法は，なぜそ

の貨幣が発生してきたのかを説明する分化・発

生論である。例えば，商品と商品の物々交換は，

現実にも物々交換として十分に存在しているの

だが，この交換には欲望の偶然の一致という条
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件が必要であり，この交換の困難性を打破する

手段として，一般的等価物が交換の媒介手段と

して市場行動のなかから析出されてくる。この

ような方法論は，山口重克や菅原陽心の経済原

論の方法として顕著に見られるものなのだが，

商品から選ばれた一般的等価物という貨幣性を

具備した交換手段は，商品貨幣とも呼ばれるこ

とがある。これにたいして，おそらくは，信用

貨幣が兌換銀行券から不換銀行券に変わっても

貨幣性は喪失しなかったという現象をマルクス

経済学では説明しきれてないという意味で，岩

井は貨幣として認められればそれは貨幣であ

る，という言い方をするのであろうが，江上は

それを「循環論法」だと紹介する。ブランドも

ブランドだから価値を有するという議論がある

とすれば循環論法であり，江上は，価値形態論

を対峙させることで，批判するしかないと考え

る。

この価値形態論が本書の理論上の最大の検討

課題であり，また研究成果ともいうことができ

る。

まず「単純な価値形態」である「20 エレのリ

ンネル＝１着の上着」（77頁）については，「こ

こでの等式の＝は，等値され交換されるという

より，リンネルが上着に対して自分の価値を確

かめるための申し出（プロポーズ）」（77頁）で

あるとする解釈は，いくつかの補正を加えれば，

だいたい，江上の言うプロポーズとして理解で

きる。補正の一点目は，「リンネルが」という主

語の問題である。行為であれば行為の主体が明

確に存在する。それは「リンネル所有者が」と

いうか「リンネル交換主体が」というかのどち

らかであろう。同様に，２点目は，行為の対象

はコミュニケーションをしようとしている人間

なのであって，「上着所有者に」というか「上着

交換主体に」というべきであろう。３点目は，

「自分の価値を確かめる」というのは無意味で

あって，「交換に応じてくれないだろうか」とい

うような交換の申し出なのではないだろうか。

これらの点は，リンネル所有者からの，市場で

の交換要求がなされるという理解であれば，申

し出そのものであって，江上の論理は大筋で問

題はないと思われる。

ところが，この行為の背後に何が隠されてい

るのか，労働生産物としての共通性格か，投下

された労働量か，それとも第３項なのか，とい

う問題になると途端に抽象的な議論になってし

まう。背後にあるのは労働の投下だというのは

マルクスの有名な蒸留法であるが，そうではな

くて，行為そのものであり，強いて言えばリン

ネル所有者の欲望がある，と解説したのは宇野

弘蔵であった。

価値形態の第Ⅱ形態（拡大された価値形態）

の議論に移ろう。右辺と左辺を入れ替えれば一

般的等価物なり一般的等価形態成立となるので

あろうか。ここが等式逆転の評価の岐路になる

わけで，「この形態は，第Ⅱ形態の左辺と右辺が

単純に逆転しただけではない。20 エレのリン

ネルという単一の商品が相対的価値形態にある

多くの商品に対して統一的な等価形態になって

いる点を注目してほしい。そこが重要なのであ

る。そして，この 20 エレのリンネルに『貨幣の

芽』を見ることが出来るのである」（79 頁）とい

われる。本当に貨幣が発生するのだろうか。

第Ⅱ形態はリンネル所有者の欲望表現形式を

使用価値的に拡大しただけである。お茶も欲し

い，小麦も欲しい，と希望商品リストが提示さ

れている。しかし，ここでの市場行動は，どこ

から見ても，共通にリンネルが欲しいという商

品所有者の交換要求は具体化してはいないので

ある。逆転した，リンネルが右辺から左辺に移

動した，左辺にあるものは欲望対象の商品だ，

というのでは逆転の必然性の証明がスキップし

てしまっているのである。

かりに逆転を正当にいうのであれば，内在す

る価値が同じだからという共通の第３項理論を
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導入するしかない。しかし江上は，第Ⅲ形態は

逆転で説明できるという理論に固執しつつも，

山口重克の市場行動論的な説明も付加していく

のである。山口の説明方法は，市場での人気商

品が交換の媒体的な使われ方をするようにな

る，というものであるが，この部分は貨幣発生

論といってもよく，江上の解釈は，それを肯定

的に，ユニークな方法で解説している。複数の

交換主体の交換要求を列挙した上で，「そのよ

うな『市』の状況では，小麦所有者は直接的に

牛肉所有者，蜂蜜所有者のそれぞれと交換でき

るが，小麦所有者が掲げる交換希望リストにあ

る大根は，その所有者とは直接交換はできない。

そこでさらに，小麦所有者は，大根所有者の交

換リストを頭に入れ，『市』を一回りしようとし

て歩く。そしてその途中で，彼は蜂蜜所有者の

前に立ち止まる。なぜなら蜂蜜所有者のリスト

を見ると自分の小麦を希望しているからであ

る。そこから，彼は大根所有者が蜂蜜を欲して

いたことを思い出す。したがって，小麦所有者

はひとまず自分の小麦を蜂蜜に変え，その後に

その蜂蜜で大根と交換する。媒介的な商品を

使って希望する商品を彼は手にするのである」

（81 頁），と。

これを基礎に，第Ⅳ形態では「２オンスの金」

（82 頁）が押し出されるプロセスが紹介される

のだが，貴金属貨幣の分化・発生論としては論

理整合性を保持していると評価したい。

しかしながら，この貨幣論を検討したあと，

「価値形態論や貨幣生成論を土台に，ブランド

の価値の解明に移ろう」といわれる。「石井は

SONYや Panasonicという社名や『ウォークマ

ン』などの製品名，つまりは『名前』がなぜ自

立的に『価値』をもつようになるのか」（84頁）

と問うた。江上は，これまで考察してきたよう

な貨幣論をふまえて，「現代の貨幣である紙切

れというべき紙幣がなぜ価値をもつのかとい

う，問題意識と同質だといえる」（84頁），と捉

えてみせる。すなわち，（軽いという属性）＝

iPad，（薄いという属性）＝ iPadというように整

理して見せ，「さまざまな製品属性の中から『共

同作業』で iPadという名前を押し出し，それが

統一的な等価形態の位置についているといえ

る」（86頁）という。「この押し出される過程は

まさに『創造的瞬間』であろう」（86頁）。

ブランドが生まれる瞬間は，このように貨幣

が生まれる瞬間と同じであると江上は説明す

る。しかしながら，ある商品名がブランド力を

有する商品名に変身してゆくプロセスも，ある

商品が市場での交換手段という別の機能を身に

まとってゆくプロセスも，市場での幾多の人間

行動の積み重ねがあって初めて，またじっくり

と時間をかけて，自然発生的に形成されるもの

ではないだろうか。命名した瞬間にブランドが

できるというのは，名前の別名がブランドであ

るのだからというのに等しい。命名だけではま

だ成熟したブランドの評判にはなり得てはいな

い。この点が，江上が，第Ⅲ形態論での右辺と

左辺を入れ替えた瞬間が貨幣創造の瞬間だとい

う理論を肯定的に残したのと平仄が一致する。

一般的な等価物は，江上が説明したように，市

場を見て回った小麦所有者が交換のために工夫

し，形成した現象である。これには時間が掛

かっている。ブランドの評判も同様であろう。

ブランドは消費者が安心できる商品としてのメ

ルクマールにもなりえるであろうし，評判形成

のプロセスは重要となる。

オーケストラの比喩（87頁）は，ブランドの

成立には時間が掛かっているという状況を的確

に説明している。しかしながら，指揮者という

リーダーの析出プロセスの説明と，「ベルリン」

や「ウィーン」などの一流ブランドと言われる

オーケストラの指揮者は「まさに『ブランド』

というべき価値をもっている」というのとでは，

次元が異なるのではなかろうか。指揮者がまさ

に集団内部の音頭取りとして析出されるプロセ
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スは，分業が成立する組織内部での過程である。

これには効率性の観点から時間が必要である。

しかし，「ウィーン」や「ベルリン」の名前がブ

ランドになるには，世界中のオーケストラのな

かでの演奏の質をめぐる実力勝負の長い時間が

費やされている。いわば競争の結果としての，

勝利者への名誉としての王冠ないし称号なので

ある。

鈴木鴻一郎の価値形態論については，以下の

ようにいわれる。「生活必需品にたいする各商

品所有者の欲望が充たされてくると，その欲望

はこんどは奢侈品に向かうことになるであろ

う。だが奢侈品となればそれはきわめて限定さ

れていると考えてよいであろう。そこでより長

くなった各系列の最後にはこの限定された一商

品すなはち奢侈品がくることになろう。かくし

て奢侈品は一般的等価物となり，一般的等価と

しての新たなる役割を演ずることになるであろ

う」（91 頁）という鈴木の文章が引用される。

江上は，ここでの奢侈品はブランド品に置き換

えて理解可能ではないかという解釈を問題提起

するのである。その証拠が，鈴木がはじめから

商品経済の内部に存在していたら奢侈品になら

ないとした説明と，舶来品こそブランドであり，

奢侈品だと理解する考え方は，共鳴しているの

である。

問題は，ブランドの定義が江上にあっては「擬

制的貨幣」（100頁）と主張されていることころ

に存する。理論の肝がここにある。ブランドは

擬制的な貨幣なのか。江上の叙述を再現しよ

う。

「石井や岩井の循環論的な論考を踏まえて，

ブランド品を性格づけるとすれば，やはり高度

に貨幣的な性質をもつ商品だといえる。さらに

『ブランドとは何か』といえば，それは端的に

は『土地』などと同じように『擬制的貨幣』だ

ともいえる。つまり，高級ブランド品のハンド

バッグなどを持ち歩くことは，実際には本当に

『お金持ち』かどうかわからない。しかし『お

金持ちだ』ということを周りの人に顕示してい

るとも思える。」（100頁）

循環論とは，他人が貨幣として受け取るから

自分も受け取る，これが貨幣であるとする岩井

克人の議論である。この議論の欠点は貨幣の出

現構造を発生論的に説明しないことであるが，

一種の説得力もある。他人が貨幣と言っている

ものを自分も貨幣だと追認する。この貨幣の部

分をブランドで置き換えれば，他人がブランド

品としてこれ見よがしに誇示するから自分もそ

うする，という模倣の法則に則った行動様式と

して説明可能である。模倣が有利な行動だから

である。ここで基本的な貨幣と商品との相違点

があるとすれば，貨幣は消費対象ではないが，

ブランド品は確実に消費されるという性格があ

る。

けれども物々交換を想定した市場での人気商

品が一般的等価物になって貨幣化してくるとい

う論理とはきわめて近似的である。この点は，

人気商品が貨幣に変身してゆく議論とブランド

力の類似性は議論としは有効であろう。また，

電子マネーと定義してよいのか議論があろう

が，ビットコインや外貨に両替所がつきものの

ように，ブランド品にも換金市場がつきものの

ようである。江上は，街を観察すればわかると

いうのである。

江上は次のように言う。「高級ブランドの時

計やバッグの中古品を売っている店が繁華街な

どにはよく見られる。それは，高級ブランド品

を売って『お金』に換えている人が多いという

ことでもある。……次に何か別の商品を買うの

であろう。したがって，そこでの高級ブランド

品は『購買手段』となっている。高級ブランド

品はある時は『価値尺度』となり，ある時は『購

買手段』ともなる。やはりその意味からも，ブ

ランド品は土地などのような擬制的貨幣といえ

るかも知れない」（100∼101 頁）。
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ブランドは商品に固着した提供者の名前で

あったはずである。奢侈品一般でも貨幣財でも

なかったはずである。その名前に一種のパワー

があれば，江上がいう高級ブランド品となる。

ブランド財やブランド商品という場合は，貨幣

とブランドは基本的には異なる商品カテゴリー

であるということを忘却してはならないであろ

う。因みに貨幣にもブランド力があって，強い

貨幣・弱い貨幣という議論も可能である。

ブランドをその本質において理解し定義しよ

うとすれば，どのような議論になりであろうか。

評者は，《威厳財》という概念を提唱したい。あ

るいは，ソーシャルステイタス財という概念を

提唱したい。所有することで社会の成員に対し

て一種のプレステージや優越感を誇示するとこ

が可能となるのであって，これは国王の王冠を

身につける効果と同様であると言えるわけであ

る。市場社会にも伝統社会と同様に人間関係の

複雑な優劣の構造が息づいているのであろう。

ただし，原論の次元では，固有名詞がついた

商品を市場にどのように登場させるかについて

は，いままで議論がなかった領域でもあり，江

上が提起したブランドの価値の評価，競争的な

使用価値の存在，ブランドに対する消費者行動

や企業行動の分析は，理論研究のテーマとして，

重く受け止める必要があることはいうまでもな

い。

念のために，鈴木鴻一郎の立論にたいしての

疑問を呈しておこう。根本は，奢侈品と生活必

需品の概念の区分はできないのではないか，と

いうことにつきる。ある人にとっては奢侈で

も，別の人にとっては必需品でもあるのである。

両者ともに生きる上での必要物として消費者は

欲望するのである。《威厳財》でもその消費や

誇示は自分が自分らしく生きるためには必要な

のである。さらにいえば，欲望体系の最後に貨

幣を連想させるような奢侈品がくるという想定

も，同様に成立しがたいであろう。なぜならば，

貨幣は消費財を得るための回り道なのであるか

ら。

第５章は「『世間』をブランド戦略に活かすト

ヨタ」と題されて，社会と世間の相違を論じて

いるところである。トヨタの販売戦略が個人と

個人のパーソナルな人間関係形成に立脚してい

るという指摘は非常に面白い分析であった。私

たち個人個人の人間の行動様式を見てみると，

自動車一般を買うのではなく，またブランドを

買うのでもなく，クルマを通して形成される人

間関係を買っているのだ，クルマをかうことで

親密な人間の関係を構築したいと思っているの

だともいえる。

第６章は「消費者の立場から企業のブランド

戦略を考えていく」（145頁）という課題設定で

ある。ここでも注目すべき論点がいくつか提起

されている。江上は，阿部真也の研究成果に着

目し，集合体としての人間という問題設定，受

動的な消費者と能動的な消費者の二分法の設

定，などを興味深く論じている。例示としては，

コンサートを楽しむのは個人ではなく，多数の

人間の共同行動ではないか，消費者が積極的に

企業や社会に向かって主体的に行動するという

場面を肯定してもいいのではないか，など新鮮

な問題が提起されている。

第７章は，共同主観という廣松渉の概念を

使って，消費者行動論を展開できないか，と問

題提起している部分であり，個人の脳ではなく，

「社会脳」（183頁）という共同主観作用がある

のではないかと指摘している。

第８章は，消費者と行政の関係を論じた章で

あり，国家の役割を積極的に理論でも導入しう

る可能性を示唆しており，理論としては難しい

問題であるが，避けてはとおれない，ただし方

法論が構築されていないのではないか，という

感想をもった。

終章「よりよき社会を目指して」は本書を総

括している部分である。従来，作られた完成商
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品を買うだけの立場しかなかった消費者にも，

安心・安全・自由の権利，正確な商品表示をさ

せる権利，取引条件に参画する権利，情報を得

る権利の四つの権利があると主張される。消費

者の学習を通して経済の方向を消費者主権へと

導けたらいいのではないかと，本書を総括され

る。

書評としては理論的な部分の検討にエネル

ギーを割きすぎたものになったが，江上の渾身

の研究成果の結晶であることはいうまでもな

い。今後の経済学との接点が論争を引き起こす

ことを切に希望する。
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