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文化 政策 と財政 システ ム

文化政策 と財政 システム

後 藤 和 子(埼 玉大学)

1は じめ に

2001年,我 が国 における文化 に関するは じ

めての基本法で ある文化芸術 振興基本法が制

定 され,各 地方 自治体で も文化条例や文化振

興 ビジ ョンを策定す るな ど,文 化政策に関す

る関心が,近 年急速 に広が っている.こ う し

た関心の広が りは�@ 律がで きたか らという

よ り0文 化政策 が0文 化財の保護iや芸術家へ

の公的支援 といった従来 の枠 に留ま らない広

が りを持って0教 育 ・福祉 ・医療0ま ちづ く

りな ど他の政策分野 と連携 し0新 たな産業創

出や都 市発展 に深 く関わる ものであるとい う

認識が徐 々に浸 透 して きているためである と

思 われ る.ま た,国 連やユ ネスコにおいて9

発展 とい う概 念が見直 される とともに。持続

可能性 とい う概 念 をめ ぐって も,経 済発展 を

持続 させ る物的資本の維持 を中心 としたアプ

ローチか ら,経 済 ・社 会 ・環境 ・文化 システ

ムを総合的 に捉 えて都市政策 に位置づける政

策統合の試みが ヨー ロッパを中心 として広 が

っていることは,周 知の とお りである.そ し

た0こ う した政策統合 の動 きが0公 的セク タ
ー,私 的セ クター,非 営利 セクター といった

3つ のセクター問の新たな連携の動 きを伴っ

てい ることも注 目に値す る.

これ らの動 きは,80年 代以降の情報化やグ

ローバル化,分 権化 を背景 とするものである

が,90年 代以降加速 されて きた流れで もあ り,

財政 システムあ るい は公共政 策 としてまだ十

分 に検討 されて はい ないけれ ども,大 変興味

深 い論点 を多 く含 んでい る.そ こで,本 稿で

は,公 共政策あ るい は財政 システムのあ り方

について,文 化 政策が提起 す る課 題は何 か,

3つ の側面か ら明 らか に してみたい.1つ は,

文化政策の位置づ けが変わって きた背景 にあ

るA.セ ンの提 起 した発展 とい う概 念の 変化

や,持 続可能性 をめ ぐる問題 を財政 や公共政

策 として どう受け とめ たらよいのか といった

問題 であ る.2つ めは,マ ルチ メデ ィア産業

の発展 な どにみ られる情報化 とグローバ ル化

が もた らす産業構造の変化0言 い換 えれば文

化産業の発展は0財 政や公共政策に どのよ う

な課題 を投 げか けて い るか とい う問題 で あ

る。最後 に5創 造 的都市 とい った新 たな都 市

システムにおける公 的セクター,私 的セク タ
ー ,NPOセ クター 問の コラボ レー シ ョンや

インプロビゼーシ ョン(即 興 的な連 鎖反応)

とい う従来 にはなかった専門的かつ 柔軟 なネ

ットワークの存在 を,財 政 システム として ど

のよ うに受 けとめるべ きか を考察 して,本 稿

の考察 を終 えたい.

2発 展9自 由0持 続可能性 とい う概念

の転換 と財政 システム

(1)文 化政策 とA.セ ンの発展概念

最初 に,発 展や 自由,持 続可能性 とい う概

念に対す る考 え方の変化 につ いて検 討 し,財

政システムに組み込むべ き新たな視 点 とは何

かにつ いて考えてみたい。

1991年 に発足 したユ ネス コのく文化 と発展

委員会 〉は,95年 に 「われわれの創造的多様

性」 とい う前 文のなかで,「 発展 とは,財 や

サー ビスへ のアクセスだけで な く,十 分で価

値あ る生 き方 を選択 で きることであ る」 と述

べてい る.そ して150力 国の代表が参加 して

行 われた98年 のス トックホル ムにお ける国

際セ ミナーでは,文 化 が持続可能な発展 に と

って重要であ り,文 化 政策 を発展戦略の主要

な構 成要素 とすべ きことな どを,各 国の文化
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政策 に勧告 してい るのである.こ うした文化

政策の位置づけの変化 には,95年 の レポー ト

の前文に見 られるような発展 という概念 に対

す る捉え方 の変化やそのための 自由 とい った

概念の深化があるエ).

A.セ ンは,「 自由 と経 済開発 』の なか で,

開発の基本 的な 目的 を所得 や富 の増 大に求め

るの は誤 りであ り,あ る社会 が成功 してい る

か どうかは,主 としてその構成 員が享受 して

い る個人的 自由(潜 在能力)に 基づいて判断

され なければな らない と述べ ている.セ ンの

い う自由 とは,「 本 質的 自由が なぜそれほ ど

重要であ ると考 えるかの第二 の理由 は,自 由

が 成功 と失敗 の評価 の基礎 で あ るだけで な

く,そ れが個 人の独創力 と社会 的有効性 を決

定す るのに重要 だか らである.よ り多 くの 自

由は人 々が 自らを助 け,そ して世界 に影響 を

与 える能力 を向上 させ る.そ して これ らは,

開発の プロセスに とって中心 的に重要なこ と

なのである.」z)と い うように,個 人が人生 を

選択 し独創 力 を発揮す る自由 と,社 会に参加

し影響 を及ぼす 自由 とい う2つ の側面を持つ.

そ して,「 こ こで取 りあげ られてい る自由

観 は,行 動 と決定の 自由を許す プロセ スと,

人 々が個人的 ・社 会的状況のなかで持つ実際

の機会の双方に関係す るものであることが明

らかなはずである.不 自由は,不 適切なプロ

セス(例 えば投票権,そ の他 の政治的,市 民

的権利 の侵 害),あ るいは人 々が最低限欲 し

い と思 う もの を達成 す るの に不 十分 な機 会

(早死,予 防可 能な病 気,非 自発的 な飢 えな

どを避 ける能力 といった基本 的な機会の欠如

を含む)の いず れを通 じて も起 こ りうる.」3;

として,自 由のプロセス的側 面 と機会的側面

の両方が不可欠であることを指摘す る.セ ン

に よれば,プ ロセスだけを重視 するのが自由

至上 主義(リ バ タリア ン),機 会 だけを強調

す るのが結果主義者であ る.こ の記述か らも

分か るように,セ ンの 自由には,政 治的自由

や市民的 自由 も内包されてお り,こ れ らの 自

由(潜 在能力)は,公 共政策に よって向上 さ

せ ることがで きるが,そ の一方 で公共政策の

方 向は,一 般大衆 の参加能力 の有効な活用に

よって影響 され得る という.

こうした自由の捉 え方 は,持 続可能 な発展

とい う概念 に関 して も,新 たな問題 を提 起す

る.例 えば,A.セ ン,鈴 村興太郎,池 上惇の

各氏 を招い て2002年11月5日 に大阪経 済大

学で行 われ たフォー ラムにおいては,環 境問

題において論 じられて きた持続可能性 と0人

間開発 アプ ローチ にお け るイ ンセ ンテ ィブ

(動機付 け)の 議論 を結合す る必 要性 が強調

された.フ ォー ラムのなかで,鈴 村興太郎 は,

センの理論 において は,自 由 とい う概念が複

眼的であ る点 に留意すべ きことを指摘す る.

す なわち,1つ は,我 々はルールの設計者で

あるとい う立場か ら由来す る福祉 的 自由あ る

いは行為主体的 自由であ り,も う1つ は,生

産 と配分 のメカニ ズムを設計す るルールや制

度 としての 自由で ある.前 者は,手 段 として

の自由,後 者 は 目的 としての自由 と言い換え

ることもで きる.

自由を この ように2つ の側面か ら捉 え,持

続可 能性 と自由の拡 大 とを結 びつ け るな ら

ば,現 世代 が享受 してい る自由を次世代に継

承す るとい う世代 間の問題のみならず,現 世

代の不平等 の現 れである様 々な貧困 を克服 し

て次世代 に継承す るこ とが必要だ ということ

になる.つ まり,現 世代の貧困を克服 しうる

制度やルールの存在 とともに,そ れ らを設計

しうる行為主体的 自由,換 言すればそうした

制度やルールを設計す るための選択行動や政

策 プロセスへの参加が極めて重要であるとい

うことであ る.池 上惇は,環 境問題 とは,環

境その ものが維持 され るか否かとい う側面 よ

りも,人 間が環境 を制御 しうる能力 を失って

いることこそが問題であ り,そ うした人間の

制御能力の発展 を支援 しうるコミュニテ ィや

ネッ トワークの設計が重要であると指摘する.

こうした 自由と文化政策 とはどの ような関

わ りを持つのであ ろ うか.D.ス ロスビー は,

近著 『文化 経済 学入 門 』4〕のなか で,文 化

の機 能的 定義 と して,3つ の側面 を指 摘 し

てい る.

①文化 的な活動 は,そ れ らの生産において何

らかの創造性 を含 んでいる

②文化 は,象 徴 的な意味の生産やコ ミュニケ
一シ ョンに関係す る
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③文化的な活動の生産物は,あ る種の知的財

産を含 んでいる

このような文化の定義,と りわけ⑦の創造

性や②の象徴 的な意味の生産や コミュニケー

シ ョンとい う点 に着 目す るな らば,文 化 は,

個人が本質的 自由 を享 受 し独創的に生 きる こ

とに深 く関 わるとともに,社 会における選択

行動や,コ ミュニ ケー シ ョンを通 じたルール

の設計 に影響 を与 えるもの として捉 えること

がで きる.す なわ ち,セ ンの議論は,文 化政

策が,人 間の基本的な潜在能力の獲i得とい う

面だ けでな く,政 策過程への参加や意思決定

のプロセスを通 じて社会 に影響 を及ぼす側面

において も�ﾉ め て重要 な位 置にあ ることを

示唆 しているように思われる。これ らは��

続可 能性 とい っ た概 念 を�ﾐ 会 ・経済 ・環

境 ・文化 システムの相互依存関係 において捉

え るアプ ローチ と位 置 づ ける こと もで きよ

う。実際の都市政策 においては0む しろこう

したアブR一 チが とられていることが多 いの

ではないだ ろうか。

(2)自 由 と卓越一塩野谷祐一の提起

さて�ｱ の ような 自由や文化 とい った問題

を�� 政 システムや公共政策に組み込むには

如何 なる原理が必 要か,を 次に見てい くこと

にしたい.そ の際,文 化資本 を卓越 とい う概

念で捉 え,社 会 ・経済 システムのあ り方を提

起 した塩野 谷祐一 の 「経済 と倫理一 福祉 国家

の哲学』iIを手がか りとして検討 してみたい.

塩野谷の提起 は,経 済的豊か さの実現それ 自

体を目的 としない という点 において0あ るい

は自由に対 する考 え方 において もセンと共通

する視点 を多 く含んでいる.

塩野谷は,自 由に関 して2つ の側面を指摘

する.1つ は,自 立 的個人が さまざまな社会

的実践の場 を通 じて優れ た力量を磨 き,卓 越

(PerfectionorExcellence)し た もの ごとを

達成 し,能 動的かつ理性的 に自己を変革 して

い くとい う自由であ り,2つ めは,自 立的個

人が公共的問題 の理解 と討議を通 じて,政 策

や制度 の枠組 み の変 革に直接 ・間接 に参加

し,公 共的意思決 定にコ ミットす るという自

由である.更 に,こ れ らの 自由は,単 に市場

における選択の 自由や交換の 自由,競 争の 自

由を意味す るのではな く,社 会的正義(社 会

保障)や 政治的平等(民 主主義)に 基礎づけ

られた,自 己実現へ の努力,創 造的能力の発

揮,人 格の尊厳等 を意 味 し,質 の高い学問 ・

芸術 ・文化 など 「文化 的価値」 を創造する と

位置づけ られる.福 祉 国家 を構成す る3つ の

制度的仕組 み(資 本主義 ・民 主主義 ・社会保

障)は,自 由を通ずる卓越 とい う倫理的原理

と結合するこ とによって,経 済の究極 にあ る

もの に貢献す るとされている。塩野谷 によれ

ば.経 済学 と倫理学の2つ の世界を繋 ぐ概念

が 「善」(good)で あ るが,善 とは,効 用 ・

厚生 ・福祉 ・幸 福 な どを包括 す る概 念 であ

り0そ もそ も善(good)を もた らす手段 が,

経済学でい う 「財」(goods)に 他 な らない と

いうのである.

そ して,卓 越 ない し徳の倫 理学 は文化の概

念な しには語 れない とし,文 化には,集 団の

生活様式ない しアイデ ンテ ィテ ィとい う側面

と人間の知 的活動 とい う側面 の2つ が あると

指摘す る.い ずれ の側面 において も9卓 越 に

とっては,文 化の公共財 的側面が重要 であ り,

個入 の卓越性 の最 も顕著な側 面は,社 会的活

動において秀 でた能力 を発揮 し,シ ュ ンペー

ターの言 う 「イ ノベー シ ョン」 を生み 出す こ

とで あると述べ ている。経済学 と倫理学 の2

つの世界 を結合 させ ると,資 源→社 会的基本

財(ロ ールズ)→ 潜在能力(セ ン)→ 卓越の

達成→善,と いう構図が描 け,経 済 を善へ と

高め るためには,効 率だけでな く正義や卓越

とい う価値理念が必要 だとい うことになる.

塩野谷は,社 会の持続可能性 に関 して も言

及 しているが,社 会の持続 可能性 を構成す る

もの は,個 々人の所得や効用 といったフロー

概念 だけでな く,何 らかのス トック概念であ

るべ きだ として,入 間(入 間的資本)が,経

済的(富)・ 自然的(環 境)・ 社会的(制 度)

資本 を操作 して文化資本(文 化)を 創造 し,

文化資本の世代間継承 を通 じて再 び人 間的資

本の量的 ・質的拡充が行 われる過程 を重視す

る.そ して,持 続可能性 とは,こ れ ら5つ の

資本の世代 問継承の問題であ り,如 何 に継承

され るかは,理 論が先験 的にな しうることで
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はな く,開 かれた討議の課題であると指摘す

る.つ ま り,現 世代 内での意思決定が如何 に

行 われ るかが,世 代 間継承 にとって重要なポ

イ ントとなるのである.

これ らの提起 を財政 システムに置 き換 えて

考 えれば,従 来の社会保障が想 定 して きた社

会権 ない し生存権 の保障の上で,卓 越 した生

き方 を財政が如何 に支援 しうるかといった問

題が提起 されるであろう.言 い換 えれば,社

会的公正 とい う正義の上 に,個 人が卓越性 を

追求 し独創 的な生 き方 を追求す る自由 と,公

共的な意思 決定に参加 し社会 に影響 を及 ぼす

自由 とい う,自 由の2つ の側面 をどの ように

位置づ けるか といった問題 であ る.こ れは,

財やサー ビスへの アクセスの保障や形式的な

民主主義 の問題で はな く,価 値 ある生 き方の

選択 といった,人 間の能力の開発に向けて社

会保 障を積極 的に再構 成する意味合 いを含ん

だ問題 である.社 会保障 を,人 々が良 き生 を

追求す るためのセー フテ ィーネ ットとして捉

えるか,セ ーフティーネ ッ トである と同時に

良 き生 を追求す るためのスプ リングボー ドと

して捉 えるかの違い と言 って もよいだろ う.

また,社 会権その もの も,経 済的側面か らの

みの生存権保障で は不 十分であ り,環 境権 や

余暇権,よ りよき生存へ の積極的志 向と価値

目的を内在 させた文化権 を含む よ り豊富な権

利概念へ と変遷 を遂げていることを考慮すれ

ば6/,十 分 で満足 な価値 ある生 き方の選択 と

いった能動的かつ主体 的な視点か らの財政 シ

ステムの再構成が不可欠であ ると思われる.

文化権 は,社 会権的側面 と自由権的側面の

2つ の側面 を合わせ持つ権利概 念であ る.従

来の社会保障 に加 えて,文 化権 を保障する仕

組み を組み込む ことが財政 システムない し公

共政策の新 た な課題 として求め られている と

いえるだろう.公 共政策 に関 して言 えば,文

化振興 を行 えばよい といった程度の問題では

な く,文 化政策 と福祉 ・教育 ・医療 ・環境 ・

まちづ くり ・産業 な ど他の政策分野 との連携

をよ り深 めることが求め られる.

3文 化産業の発展 と財政システム

次 に,マ ルチメデ ィア産業の発展な どにみ

られる情報化 とグローバ ル化が もたらす産業

構造の変化,言 い換 えれば文化産業の発展 は,

財政や公共政策に どの ような課題 を投げか け

ているか とい う問題 につ いて検討する.マ ル

チメデ ィア産業や コ ンテ ンツ産業 といわれ る

産業は,ア ーティス トの集積や文化イ ンフラ

ス トラクチ ャーの蓄積があ る地域で発展 して

いるのが特徴 であ り,サ ンフランシス コにお

けるマルチメディア産業の集積 を労働市場 の

視点か ら調査 した研究 によれば,こ れ らの労

働市場 を構城 す るの は,ア ーティス ト,科 学

技術 者,経 営者 な どであ る7}.

R。フロ リダは,1950年 代以降,科 学技術 や

芸術文化 な どに携 わる労働 者が増加 したこと

に着 目し,こ う した創造 的産業 を構成する労

働者をCreativeclass8}と 分類 し,次 の職種

を挙げてい る.科 学技術分野では,① コンピ

ュー ター,数 学,② 建築 ・エ ンジニア,③ 生

命,自 然科学お よび社 会科学,芸 術文化分野

では,④ 教育,訓 練,図 書館,⑤ 芸術,デ ザ

イン,エ ンターテイメ ン ト,ス ポーッ,メ デ

ィアの各専 門職種,そ してマネジメン ト分野

で は,⑥ マ ネジメ ン ト,⑦ ビジネス,財 務,

⑧法律,⑨ 保 険医,技 師,⑩ セールス ・マ ネ

ジメン トの各専 門職種 であ る,フ ロリダは,

こうした職業 に携わる人々は,1999年 におい

て3830万 人 に達 し,ア メ リカの就業者の約

30%を 占めるに至 ってい ると述べている.そ

して,こ うした創造的 な就業者が好む ライフ

ス タイルや彼 らが選択す るコミュニテ ィの特

徴 を分析 し,こ う した人 々が好んで暮 らす都

市 や地域 こそ経済パ フォーマ ンス も優れてい

るこ とを指摘 する9/.フ0リ ダの研究 は,就

業分類 に着 目して創造的産業の特徴 を把握 し

た ものだ といえる.就 業分類 に表れているよ

うに,芸 術文化 と科学技術,マ ネジメ ントが

結 びついて発展 しているのが,80年 代以降の

文化産業の際だった特徴で もある.
一方

,池 上は,デ ザイ ンを例に挙げなが ら,

芸術文化創造型産業の発展 に必要 とされる関
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連産業 と して次 の6つ の分野 を挙 げている.

第一に,デ ザ イ ンの背後に広が る美術の世界

と,そ の創造性,と くにア トリエ など,小 規

模で分散 的な創造の場 としての分散型創造活

動である.第 二 に,デ ザ インと実演芸術 など

の発展は,そ れ らと平行 して発展す る科学 ・

技術の成果 を活用 しなければ発展す るこ とが

で きない として,科 学 ・技術創造型産業 を挙

げている.第 三 には,こ れ らの産業 において

は,複 製 ・編集 の技術が重要な役割 を果 たす

として,複 製 ・編集型産業 を挙げている.第

四は,複 製 した コンテ ンツを伝達す る情報通

信 ネ ットワー ク型 産業 であ る。第五は,伝 達

の結果 を活用 した人々の学習や教育の システ

ムや,本 物の享受能力 を高め る学習 ・教育 ・

訓練型産業であ る.そ して第六は,本 物 を現

地 に訪 問す る訪 問 ・交 通 ・エ ネルギー ・環

境 ・観光型 産業 を挙 げeそ れぞれの発展 が,

文化創造投資,研 究開発投資,コ ンテ ンツ開

発投資,情 報基盤投資。教育投資0都 市基盤

投資 を必要 とす るこ とを指摘す る。そ して,

芸術文化産業 は,創 造的な芸術文化をシー ズ

として地域社 会が文化事業 を立 ち上げ�ｶ 化

開発投 資を行 うこ とによって発展するが,こ

れ らの産業 は0… 方で は0関 連産業 との関係

のなかに位置づ け られ,関 連す る多様 な投資

によってサポー トされ る側面 と,も う一方で

は,従 来型 の産業を芸術文化 の要素に よって

変革 しその質を高める側面 を持つ と述べ てい

るF。。池 上の文化産業 に関す る分析は,小 規

模で分散 的な創造活動 の場(文 化の一一次市場)

が芸術文化創造 型産業 のシー ズを育み,そ れ

らが情報技術 に よって複製 され(二 次市場),

更に享受者 によって本物が享受 され る(訪 問

型市場)と い う3層 の構造 になっている"1.

文化や芸術の創 造は,生 産→流通→消 費 と

いった一方向の流れではな く,創 造→伝 達→

享受→評価→蓄積→交流→学習→創造 といっ

たように,創 造 された ものが享受者 によって

享受 ・評価 され文化ス トックとして蓄積 され

て,新 たな創造 を生む とい う循環構造 になっ

てい るi z;.そ して,こ の循環 には,財 政に よ

って支援 されるべ き公共財 的な側面 と市場に

よって担 われる私的財的側面がある.言 い換

えれ ば,公 共政策が支援す べ き側面 と産業化

される側面である.公 共財的な側面 は,文 化

や芸術が持つ外部性あ るいは,経 済的価値に

還元 しきれない文化的価値 を持つ か らだ と根

拠づ けることがで きるユ3」.舞台芸術 を産業 と

して分析 し,芸 術文化の外部性 につ いて,最

初に指摘 したのは,ボ ウモル=ボ ウエ ンの研

究である―4/。それによれば,芸 術文化の外部

性 とは,⑦ 国家に付与す る威信,② 文化活動

の広 が りが周 辺 の ビジネス に与 え るメ リ ッ

ト,③ 将来世代へ の遺贈,④ コ ミュニティへ

の教育 的価値,と いうこ とになる。② は直接

的な経済 的価値 を生 む外部性であ り,⑦ ③④

は,直 接 的に経済的価値 を生む というよ りも,

それ とは別の文化 的価値 を持つ と位置づ ける

ことがで きるが0そ うした文化的価値は,経

済的価値 の創出 にとって も重要であ るとい う

のが最近の研究 における論点 である.創 造的

な労働者が好んで暮 らす のは前衛的 な文化や

文化 インフラス トラクチ ャーが充実 した地域

や都市であ り,そ うした地域 こそ経済パ フォ
ーマ ンス も優れている とい うのが フロリダの

指摘で もある。

80年 代以降の文化 産業 は,芸 術文化が情報

技術 と結びつ くと同時 に0そ うした産業が小

企業群の集積 として形成 されていることも特

徴で�ｻ うした小企業 は企業内部 の資源だけ

でな く,外 部経済 としての地域 の環境や条件

に依存 して発展す る傾向があ る。ニュー ヨー

クのシ リコンア レーにコ ンテ ンツ産業が集積

した要 因を分析 した研 究 によれば,ソ ーシャ

ル ・アメニテ ィ,安 価 なスペース,ア ーテ ィ

ス トの集積,関 連教育機関の存在等 が重要 な

要素 になってい るとい う'51.

さて,こ う した80年 代以 降の創造 的産業

や文化産業の発展 と,そ の構造 を踏 まえるな

らば,財 政 システムや公共政策 には どのよう

な課 題が提起 されるで あろうか.第 一は,財

政における文化 支出の意義 を捉 え直 すこ とで

ある.文 化支出は,文 化や芸術 に対 する財政

支出 といった一面 を持つが,も う一方で,創

造的産業の シーズ を育 み,創 造的産業が育つ

ため の都市基盤(イ ンフラス トラ クチ ャー)

を整備 し,既 存の産業 を高度化す るもの とし
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て捉 える ことがで きる.第 二 には,文 化的活

動の循環構 造に着 目し,財 政 システムにおい

ても,地 域 的資金循環あるいは地域 内再投 資

とい う視点 を持 ったシステムを考えることで

ある.サ ンフランシスコのヤーバブエナセ ン

ターの コミュニテ ィ開発 を詳細 に研 究 した清

水の研究16:に よれば,こ の地域 のコミュニテ

ィ開発が,文 化NPOや ギ ャラリー,低 所 得

者向け住宅,店 舗,コ ンベ ンシ ョンセ ンター

やホテルな ど複合的 な機 能を持つ ものとして

開発 され てい る.文 化NPOな どへ は公 的支

援が行われる と同時 に,ア ーティス トは地域

の福祉 や教育 と連携 しボ ランタ リーなサー ビ

ス を提供 してい る.ま た,文 化NPOや 実験

的 なギ ャラ リーか ら文化 産業 と して成功する

ものが育 てば,そ れが集客力 を持ちコ ンベ ン

シ ョンセ ンターや ホテルの集客 を増やす こと

になる.サ ンフランシス コ市は,ホ テル税 で

それ らの外部性 を吸収 し,福 祉や教育 を支援

す ると同時 に文化NPOな どへ再投 資 してい

るとい うことであ る.こ れは,循 環的な財政

システムをうま く機能 させ てい る事例 として

注 目に値す る.

池上の3層 構 造 を援用すれば,実 験的で創

造的な場で あ る文化NPOや 小 さなギ ャラ リ
ー(文 化の一次市場)→ 商業的に成立する文

化産業(文 化の二次市場)→ ホテルや コンベ

ンシ ョンセ ンターな ど集客 による訪問型市場

の うち,一 次市場 を公的に支援 し,二 次市場

や訪 問型市場で文化の外部効果 を吸収 し,一

次市場 に再投 資す るとともに,享 受者の享受

能力 に関 わる教育や福祉 に も投 資す るとい う

地域 的資金循環 として捉 えるこ とがで きる.

前節 で,自 由 に関わる概念 を検討 したが,そ

の際,社 会的公正の上で,十 分 で満足な価値

ある生 き方 を選択 する といった 自由の2つ の

側面 を,財 政が どの ように支援 しうるかとい

った課題 を提起 した.サ ンフラ ンシスコの事

例 は,文 化 産業の持つ外部性 をホテル税 など

で吸収 し,社 会的公正(教 育や福祉)と 価値

ある生 き方の選択(NPOが 担 う実験 的な芸

術文化活動)を 財政 システムに組み込んだ事

例 として見 るこ ともで きる.

最後に,日 本 における最近 の産業政策の1

つの傾向について付言 してお きたい.日 本に

おいて は,こ の数年,産 業政策 としてのクラ

スター(葡 萄 の房の ような集積)'r,と いう概

念が俄 に注 目を集め ている0文 部科学省 は,

大学 における科学技術の研究を シーズ とした

知的 クラス ター政策 を予算化 し,経 済産業省

は,産 業 クラスターの構想 を打ち出 している.

しか し,い ずれ にも欠けているのが,文 化的

な要素へ の着 目や,ク ラス ター とい う概念 自

体が,政 府が予算 を組 んでパ イロッ ト事業 を

大がか りで行 うとい った トップ ・ダウ ン型 の

構想 とは正反対の構想である とい う認識の よ

うに思われる.フ ロリダの就業者分類や池上

の芸術文化創造型産業 の分類 によれば,文 化

産業はそれだけで閉 じた狭 い範囲の問題では

な く科 学技術 や 情報技 術 とも融合 しうるこ

と,ク ラス ター とい う概念 自体が,小 規模 で

創造的な場が数多 く集積 しシナ ジー効果を発

揮する仕組み を想定 していることを,も っ と

考慮すべ きであろう.

4公 的 セ ク タ ー ・私 的 セ ク タ ー ・

NPOセ ク ター間の 協働 とインプ ロビ

ゼーション

最後 に,創 造的都市 といった新 たな都市 シ

ステムにおける公的セク ター,私 的セ クター,

NPOセ ク ター問の コラボ レー シ ョンやイ ン

プロビゼー シ ョン(即 興的 な連鎖反応)と い

う従来 にはなかった専門的かつ柔軟なネ ット

ワークの存在 を,財 政 システム として どの よ

うに受 けとめるべ きか について考察する.創

造的都市 とい う概念 は,1990年 代 になって,

ヨーロッパ を中心 とした都 市政策 に大 きな影

響力 を持ちは じめた概念である.製 造業の跡

地である工場 や倉庫 を文化産業のインキュベ

ーシ ョン(艀 卵)施 設 として再利用 し都市を

再生する とい う試 みは,80年 代以降 ヨー ロッ

パ各地では じめ られてい るが,創 造的都市 と

い う概念で研究が行われる ようになったのは

90年 代以降であろ う.

ピ ー タ ー ・ホ ー ル に よ れ ば,ク リ エ イ テ ィ

ヴ ・ミリ ュ ー(創 造 的環 境)と い うア ィ デ ィ ァ

は1978年 に ス ウ ェ ー デ ンの 研 究 者(T�nqvist)
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が使 ったのが嗜i矢とされる.そ の後,フ ラ ン

スの地理学者が イノベ イテ ィヴ ・ミリュー と

い う概念 を同 じような意味で使 っている.そ

して,イ ギ リスと ドイッの各5都 市 を比較研

究 した成果 として発表 されたのが,R.エ バー

トらの 「創造的都 市に とって の文化 インフラ

ス トラクチ ャーと文化的活動 の重要性」 とい

う国際文化 経済学 会 にお ける報 告であ る凶.

エバー トらは,分 権化の流 れのなかで,ヨ ー

ロッパの各都市 は,都 市の成長 に自分で責任

を持 たなければな らな くなった とし,J.ジ ェ

イコブズの都市発展 における輸入代替(今 ま

で輸入 していた製 品を自前で作 るこ とによっ

て産業 を多様化 させる)や イ ンプロビゼーシ

ョン(即 興 的な連鎖反応)あ るいはイノベー

ションな どの概念 に着 目し,創 造的 なネッ ト

ワークの重要性 に言及す る.創 造 的問題解 決

に とって重要 なのは,人 や グル ープの特性

(責任感,独 立性,リ ス クを取 る)や 創造 的

技術(ブ レイ ン ・ス トー ミング,競 争ﾘ対 ウ),

環境(情 報や コミュニケー ションのシステム,

文化 的 ・芸術 的多様性a教 育 システムe刺 激

的な環境e社 会的安全 な ど)で あ り,こ れ ら

は0情 報の収集,イ ンキュベー ション,問 題

解決への試行,挫 折,リ ラクゼーシ ョン,イ

ンス ピレー シ ョン�] 価0と い う7つ の創造

的段 階に影響 を与 える。

イ ンプロビゼー ションや イノベーシ ョンを

引 き起 こす創造的なプロジェク トや活動のた

めには,施 設,制 度,科 学,芸 術,教 育,情

報 とコミュニケー ションの流れな どのハー ド

な要素 とともに,地 域 の伝統や イメージなど

ソフ トな要 素が 影響 を与 え る意思 決定 の過

程,外 生的 ・内生的危機 に反応する こと,新

しいプロジェク トを発展 させ る空 きスペース

があるか どうかが重要 であると指摘す る.結

論 として,創 造的都 市においては,人 々が オ
ーケス トラ というよ りジ ャム ・セ ッションの

ように振 る舞 うインプロ ビゼ ーシ ョンの過程

や ジャム ・セ ッシ ョン的なネ ッ トワークが重

要である と述べてい る.ま た,異 なる分野 に

属す る人々のネッ トワー クが アイデ ィアを発

展 させある種 の社会(関 係)資 本 として機能

す ること,こ う したネ ッ トワークが公的支援

を引 き出 しなが ら連鎖 反応 を引 き起 こす こ と

も指摘 している.

Cラ ン ドリーは,上 記のエバー トらの研究

グループに も所属す る とともに,2000年 には

『創造 的都 市』'g}と い う本 を出版 し,創 造的

都市 とい うアイデ ィア を 「共有知」 として各

都市 に定着 させた.ア メリカのR.フ ロリダが

CreativeClassと い う高学歴で専門的な職種

に着 目して都市発展の原動力 を分析 したの に

対 して,ラ ン ドリーの場合 は,社 会的排除の

問題 を丁寧に扱 ってい る。社会的排 除の対象

とな りやすい人々が,社 会への参加 を通 じて

潜在能力 を発展 させ る とともに雇用 を創 出す

るこ と,ド イツのエ ムシャー ・パー クの よう

に工 業 の負 の遺産 と しか見 え ない地域 資源

に�ｶ 化的な要素 を付加 しなが らプ ラスの要

素に変 えてい くな ど,ど この都市で も実践 で

きる政策的なツー ルを豊富 に提供する。

創造 的都市 が提起 す るのは,プ ロジ ェク

ト・ベースでの事業や即興 的な連鎖 反応 を引

き起 こす ような創造的 なネ ッ トワー クと,そ

れ らを支 える公 的な支援 とい う課題であ る。

こうした ネ ットワークは0イ ンプロビゼー シ

ョンの過程で,個 人の価値ある人生の選択 と�

社会への参加 とい う2つ の側面か ら人 々の潜

在能力 を高 める ことにな る.NPOセ クター

か ら発 せ られ た社 会 的 に重要 な課題 につ い

て,公 的セ ク ターである地方 自治体や私 的セ

クターであ る地元企業 な どが,如 何 に連携 し

てい くこ とが で きるか とい う問題 で もあ る.

こうした専門的で柔軟性のあるネッ トワークと

いった考え方や,プ ロジェク ト・ベースの仕事

や事業な どの考え方は,従 来の垂直的で官僚的

かつ縦割 りで増分主義的な予算システムや公共

政策 と齪齢をきたすことは明らかであろう.そ

うい う意味で,分 権化を前提 として,専 門性を

持ちつつ総合的かつ柔軟 に対応できる行財政 シ

ステムが求められている といえる.

5お わ りに

以上,文 化政策 とい う視 点か ら,財 政 シス

テムや公共政策 に投 げかけ られてい る課題は

何か につ いて議論 して きた.1つ は,発 展概
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念の転換 と自由 といった問題であ り,文 化権

の社会権 的側 面 と同時 に,自 由権的側面,個

人が卓越 した生 き方 を追求する とともに公共

的な意思決定 に影響 を及ぼす 自由を支援 しう

る財政 システム とは どの ような ものか,と い

う課題 であ る.2つ めは,80年 代以降の文化

産業の発展過程 にみ られ るように,文 化が他

の産業 と結 合 して広 く産 業化 され る と同時

に,新 産業創 出の基盤 となった り,他 の産業

を高度化す る側面 を持つ とい うように,文 化

には,公 共財 的な側面があ り,そ こに もっと

着 目すべ きこ とを述べた.そ して,文 化創 造

プロセスの循環構造 を踏 まえるならば,財 政

システム も地域的再投資 をともなう循環構 造

と して捉 える ことが で きる ことを指摘 した.

3つ めは,創 造的都市の発展過程で重要 な概

念 として取 りあげ られ るようになったイノベ
ー ションや イ ンプロビゼー ション,あ るいは

そ う した連 鎖反 応 を引 き起 こす 公的セ ク タ
ー ・私的セ ク ター ・NPOセ ク ター問の相 互

作用 を ともな う専 門的で柔軟 なネッ トワー ク

とそれ らを支 える財政 システムのあ り方 につ

いて問題提 起 を行 った.こ れ らは,文 化政策

か らアプローチ した財政 システムや公共政策

へ の問題提 起で はあ るが ,他 の都市政策分野

か らのアブmチ と合 わせ て総合的に検討 さ

れるべ きであ る,と い う課題 を提起 して本稿

の考察 を終 えたい.
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