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文化経済学会の動向―一国際学会と国内学会

学会動向

文化経済学会の動向―国際学会 と国内学会

後 藤 和 子 (埼玉大学経済学部 ・経 済科学研 究科教授,ACEI理 事,

文化経済学会 〈日本〉副会長,同 学会誌編集長)

1、 は じめに一 文化 経済学会 とはどのよ うな

学会 か

学会 とは,個 人 としての研 究者が 自由に各

自の研 究を発表 し,切 磋琢磨 し合 う場である

か ら,研 究 の トレン ドということで,多 くの

研究 を一定 の流 れ に包括 す るこ とは難 しく,

またすべ きでは ない ような気 もする。むしろ,

トレンドか らはず れ誰 も省み ない ような研究

の中に,新 しい研究 のシーズが潜 んでいるか

もしれないか らである。 また,文 化経済学会

〈日本〉 の場 合 には,シ ンポジウムの内容等

も,開 催校 や開催地 で決 める場合が多 く,必

ず しも学会全体 の関心 を代表 している訳で も

ない。

しか し,翻 って,学 会動向 を読む側の立場

に立つ と,そ の学 問領域 における研 究動向や,

最先端の動 向を知 りたい と思 うだろ う。そ う

した関心 に どこまで応 え られ るか分か らない

が,筆 者 な りに,1992年 以来関わってきた印

象 も含めて,若 干 の考察 を加 えなが ら,研 究

動向 をお伝 えで きれば と思 う。

文化経済学 会 〈日本〉が創設 されたの は,

1992年 である。国際学会(ACEI)は,1970

年代 に創 設 されているので,少 し遅れてのス

ター トであ る。筆者 は,2006年IO月 以降,

ACEIの 理事 を務めて いるが,こ ち らは殆 ど

の会員のバ ック ・グ ラウ ン ドが経済学 と社会

学 であるのに対 し,日 本 の学会は,創 設当時

か ら,経 済学 ばか りで な く,法 学,行 政学,

社会学,美 学,芸 術学,教 育学,建 築 ・都市

計画等,多 様 な分 野の研究者 と,ア ーテ ィス

トや芸術 関係 の様 々な職種,政 府 の政策担 当

者,自 治体 の行 政担 当者等,実 務の立場か ら

関わってお られる方々 も多数参加 している こ

とが特徴 である。

現在の会員数 は約670人 であ り,学 会創設

20周 年 を迎 える2012年 には,ACEIを 日本で

開催 したい 旨,提 案 をしているところである。

この 間,文 化政策や アーツ ・マネ ジメ ン ト,

ミュージアム ・マ ネジメン ト,音 楽マ ネジメ

ント等,多 くの隣接学会が立 ち上が っている

ことか らも,文 化 をめ ぐる政 策やマ ネジメ ン

トへ の関心が高 まってい ることが分か る。

2、 学会の学際性一一理論 と現実の往復

文 化経済学会 〈日本〉が,創 立 当初 か ら,

多様 なバ ック ・グラウン ドを持つ会員か ら構

成 されているのは,単 な る偶然 ではな く,理

由がある ように思 われる。第一 に,文 化経済

学 とい う領 域が,「 文化」 と 「経済」 とい う

2つ のデ ィシプリ ンか ら構城 され,そ の相互

作用 を解 明す るため には,「 文化」 を研 究 し

てい る人文系 隣接領域 か ら学 ぶ必要が あるこ

とである。 第二 は,文 化経済学 の研 究対象 の

1つ である文化政策は,経 済学以外 の多 くの

社会科学系 の研究者 も行っているため,そ う

した人たち と対話 しなが ら研 究す る必要が あ

るか らである。 また,近 年,劇 場や美術館 と

いった文化 イ ンス テ ィテ ユー トばか りで な

く,ク リエイティブ ・シテ ィ等都市論 に も関

心が高 まっているが,そ うなる と,都 市論 に

関わ りのあ る様 々な領域,建 築や都市 計画,

環境 経済学 や経済地理学等 とのコラボ レーシ

ョンも必須 である。第三 には,新 しい領域 で

あるため,現 場か ら学ぶ ことが多い こ とが挙

げられ る。現代文化経済学の古典 に位置づ け

られ るボ ウモル=ボ ウエ ンの研 究 に して も,

そもそ も芸術文化 に対 して政府 は支援 を行 う

べ きか どうか,行 うとすればその理論 的根拠

は何 か とい う現実的 な問いか ら始 ま り,100

年以上 に も亘 る膨大 な劇場 の会計 デー タや,

観客 調査 に基づ き,理 論 と現 実を往復 しなが
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ら思 考 した成 果 で あ る。 そ の研 究 成 果 は,

NEA(全 米芸術 基金)創 設 とい う現実 の政

策に結実 した。

こうした人文系や社会科学系,建 築 ・都市

計 画等 との対話 を通 して,あ るいは政策の根

拠 やその適用 をめ ぐって現場 の方 々か ら多 く

を学びつつ,理 論的に も発展途上 にあるのが

文化経済学 であ る。勿論,既 存の経済学の理

論 を文化 の問題 に適用 すれば,経 済学の理論

だけで事足 りるとい う立場 の人 もいない訳で

はない。 そ ういう立場 に立 てば,隣 接領域 と

の対話 も必要 ない し,現 場の 人たち と政策の

理論的根拠 や適用性 をめ ぐって,議 論を繰 り

広 げる必要 もないか もしれない。

しか し,多 くの研 究は,現 実 と理論 を往復

す るため,研 究対象である現実 に関わる,他

の研 究領域 か らの問題提起 を避 けて通るこ と

がで きないので はないだろ うか。例えば,建

築 ・都市計画研究者か らは,何 故,日 本 にお

い ては経 済学者 が 関わ ってい る にも拘 わ ら

ず,景 観が よくな らないのか。何故,経 済学

者は景観の文化的価値 を評価 し,そ の価値 を

織 り込んだ制度設計や,イ ンセ ンティブの設

計がで きないのか とい う鋭 い問いが寄せ られ

る。言い換 えれば,費 用 ・便益分析 やヘ ドニ

ック ・アプローチ,あ るいはCVMの 限界 を

乗 り越 え,あ るい は,法(規 制),補 助金,

税 制 とい う公共政策のツールを適切に組み合

わせ,景 観 を よくす るイ ンセ ンティブを埋め

込んだ制度設計 をす るのは,経 済学 を初め と

す る社会科学の課題であろ うという問題提起

である。

あ るいは,文 化人類学研究者か らは,文 化

人類学 では,「 文化」 とい う概 念 自体 が もう

使 えないの ではないか とい う疑義 さえ出てい

る。何故 な ら,近 年,文 化 の違 いを理由に移

民 を排斥す る動 きなどもあるか らである。文

化 が排斥 の道具 と して使 われている現実 をみ

ると,「 文化 」 とい う概念 その ものが問われ

てい るように思 われ るが,経 済学では どの よ

うに考 えるのか という問い もある。

はたまた,文 化支援 をめ ぐって は,芸 術や

文化 を支援す るこ とは よいこ とだ と暗黙 に前

提 している文化経済学 は,パ ター ナリズムで

はないのか。芸術支援 そのものが,ハ イカル

チ ャー を前 提 と して 開始 されてい るのだか

ら,芸 術支援 の中味やその文化的 ・美学的価

値 を不問に付 した まま議論する経済学の態度

は,間 違 っているのではないか。芸術 支援が

アーテ ィス トを怠惰 に し,ア ー トの質 を下 げ

る とい う逆説 もあるのではないか等の,鋭 い

批判が,社 会学か ら寄せ られ ることもある。

これ らは,架 空 の空論 ではな く,全 て現実

の対話の再現 である。結果 として,経 済学 の

理論その ものの再考 と,文 化経済学独 自の思

考や理論が模索 される こととなる。

3.今 年の学会大会 と研 究の トレン ド

さて,今 年度 は,2年 に1度 の国際文化経

済学会 と,毎 年 の国内学会の両方が開催 され

た。前者 は6月 にボス トンで開催 され,後 者

は7月 に札 幌(北 大)で 開催 され た。更 に,

8月 には,イ ス タンブールで国際文化政策学

会(ICCPR)が 開催 され,筆 者は,韓 国文

化省 ・文化研究院が企画 した 「アジァの文化

政策 二創造 的産業 を中心 として」のパネ リス

トとして参加 した。

国際的に も,国 内的 に も,創 造的産業(日

本では コンテ ンッ産業)に 対する関心が,現

実の政策の面 で も,研 究 の面で も高 まってい

る。コンテ ンツ産業は,文 化 的コンテンツを,

多様なメデ ィァを通 じて流通 させ る産業,創

造的産業 は,非 営利的で創造的な活動 と,営

利的で単 調な労働 の契約 による結合であるか

ら,文 化 と経済 を問題 にす る文化経済学 に と

っては,ま さにぴった りのテーマ ともいえる。

しか し,情 報技術 の発展が文化産業 に与える

イ ンパク トというのは,レ コー ドや ラジオの

発明が音楽配信 を変化 させた ように,昔 か ら

あった話 ではないのか という議論 もあ り,近

年のデジ タリゼー シ ョンのみを特別視するこ

とに対す る疑問の声 もある。

創 造的産業 を分析す る上で,法 と経済の研

究 を基礎 とした,著 作権 と市場 に関す る研究

は,日 本 の学会 で は殆 ど行 われてい ないが,

重要なテーマの1つ であ り,今 後の発展が望

まれる。前 国際学会会長 のRuthTowseは,
一貫 して,著 作権が芸術市場に与 えるイ ンパ
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ク トや,イ ンセ ンテ ィブ としての著作権研究

の重要性 を主張 して きた。

財政学 との関わ りで言えば,日 本 の学会で

は,殆 どが補助金 に関す る研 究であったが,

ここ数年,筆 者 が税制研究の重 要性 を指摘 し,

文化庁の海外調査 を踏 まえて共 同研究の成果

を発表 した。国際学会 では,こ の分野の研 究

をリー ドして きたM.シ ュス ター教授 の逝去

を悼 み,1983年 の 著 書Pαtronsdespite

themselves'Tαxpα ツersαndartspolicツ の共

著者 を招 いてシ ンポジウムが行 われた。

国際学会では,文 化 的価値 を経済的価 値 と

は独立 した もの として扱 うという議論が定着

して きた といえるだろ う。今年は,M.フ ッタ
ー とB .S.フ ライが,絵 画の文化的価値 と経済

的価 値の長期 に渡 る相関 関係 の分析 を行 い,

経済的価値は必 ず しも文化的価値をただちに

反映 しない ことを示 した。 また,文 化資本 も

大 きなテーマであ る。A.ク ラマーは,文 化資

本(人 々 をインスパイアーす るもの としての

文化 資本)の 測 定に挑戦 していた し,イ タリ

ア人研究者 とD.ス ロス ビーは,都 市発展の理

論が相変わ らず古いままであることを批判

し,文 化資本の維持可能性を考慮に入れた理

論によって都市発展を説明しようと試みた。

『創造 的階級 の台頭』 に よって,世 界 中の

注 目を集 めたフロリダの研究 に関しては,国

際文化経済学会で も,国 際文化政策学会で も,

その批判 的吟味 を通 じて,都 市発展 における

文化 の役割 を説得的に展 開す る理論 を模索 中

とい う印象である。

さて,日 本の文化経 済学会であるが,シ ン

ポジウムのテーマは,「 地域の繁盛は文化か ら
～文化 と地域の持続 的経営 を求めて」 であ り,

相変 わ らず,ま ちづ くり的 なテーマが多 い。

しか し,統 計学 による文化芸術 産業の分析や,

芸術家の地域分布,所 得水準の分析等 もあ り,

文化税制,コ ンテ ンツ産業等が,新 し く台頭

して きたテーマであろうか。(英 文)ペ ーパ ー

数や発表数 で業績 を評価 され る風潮 が,大 き

な問いや開かれた意味ある問 いよ り,個 別 の

ケース ・ス タデ ィ的研究 を増や している とい

う傾向は,世 界共通の ものなのだろ うか。
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