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報告者：佐々木雅幸氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科教授）

司　会：施學昌氏（東アジア経済・産業研究班主幹、総合情報学部教授）

日　時：平成24年10月 3 日（水）15：30～17：00

会　場：児島惟謙館 2階第 2会議室

施氏　長らくお待たせいたしました。若干遅れましたが、これより関西大学経済・政治研究所

平成24年度第 3回公開セミナーを始めたいと思います。

　司会役は私、東アジア経済・産業研究班主幹、施學昌が努めさせていただきます。

　本日は大阪市立大学大学院創造都市研究科の佐々木雅幸先生に「東アジアの創造経済と創造

都市」をテーマに御講演いただきます。これに先立ちまして、佐々木先生を御紹介させていた

だきたいと存じます。

　皆様のお手元の資料、佐々木先生のプロフィールにございますように、佐々木先生は1949年

愛知県名古屋市でお生まれになりまして、京都大学の大学院を出られました後、大阪経済法科

大学経済学部の専任講師、金沢大学経済学部助教授・教授、ボローニャ大学客員研究員、立命

館大学政策科学部教授を経て、2003年より大阪市立大学大学院創造都市研究科教授、2007年よ

り大阪市立大学都市研究プラザ所長を務めておられます。

　また学会活動におきましては、2008年から2010年まで文化経済学会＜日本＞の会長を務めて

おられましたほか、現在、日本地域経済学会、日本経済政策学会の理事など、多くの要職につ

いておられます。科学技術、医学、社会科学分野の世界最多の出版社であるエルゼビアから刊

行されるCity, Culture and Society （シティー・カルチャー・アンド・ソサエティー）の編集

長も務めておられます。

　長年にわたり築き上げられました実績が社会的にも学術的にも大変高く評価されまして、先

生は1999年に金沢市文化活動賞、それから2003年に日本都市学会賞（奥井記念賞）を受賞して

おられます。

関西大学経済・政治研究所

平成24年度第 3回公開セミナー

東アジア経済・産業研究班

東アジアの創造経済と創造都市
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　主要著書としましては、『現代北陸地域経済論』や『都市と農村の内発的発展』、『創造都市

の経済学』、『創造都市への挑戦』などがございます。これらのうち、2001年岩波書店より発刊

されました『創造都市への挑戦』は、先ほど御紹介させていただきました日本都市学会賞の受

賞著作でございます。

　今年 5月にこの受賞著作をベースに、それ以降、今日までの約10年間の時代変化や広がりを

加筆されて、岩波現代文庫版として新たに上梓いたしました。私の手元に 2冊のこの書籍がご

ざいますので、御回覧という形で皆様に見ていただこうと思います。

　これから佐々木先生に御専門の創造都市の課題について、今後、東アジアの成長・発展のた

めに目指すべき方向を中心にお話をしていただきます。その後、約10分間の時間を利用して皆

様からの御質問や御意見等を承りたいと思います。それでは佐々木先生、よろしくお願いします。

佐々木氏　皆さん、こんにちは。座って話をさせてもらいます。

　ただ今御紹介いただきました佐々木です。実は私、関西大学文学研究科で「都市の風土学」

という科目があって、そこでも時々教えてますので、今日はそちらにお見えの方もおられます。

　東アジアの創造経済と創造都市ということで、最近私が考えていることについて少しお話を

させていただきます。実はこのテーマを決めた後、非常に今、難しい領土問題が出てきたので、

それを後で質問されても僕は困るのですが、最初に 9月28日付の朝日新聞に作家の村上春樹さ

んが書かれていますね。これを読んだことのある人は手を挙げてくれませんか。ありがとうご

ざいます。

　我々、同世代なんですね、村上春樹さんと。今の若い人はちょっと読まないかもしれません

が、たくさんの小説を書いてます。実は、この方は非常に国際的に有名で、多分ノーベル文学

賞をもらうはずなんですね、もうじき。案外、今年かもしれません。その彼が今の非常に危う

い状況をうまく言ってまして、安物の政治家が領土問題という難しい問題を、安酒を飲んで酔

っぱらってしゃべってるようで、声だけ大きくて中身がない、そんなことでは困るということで。

　後で私も申しますが、実は第二次大戦後、日中韓の間は非常にたくさんの問題があったのを、

何とかこれをいい方向へ持っていこうということで、たくさんの人たちが努力をしてきまし

た。それで東アジア文化圏という共通の考え方といいますか、そういったものが最近やっと広

がってきたんです。それを快く思わない人たちがどうもこの問題を利用してるんではないかと

いうふうに私も思っています。それがアメリカなのかロシアなのかわかりませんよ。ですけど、

間違いなく誰かが裏で仕組んでいるんですね。後で、またこの話に触れます。

　今日の本題は、創造経済とか創造都市という話を先にさせていただきます。今お手元に回っ

ておりますこの本、これは今年の 5月に岩波書店から出ました現代文庫版という小さい本で

す。『創造都市への挑戦』が約10年間ずっと普及し続けたということで現代文庫に入れてもら

うことになりました。
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　私が言っている創造都市というのは、市長 1人が騒いでるような今の大阪、これは創造都市

とは言わないですね。市民一人一人がクリエイティブに生きている、あるいはクリエイティブ

な仕事をしているという状態の都市です。学者的に言いますと長い定義になるので、これは後

で振り返ってもらえれば結構かと思います。

　この創造都市という考え方は、今、都市のビジョンを考える市長さん、あるいは政策担当者、

またあるいはこれから勉強するような若い人たち、それから芸術家とか文化にかかわる人たち

に、大変関心を持って受けとめられています。それには、幾つかきっかけがあったのでそこか

らお話します。

　一番大きいのが1985年の「欧州文化首都」事業の開始です。今一番財政状態が悪いギリシャ

という国がありますが、ギリシャの文化大臣で、メリナ・メルクーリという映画女優から大臣

になった人がいました。その人が提唱したと言われてますが、1985年以降、毎年一つの都市を

選んでヨーロッパの文化の中心として様々な文化事業をやろうということがずっと広がってお

ります。文化というのは人の心を豊かにするとか、あるいは大災害に遭った人たちを勇気づけ

るとか、主に心の問題だと受けとめてこられたわけですけど、実は経済を元気にし、都市を活

性化することができるということが分かってきたんですね。それがヨーロッパの実験で明らか

になってきました。その後、イギリス政府が、後で申しますが、「創造産業」という形で文化

産業を振興するようになりました。それから「創造階級─クリエイティブ・クラス」という

言葉も出てきたりしております。

　ちょうど2000年に本を出版して、この議論を広めた 1人がチャールズ・ランドリー（Charles 

Landry）さんという方です。私より一つ年上なんですけど、本人はよく日本に来て、私は洗

濯屋ではないと言うんですね。洗濯屋はラウンドリー（ laundry）です。英語の勉強じゃない

けど、ランドリーとラウンドリーってUが入るか入らないかで違うんですね。あなた（You）

がいると違ってくるんでしょうか。英語のUですね。それで彼は都市を元気にするためには「創

造の場─クリエイティブ・ミリュー」という言葉を使ったんですが、というのがあちこちに

あるというのがいいよと言っています。流行の言葉でいきますと、セレンディピティーという

言葉がありますけど、思いがけない発想が生まれるような場というふうに言ってもいいかもし

れません。

　この考え方をある国のトップリーダーが国の政策の中に応用したんですね。トニー・ブレア

です。イギリスの首相になった人で、彼がいたのでこの前終わったロンドンオリンピックが実

現したと言われています。オリンピックの候補地を決める最終予選に残ったのがロンドンとパ

リだったわけですね。普通に考えるとパリの方が文化的でおしゃれな町で、日本人も買い物に

行きたいなと思っているわけですけど、その決戦のときにトニー・ブレア本人が登場して、ロ

ンドンはクリエイティブだと、そういう場所こそオリンピックをやるのに相応しいという形で
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メッセージを述べた。これが非常に効いたわけですね。

　今オリンピックがどんなふうになってるかというと、例えば開会式とか閉会式はアートなん

ですね。イギリスを代表するスーパースターが出てきて、そして、その様々な大道芸みたいな

ものがずっと繰り広げられますね。オリンピックがスポーツの祭典だというのはもう過去の話

で、今のオリンピックはアートとスポーツの両方が入ったものになっています。それはまさに

イギリスのロンドンがやってきたクリエイティブ・ロンドンという事業があるのですが、それ

に適っていたわけですね。イギリス政府がクリエイティブ産業を国策として応援したという背

景があります。

　では、クリエイティブ産業とは何かというと、学者風に定義しますと、「個人の創造性、ス

キル、才能を源泉として、知的財産権によって保護されて、富と雇用を創造するという産業」

です。具体的にはイギリスが得意とするのは音楽産業ですね、ビートルズを出した国ですから。

音楽はもう産業で、失業中の若いアーティストでもうまくしたら大富豪になれるような、そう

いう産業です。それから舞台芸術やデザイン。最近、イギリスでもデザイナーズブロックとい

うものが出てきて、衰退地域で盛んにまちづくりの活動をしていますけれども、そういった産

業群というのがだんだん大きくなってきました。特に今言いましたロンドンでは、クリエイテ

ィブ・ロンドンという活動を市長が中心になって進めたということがありまして、芸術で都市

を再生するということがヨーロッパに広がっていきます。

　アメリカに行きますと、フロリダ（Florida）という、これは地名じゃなくて人の名前です。

フロリダは地名でもありますね。ですけど、この人はリチャードさんというフロリダさんです。

このリチャード・フロリダ（Richard Florida）が2002年、ランドリーは2000年ですから、 2

年遅れて「クリエイティブ・クラスの勃興」　The Rise of the Creative Classという本を出し

ました。私が創造都市の本を書いたのが、実はこれより前なんですね。『創造都市への挑戦』

は2001年に発行して、その前にもう 1冊『創造都市の経済学』を1997年に出版しているので、

私とフロリダとランドリーは、私も英語で書いてれば世界で多分 3人になったんですけれど

も。ちょうどその時代の変わるときに創造的な議論が出てきた。実はこの人が一番メディアに

受けたんですね。というのは、彼はおもしろい仮説を言ったからです。

　まず客観的なデータでちょっとお話をしますと、これは過去100年間のアメリカの職業の推

移です。長期的に下がってきているのが農業就業者数です。停滞しているのが製造業です。農

業は絶対的に減少しています。20世紀は製造業の時代であるけれども、大体頭打ちになる。そ

れに対して、サービス業というのは1965年ぐらいに製造業を追い抜きます。

　サービス業というのは実は幅が広すぎるので、最近はサービス業の中で最もクリエイティブ

な仕事というのものをクリエイティブ・クラスと分類して見ますと、21世紀に向けて急上昇し

ています。中でも最もクリエイティブなものをスーパー・クリエイティブ・コアと呼んだわけ
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です。これはどういう職種かというと、次の 2種類なんですね。自然科学や工学、それから社

会科学やデザイン、エンターテイメント、スポーツ、メディア、芸術─こういった仕事につ

いてる人たちをスーパー・クリエイティブ・コアと言います。そして、その人たちの仕事を応

援するクリエイティブ・プロフェッショナルという人たちがいて、これらを合わせるとアメリ

カの全就業者の 3割ぐらいを占めるわけです。製造業がたくさんある町というのは製造業が伸

びないので発展しないですね、農村はもちろん農業も減ってきますから。だから、これから発

展する町というのは、この人たちが集まる町じゃなきゃいけない。ハイテク産業が伸びてくる

というのは前から言われていたけど、ハイテク産業というのは大学とか研究所があればそれだ

けでいいかというと、どうもそうじゃない。もう 1つの要素があって、そこがフロリダの仮説

の面白いところなんですが、ゲイ、レズビアンという同性愛者が多いところが発展していると

いうのです。

　例えば皆さん方の隣に同性愛者の人がいたときに、ぎゃって驚くか、いや、構わないと言う

かね。これによってコミュニティやその町がクリエイティブであるかないかがわかる。別に隣

にゲイがいてもオーケーだよというのは、これは寛容性、トレランスが大きいということです。

いっぱいゲイがいたら町はきれいになって静かになっておもしろいことが起きてくるから、そ

うするとハイテクの人たちも入ってきて都市が発展するんじゃないかという、そういう説を述

べたんですね。だからフロリダの説というのは、簡単に言うと、ゲイの元気がいいというか、

ゲイが集まる町がこれから発展するというふうに言ったわけです。これはただ、世の中の常識

とえらい違うわけで、それまでは大きな工場がある町が発展するとか、せいぜいマイクロソフ

トとかアップルとか、ハイテク産業が集まる町が発展すると言われていたけど、いや、そうで

はないと。ゲイが集まる町こそ、これから発展するというふうに言ったわけです。それは非常

なインパクトを与えたわけです。

　このフロリダの説が本当かどうかというのは、例えばアメリカで最もゲイが多い町というの

は、サンフランシスコと言われてる。私も時々行くんですけど、例えばホテルの受付にいる人

たちは結構ゲイが多いんですね。あちこちいます。ゲイ同士の結婚を最初に認めたのもこの町

です。やっと今度の大統領戦でオバマさんはそれを認めると言ったらしいんですが、その前の

ブッシュさんは絶対認めなかった。ブッシュさんはキリスト教原理主義者で、オバマさんはそ

うじゃないクリエイティブな人という区別もできるんですけど。御承知のように、アメリカの

ハイテク産業の集積地というのはシリコンバレーですね。シリコンバレーというのは、このサ

ンフランシスコから車で 1時間南へ下がったところです。この一帯全体が、つまりハイテクと

ゲイが合わさって、とてもおもしろい都市圏になっているということを彼は説明しました。そ

うすると、世界中でおもしろい現象が起きました。

　例えば、シンガポールという町はそういった世界の流行に敏感なんですね。シンガポールに
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行ったことのある人はいますか。シンガポールは案外、警察国家で、道にごみを捨てたり、つ

ばを吐いたりしても罰金を取られるような国です。けれども、これからはクリエイティブにな

るためにはゲイを集めなくちゃいけないというので、ゲイのパレードを市が公認してやったん

ですね。このときはお巡りさんもオーケーと言ってやったというので話題になりました。それ

ほど流行になった。クリエイティブ・クラスという層が集まらないと都市が発展しない。実は

大阪市が今度出した文化戦略の中にもこのリチャード・フロリダの考えが入ってます。グレー

ト・リセットという言葉で、彼の最近の本ですけども、そういう形で世界に大きなグローバル

な創造都市を目指すというのが橋下さんの文化戦略になっているんです。

　こういう形でヨーロッパとアメリカで創造性や創造都市ということが非常な勢いで話題にな

りました。そうしましたら、ユネスコという国連の教育文化科学に関する専門機関があります。

本部はパリにあるんですが、このユネスコが創造都市の世界的ネットワークをつくるというこ

とを提唱しました。それには幾つかの理由がありまして、ちょうど20世紀の終わりから21世紀

にかけまして、金融とか経済のグローバル化が激しい勢いで起こりました。その中で、例えば

ニューヨーク、ロンドン、東京という都市がグローバルシティと呼ばれて、24時間為替相場が

刻々と変化する中で、激しいビジネスが展開されたわけですが、そのグローバル化が、文化に

も影響を及ぼすようになったからです。どんな影響を与えたかというと、例えば映画の世界で

シネマ・コンプレックスというのが流行ってますが、世界中のシネコンでかかってる映画のほ

とんどがハリウッド製です。ところで、映画ってシネマといいますが、これは英語ではなくフ

ランス語なんですね。フランス、イタリアというのは映画の祖国ですが、フランス映画やイタ

リア映画は、それまで日本でも結構やっていたんですけど、今ほとんどシネコンではかからな

い。どんどん倒産してしまう。経済のグローバル化の中で文化もその影響を受けると、ハリウ

ッドだけがひとり勝ちするということになってきた。そこで、ちょっとそれはおかしいね、文

化というのはやっぱり多様じゃなきゃいけないよねという声が出てくるようになってきた。ア

メリカの映画だけが伸びるのではなく。

　世界で一番たくさん映画の本数をつくってるのはどこだと思いますか。実は、インドなんで

すね。インドの映画は大体四つぐらいのストーリーしかないらしいですけど、本数はすごく多

い。それで、ユネスコでは例えばそういうインドも含めて、世界には非常にたくさんの芸術表

現、文化表現があっていいじゃないかということを言っています。生物の分野で生物多様性と

いう言葉があるので、ユネスコは文化の多様性を高めましょうという条約をつくり、それで世

界の多様性ある文化産業を広めて、それを軸にして都市が元気になるような、そういったプロ

グラムを提唱したのです。これがクリエイティブ・シティーズ・ネットワークというプログラ

ムです。その理由はここに書いているようなことで、説明していると時間がないので、後で読

んでおいてください。
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　2004年にこのネットワークを提唱いたしまして、現在、世界で34の都市がネットワークに入

りました。ユネスコの創造都市には七つの分野があります。これがユネスコのネットワークに

加盟してる都市が地球上でどれだけあるかということを示した図で、実際に入ってる都市とこ

れから入ろうとしてる都市の分布です。現在34都市あるのですが、さらに40都市ぐらいが入ろ

うとしてまして、間もなく100ぐらいになる予定です。このユネスコの都市の中で、幾つか代

表的な都市があるのですが、私はイタリアのボローニャという都市が好きで、この都市がどん

な活動をしているかということをちょっとだけお話をしておきます。

　ボローニャというのはサッカーチームも結構強くて、以前、中田英寿という選手が活躍して

いましたね。かれはペルージャに行ってからローマに行き、それからボローニャに行って活躍

しました。私がちょうどボローニャに 1年留学していたとき彼はペルージャにいまして、中田

英寿が一番輝いていたときですね。大体週 2日ほどは必ず中継があって、彼が活躍する姿を見

ることができました。イタリアの町ですから、サッカーもそうですが、サッカーだけじゃなく

て、実は色んな種類のオペラがある町としても有名です。実際、ユネスコには音楽都市という

ことで入っていまして、オペラが有名ですが、町の中心にテアトロ・コムナーレ・ディ・ボロ

ーニャという歌劇場がありまして、これは1763年の開設です。オペラというのはフィレンツェ

から始まったと言われていまして、これよりはちょっと後になるんですが、ほぼ同じ位古い歴

史をもっています。このボローニャのオペラハウスで活躍したのがヴェルディとかロッシーニ

とかいった人達でした。ロッシーニさんというのは、写真で見るとえらく太っているんですね。

これには理由があって、オペラで成功した後、シェフになったんですね。料理をつくっておい

しいものをたくさん作って、食べた結果太ったらしいです。ですからボローニャはガストロノ

ミー、食文化という点でも非常に豊かです。

　このオペラハウスの正面にあるのがボローニャ大学なんです。大学の本部建物の正面にオペ

ラハウスがあるということをちょっと想像できますか。例えば関大の目の前にオペラハウスが

ありますか？。ちょっと現実は違うけどね。

　オペラというのはいっぱい町の中にある。その周りにはいろんな職人が住んでいるんです。

これは私の友人のマルコ・カーサグランデさんというジュエリーをつくってくれる職人さんで

すけど、彼らがやっている仕事のことをイタリア語ではオペラといいます。オペラというのは、

オペラハウスの中でやる音楽作品もオペラですが、日常的に職人が仕事をすることもオペラと

いいます。このオペラという言葉は日本でもあちこちで使われていて、例えば手術のことをオ

ペというでしょう。あれオペラなんですね。手術もオペラなんです。この職人のオペラという

のは、実は自動車とかオートバイでもオペラしている。例えばドゥカティ（Ducati）という

オートバイのことを知っていますか。ドゥカティといったらイタリアのレーサーが乗る、レー

サーが一番好きなオートバイです。ドゥカティの赤というと目を輝かせるような人がいます。
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それから真ん中にあるのはフェラーリの古いタイプですが、フェラーリもボローニャの隣の町

でつくっていまして、フェラーリの博物館があるんです。私も行きましたが、そこには古いも

のから新しいものまで展示されてあります。つまり、この町はオートバイにしろ自動車にしろ、

日本のように大量につくらないけど、高級品を少量だけつくって経済が回っている。そうする

と、部品も職人的につくり込んでいますから、職人の仕事が残るということになります。そう

いった意味でいくと、ボローニャというのはオペラハウスもオペラしているし、町の中でもオ

ペラをしているという、そういったオペラの町だといえると思います。

　それから、例えば皆様方もお昼ご飯や、本を買うとき、コープ（COOP）の店に行きますね。

コープというのは何の略かというと、コ・オペラティーバというイタリア語があって、これが

縮まってコープなんですね。元々の意味は何かというと、オペラを一緒にやるという意味です。

皆と一緒にオペラ。合唱団で歌うという意味じゃないですよ。オペラを一緒にやるということ

なんです。それから、イタリア語にはラボーロという言葉があって、これは嫌々仕事をして汗

をかくということです。ラボーロは奴隷がやることで、よく授業で君たちも単位を取るために

しようがないから勉強しようというのは、これはラボーロです。でも本当に勉強したいと思っ

て研究するのはオペラです。オペラとラボーロの違いがあるよね、と言いますね。最近はよく

使うコラボレーションという言葉があります。何かかっこいいように見えるけど、実はラボー

ロを一緒にやる、一緒に嫌々汗をかこうという意味です。だから、僕は余り使わない。

　そういった意味で、ボローニャには協同組合というのが町の中にたくさんありまして、その

中にはおもしろいものもあります。大阪もたくさんのホームレスがいますが、ボローニャにも

ホームレスはいるんです。ただ、ボローニャのホームレスの人たちは協同組合をつくっていて、

自分たちが元気になるための活動をしています。「ピアッツァ・グランデ」というんですが、

日本にはロンドンから始まった「ビッグイシュー」という雑誌がありますね。「ビッグイシュー」

はロンドンから始まったんですけども、「ピアッツァ・グランデ」というのも、これはビッグ

プレイスという意味ですかね、つまり大きな広場という意味ですけど、「ビッグイシュー」と

ほぼ同じような考え方で仕事をしています。この人たちが特におもしろいのは、劇団までつく

っていまして、自分たちが元気になるための活動をしているということです。こういうことを

社会包摂という言葉で呼んでいます。ソーシャル・インクルージョンというんですが、つまり

芸術も職人の仕事も、それから様々な社会問題もオペラでやってるというとてもおもしろい町

になっています。

　このような都市が集まってネットワークを今組みかけているんですが、そうしましたらアン

クタッド（UNCTAD）と言って、国連貿易開発会議という途上国の支援を考える専門の会議

があります。ここが、ユネスコが創造都市ネットワークということを始めたときに影響を受け

まして、創造経済というものがこれからの地球経済の中で大きな役割を演ずることになるとい
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う予想をもとに、創造経済が実際どういうもので、これからどれだけ伸びるかということにつ

いて2008年と2010年に 2回、レポートを出しました。このアンクタッドの報告書によると、創

造経済とは、社会包摂や文化多様性、人間発達を促進しながら、所得と雇用を生み出す可能性

を持っているという定義をしています。普通、経済というのは所得と雇用と富というふうに説

明をします。経済の目的というのは、 1人当たりGDPを大きくすることだというふうに従来

は説明してきたはずです。けれども、これからの経済はそうではなくて、社会包摂、文化多様

性、人間発達というのを促進することと従来の所得・雇用を両立させるというのがこれからの

経済のあり方だと言ったんですね。これは全く新しい言葉でして、瞬く間に世界じゅうで創造

経済という言葉が流行っています。

　例えば、一昨年ダボス会議がありましたね。先進国の政治、経済のリーダーが集まって、そ

の時々のトピック、イシューを話し合うんですが、そのトピックがクリエイティブ・エコノミ

ーだったわけです。クリエイティブ・エコノミーということを国の中央の省庁の名前にした国

もあります。例えば、インドネシアは経済省ではなくて創造経済省という形で、途上国のほう

がどんどん採用してくるということになっています。

　私は創造経済というのはどういう特徴を持った経済かというときに、こういうふうな説明を

しております。まず、20世紀の経済は広い意味で工業経済、マニュファクチャリングの経済で

す。工業経済の特徴というのは、その中心は大量生産、大量消費を行う大企業なんですね。流

通を担うのもマスメディアという大企業です。これらは一方的に物をつくって流通させ、そし

てメディアをコントロールしていきます。このときの都市の形は産業都市ないしは工業都市と

いうことですが、都市は大企業が集まって、たくさんの人が働けるというのが理想だと考えら

れた。ところが、今はそんな都市は先進国でもないわけです。例えば日本でも、シャープとい

う大企業が今やもう風前の灯火ですね。液晶パネルやテレビを大量生産してきたけど、これは

もう完璧に負けてしまったわけですよ。そこにさらに最新型をつくろうというので亀山モデル

をやって失敗して、今度は堺に工場をつくった。これまた大失敗でしょう。今、先進国で大量

生産型の工場や企業を維持するというのはとても難しい。やはり、中国であったり、場合によ

ってはミャンマーとかベトナムに行かないと負けてしまいます。でもこれは日本だけの失敗で

はなくて、実はヨーロッパはもう10年、20年前に同じことを経験してきた。例えば、アメリカ

もまだ頑張っているように見えますが、実は激しい変動があって、フォードやクライスラーは

既に何回も危機を経験しているわけです。ひょっとしたら、韓国のサムソンだってあと20年し

たらわからないですね。大量生産型の大企業が100年も200年も続くなんてことは普通はないん

ですね。

　創造経済といったらどういうことかというと、企業もボトムアップで行って、もうちょっと

やわらかい生産組織で行こう、フレキシブルな生産へと変わってきています。本来消費という
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のは皆が皆違うものを着ているように、それぞれ個性的に消費をしたいはずです。例えば、ち

ょっとお金があれば、ほかの人と違うデザインのものを持ちたい。機能は同じでもデザインは

変えたいわけです。そうすると人間というのは、商品を機能で買ってない、デザインで買って

いる、あるいはシンボルで買っている、シンボルを消費しているわけですね。こういった文化

的消費なんです。そうすると、そういった文化的な品物をつくれるようなデザイナーの仕事が

どんどん増えてくる。これが創造経済なんです。

　同時に、これまでマーケティングという言葉がありましたね。マーケティングというのは、

実は大量につくったものが大量に在庫にならないように大量に買わせるという技術です。けれ

ども、今そんなのは流行らない。皆フェイスブックとかソーシャルメディアで情報を交流して

いるわけですから、メディアの流れ方も変わります。ネットワークも変わります。そういった

時代に都市というのはクリエイティブな人材が集まっている都市が発展する、伸びるというよ

うな傾向が出てくる。これが創造都市論。それを経済まで含めると創造経済ということになっ

てきて、この創造経済が今、地球上でどれだけ広がっていくのか、あるいは創造経済というも

のを上手に政策的に支援している国や都市が伸びていくということになるというのは大体わか

るでしょう。これがトレンドですから。

　先ほど言いましたアンクタッドのクリエイティブエコノミーレポート2010にはこういうふう

に書かれています。英国の創造産業というのは年平均4.5％の成長を示して、経済の6.2％を占

める。日本ではまだその半分ぐらいでしょうか。GDPで 5％程度となっているけど、まだ少

ない。創造経済と創造産業という関係は、創造経済のほうがやや広い概念だというふうに考え

てください。そのアンクタッドのレポートの中に、クリエイティブな財、商品をつくって、そ

れを輸出している国のランキングが出ているんですね。これ、えっと思うんですね、本当かな

と。実は、私はちょっとこれはどうかなと思うんですよ。ですけど、まずジャパン、日本経済

というのは、GDPでいったら世界でまだ第 3位を保っているんですよ。でもこのランキング

は低いんですね、13位です。この上には例えばカナダ、ベルギー、そして、オランダ、フラン

ス、英国、イタリア。でも一番びっくりするのはどこかといいますとランキング一位です。チ

ャイナ、中国です。えっと思いますよね。中国はいつからクリエイティブになったかと思うん

ですが、実は統計ですので、それぞれの国が発表してOECDなどに対して出しているものなの

で、一応これは信用性があるということを前提にします。実は今、中国経済は最もクリエイテ

ィブな財をつくって輸出してる割合が大きいという話になります。私はちょっと違うとは思う

んですが、しかし中国政府の姿勢というのはここに出ているんですね。それからちょっとどう

かなと思うのが、韓国が上がってないんですね。もうちょっと上がってきてもいいんじゃない

かなとも思うのですが…。この国別のものを先進国と途上国で分けて見てみたらこんなふうに

なってきます。中国は今でも途上国ということになっているんですけど、もう途上国じゃない
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だろうということでもあります。それから、日本は必ずしも、この面ではヨーロッパ水準まで

行ってないということも見えてきます。

　それで、ここで一旦今言った話をまとめておきますと、この21世紀に入って急激に創造都市

とか創造経済とかというものが広がってきたんですが、最初に広がったのはヨーロッパです。

ヨーロッパは創造経済というのは先ほど言いましたように、文化多様性や社会包摂や、あるい

は富や雇用という形でバランスよく伸ばそうとしています。それに対してアメリカはクリエイ

ティブ・クラスをお互い都市が競争して集めようという競争状態になっています。アジアは特

に中国、韓国あたりは創造産業でナンバーワンを目指そうという激しい競争関係にあります。

これに対して日本では比較的穏やかにものを眺めておりまして、私は特に創造都市のネットワ

ークをつくっていったらいいだろうという考え方を薦めております。しかし、いずれにしても

あちこちで非常に関心を持たれている政策領域であると言っていいと思います。日本の場合を

少し説明して、そして韓国、中国という順に主に創造都市あるいは創造経済の話をしていきた

いと思います。

　実は私、大阪の今の仕事につく前に金沢大学に15年いましたので、金沢市の様々な政策のお

手伝いをしてまいりました。金沢に旅行で行ったことのある人、あるいは金沢出身の方もおら

れるかもしれませんが、今、金沢市は歴史都市と創造都市という二つの考え方を 2枚看板にし

て政策をしております。伝統的な町並みとか伝統的な芸能、あるいは伝統的な工芸というもの

を大事にする一方で、後で申しますような、21世紀美術館を中心にした現代アートの領域でも

世界的な影響を持とうとしているという伝統と創造の両睨みということをやっています。

　行政としても金沢世界都市構想というのを95年につくっていますが、私はそれは金沢にはち

ょっと大げさだから、金沢にふさわしいのは創造都市ということじゃないかというので、経済

同友会と一緒に創造都市会議を2001年から始めて、もう10年以上続けています。

　もともと金沢というのはおもしろい町で、例えば大阪市はもともとが商業の町なので、今私

がおります大阪市立大学というのは前身が商科大学なんですね。商学部から発展した大学で

す。ところが金沢の場合は、やはり美術とか工芸が中心だというので、市がつくったのは美術

工芸大学なんですね。このあたりは町の願いがはっきりしていますね。特に市立大学は何を中

心に置くかということが大事になります。戦災に遭ってないので京都と同じように文化財がた

くさんありますから、その文化財を保護する、あるいは伝統芸能・工芸を保存する。それから

泉鏡花という文学者が出たりと、たくさんの文学者がいるから文学賞を作るということをやり

ました。ちょっと前にやったのは指揮者の岩城宏之さん─亡くなりましたが、彼が室内楽の

プロのアンサンブルをつくりたいというので、アンサンブル金沢というものをつくりました。

これはオランダのアムステルダムにあるコンセルトヘボウという有名なオケをモデルにしまし

た。ヨーロッパは大体、音楽ホールがあったら、そのホールに専属のオーケストラがあるんで
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すね。オーケストラが住むホールというのが当たり前です。日本の場合はそういうのはまれな

んですね。金沢の場合はアンサンブル金沢というソフトができてから10年たって、音楽専用ホ

ールをつくることができました。

　それから、これはやっぱりヨーロッパ型ですが、様々な町並み保存をやっております。浅野

川というところで園遊会というのを市民が開いたりしておりまして、伝統景観を保存するとい

う仕事をずっと行政が力を入れてきましたので、そのための固有の条例、その町独自の条例が

日本で一番多いのは金沢市ということになっています。町並みや用水保全、斜面緑地、実にき

め細かい条例があります。

　企業はというと大きい企業がほとんどない。小さな企業ですけど、非常にオリジナルでおも

しろい。例えば皆様方、回転ずしのお店に行ったら、目の前の回転ずしのコンベアーが回って

いますね。これをつくっている会社は世界に 2社しかないですからすぐそれと分かるんです

が、石野製作所ともう 1社しかないんですね。この 2社とも金沢にあるんです。実に、世界の

ニッチトップになっている。

　それから、やっぱり職人的技と食材がいい。食文化があるというのを生かしてうまく企業化

している。つまり、文化というのを産業化する一つのアイデアにしている。工芸の面では、例

えば金箔工芸というのがあって、金箔というのは仏壇の材料としてあったんですが、今はほと

んどのお宅に仏壇がありません。そこで金箔屋さんはどんどん新しいところに展開していま

す。こういった伝統工芸などをうまく現代に生かして展開していくというような産業のあり

方、これはどことなくボローニャのようなやり方です。つまり、大量生産すると値段が下がり

ますから、高級品をわずかしかつくらない。それでほどほどの成長をするという路線になります。

　この町がやった二つのおもしろい事業があります。一つは、紡績工場が衰退して跡地があっ

たので、そこをアートセンターに変えたということ。金沢市民芸術村といいまして、このアー

トセンターは24時間オープンしているという日本でも唯一のものです。大阪でも恐らく幾つか

アートセンターがあるんですけど、真夜中まで使えるところはありません。なぜ真夜中でも明

け方でも使えるようにしたかというと、人間の精神活動のピークは真夜中に来るからです。昼

間はぼうっとしている人でも夜中になると頭がさえるという人は結構いるでしょう。それか

ら、徹夜して勉強したらえらく利口になったかなと思うような経験はありませんか。それが普

通なんですね。それが当たり前で、動物はほとんど昼間寝ていますよね。夜中になったらだん

だん目が冴えてきて、頭が冴えてくるんですね。だから、精神活動のピークのときに使えない

ような文化施設というのは、創造的じゃないということを市民が言ったら、市長がうん、そう

かということで、24時間利用型の文化施設ができました。

　もう一つは、それからしばらくして2004年に金沢の真ん中に、上から見ると円盤のような

─「まるびぃ」という愛称で呼ばれてますけど、21世紀美術館というものをつくったこと。
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市民芸術村のような機能と現代アートを見せるという二つのものを一つの円形にしてデザイン

されています。これをつくったのは妹島和世さんという女性の建築家で、彼女はこの21世紀美

術館という作品で世界にデビューして、建築界のノーベル賞というプリツカー賞を一昨年とり

ました。今パリのルーブル美術館の別館を設計していることでも有名になっています。

　金沢の町を見ますと、実は町の中にクラスター、ブドウの房のようにたくさん美術館がある

んですね。中心部に34あるんですが、その中心にさっきの21世紀美術館があります。さらにそ

の周りにクラフトショップがこのような形であるわけです。そうすると、町のたたずまいとい

うのが、大きな工場があるというのではなくて、美術館を中心にして大小様々な美術館やクラ

フトショップが並んでるという、そういう落ちついた町並みができます。そこでユネスコから

クラフト創造都市という認定を受けるということになってきています。どういうことをしてい

るかというと、世界のユネスコネットワークに入っている都市と交流をする、あるいは若い工

芸作家の人たちの交流をするというようなことをやっておりまして、今月も11日に世界フォー

ラムをやる予定になっています。

　大量生産、大量消費というのを経済学者はフォーディズム、フォード自動車会社から始まっ

たからフォーディズムというんですが、金沢はあえてフォーディズムの反対を行ってクラフト

イズム、クラフト型ものづくりということを提唱して、これを英語として広めていこうとして

います。そのTMが、これはちょっとおもしろいんですが、目と手なんですね。職人の手仕事

の手と目ききの目で、テトメデスというんですけどね。手と目、つまんないあれですが。

　この金沢の取り組みの後を追いかけたのが横浜でした。横浜は日本で最初の創造都市の担当

部局を置いた都市です。創造都市推進課という課を2004年に置きまして、私の友人が最初の課

長さんになったんですが、先ほど言ったリチャード・フロリダさんが考えているクリエイティ

ブな人たちを集めるという取り組みをしました。さすがに市の方針としてゲイを集めるという

わけにいかないので、クリエイティブ・クラスを集めると言うことでシンボル事業として、例

えば横浜トリエンナーレというのをやっています。

　今、日本でビエンナーレとトリエンナーレが急速にふえてまして、これは現代アートの展覧

会なんですけど、美術館の中でやるのではなく、町の中でやっているんです。例えば大阪だと、

水都大阪というのは中之島一帯でやっているでしょう。美術館の中だけじゃないですね。それ

でヤノベケンジさんのラッキードラゴンとかね。何か大道芸みたいなのをやりますね。あれは

世界共通なんですね。それも大都市だけじゃなくて、例えば越後妻有といって十日町のあたり、

それから一昨年は瀬戸内で瀬戸内国際芸術祭がありました。今は別府の廃れた温泉街で

BEPPU PROJECTというものがもうじき始まります。これらはいずれも現代アートなんですね。

　創造都市というのは、現代アートの衝撃をうまく受けとめて都市を再生するという事業でや

っております。横浜は古い銀行を使ったBankArtという事業をシンボル事業にしてやってきま
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した。こんな感じですね。この後で神戸もまた創造都市に取り組みました。神戸は阪神・淡路

大震災が95年にありまして、そこから10年で物理的復旧を遂げたので、その後の10年は創造都

市だということで事業化してやっています。フェリシモという通販の会社がありますが、この

社長さんがユネスコの教育事業をお手伝いしていたので、ユネスコのほうから創造都市に立候

補しなさいというありがたい声をかけられて、デザイン都市ということでやっています。ちょ

うど今週末がオープニングですが、KIITOという名前のクリエイティブセンターをオープンし

ます。かつて日本の輸出産業の中心だったのがシルクだったんですね、生糸です。この建物は、

生糸の検査をするために国がつくった神戸生糸検査所という大きな建物があるんですが、これ

が払い下げられたので、そこをアートセンターに改装したんです。今週末、土曜日かな、オー

プニングが決まり、町中で恐らく大道芸とかもやるんじゃないでしょうか。そのような形で進

んできたわけです。文化庁のほうでも創造都市を応援しようということで、これまで毎年四つ

ぐらいの都市を表彰するなどとして広がってきていまして、日本ではこのネットワークをつく

ろうというところまで来ています。

　さて、こうやって日本で広まってきますと、実は私が書いた本は韓国、ハングル語にも翻訳

をされていて、韓国でも創造都市が広がりました。韓国の場合、日本と違うのは、日本は主に

都市が自発的にやるんですが、韓国では国が政策を決めて、文化産業を伸ばすということをや

っています。最初に取り組んだのは金大中という元の大統領ですね。IMF危機後ですから97年、

8年ごろで、私の最初の本が出たのがそのころだったので、文化産業という形で政府が力を入

れたんです。その結果が韓流ブームなんですね。韓流ブームというのは、何も知ってないでマ

ーケットの力だけで出てきたんじゃなくて、国の政策として出てきた。アニメもそうですね。

韓国の場合、幾つか都市を指定して進めるという特徴があって、まさに国家主導型の創造都市

推進政策といえます。金大中の後は廬武鉉という方がやりました、廬武鉉も金大中もある意味

では改革派、市民派ですね。特に光州という光りの州と書く町があります。この町は、現在の

民主化された韓国、韓国民主化運動の聖地なんですね。この光州の県庁舎前の広場でデモ隊と

ぶつかって、たくさんの死傷者が出た、けれども、そのことがきっかけになって韓国の民主化

が進んだということがあったんですね。ですから、ここを世界の文化の殿堂にしたいという計

画で、国が法律をつくって20年間ずっと支援しています。ちょっと日本では考えられないです

が、そういう政策がありまして、今も大きな文化プロジェクトが進んでいるわけです。私はつ

いこの前、 8月も招待されて行ってきましたけど、 3回ぐらい光州には行っておりまして、い

ろいろアドバイスなどをしております。非常に大きな事業なので、私はそういう地方のほうで

上から大きいものをつくるだけではうまくいかないから、もっと草の根のアートプロジェクト

をたくさんやるようにしたらいいということをいつもお話ししています。

　皆さん、ビビンバとか好きな人いますよね。ビビンバというのは全州というところが発祥の
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地なんです。この韓国のいわば美食の都市、ガストロノミー都市として全州がユネスコに申請

しましたところ、これも認定をされたということです。この町は実は先ほどの金沢と姉妹都市

なんですね。私も市長さんにお会いしたことがあるし、 3回ぐらいやっぱり行きましたかね。

町並み保全ということでも実績があって、日本だと例えば京都の町家とか、大阪でも空堀あた

り行くと長屋があるけれども、こちらでは韓屋村というんですが、韓屋マウルですね、これを

保全している。それからデジタル映画などのフェスティバル。映画フェスティバルでは釜山が

有名ですけど、全州もやっています。こうしたいわゆる地方都市でもユネスコに登録するだけ

の力が韓国もついてきています。

　さらに、最も中心となっているのは、やはりソウルです。ソウルの場合はユネスコのデザイ

ン都市として認定をされています。私はソウルの中では幾つか好きなスポットがありまして、

一つは大学路ですね。ここはかつてソウル国立大学という大学があって、今はそれが移転した

跡に公園があって、その公園を中心に非常にいい文化的な雰囲気をつくっております。現在そ

こはアーツ・カウンシル・コリアという韓国の芸術振興会があります。劇場やら様々な小劇場

が、100ぐらいあるというんですね、狭いところに。これがその地図ですけど、劇場と大学の

演劇、芸術学部が集まってる一大集積地があります。これは最もクリエイティブな場所だと思

います。

　それからホンデというんですけども、芸大ですね。雰囲気的には関大の正門に似ています。

開放的な門が、似たところがあるんですけど。周りもちょっと似てるかもしれませんね、関大

のあたりに。クラブカルチャーということで、ビルの地下に行きますと、ディスコクラブと言

ったらいいかな、そんなものが40ぐらいあるんですね、ずっとあって。月 2回ぐらい週末に大

きなイベントが組まれています。かなり自由な雰囲気になっています。こういう幾つか新しい

文化が草の根から出てきたわけです。

　実は去年ソウル市長選挙がありましたね。呉世勲という方が途中でやめてしまって、朴元淳

さんという方が当選したんです。朴さんというのは市民派の方で、私も市役所に行って会いま

したけど、すごく気さくな方でした。その方は前任者の呉世勲さんがやってきたデザイン都市

ソウルというのは、上滑りでトップダウンだからこれではあかん、もっとコミュニティーに根

づいた草の根型のものに変えなきゃいけないという考えのようです。私もそれに大賛成です。

これはボローニャでやろうとした社会包摂型創造都市ということになると思います。

　さて中国です。中国の場合、まさに中央政府が、先ほどのユネスコが2004年に始めたネット

ワークを提唱した年から文化産業の振興を国策として決めています。北京、上海、深圳が激し

く競争をしながら、ユネスコ創造都市の登録を目指しました。この三つの都市全部がデザイン

分野なんですね、不思議なことに。すごく張り合っています。私は大阪市が上海と姉妹都市で

すので、上海には時々行きますから上海のことだけちょっとお話ししたいのですが、上海市政
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府が創造産業、向こうでは創意産業と言っていますが、これを振興するために、創意産業セン

ターを2005年につくりました。この年に世界中の学者が集められてアドバイザーになれと言わ

れまして、賞状か何かもらいましたけど、私も一応名前だけですがアドバイザーになっていま

す。2007年の段階でGDPの 7％を占めるようになった。つまり、上海で見る限り、日本の平

均よりも創造産業のウエートが高い。それほど中国は大きな国ですから、内陸のほうへ行くと

まだまだ遅れているけど、都市部では今や文化産業、アートというものが中心になって経済が

回り出したというふうに言ってもいいぐらいの勢いです。

　それでこれがお手元にちょっとないかもしれません。最近のデータをちょっと送ってもらっ

たんですけど、この棒グラフは上海における文化産業の伸び方なんですね。こうやって伸びて

いる。それからこの地図はちょっと見にくいかもしれませんが、クリエイティブ・クラスター

という幾つかの拠点がある。75ぐらいあると思うんです。大阪にはとてもそんなにはない。東

京でもそこまでないんじゃないかと思うぐらいです。すごい勢いです。どんなものがあるかと

言うと、いろんなものがありましてね、屠殺場跡を改装してファッションショーなどをやって

いる、1933年という場所があります。それから、これは日本語で田子坊というんですけど、こ

っちのほうは、どちらかというと京都の西陣の町家が集まっているようなスペースで、カフェ

やレストランやジュエリー、そういうものが集まっているところ。それから右側は彫刻広場で

すね、クレアイボウとでも言うんでしょうか。つまり、大型の工場跡地をアートセンターに変

えているんです。それこそ上海もかつては鉄鋼だとか様々な大規模工場があったんですけど、

これがほとんど全部今は使われていません。日本でもそうですね。例えば大阪でいくと、木津

川べりにある北加賀屋のクリエイティブセンターがありますが、あそこは造船所跡ですよ。使

われていないものがアートセンターになったんです。それを上海はもっと上から政策的にすご

い勢いでこれを広げているということになっています。それからM50というのは、モーターウ

ェイ50だったかな、通りの名前だったですかね。やはり古い工場跡などをアートセンターに変

えているんですね。そんなような形で、アートスペースに変えて、そこから文化産業、創造産

業を伸ばしていくという戦略をとっていて、どうも東京よりも北京、上海のほうが、現代アー

トの売買されるアートマーケットとしては今や大きいというところまで来ているというふうに

も思います。

　私はこれからの展望としては、こういうふうにかつて製造業で競い合っていた時代から今文

化で競い合う時代になり、文化で競い合うというのもお互いの理解を深めながらやろうとして

る、そういう流れになると思います。これは先ほどお話ししたように、いろいろなことが積み

重なっているんですが、例えば私の本をハングルに翻訳をしてくれるのに力を貸してくれた先

生は池明観先生という方で、この方は金大中さんの日本文化の開放政策を進められた中心人物

です。この人はやはり日韓が大衆文化のレベルでお互いがわかり合えるようにしないといけな
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い、どうも歴史問題とか慰安婦問題だけでいがみ合っているのはおかしいという考え方なんで

す。そして、文化交流をやろうと、それから文化を中心にした都市交流をやろうということを

言われていました。私は非常にその方を尊敬していまして、韓国でたくさんの講演をしたり、

それから韓国と日本の文化交流でできることはやろうとしています。でも、時々難しいことが

あるんですね。例えば、かつてある日本の首相がいきなり靖国神社を参拝した。その 1週間後

に大きなシンポジウムがあって呼ばれていったんですが、そのときシンポジウムの主催者だっ

た韓国の文化省の大臣は、各国の代表者を前にして私とだけ握手しないなんてこともありまし

た。でも、今年 8月ちょうど竹島に大統領が上陸しました。それには文化大臣もついていった

んですね。 2日後に光州の東アジア文化フォーラムでその大臣の方がおられて、そのときはち

ゃんと握手できたんですね。つまり、もう非常に韓国は成熟化してきていて、 5年間というの

は大きな変化があった。表向きぶつかり合ってるようでも、大衆的なレベルではかなり成熟化

しているんで、テレビで場面だけ見るとおかしいように見えるけど、実際はもう大丈夫なんで

すね。ただ、まだ中国はそこまで行ってないんですね。もうちょっと時間がかかると思います。

それをやっぱりどう進めていくかということが私非常に大きい課題だと思っていまして、行く

行くはこの創造産業のネットワークというのをつくっていくわけです。

　そこで冒頭の新聞です。村上春樹さんの記事を後でゆっくり読んでいただきたいんですけ

ど、そこから私が気に入ったところだけ抜き出しています。ちょっと読みますね。「この20年

ばかりの東アジア地域における最も喜ばしい達成の一つは、そこに固有の文化圏が形成されて

きたことです。そのような状況がもたらされた大きな原因として、中国や韓国や台湾の目覚ま

しい経済的発展が挙げられるだろう。各国の経済システムをより強く確立されることにより、

文化の等価的交換が可能になり、多くの文化的成果、知的財産が国境を越えて行き来するよう

になった。」省略してあるんですけど、「この東アジア文化圏は豊かな安定したマーケットとし

て着実に成果を上げつつある。」と。また省略ですが、「文化の交換は、我々はたとえ話す言葉

が違っても、基本的には感情や感動を共有し合える人間同士なのだということを一つの重要な

目的にしている。それはいわば国境を越えて魂が行き来する道筋なのだ。」だからこそ、これ

を閉ざしてはいけないという結論になっている。領土問題に感情的なことを入れ込んではさら

に複雑になる。領土問題はもっと実務的に淡々とやればいい話という結論です。私はこれ大賛

成でして、実は文化庁のほうで進んでいるプロジェクトがあるので、これだけは紹介させてい

ただきたいと思います。ことしの 5月、日中韓の文化担当大臣のフォーラムがあって、東アジ

ア文化都市という事業をやろうということが合意されました。2014年からスタートしまして、

欧州文化首都のように各国が一都市を選考して、その都市が 1年間文化事業をやろうというも

のです。その目的は、東アジア意識、文化的融合、相互的干渉という精神である。東アジア芸

術祭、あるいは東アジア共生フォーラムを開催します。私はそういう文化のレベルで都市間の
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ネットワークが広がることが創造的なアジアが生まれることにつながっていくだろうと思って

います。これが今日の話の結論です。

　どうもありがとうございました。

施氏　今日は本当に私たち研究員にとって、これから考えていかなければならない大事な話を

してくださって、本当にありがとうございました。

　これから約10分間の時間を利用しまして、皆様から御質問や御意見を承りたいと思います。

御質問等のある方は恐縮ですが、挙手してお名前、それから御所属をおっしゃっていただけれ

ばと存じます。

　それでは御質問等のある方はどうぞお願いします。

質問者Ａ　私はこういう関係の研究者ではなくて、アルゴリズムといってコンピューターのプ

ログラムをつくったりなんかしているんですけれども、何か知らないけどここのメンバーにち

ょっと入れられました。

　先生の今の御講演の内容ですけれども、私自身もいろいろ考えさせられるところ、それとか

なり共感できる面がありました。私自身の経験で、かなり絡んでるのではないかと感じている

ことをお話しさせて頂きます。

　私の共同研究者がニュージーランドにいまして、そこの文化といいますのは、イギリスの文

化と地元のマオリ族ですよね、そのマオリの文化。マオリの文化がないとあそこは薄っぺらい

イギリスの形になってしまうんです。それである時期にマオリの若い人たちが、踊りとか芸術

とか、そういうところを維持するのではなく、発展させるような動きを何かされて、それで国

自身が、いろんな形で大学でもそのマオリ文化を発展させるような研究所も各大学にあります

し、博物館でも積極的にやっていっている。そのときちょうど北海道から来た先生がおられて、

2人でふと思ったのは、アイヌ文化と北海道はどういう形になっているのかなと思って。その

ときに調べたら、何か基金もつくっていますが、 1億円ぐらいしかないような基金で、それを

発展させようと。それまでは取り放題というんですかね、何かとんでもないような法律の下で

そのままほったらかしにされてたような形でした。そういうせっかく維持。沖縄に行ったとき

も、あそこももっと沖縄の文化を若い人たちが発展的な形でやっていければ、もっと日本文化

が熱いものになってくるんじゃないかと。各都市は何せ、今、高松も以前住んでいたので行き

ますけれども、もう町が寂れてしまって、観光客もすごく減っていますしね。もっといろんな

ところで発展、もう少し積極的な形でやられたらと。せっかく日本にはそういう文化がある、

昔からの貴重な文化があるので、その辺のところは、先生の立場としてはどういうふうにお考

えでしょうか。

佐々木氏　確かにね、だから大都市だけ見ますと、東京、大阪ですね、日本の多様性というの

はわからないんですね。ですけど、私もこの年まであちこち回りましたし、世界の都市も相当
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回りましたが、間違いなく20世紀は集権的な時代だったと思うんですね、中央集権的な。そう

すると、多様性よりは画一性がありますね。

　21世紀になって随分変わってきているのは、画一的なものよりは多様性なものが増えてきて

いる。そのことと、当然冷戦構造というのも変わりましたし、それから今EUではいわゆるネ

ーション制度と言いますが、国家というものの垣根がだんだん低くなっているんですね。そう

すると都市のほうがダイナミックに動くようになってきます。多分50年ぐらい、30年ぐらいか

な、それくらい経つと日中韓も国境というのが今よりうんと低くなってきて、もっとアジアを

自由に行き来できる。そうすると、交流の単位がやっぱり国じゃなくて都市になるんですよね。

都市というのはヨーロッパや中国では四、五千年の歴史があるんです。その単位というものを

しっかり確立しているところほど多様性があるということになりますね。だから、まずそれが

第 1点。

　日本の中でも結局、北海道や沖縄という周辺ですね、ペリフェリー。ペリフェリーのほうが

クリエイティブになるということなんですね。中央は何か文化産業やマーケットは大きいよう

に見えるけど、これはもう金銭が基準になっているんですね。だから本当にクリエイティブな

ものが生まれないんです、実は。そうすると、そのペリフェリー、周辺というものを大事にし

て、例えば大阪の中でも周辺ですよね。そういうふうに考えていくとおもしろいかなと思って

います。そういう流れというのを日本の中で広めようと思ったときに、私は国の力も欲しいけ

ど、やはりまず幾つかのモデル的な都市が頑張っていくのが良い。そして、国の中で一番力が

弱いと思われる文化庁に頑張ってもらおうと。例えば、韓国だって文化観光省で大臣がいます。

日本は文化庁ですから長官なんですね。 1ランク低いんですよ。このまま21世紀ずっと半ばま

で行くかと思うとちょっと情けないですよね。だから、本当はもっと文化大国というか、大国

でなくて文化中国ぐらいでいいんですけどね、ともかく文化・芸術のところをもうちょっと多

様に発展させるような都市がたくさん出てくるようにというので、創造都市ネットワーク日本

というものを来年 1月に立ち上げようと思って、今、準備してる最中です。応援してください。

施氏　他にはございませんでしょうか。

質問者Ｂ　本日は講演どうもありがとうございました。 1点だけ質問させていただきたいと思

います。

　アジアにおける創造産業の発展のスライドに、三つ前ですね、ありました。私もすごくネッ

トワークって重要だなと思うのですが、やはり集まっただけでそこから始まらないとか、表面

的な連携で終わっているようなものが多くて、ここで先生の言葉で創造的な交流という、単な

る集まるだけで終わってしまうのではなく、創造的な交流って何なのかなというところで、こ

の創造都市ネットワークが表面的にならないようにするための仕掛けであるとか、ここに込め

られた考え方、そういうところを少し教えていただけると勉強になりますので、よろしくお願
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いします。

佐々木氏　ありがとうございます。

　今まさにそこがポイントになっていて、それでよく自治体のネットワークをつくると、それ

は行政体、つまり市長さんとその市長のキャビネットですね、そこが中心だというふうに錯覚

があるんですね。ですけど、創造都市のネットワークはそれではないと思っていて、その都市

の中で活動しているアート系のNPOだとか、あるいは個人とかいろいろな経済団体があるじ

ゃないですか。それがうまく連携していないといけないので、むしろアートNPOの日本的、

あるいは世界的な連携が創造都市を豊かにしている、交流を創造的にしていると思っているの

で、その人たちをどうやって活かしていくか、具体的にはそのネットワークの規約をつくった

りするときに、どういう資格を与えていくかということが今頭を悩ましてるところです。

施氏　よろしいでしょうか。

　ではもう 1つぐらい質問はありませんでしょうか。せっかくですから、ぜひこの機会に佐々

木先生に御質問はありませんか。

質問者Ｃ　本日は御講演ありがとうございます。

　 1点だけお聞きしたいんですけれども、私自身は会計の専門家ですので、都市はあまり研究

をしたことがないんですけれども、自身の研究課題がサステナビリティーという持続可能性と

いうところで、日本とドイツ、中国というところで現在研究しています。今回 1枚目のスライ

ドになるのかと思うんですけども、創造都市というところで、すごく創造というクリエイティ

ブという言葉が非常に私の心に届いたんですけれども、その定義の中で、 4行目に当たるんで

しょうか、グローバルな環境問題や、あるいはローカルな地域社会の課題に対してというとこ

ろで、環境やCSRの課題に関することなのかなとちょっと思いまして、そのあたりもし何か

御意見等がありましたら教えていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。

佐々木氏　今のところは一つのキーポイントでして、クリエイティブ・シティという議論を立

てるときに、最初に挙げましたランドリーさんなどは創造的問題解決─クリエイティブ・プ

ロブレム・ソルビングですよね、これを大事な要件にしているんですね。つまり、創造的な考

え方というものを環境問題ですとか、あるいはホームレス問題、そういった問題に適応して、

これまでと違う解決を探していこうということがあります。

　今日は説明しなかったんですけれども、例えば現在生物多様性の事務局をやってるのがモン

トリオールなんですね。モントリオールは、実はユネスコの多くのクリエイティブ・シティー

ズ・ネットワークで非常に積極的な活動をしていまして、シンボル事業でやっているのは、ア

メリカ大陸の中でも 2番目ぐらいに大きいと言われている巨大なごみ捨て場があるんですね、

モントリオール郊外に。そこをサーカス・アート・シティーに変えようというプログラムをや

っています。サーカス・アートというと日本であまり、サーカスとアートって結びつかないか
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もしれませんが、シルク・ドゥ・ソレイユって聞いたことありませんかね、あれはモントリオ

ール発なんですけど。例えば、オリンピックのゴールドメダリストがサーカスをやっているん

ですね。それもいろいろな物語と音楽と一緒になって。そのシルク・ドゥ・ソレイユの本部を

そのごみ捨て場に誘致しまして、そこで様々な実験的な活動をしています。これはまさにサス

テナブルとクリエイティブの結びつきを意識しているんです。私は生物文化多様性という概念

を何とか学術的に定着できないかと思っていますが、なかなかこれが難しい。ですけど、その

両方の側面を考えています。

施氏　そろそろ時間が参りましたので、佐々木先生の御講演をこの辺で終了させていただきた

いと存じます。

　佐々木先生、今日は大変おもしろい話をありがとうございました。

　それから今日御出席の皆様、御清聴どうもありがとうございました。

　最後にもう一度佐々木先生に盛大な拍手をお願いします。

　これにて本日の公開セミナーを終了いたします。どうもありがとうございました。
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