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はじめに

　新型コロナ・パンデミックは文化芸術の世界も
直撃した。このようななかで文化芸術の実践者・
研究者などから緊急支援のアピールが相次ぎ、政
府も文化芸術の支援策を打ち出した。この間多く
聞かれたのは、欧州諸国と比較した日本の文化政
策の狭小さである。ただ日本の文化政策について
個別具体的な事業に踏み込んだ議論は管見の限り
多くない。そこで本論では、日本の文化政策には
曖昧な硬直性が存在することを指摘して、労働者
としてのアーチストの脆弱性を看過してきたこと
を中心にその課題について分析して考察する。手
がかりは、アメリカの文化政策との比較である。
自身が過去に兵庫県およびアメリカ・ワシントン

州の芸術文化行政に関わった経験をベースに、そ
の後の知見も加えながら文化政策のあり方を考察
することとしたい。なお文化芸術という用語には
様々な分野が含まれるが、ここでは主として実演
系の文化芸術を中心に議論する。またここで労働
者という用語は経済学的にみた労働の概念による
ことする。

Ⅰ．問題の背景

１．コロナ・パンデミックと文化芸術の世界
　新型コロナ・パンデミックにより 2020年 2月
以降、国内外で文化芸術事業の中止が相次いだ。
コロナ禍で特に打撃が大きかったのは実演系の文
化芸術である。2020年 2月～ 2021年 1月の音楽
市場は前年比 88％減、演劇市場は 76％減と推計
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２．顕在化した課題
　日本の文化政策は、後述するとおり 1990年代
以降の 30年間に、量的にも質的にも大きく変化
してきた。しかし、そこには前例踏襲とインクリ
メンタリズムの影が見え隠れする。その課題は次
のように指摘される。
　第一は、文化芸術の政策が高尚文化（ハイカル
チャー）を中心にしてきたために、文化芸術と経
済の関係が曖昧にされてきた可能性があること
だ。今日の文化芸術は美術・音楽・演劇・メディ
アなど幅広い分野を含むが、今日の文化芸術の政
策も研究者も基本的に高尚文化が中心だと理解さ
れている（片岡 2008ほか）。高尚文化とは本質的
な芸術で、クラシック音楽や美術などが代表であ
り、その価値の源泉は、芸術の固有の価値や芸術
が人々を啓蒙する力を信じるロマン主義的な芸術
至上主義だとされる。ただ高尚文化は社会にとっ
て有益だが、多くの人々はその価値を十分に理解
できない。つまり社会に必要だが過少供給に陥る
価値財であるために公的支援が必要と理解されて
いる。特に実演系の質の高い高尚文化は人的資本
集約型で、生産の効率化や生産調整が困難な前近
代的な事業で高コスト体質であり、公的支援が必
要と理解されている（ボウモル・ボーエン 1994，
スロスビー 2002など）。
　高尚文化に対する概念として商業文化という概
念がある。この代表はポピュラー音楽や商業演劇
などで、大衆の娯楽であり営利事業である。高尚
文化の目的は芸術性の追求であり品質が高いが、
商業文化の目的は経済性であり品質は低いと対比
されることが多い。
　ただ今日では、商業文化と高尚文化のクロス
オーバーは珍しくない。かつて王侯貴族の悦楽
だった西洋音楽やオペラは、18世紀から富裕層
市民が支援者・消費者になり、20世紀の大衆消
費社会では娯楽的な音楽・演劇がショービジネス
として発展した。戦後は大衆文化がエンタテイン
メント産業に成長しグローバル化している。この
過程をみると高尚文化と大衆文化は連続している
という見方もある（岡田 2001，2005）3。芸術の独
自性や使命が強調され始めた時代には、経済優先
の社会に対する有閑階級の抵抗や大衆の野卑な趣
味に対する脅威があったという議論もある（ウィ
リアムズ 2008ほか）。

されている（ぴあ website）。このようななか、実
演団体の協議体である文化芸術推進フォーラム
は、人々の創造性とノウハウの蓄積、専門人材と
人々の支援で成り立つ「文化芸術の継承の危機」
を訴え、文化芸術復興基金は“We Need Culture”
を標語に、演劇緊急支援プロジェクトは「演劇は
生きる力」だと国・地方自治体・民間企業に緊急
支援をアピールし続けた（文化芸術推進フォーラ
ム website，文化芸術復興基金 website，演劇緊急
支援プロジェクト website）。日本文化政策学会と
文化経済学会有志は、「心身のストレスから解放
され、活力をとりもどす」ためには様々な文化活
動が重要であり、文化芸術従事者に対する経済的
支援や文化政策の再考を提言した（日本文化政策
学会 website）。このようにかつてない文化芸術関
係者の集結と文化芸術の有用性を訴える声を受け
て、政府も相当規模の文化芸術の支援策を打ち出
すことになった1（文化庁 website a）。
　この間の議論ではしばしば参照されたのは、海
外の文化政策と比較した日本の文化政策の窮状で
ある。例えばドイツ文化大臣による「アーティス
トは不可欠な存在だ」という発言（朝日新聞
2020ほか）や、ドイツ・イギリス・アメリカな
どにおける失職したアーチスト対象の給付金制度
が紹介された（朝日新聞 2020，日本経済新聞
2020b，NHKwebsiteほか）。また欧州では文化芸
術の公共性と公的支援についての国民合意がある
が、日本には文化芸術に対する社会的合意がない
ことなどが指摘された（日本経済新聞 2020a）。
　確かに後述するとおり、日本の文化政策は、欧
州諸国と比べて小規模である。ただここで筆者が
注目したのは、日本の文化政策は西欧からの評価
が起点であり、この姿勢は今日まで続き、文化政
策をめぐる議論は 1970年代迄で終わったという
指摘である2。つまり文化芸術のあり方を巡る根
本的な議論がないまま、曖昧な硬直性のなかで文
化政策が展開されてきたことが日本の文化芸術の
脆弱さの底にあり、そのしわ寄せがアーチストの
窮状としてコロナ禍で露呈したのではないか―そ
れが本論で考えたいことである。
　なお本論では芸術を含む幅広い文化を表す概念
として文化芸術という用語を用いる。また幅広い
分野の文化芸術の創作者をアーチストと総称す
る。
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う二面性がある（スロスビー 2002，アビング
2007）。そしてコロナ禍は、労働者としてのアー
チストの脆弱性を顕在化させた。演劇緊急支援プ
ロジェクト（2021）によると、回答者の 80％は
フリーランスであり、事業の中止が失業に直結し
て、社会保険制度でもカバーされない。収入が半
分以上減少した人は 74％であり、食費に困窮
（41.7％）、家賃に困窮（59％）する人も多い。回
答者の 36.3％は文化庁継続支援事業に申請してお
らず、このうち 48.1％は自己負担金がないことが
理由だ。契約変更に伴う費用や報酬の保障を発注
事業者と交渉した回答者は 1％である。最低限の
生活保障も交渉力もない底辺に近い労働者の姿が
浮かび上がってくる。
　またコロナ禍のなかで商業文化は独立採算可能
な営利事業であり、高尚文化は質の高さのために
採算がとれず公的支援を必要とするという前提に
疑問を投げかける実態が見えてきた。2020年 4
月以降、苦境にあるアーチストに対する支援が増
加して、現在（2021年 3月）までに、例えば日
本オーケストラ連盟には企業から 4億円また賛同
者から 1775万円が集まったほか、札幌交響楽団
には 1.4億円近い寄付が集まっている（日本オー
ケストラ連盟 website，札幌交響楽団 website）。
寄付サイトを通じて個別のオーケストラ、バレエ
団またオペラなどにも 300万円から 1300万円近
い寄付金が集まっている（READYFOR websiteほ
か6）。一方、寄付サイトを通じて、映画のミニシ
アター・エイドには 3.3億円、劇団四季には 2.1
億円、マンガ誌展示即売会には 1.5億円が集まり、
ライブハウスやジャズバンドにも 1800万円近い
寄付が集まっている（Motion Gallery website）。ヒッ
プ・ホップなどのライブ開催に数千万円、またダ
ンスライブやパフォーマンス大会などにも 500万
円近い寄付が集まっている（Campfire website）。
ここから見えてくるのは、高尚文化や商業文化と
いう区別なく、文化芸術は経済的に脆弱な存在で
あるということ、そして多くの現代人にとって文
化芸術は、高尚文化や商業文化という区別なく、
社会的支援が必要な対象と考えられていること
だ。特に個人の寄付ではその傾向が強いことが注
目される。
　しかしコロナ禍のなかで、文化芸術の創造者が
生を持続させる経済基盤は脆弱であることが浮き

　しかし高尚な文化芸術は神聖であるために、政
治や経済と関わる文化芸術は不純とみなされた
り、経済と無縁であることが芸術の価値と理解さ
れたりする傾向があるといわれる（アビング
2007ほか）。新しい文化芸術が次々と生まれ、文
化芸術の質や価値をめぐる議論は増えても、芸術
性と営利性は両立しないという通念と、商業的＝
質が低いという社会通念は根強いといわれる（佐
藤 1999，香月 2011）4。
　そして日本の文化政策も「質が高い」ために「採
算のとれない」いわば高尚文化を基本的に対象と
してきた。このように文化芸術を語る際に経済の
話をタブーにすることが、文化芸術活動に伴う経
済的な問題を見え難くした可能性は否定できな
い。高尚な文化芸術は経済と相反するという価値
観は、アーチストは信奉する神聖な価値のために
不遇でも身を捧げることを自他ともに容認するこ
とにつながるためだ。
　そして第二に、現代社会における文化芸術は、
エンタテイメント産業とオーバーラップしている
現実が、社会的にも政策的にも曖昧なまま十分に
整理されていないという弊害もある。芸術と経済
は相容れないという理想に反して、現実社会の文
化芸術、なかでも実演系は市場経済活動と不可分
である。日本の税法上5で「映画、演劇、演芸、
舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を
行う事業（実施・仲介・取次ぎを含む）」は娯楽
業の興行である。興行にはポップス音楽、クラシッ
ク音楽、演劇、ミュージカル、歌舞伎、バレエな
どのジャンルが混在している。産業統計「経済セ
ンサス」では、娯楽業の「興行場・興行団」に「劇
場、興行場、劇団楽団，舞踊団、演芸・スポーツ
等興行団」は位置づけられる。美術館・博物館は
社会教育に分類されているが、経済活動としては、
高尚文化も商業文化も同じエンタテインメント産
業なのである。さらに近年では、公共サービスに
民間企業のような経済性・効率性を重視した行動
を求める NPMの広がりにより、公的支援を受け
る文化芸術にも経済性や成果が強く求められ、商
業文化との差が見えにくくなってきている。
　このエンタテイメント産業は、巨大マネーが動
く華やかな世界であるが、勝者が総取りする、つ
まりごく僅かの成功者が収入を独占する一方、多
数のアーチストは無収入（失業）か超低所得とい
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権的な日本の行政システム、つまり各種の補助金
制度による全国一律の行政サービスが多いなかで
はやや特異な状況にある。
　国の文化政策は、1968（昭和 43）年に設置さ
れた文部科学省下の文化庁が主に担っており、業
務は文化財保護、国語、著作権、宗教そして芸術
文化の振興などである。このうち芸術文化振興は
後発で、社会教育の一環として昭和 30年代から
本格的に始まった。
　地方の文化政策は、このため都道府県・市町村
の教育委員会が担当した。しかし文化行政は、管
理型の教育行政ではなく、市民の自由な創意が生
かせる首長部局が担うべきという議論が大阪府を
嚆矢に始まった。また神奈川県知事が「地方の時
代」を提唱し、1970年代に各地で革新系首長が
登場するなかで、戦後の経済成長を支えてきた中
央集権的で画一的な既存の行政に対して批判が高
まり、地方独自の政策やまちづくり政策が模索さ
れて、新しい行政を志向する動きが相次ぎ、文化
行政も焦点になった（野田 2014）。
　しかしその後、地方の文化行政は二つの道を
辿った。一つは、文化行政の意義の拡散である。
松下・森（1981）は、文化行政の原則を①市民自
治の原則、②基礎自治体の原則、③行政革新の原
則と論じて、自治体改革の精神的支柱として文化
行政を位置づけた。これに影響された兵庫県や埼
玉県では「行政の文化化」が提唱された。「行政
の文化化」とは、教育、土木、福祉、商工、農林
水産などあらゆる分野に、文化の視点を取り入れ
てレベルアップをめざす理念と政策の総称であっ
た。ただ具体的な行政システム改革は既存の諸制
度と資源の制約に阻まれて大きな進展がないまま
文化行政の熱気は全国的に霧散した。
　一方、地方の文化行政が辿ったもう一つの道は、
文化施設の建設だった。地方の時代を象徴する文
化行政の理念は、文化ホールや美術館などの可視
化された事業になり、1980年代以降、全国的に
文化施設が急増した。公立文化施設数は、1970
年代前半には 347だったが、1980年代前半には
1,002、1990年代前半 2,046、2000年代になると
3,000を超えた（地域創造 2020）。これらの文化
施設は、事業内容に無頓着で無計画な典型的ハコ
モノ行政と批判されることがある。しかし 1980
年代後半から音楽・演劇などの専門劇場の整備、

彫りになった。日本の文化政策は戦後拡大してき
たが、文化芸術の創作者・表現者という文化芸術
を生み出す資本そのもの、最終の生産物である文
化芸術を供給し続ける創作者の育成過程を確保す
る必要性を看過してきた可能性は否定できない。
　そこで以下では、このような問題につながる日
本の文化政策の特質と課題を、日本の文化政策の
経緯を再考し、また日米の文化政策を比較するこ
とから明らかにしていきたい。

Ⅱ．日本の文化政策の現状

１．日本の文化政策のプレゼンス
　日本の文化政策は、1980年代以降拡大してき
た。2001（平成 13）年には「文化芸術振興基本法」
が制定され、2017（平成 29）年に「文化芸術基
本法」に改正されて、文化芸術振興の基本的理念
や文化を享受する権利が明確化された。2018（平
成 30）年の同法改正では、諸外国の文化芸術政
策に準じて、文化芸術の範囲を拡大し、創造的な
経済・社会の発展に文化芸術を活かすことや文化
芸術へのアクセス拡大も追加され射程が広がっ
た。
　しかし日本の文化政策の規模は、他の先進諸国
と比較するとかなり小規模である。国家予算に占
める文化支出の割合（2019年度調べ）をみると、
日本は 0.12％なのに対して、韓国は 1.14％、フラ
ンスは 0.92％、ドイツは 0.52％、英国は 0.22％で
ある（文化庁 2020a）。ちなみに後述するアメリ
カは 0.04％と 6か国中最も低い。
　それでも日本の政府は文化政策を小規模ながら
拡充させてきた。これに伴い文化政策に関する研
究の集積も着実に増えてきた（小林編 2018ほか）。
ただ国と地方の文化政策を俯瞰した議論は管見の
限り多くない。結論を先取りすると日本の文化政
策には、各政策主体の自己アピールの場とされた
り、全体的な調整役が不在でアドホックに進めら
れたりする側面があり、またアーチストを育成す
る視点を欠くという課題が次のように指摘され
る。

２．文化政策の国・地方関係－調整役の不在
　日本の文化政策の特質の一つは、国と地方が
別々のベクトルで進めてきたことである。中央集
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円）、文化財保護経費が 18.6％（875億円）であっ
た（文化庁 2020b）。芸術文化経費の内訳は、文
化施設経費が 62.8％（2,403億円）、文化施設建設
費が 18.2％（698 億円）、芸術文化事業費が
18.9％（724億円）である。芸術文化事業費には
各種の芸術文化関連事業や芸術文化団体に対する
補助などが含まれる。
　つまり文化政策を芸術文化振興に限ると、日本
の中央・地方政府の第一の役割は、芸術文化を直
接に提供することだった。国も地方も自前の文化
ホールや美術館などを整備・運営して、芸術文化
を供給する場所づくりに相当の力を割いている。
その理由として、地方の文化政策は「首長のパ
フォーマンス」（枝川 2015）という指摘があり、
文化が地方間競争の有効な手段とされた一面があ
る。現代舞台芸術振興の拠点としてオープンした
新国立劇場もその延長線上にあると見えなくもな
い。なお新国立劇場の構想・計画・運営について
は、設置場所や対象分野の選択、劇場の規模や芸
術監督の選任などを巡り、芸術関係者の間で様々
な駆け引きや主導権争いがあったことが各所で報
告されている8。
　このように日本の文化政策は、いわば全体的な
調整役を欠いたまま進められてきた。地方の文化
政策に積極的なのは総務省（旧自治省）で、公立
文化施設整備のための地方交付税措置、また一般
社団法人地域創造（自治省主導で 1994年に設立）
による公立文化施設の活性化支援事業を実施して
きた。つまり美術・音楽・演劇・メディア系など
分野別の専門家・専門集団はいても、芸術文化全
体を横断的に調整し方向性を示す機能が不在のま
ま、各々の主体が自己主張してきたのが日本の文
化政策の実態といえる。

４．文化政策の課題
⑴　文化芸術団体・アーチストの育成支援の欠如
　この間に、見過ごされてきた課題は次のとおり
である。
　第一の課題は、アーチストや文化芸術団体の育
成に対する支援・配慮が希薄であることだ。国も
地方も文化芸術を供給する場所づくりとして文化
施設の整備を重視してきた半面、芸術文化そのも
のの育成・支援は二の次であった。文化施設の運
営や文化事業のマネジメント支援や施設運営の人

楽団や劇団のレジデント制の導入、芸術文化専門
スタッフの配置などにより、個性的で芸術文化水
準の高い施設の整備と運営が試行された。先進事
例として水戸芸術館、東京芸術劇場、愛知芸術劇
場、滋賀県立芸術劇場、兵庫県立芸術文化センター
などがある。
　そして国の文化政策も 1990年代後半から大き
く変化した。契機はバブル期の 1990（平成 2）年
3月に官民の出資により設立された「芸術文化振
興基金」である。後述するとおり、国の文化政策
は文化財保護が中心だったが、以降、現代の芸術
文化活動に対する支援が増加した。1997（平成 9）
年には現代芸術のための新国立劇場がオープンし
た。また 2001（平成 13）年には前述の「文化芸
術振興基本法」が制定され、2012（平成 24）年
には「劇場法」も制定された。このように次々と
積極的に新機軸を打ち出されていった。

３．国・地方それぞれの自己主張
　このような国と地方の文化政策の変遷は、文化
支出から辿れる。1970年代から市町村と都道府
県の文化支出が徐々に増えて、文化施設の建設増
により拍車がかかり 1993年度には 9500億円の
ピークに達した。その後文化施設の建設が一巡し
て、文化支出は徐々に減少した後、2013年（平
成 25）度以降は 4,000億円前後で推移している（文
化庁 2020b）。文化庁の予算は 1990（平成元）年
には 409億円だったが、1990年代後半から増加
し 2003（平成 15）年には 1,003億円になり、以
後 1,000億円以上が続いている（文化庁 n.d.a）。
文化支出の拡大は地方が国より先行し、その規模
は国よりも地方全体の方が大きい。
　なお文化支出の内容は国と地方では異なる。文
化庁の予算の中核は文化財保護である。2020年
予算（総額 1,067億円）の内訳は、文化財保護に
43.6％（463億円）、文化芸術の創造・発展と人材
育成に 20.1％（214 億円）、国立文化施設に
33.0％（352億円）である（文化庁 n.d.b）。1980
年代は文化財保護費が 7割近くを占めていた（文
化庁 1988）。
　地方の文化支出のなかでは芸術文化経費が大き
い。2018（平成 30）年度の文化関係経費は 4,700
億円（都道府県 1,175億円、市区町村 3,525億円）
であり、内訳は芸術文化経費が 81.4％（3,825億
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文「文化芸術活動を行う者の自主性を尊重するこ
とを旨とし」は、アーチストの表現の自由の保障
が主旨だが、「自主性」という政策用語には自立
が基本という含意が伴うことがある。

⑵　芸術文化支援の地域偏在
　第二は、芸術文化政策の地域偏在である。例え
ば 2020年度「文化芸術創造活動に対する支援」
や「子供の芸術文化体験事業」は、「芸術の水準
向上に直接的な牽引力となる創造活動への重点支
援」「我が国を代表する文化芸術団体の優れた公
演活動」を支援すること、「質の高い文化芸術」
を鑑賞・体験する機会の提供説明されている（文
化庁 n.d.b）。芸術文化振興基金の助成の中核を占
める芸術創造普及事業の選考基準は、「優れた芸
術文化活動」「先駆的な活動」「十分な実績」だと
説明されている。
　言うまでもなく、特に水準が高いとされる芸術
文化は、経済活動の中心で人材が集積して優れた
作品と鑑賞者が多い東京都に集中している。2020
年度の芸術文化振興基金と芸術文化振興補助金の
地域別の助成先は、およそ半分が東京都の団体で
ある（表 1）。
　一方、地方の文化芸術振興関係予算として「文
化芸術創造拠点事業」（10億円）と「劇場・音楽
堂等機能強化推進事業」（24億円）などがあるが、
事業の大半は一時的なイベントの助成である（文
化庁 n.d.b）。優れた中央の芸術文化 vs地域性を
生かした芸術文化に類型化し、高度な芸術文化を
全国に分配する事業を中心にして、地方の芸術文
化は周縁化される傾向がみえる。
　優れた芸術文化が大都市部に多い状況は世界共
通とはいえ、そこに文化政策の実績主義が重なる
と、芸術文化の集積が多い地域に発展の可能性は
あっても、芸術文化の集積が少ない地域は貧弱化
する負のスパイラルに陥ることが危惧される。
　近年、先進国の文化政策では、教育や福祉また
地方が抱える社会的課題のために芸術文化を活か
すことへの関心が高まっている。日本でも文化政
策と地域経済の活性化をリンクさせることが重要
なポイントになってきており、地域独自の文化を
発掘して、情報発信したり観光資源として活かそ
うとする地域が増えている。ただ残念ながらその
なかには、外来のアイディアやコンテンツに頼る

材育成などは拡充されてきたが、芸術文化の主役
であり創造者であるアーチストに対する配慮や支
援は限定的といわざるをえない9。
　文化芸術団体に対する支援は、1990年頃から
芸術文化振興基金の現代芸術文化助成事業により
増加した。現在では「文化芸術の創造・発展と人
材育成」が文化庁予算の 20％近くを占める（文
化庁 n.d.b）。芸術文化振興基金は年平均で 724件、
15.6億円（1990年度から 2019年度の間に 21,728
件、467億円）の助成を行い、芸術文化振費補助
金は年平均 423件、43億円（2009年度から 2019
年度の間に 4,661件、473億円）が支出された。
　しかし助成は基本的に活動が対象である。「芸
術文化振興基金助成金交付の基本方針」（平成 16
年 2月 24日、芸術文化振興基金運営委員会決定）
が示す助成対象は、（1）優れた芸術文化活動でそ
の性格上採算の望めない活動、（3）実績と将来性
はあるが財政的基盤が弱い団体の創造・普及活動
である。これは令和 3年 4月に改正されて「活動
主体の経営基盤、活動内容の採算性にも配慮」し
て、「優れた芸術の創造普及活動」を対象に助成
することになった。
　ここではアーチスト・文化芸術団体の創作等の
経済的脆弱性を認めつつ、助成対象は活動に限定
され、アーチストの生活や文化芸術団体の維持は
考慮外である。舞台芸術産業でよい体験を創作で
きる人材は資産あるいは資本と考えられるが（衛
2005）、現在の文化政策に、アーチストという資
本を形成するために資金や時間を投入する姿勢は
希薄である。芸術文化振興とは、完成された優れ
た作品の公表や保存と同義であり、文化的・経済
的な創造的インパクトを持つ人や組織は存在する
ことが前提で、そのレベルに至る過程やレベルを
維持するためにどれほどの時間とエネルギーを要
するかは考慮されていない。例えば新進芸術家の
海外研修支援が 1967（昭和 42）年から実施され
ているが、近年の年間採択数は数十人程度である
（文化庁 website b）。
　文化芸術基本法第 8条「芸術の振興」には「芸
術の公演，展示等への支援，これらの芸術の制作
等に係る物品の保存への支援，これらの芸術に係
る知識及び技能の継承への支援，芸術祭等の開催
その他の必要な施策」とあるが、アーチストの育
成は明示されていない。また文化芸術基本法の前
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広範な社会的支援は不要という評価につながる可
能性もある。このように様々な課題があるにも関
わらず、文化政策の全体的なあり方について議論
や見直しがなく、曖昧な硬直性を持ったまま拡充
してきたのが日本の文化政策の一面だといえる。

⑶　多様性の確保
　第三の課題は、芸術文化振興における多様性の
問題だ。各国の文化政策は西洋の高尚文化と伝統
文化を中心にすることが多いが、そこではエリー
ト主義に対する批判、グローバル文化からの自国
文化を保護する必要性、また都市経済への貢献な
ど様々な議論が展開され、多様な文化政策が展開
しているといわれる（川崎 2009，Crane2009ほか）。
諸外国では早い段階から高尚文化も大衆文化も文
化政策の対象にしてきた（Toepler and Toepler2002）。
　日本では 1970年代に地方の文化行政と市民自
治を結びつける議論があったが、文化政策自体の
理念や方針をめぐる議論はほとんどなされなかっ
た。その後の文化政策は、高尚文化を対象にする
基本を前例踏襲し続けて量的拡大が図られてきた
ように見える。文化政策の対象には大衆文化、映
画やメディア芸術なども加えられてきたが、芸術
鑑賞・教育の機会の拡大もアクセス拡大も「優れ
た芸術文化」として美術・音楽・演劇・伝統芸能
などの高尚文化寄りの事業が中核にある。芸術文
化振興基金や芸術文化振興補助金の多くはで高尚
文化寄りの内容である。例えば 2020年度の芸術
文化振興費補助金の助成対象（212件、33億円、
国際芸術交流支援事業は除く）のうち音楽と舞踊
の分野が件数の 45％、助成金の 73％を占め、そ
の事業の大半はオーケストラやバレエなどのいわ
ゆる高尚文化である（日本芸術文化振興会
2020a，2020b）。
　片岡（2008）によると、日本にも芸術文化の嗜
好には階層性があり平等ではない10。過去 1年間
（2020年調査）の文化芸術の鑑賞活動は、映画が

36.2％、美術が 23.6％、ポップスが 18.1％であり、
オーケストラなどは 13.4％であった11（文化庁
2020c）。今日多数の人々にとっての主な文化芸術
の体験とは映画やポピュラー音楽などの商業文化
である。2018年の音楽市場の規模はポップス 4,197
万人に対してクラシック 614万人と推計されてい
る（ライブ・エンタテインメント調査委員会

ものも少なくなく、結果的に画一化された独自性
のないものが散見される。文化芸術の需要は評価
の高いものに一点集中する特質があるものの、地
方が受容者で居続ける限り地方の芸術文化の発展
の糸口はつかめない。同時に文化資源が大都市圏
に偏在し続けると、文化芸術は限定された人々に
恩恵がある地方公共財になり、文化芸術に対する

( ) 2020a (2020b)

表１　2020 年度文化庁補助金・芸術文化振興基金
（2020 年度合計）の助成対象所在地
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カタリスト（触媒）と位置づけて、マッチングファ
ンドなどを用いて、NEAの助成事業が他の民間
団体・個人の寄付やボランティアを引き出して大
きな力になることを目指してきた。このような手
法で助成を増やしていった結果、1960年代から
1970年代にかけてオーケストラ、オペラ、演劇、
ダンスなどの芸術団体が増加して、世界的に活躍
する団体を含む多数の組織が成長したという。ま
た NEAの助成金の一部は州政府に交付され、州
政府が地域の実情に応じた芸術政策を展開するこ
とを後押しした。州政府も各々に文化芸術団体や
アーチストを支援したために、1970年代から
1990年代にかけてアーチストが増加したという。
　一方、NEAは大きな苦境に陥った時期もあっ
た。1990年代初頭に助成した作品が宗教を冒涜
した内容だという批判が噴出して、NEA廃止論
が声高になり、代表が辞任した。その後も逆風は
続き、NEAの事業規模は縮小された。しかし近
年では芸術の社会的効果を強調した事業を展開す
ることで財政状況は安定化しているようだ。2019
年度 NEAが美術・音楽・演劇・舞踊・民族文化・
文学などの分野の文化芸術団体・アーチストに助
成した件数は 2,500で、総額は＄155,000,000（約 166
億円、＄＝107円で換算）であった（NEA website a）。
　日本の芸術文化助成は、前述のとおり 1990年
代以降に急増して、2020（令和 2）年度の芸術文
化振興基金と芸術文化振興補助金を合わせた助成
決定件数は 1008件で総額 74億円に上る。日本と
アメリカの人口規模比（およそ 1：2.6）を考える
と、国レベルの 1人当たり芸術文化助成費はほぼ
同等か日本の方がやや多いと考えられる。
　しかし今日でも文化芸術団体・アーチストが利
用可能な公的支援はアメリカの方が大きい可能性
がある。州政府などの芸術文化支援事業が、NEA
とは別に存在するためだ。全米州芸術機関会議
（National Assembly for State Arts Agencies， 略称

NASSA、以下「NASAA」とする）によると 2020
年度の全米の州政府芸術文化機関の収入総額は
＄572,300,000（612億円）であった（NASAA n.d.）。
これは日本の 2018年度の都道府県の文化支出（約
1,000億円）より少ない。しかし日本の文化経費
の大半は公立文化施設の建設・運営費と主催事業
等の経費に充当されるが、文化芸術団体・アーチ
ストに対する助成は管見の限り僅かなのに対し

2019）。文化芸術の質や目的に関する社会的評価は
変化してきている事情を踏まえて、文化政策のあ
り方も時代に応じて議論する必要性を付記してお
きたい。

Ⅲ．アメリカの文化政策

１．アメリカに注目する理由
　このような日本の文化政策の課題の所在を理解
するために、以下ではアメリカの芸術文化政策に
ついて述べていきたい。2019年度の中央政府の
文化支出総額は日本では 1,167億円であるのに対
してアメリカでは 1,806億円だが、国家予算に占
める割合は、日本（0.12％）の方がアメリカ（0.04％）
より大きい（文化庁 2020a）。また地方政府の文
化支出は、日本が 4,356億円であるのに対して、
アメリカは 1,234億円である12。またアメリカの
芸術文化政策では、民間の非営利組織の役割が政
府よりも大きいことが知られている（文化庁 
2020a、片山 2006ほか）。
　しかしアメリカの芸術文化政策のなかには、日
本の文化政策の課題として前述した、アーチスト・
文化芸術団体の育成という視点、地域の偏在、多
様性の確保という点に対する示唆もある。以下で
はこのような論点を中心に述べていく。議論に用
いる資料等は、筆者が 1991年 4月から 1992年 3
月まで滞在したワシントン州芸術委員会
（Washington State Arts Commission）で入手した資
料と観察およびその後の政策に関する文献資料で
ある。

２．アメリカの連邦・州の文化政策
　アメリカの国家レベルの芸術政策の中核的な担
い手は、1965年に創設された全米芸術基金
（National Endowment for the Arts、略称 NEA、以
下「NEA」とする）である13。片山（2006）によ
ると NEAの創設時のケネディ大統領は芸術文化
に深い関心はなく、高尚文化の愛好者層からの支
持を狙った政治的思惑から、連邦政府の芸術政策
を開始した。また当初から、芸術文化政策は地方
中心で実施するべきという議論や、高尚文化は富
裕層・エリート限定の嗜好だという批判があった
ことから、連邦レベルの政策は積極的に展開され
なかった。NEAは自らを様々な支援を引き出す
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あった。2020年度の内訳は、州政府基本支出
＄2,169,000、（39.9％）、その他州予算＄2,410,251
（44.3％）、NEA助成金＄845,600（15.5％）、民間
＄14,879（0.7％）である（NASSA n.d.）。州の文
化収入規模は全米では中位で、1人当たり芸術文
化予算は全米 50州＋ 6地域中 41番目であり、特
段文化政策に積極的な州とは言い難いが、人口の
集積があり文化資源の集積も一定あり、様々な州
政府の芸術文化政策を行っている。
　ちなみに筆者が観察した 1991年時点のWASAC
の委員は 21名、スタッフは 21名であった。1991
年度（1990年 7月～ 1991年 6月）の予算総額は
＄4,099,64717で今日の規模と大きく変わらない。
また現在の主な事業は、文化芸術団体・事業助成
（Awards）、芸術教育（Arts In Education）、公共芸
術（Public Arts）などで、この大枠も大きくは変
化していない。このため以下では、詳細な資料を
入手出来た 1991年時点の事業を中心に報告する。

⑵　1991 年の WASAC
目的と事業
　ワシントン州政府の目的は、住民が芸術文化を
通じて社会的、教育的、経済的な利益を享受でき
るように芸術文化を保護・発展させることとされ、
主な事業は、助成プログラム、芸術教育、公共美
術、コミュニティ文化振興であった。

助成プログラム（Awards Program）
　1991年度の助成プログラムは、大規模団体助
成（Institutional Support）、団体助成（Organizational 
Support）、事業助成（Project Support）、協働パー
トナーシップ（Cooperative Partnerships）、奨学金
（Artists Fellowships）に区分されていた。
　大規模団体助成は、芸術的水準が特に高い大規
模団体が対象であり、1991年度には 19団体に計
＄542,003（1団体平均＄3万）助成した。シアトル・
シンフォニーやシアトル・オペラ、シアトル美術
館などが助成対象であった。
　団体助成は中規模団体（文化芸術団体、制作団
体、地方文化団体）に対する運営助成である。現
在進行中の事業活動の維持を支援する。選考基準
では地域のアーチストの参加を重視する。1991
年度は 75団体に計＄390,785ドル（1団体平均
＄5000）を助成した。

て、アメリカの州政府の芸術文化支出の多くは文
化芸術団体・アーチストに対する助成に充てられ
る。2018年時点で 22,895件（内訳：Arts Education 
Grants 9,434、Operating Support Grants 5,326、
Individual Artist Grants 2,718、Grants to Local Arts 
Agencies 1,331）で総額＄303,301,665（約 320億円）
が助成事業であった（NASAA2018）。州政府の助
成事業には NEAの補助金が使われる場合もある。
　またアメリカの芸術文化支援では民間の助成財
団・個人の寄付の役割が大きく、政府の芸術文化
支出の小規模とされるが、そこには役割分担があ
る。民間の助成団体は主に大規模な団体に助成を
行い、州政府は少額の助成を多数の団体に対して
行い、連邦レベルの NEAは民間より小額だが州
政府よりは多額の助成を行う（NASAA website）14。
NEAの大規模団体に対する公的支援は非常に限
定的である15。他方、地方の立上げ期の団体や小
規模な活動は州政府などが支援し、ある程度実績
を重ねると NEAの支援対象になる。つまり活動
の規模や地域や発達段階により異なる助成制度が
存在して、一連の政策により文化芸術団体・アー
チストの成長を支援する。このような事情をつい
てワシントン州芸術委員会を例に詳しくみてい
く。

３．アメリカ・ワシントン州の文化政策
⑴　Washington State Arts Commission
（WASAC）
　ワシントン州はアメリカ合衆国の北西部の人口
約 760万人（2019年時点）の州である16。人口規
模は全米で 13番目であり、最大都市シアトルに
は、マイクロソフトやアマゾンが本社を置く。芸
術文化が活発な地域は東海岸側に多いが、1990
年頃のシアトル近郊は全米で 7番目にアーチスト
が集積する地域とされていた。大規模な文化芸術
団体としては、シアトル・シンフォニー、シアト
ル・オペラ、シアトル美術館なども所在している。
　ワシントン州政府で芸術文化を所管するのはワ
シントン州芸術委員会（Washington State Arts 
Commission、以下「WASAC」とする）である。
独立型の行政委員会で NEAより早く 1961年に
設置された。2020年時点のWASACの委員は 23
名、スタッフは 21名である。収入規模は 2019年
度 は＄4,776,304、また 2020年度は＄5,439,730で
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公共美術（Arts In Public Places Program）
　公共美術は、州の公共施設建設事業費の 0.5％
を保留して、公共施設に美術作品を設置する事業
である。州法で公共美術のための予算保留が定め
られて、WASACが執行を担う。フランスのマル
ロー文化相が主導した Percent for the Artsを導入
した事業であり、ワシントン州の公共美術事業は
全米州でもトップレベルで、熱心な取り組みを続
けてきた18。
　手順としては、公共施設の新設・改修計画毎に
プロジェクトが立ち上がり、WASACのスタッフ
と施設運営関係者が公募または招待により作家・
作品を選定して設置する。選定はアーチスト、専
門家、施設管理者などで構成する選考委員会が行
う。多数の公共美術のプロジェクト用に候補者の
美術家バンクも運営されていた。1991年度の事
業費は＄679,680であり、235作品が州議事堂、
州立大学また公立学校などに設置された。

コミュニティ文化振興事業（Community Arts 
Development）
　州内の地方文化芸術団体（Local Arts Agencies）
に対する資金援助と技術援助もあった。当時のワ
シントン州内の地方文化芸術団体は 71団体（政
府 28、非営利組織 43）あったが、このうち 35％
には有給スタッフがゼロで、年間予算 1万ドル未
満の小規模団体が 37％で運営基盤が脆弱であっ
た。1991年度の事業費は＄150,000で、運営スタッ
フ補助が＄87,920、研修やコンサルタント事業が
＄54,400であった。NEAの助成が原資であった。

芸術文化政策の成果
　これらを総括した 1991年度のWASACの実績
においては、延べ 10,000日の事業を提供し、460
万人の参加者があり、25,000人のアーチストに活
動機会を提供したことが強調されていた（表 2）。
大規模団体助成は 2,874日の事業を提供し、147
万人の参加者があり、1,989人のアーチストに活
動機会を提供した。団体助成は 1,996日の事業を
提供し、966,196人の参加者があり、6,876人のアー
チストに活動機会を提供した。文化向上事業では、
1,260日の事業を提供し、462,224人の参加者があ
り、377人のアーチストに活動機会を提供した。
アーチスト滞在事業は 254× 2週間の期間に

　事業助成は小規模またボランタリーな団体に対
する事業助成である。文化機会が少ない辺地での
事業が多く 1991年度は 34団体に計＄33,195（1
団体平均＄1,000）助成した。
　協働パートナーシップは、州を超えた文化機関
のネットワークのための助成・負担である。1991
年度は 51団体に計＄257,990ドル（1団体平均
＄50,000）を助成した。
　奨学金は、文学、美術、実演芸術などのアーチ
ストが研鑽やネットワーク構築することに対する
支援制度である。長期的視野に立つ資金支援で作
品制作・発表などの義務はない。1991年度の助
成実績は、対象 6人、計 30,000ドル（1人＄5,000）
であった。

芸術教育（Arts In Education）
　芸術教育（Arts In Education）は、学校などの
教育機関にプロのアーチストを派遣して美術の制
作・展示また実演芸術の制作・発表を行う事業で
ある。
　 一 つ は 文 化 向 上 事 業（Cultural Enrichment 
Program）で、主として幼稚園・小学校などでアー
チストが小公演（40～ 45分、350～ 450人対象）
を行う。内容は演劇、マイム、クラシック音楽、
オペラ、民族音楽、物語り、民族舞踊、モダンダ
ンス、バレエなど多彩である。1991年度は48団体・
個人が 1,260公演（州内の学校の半数相当）を行っ
た。事業費総額は＄668,521で、1公演平均経費
は＄525だが、物語り（＄150）からオーケスト
ラ（＄9,400）まで幅があった。出演アーチスト
総数は 377人で、1人平均 26事業に従事した。
　二つ目はアーチスト滞在事業（Artists In 
Residence）で、学校や公的機関にアーチスト・
芸術研究者を一定期間派遣する。分野は美術、演
劇、文学、民族芸能、ダンス、音楽、工芸、写真・
ビデオ、デザインと多彩である。参加アーチスト・
芸術研究者は公募する。助成は実施団体に行う。
刑務所の受刑者向けのワークショップも行われて
いた。1991年度の事業費は＄168,939、参加アー
チストが 80人、事業数が 254であった。契約内
容は 1日＄100、2週間で＄1,000ドルと旅費・滞
在費という条件だった。
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が認められていた。

⑶　2019 年の WASAC
　2019年時点では、団体向けの助成事業、芸術
教育向けの助成事業および公共美術の柱で事業が
実施されている。その後の事業見直しなどにより、
事業区分などが整理され、事業規模は若干縮小し
ているが、根幹は大きく変わっていない（WASAC 
website）。
　文化芸術団体助成19は、事業助成（Arts Project 
Support Grant）、 運 営 補 助（General Operating 
Support for LAA）、文化芸術サービス団体助成（Art 
Service Organization Support Grants）、立上げ助成
（Snap Grants および Project Support Grants）の区
分がある。2019年度の文化芸術事業助成の実績
は、小規模団体助成 38件、中規模団体助成 37件、
大規模団体助成 28件であった。芸術サービス団
体助成は 3団体であった。
　芸術教育向けの助成事業にはコミュニティ協働
助成（Community Consortium Grants）、パートナー
形成助成（First Step Grants）の分類がある。コミュ
ニティ協働助成は、文化芸術団体・教育機関・コ
ミュニティの協働により実施する質の高い芸術教
育に対する助成である。パートナー形成助成はこ
のような協働体制づくりの初期段階を支援する。
2019年度の助成実績は、コミュニティ協働助成
21件、パートナー形成助成 7件であった。
　公共美術の支出は現在もトップレベルであり、
積極的に本事業を進めている。これまでに 5,000
作品が設置されてきた。2018年度は、コミュニ
ティ・カレッジ（6校・8事業）、大学（6校、6
事業）、州政府機関（3機関、4事業）、公立学校（54

48,733人の観客があり、80人のアーチストに活
動機会を提供した。公共芸術は、78作品を制作
する 134人のアーチストに活動機会を提供した。
　ここで注目された第一の点は、州政府の芸術政
策が住民に対する量的インパクトを相当重視して
いたことである。第二の点は、同様にいかに多数
のアーチストに活動機会を与えたかを強調してい
た点である。各々の文化芸術振興事業は、文化芸
術団体・アーチストの経済的な脆弱さを踏まえた
上で、たとえ小規模で少額の事業でも、出来るだ
け多数の仕事の機会を提供することを使命として
強く意識していた。日本の文化政策では、ローカ
ルなアーチストに小規模な仕事を多数供給すると
いう発想は稀有であったのとは対照的であった。
　また助成に際して事業内容の主導権は文化芸術
団体やアーチストにあり、創作者が主役で州政府
は側面支援という役割分担がうかがえた。助成事
業の各々の目的や基準はあるが、文化芸術団体や
アーチストの創作アイディアを助成事業に落とし
込むためのコミュケーションも密であった。日本
のイベント型文化事業では発注者が決めた企画に
沿って任務遂行可能な文化芸術団体やアーチスト
が仕事を請け負う形態が多いのとは対照的であっ
た。
　また助成プログラムでは、文化芸術団体の規模
や発展段階に応じた選考基準を持つ複数の助成制
度を持つことも注目される。文化芸術団体の成長
を継続して支える機能が公共政策の中に構造化さ
れている。寛大な奨学金制度にもアーチストの育
成を重視する姿勢がうかがえた。近年の NEA・
州政府の助成制度では活動助成が中心となり変化
しているようだが、当時は団体運営支援の必要性

Event Days/Events/
Project Sites

Attentants/
Students Artists Grants

Institutional Support 2,874 1,467,348 1,989 19
Organizational Support 1,996 966,196 6,876 75
Project Support 232 55,645 1,008 34
Statewide Services 1,034 1,641,314 14,220 51
Cultural Enrichment 1,260 462,224 377 48
Artists in Residence 254 two week 48,733 80 artist 93, sponsor 38
Artists Resource Bank Open &
Invitational Competition 78 - 134 73

Univ. of Washington Open
Competition 1 - 7 1

Art in
Public
Places

Awards

Art in
Education

表２　WASAC の芸術文化政策と支援実績（1991 年度）
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所在地に表れている。芸術文化のメッカが所在す
るニューヨーク州が最多ではあるが、全米各州に
薄く広く配分されている。日本の芸術文化振興基
金などが東京都の団体に集中して、地方の芸術文
化は周縁化される様子とは異なる。日本の文化政
策には文化芸術の資源の偏在を政府が補正すると

校・54事業）に計 70彫刻、壁画などを購入・設
置する事業を実施している。

Ⅳ．考察

１．日本の文化政策に対する示唆
　これまでみてきたアメリカの芸術文化政策の主
な特徴は、①政府の役割はカタリスト（触媒）に
徹すること、②地方重視の政策であること、③文
化芸術団体・アーチストの経済的脆弱性を前提と
して育成課程から支援する仕組みと芸術労働に対
する配慮があることだ。
　①の NEAがカタリスト（触媒）であり続ける
姿勢は、政策実施面では黒子になることを意味す
る。文化政策を自己表現の場にする傾向がある日
本の政府とは対照的である。Salamon（1995）によ
ると、そもそもアメリカの政府は第三者政府であ
り、多くの公共サービスを外部の非営利組織など
に委託する形をとることが多い。文化政策も同様
であり、外部の活動者・活動団体の主体的な活動
を支援することが公共サービスの形である。NEA
の財源は欧州の文化大国と比較すると小規模だ
が、1960年代から 1970年代に文化助成を増やし
て運営支援にも力を注いだことにより、世界的な
文化芸術団体も多数育ってきた。つまりカタリス
トには大きな起動力があることを示している。
　また NEAが多数の助成金を配分してきたノウ
ハウは、民間の助成財団の経験不足を補う貴重な
情報源だったといわれる（片山 2006）。目利きの
役割に資源を割き、民間セクターに刺激を与えて、
文化芸術団体・アーチストが利用できる支援を拡
大させてきたことは、民間の慈善活動が最も発達
したアメリカという国の特殊事情があるとはいえ
一考に値する。
　②については、連邦レベルでの芸術文化支援と
同時に、州政府に助成金を配分し、州政府独自の
取り組みと合わせて地方の多数の文化芸術団体・
アーチストに支援が届く仕組みがある程度機能し
ていることも興味深い。連邦政府が直接に芸術文
化を提供する役割は限られており、また住民に近
いところに主導権を多く持たせる点も日本とは異
なっている。
　NEAが公共政策の受益者を特定の社会階層や地
域に偏在させないという姿勢は、助成対象団体の

表３　2020 年の NEA の助成対象（州別）
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た。同じ期間に舞踊家・演芸家人口（実数）は、
アメリカでは7.4万人から14.7万人に増加したが、
日本では 5.0万人から 5.4万人に増加したのみで
あった。
　1990年代以降日本の文化政策が拡大してきた
間に、アメリカの芸術文化政策は揺り戻し期を挟
み縮小傾向にあった。しかしこの間の日本のアー
チスト人口に変化はあまりなく、アメリカのアー
チスト人口は分野によっては大きく成長してい
る。アーチストの分野・定義の相違や、政府が文
化政策に積極的な国では伝統的芸術が温存されて
新興文化が育たず、政府が文化政策に消極的な国
では新興文化が発展する可能性があること（アビ
ング 2007）など他の要因を考慮する必要はある
が、日本の文化政策にアーチストを育てる考えや
機能がほぼなかったことの結果は検証に値すると
考える。

２．アーチストという労働に対する示唆
　アメリカ政府は大恐慌の時代に、アーチストに
対して、創作する仕事を大規模に提供したことが
知られている（片山 2006ほか）。またイギリスの
アーツ・カウンシルの前身は、当初は戦争で失業
したアーチストの雇用を目的としていたといわれ
る（菅野 2018a）。この点で欧米には、文化政策
とアーチストの労働確保を同義として考える伝統
があると言えそうだ。近年 NPMの影響によって、
文化政策でも短期的な効率性や成果が求められる
ことが主流化しているなか、アーチストという労
働者を支える政策を促すことは時代に逆行するこ

いう発想がないことと、様々な創造活動の地域的
な広がりの関係を再考する必要があると考える。
　そして③アーチストが厳しい労働環境に置かれ
ていることを理解した上で、アーチストの活動を
底上げすることがアメリカの文化政策の一面であ
る。前述のとおり、過去のワシントン州政府の芸
術文化支援は、アーチストに多くの仕事の機会を
提供することを、明確な使命としていた。さらに
文化政策は文化芸術団体やアーチストが主導する
創作活動を公的機関が側面的に支援するという、
アーチストが主導権を持つ役割分担が見られた。
　一方 NEAは長年、芸術労働者の現状に関心を
寄せ続け、アーチストの規模の分析や、賃金・労
働環境の調査また芸術の経済成長に対する貢献な
どの調査を継続して行ってきた。そのエビデンス
が、文化芸術団体・アーチストの経済的脆弱性に
ついての根拠となり、公的支援の必要性に説得性
を与えてきた。NEAによるアーチスト人口（1990
年～ 2018年）調査と日本の国勢調査を用いたアー
チスト人口の推移と比較したのが表 4である。ア
メリカのアーチスト人口は、実数も労働人口 1万
人あたりのアーチスト人口も、日本よりも全般的
に多い。労働人口 1万人あたりの美術家、デザイ
ナー、作家・著述家、音楽家は特にアメリカが日
本より多い。直近の労働人口 1万人あたりのアー
チスト人口は、美術家はアメリカが日本の 2.5倍
以上で、音楽家はアメリカが日本の 3.0倍以上で
ある。1990年から2017年の間に音楽家人口（実数）
はアメリカでは 15万人から 19万人に増加し、日
本では 2.2万人から 2.3万人とほぼ変化がなかっ

*2006年はfine artist, 他の年はfine artists, art directors, and animators。またNEA1970-1990によるとpainters/craft-artistsは191,160人

表４　日本とアメリカのアーチスト人口
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ル化する文化から自国の文化を守る側面があった
ことなども参考に、疲弊する地域の人々が誇りと
活力を取り戻す手段として、文化芸術の力を活か
すことを改めて考えるべきだろう。
　第二は、文化芸術には、現代社会の課題である
人々の孤独・孤立化を緩和する潜在力があると期
待するためだ。文化芸術のリアルな共有体験が放
つ力がコロナ禍で改めて注目されている（岡田
2020）。心を揺るがせる体験が、孤立している人
が一歩踏み出す契機になったり、コミュニティづ
くりにつながる可能性も考えるべきだろう。
　第三にエンタテインメント産業は、有望な成長
産業として停滞する経済を活性化する可能性があ
る点だ。実演系文化芸術は近年拡大基調にあり、
音楽の実演市場は 2000年の 2,000億円から 2019
年は 4,000億円に倍増し、2019年の音楽市場は複
製とネット配信の合計を上回る（日本生産性本部
website）。音楽・ステージの市場規模は 2013年
から 2018年の間に 3,842億円から 5,862億円に成
長。最多はポップス音楽で 2,471億円から 3,875
億円に増えたたが、クラシックも 254億円から
333億円に増えている（ライブ・エンタテインメ
ント調査委員会 2019）。ヴァーチャル体験が一般
化する現代社会ではリアルな文化芸術体験が新た
な価値を持つ可能性がうかがえる。イギリスでは
1997年から文化が創造産業として再編され、アー
チストを教育現場に派遣する雇用促進策もあった
（菅野 2018b）。
　第四は、不利な労働条件を承知で文化芸術に献
身するアーチストが後を絶たないことは、そこに
現代人が労働や人生に求める一つの理想がうかが
えるためだ。不利な労働環境を承知の上で信奉す
る価値のために生きるアーチストの生き方と創造
力は、現代社会が求める人材とオーバーラップす
る。昨今、行き過ぎた資本主義社会の弊害から、
様々な弱い立場にある人たちを包摂する社会の形
成が議論され、様々な取り組みが増えている。し
かしグローバル資本主義の流れに掉さす活動に
は、尋常ではない時間とエネルギーを要し、成果
を上げることは至難である。このような中で、アー
チストの生き方や想像力は、社会的に弱い人々と
親和性が高く、貢献する力を秘めていると感じる
ことがある。例えば近年日本でも増えてきた過疎
地で制作活動をするアーチストインレジデンス事

とかもしれない。しかし 1950年代以降、日本を
含む先進諸国において文化政策が拡大してきたな
か、文化芸術の創造主であるアーチストの持続可
能な創作と生活の維持を看過してきたことが文化
芸術の実質を損なってきた可能性は否定できな
い。
　ただこの問題は非常にやっかいである。第一に、
アーチストが不利な状態は先進国に共通してお
り、その理由は、文化芸術の市場は需要に対して
過剰生産であるのに参入障壁がない自由市場であ
ることが挙げられる。高尚文化でも商業文化でも
創作活動に身を投じることを望む人々は多数いる
が、それを仕事に出来る人はごく限られている。
　第二に、文化政策の拡大とアーチストの創作環
境の改善は連動しない可能性があるためだ。例え
ばフランスの文化政策は自国の文化を保護するた
めに多数の文化施設を整備し、文化団体を支援し、
様々なイベントを実施したが芸術家より官僚が増
えたという指摘がある（フュマロリ 1993）。昨今
注目の都市文化創造事業は、観光客向けのインフ
ラ整備が中心で文化のインフラ支援は制限され、
代表的な文化施設の建設費・維持費が高額化する
一方で革新的な活動に対する補助は縮小している
といわれる（Bianchini 2009）。ドイツの劇場には
公的資金を充当する体制があり、他の国々と比べ
ると芸術性に対する経済的圧力は比較的少ないも
のの、アーチストの労働市場は供給過多であるた
めに、アーチストは経済戦略的な行動をとる傾向
があるといわれる（Eikhof and Haunschild 2007）。
　同じ文脈でアビング（2007）は、文化政策の拡
大は芸術文化機関や専門家に恩恵はあるが、アー
チストの労働環境の改善にはつながらないこと、
また文化芸術の価値を判断する専門家は狭いサー
クルで構成され、その価値観は毀誉褒貶するため
に、アーチストは翻弄され不利な立場で困窮し続
けるという。それでも信奉する文化芸術に自らの
労働を捧げることに価値を見出すアーチストは、
どんなに不利であっても市場参入するために彼ら
の苦境は続くという20。しかし文化芸術の今日的
な社会的意義を改めて考えると、やはり政府によ
る文化芸術支援は必要というのが筆者の考えだ。
　その理由の第一は、文化芸術には、国のみなら
ず各々の地域の誇りを守る潜在力があることに期
待するためだ。欧州諸国の文化政策にはグローバ
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億円が計上され、文化芸術活動の緊急総合支援（活
動継続や収益力強化など）が講じられることになっ
た。

2　日経新聞（2020a）の佐野真由子氏の発言。
3　イギリスのバレエは宮廷文化と商業劇場の混じ
り合ったものと言われ、振付家には商業劇場の経
験者も多いという（山本 2020）。

4　香月（2011）は、歌舞伎は専門家から芸術性が
低いと長年評価されていたが、1980年代から非専
門家が伝統文化を賛美する声に影響されて芸術性
が高いものに変わったという。

5　法人税法の基本通達 15-1-52による。
6　参照日時点で文学座に 1316万円、東京バレエ団
に 1239万円、東京二期会に 300万円の寄付があっ
た。

7　なお中央政府と地方政府の文化支出の比率は差
があり、ドイツが 100：501で地方の比率が最大で
あり、日本は 100：373、アメリカは 100：68と説
明されている（文化庁 2020a）。

8　新国立劇場（検討段階では第二国立劇場）の設
立準備協議会の専門委員長は劇団四季代表・浅利
慶太だったが、客席の規模、オペラ、バレエ、演劇、
ミュージカルが混在すること、設置場所の是非な
どを巡り議論が噴出して混乱し浅利は辞任した（吉
井 2018，梅津 2020）。民間プロモーター佐々木は
客席増を主張したが拒否されて辞任した（追分
2016）。演劇部門の芸術監督の人選も異論が噴出し
て大混乱したという。

9　全国公立文化施設協議会（2020）は、施設の職
員の仕事・処遇などを分析する一方、アーチスト
に対する言及はほとんどない。

10　具体的には家庭環境と最終学歴での文化体験の
影響が大きいと指摘されている。

11　自ら文化活動（音楽・舞踊・民族芸能・書道・
茶花道など）に関わらない人は約 7割。

12　中央政府の文化支出は、日本 $3.4億ドル（1991
年）、アメリカ $6.7億ドル（1989年）。

13　他に全米人文科学基金、スミソニアン協会、外
務省なども文化政策を実施している。

14　Mukai et al.（2019）によると、民間の助成財団が
行う文化助成は 1件 $50万以上のものが全体の
63％を占めており、文化助成の規模が最多の助成
財団は The Andrew W. Mellon Foundationであった。

15　NEA　Grant Database （2000年～ 2020年）による

業、瀬戸内国際芸術祭のような現代アートの祭典、
劇団が地方に引っ越して開催された豊岡国際芸術
祭などが想起される。経済的な活性化に偏するこ
となく、地方の人々の誇りにつながる仕事を仕掛
ける人材として、アーチストのような人材を育成
することの意義が検証されることが望まれる。そ
して文化政策は、アーチスト本位で見直す必要性
があることを改めて指摘しておきたい。文化政策
の拡充は文化機関の支援のみでなく、アーチスト
の人づくりから構想すべきだと考える。
　コロナ禍において娯楽やレクリエーションは不
要不急という意見があった一方で、文化芸術を社
会的に支援する動きが活発化したのも事実だ。こ
れを好機ととらえて、文化芸術の古典的な価値観
にとらわれない現代社会にふさわしい文化政策あ
るいはエンタテインメント産業の振興を織り込ん
だ楽しみ・生きがい・誇りにつながるモノ・コト
の創造に貢献する文化政策が再考されることが望
まれる。

おわりに

　本論では、日本の文化政策は 1970年代から拡
大し続けてきたが、文化芸術を生み出す資本であ
る文化芸術の創作者・表現者の創作活動の維持や
育成については看過してきたことを、アメリカの
文化政策を参照しながら分析してきた。文化芸術
の価値に関する議論については専門外で限界があ
るが、理念と距離をおく政策分析にも一定の意義
があったと考える。また文化政策の課題の論点整
理に留まり具体的な方策は示せなかったが、これ
は今後の課題としたい。
　コロナ禍対策で芸術文化支援政策がかつてなく
拡充され、商業的な文化芸術も対象になってきた。
高尚文化か大衆文化か、伝統文化か新興文化かと
いう枠にとらわれず、次代を担う若者が元気にな
れる文化芸術を射程に入れて、人も社会も活性化
する文化資源、そして文化芸術を創造するアーチ
ストが育つ環境・土壌を整備していく政策が望ま
れる。

注

1　第 2次補正予算で 560億円、3次補正予算で 551

 文化政策と労働者としてのアーチスト　129



いて（平成 30 年度）」、https://www.bunka.go.jp/
tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chiho_bunkagyosei/
pdf/92432401_01.pdf (2020/09/30)。

文化庁（2020c）「文化に関する世論調査報告書」、
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/
tokeichosa/pdf/92221801_01.pdf (2020/08/30)。

文化庁 website a．「予算」、https://www.bunka.go.jp/ 
(2021/03/10)。

文化庁 website b．「令和 2年度『新進芸術家海外研
修制度（長期研修）』申請及び採択状況」https://
www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/
kenshu/pdf/92260201_01.pdf (2021/07/20)。

文化芸術推進フォーラム website．『緊急アピール』
（2020年 4月 6日）、https://ac-forum.jp/(2021/02/22).
文化芸術復興基金 website．https://weneedculture.org/

(2021/01/10)。
Campfire website. https://camp-fire.jp/(2021/01/30).
地域創造（2020）「2019年度地域の公立文化施設実
態 調 査 報 告 書 」、https://www.jafra.or.jp/library/
report/2019/index.html (2020/08/13)。

Crane, D. (2002) Culture and Globalization: Theoretical 
Models and Emerging Trends, Global Culture: Media, 
Arts, Policy, and Globalization, Routledge, 1-25.

Crane, D. （2009） 「グローバル時代における文化政
策」佐々木雅幸・川崎賢一・河島伸子編『グロー
バル化する文化政策』勁草書房、77-86。

枝川明敬（2015）『文化芸術への支援の論理と実際』
東京藝術大学出版会。

衛紀生（2005）「日本のアーツマネジメント研究と
その実践における課題と問題点」『文化経済学』、 
4(3)、1-9。

Eikhof, D. R., and Haunschild, A. (2007). For Art’s 
Sake! Artistic and Economic Logics in Creative 
Production. Journal of Organizational Behavior, 28, 
523-538.

演劇緊急支援プロジェクト website． https://www.
engekikinkyushien.info/(2021/01/30)。

演劇緊急支援プロジェクト（2021）「文化芸術に携
わる全ての人の《自粛 10か月経過》現況とコロ
ナの影響に関するアンケート」https://www.
engekikinkyushien.info/wp-content/uploads/2021/01/
kinkyushien_enquete_210112.pdf (2021/02/22)。

フュマロリ，M．（天野恒雄訳）（1993）『文化国家
―近代の宗教』みすず書房。

と、メトロポリタン・オペラに対する助成は年 $15
万から $32万、メトロポリタン美術館に対する助
成は $5万から $8万程度。メトロポリタン・オペ
ラの年間収入（2010年から 2018年）は約 $3億。

16　1991年時点では約 500万人であった。
17　うち人件費が $1,077,970ドル。
18　日本にも紹介され兵庫県でも 1％システムが提唱
されたが、事業実施はされていない。

19　公募要領には活動助成であり通常運営経費は対
象外とされている。しかし助成事業では、通常業
務の支援と事業支援を行うという説明されている。

20　芸術の世界は経済活動と贈与で成り立ち、贈与
には公的機関の支援、労働者の時間の贈与そして
親族・友人などの支援が混在すると述べている。
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