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旨

マルクス経済学の批判的性格は文化経済学の問題意識に通じる。芸術と余暇・労働の
関係、階級意識、コード共有の発展・消滅のモデルとしての価値形態論が文化と関連。
社会的再生産には文化の継承・発展が含まれ、文化的条件は生活費賃金を通じて資本蓄
積を阻害する一方、享受能力の陶冶は文化への需要を掘り起こし資本主義を延命させる。
非営利部門の拡大は社会的労働編成や景気循環を変容させる。ベーシックインカムは
「ボウモルのコスト病」（有機的構成の高度化の問題に類似するが任意加増財か否かの
相違に注意が必要）の消極化や時間感覚の変容を通して文化享受に影響する。芸術・ス
ポーツ系 NPO の「みる・する・支える」という多様な関与の諸契機は需給二分法を超
える射程をもち、そのミッション志向企業という性格は価値概念の本来的多義性に通ず
る。実現の契機を重視する客観価値説は固有価値論・享受能力論により深化が期待でき
る。
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固有価値、享受能力、ボウモルのコスト病、資本主義の特殊歴史性、労働力の商品化
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体系3と関連づける営みは十分に展開されて

〈はじめに〉

きたとはいえない4。

日本の文化経済学研究の黎明期において、

本稿では、文化経済学研究をマルクス経済

その主要な一翼はマルクス経済学者によって

学の視点から捉え直すことを目指す試みであ

担われていた 。しかし、米国をはじめとす

る。

2

る海外の先行研究を参照しつつ研究が進展し

そもそも、マルクス経済学の批判的性格と

ていく中で、文化経済学をマルクス経済学の

文化経済学の問題意識は通じるところがある。

本稿は、2016年9月の政策科学学会の研究大会での報告をもとにしている。
文化経済学会〈日本〉の立ち上げに関わり、その第２代の会長をつとめた池上惇は、マルクス経済学の立場から
国家独占資本主義論などを研究する財政学者であった。池上［1991］・池上［1993］・池上・山田編［1993］は、日
本の文化経済学黎明期を切り開いた著作である。京都大学の池上門下からは日本の文化経済学研究をリードする研
究者が輩出され、池上は後に京都橘大学の文化政策学部（現在は現代ビジネス学部に改組）の立ち上げに関わって
学部長となっている。
３
マルクス経済学の研究の体系的発展そのものが、日本に特有の事態である。
４
近年の文化経済学会〈日本〉の研究大会の分科会報告の動向からみると、日本の文化経済学研究においては、「文
化によるまち興し」などの個別具体的営みの参与観察・事例報告が盛んで、経済学としての理論研究の存在感は著
しく低い。
１
２
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マルクス経済学は、資本主義経済の特殊歴
史性を強く意識し、「資本主義はなぜ続いて

第７号

〈１．経済学における文化〉

しまうのか」という問題意識のもと、資本主

経済学は「文化」という契機をどのように

義経済の構造を批判的に把握しようとする社

捉えてきたのだろうか。経済とは社会的再生

会科学である 。経済学そのものが資本主義

産のことであり6、社会が維持されること（＝

の成立により経済の自律性が生じるとともに

文明が滅亡しないこと）を意味するが、広義

誕生したものであるが、マルクス経済学は市

の文化の継承・発展もその中に含まれるはず

場メカニズムに批判的な視線をも向けている

である。こう考えると、文化は経済学におい

点に特色がある。

て意識されて然るべきもののようにも思われ

5

文化経済学は、芸術文化を助成する政策を

るが、経済学が文化を正面から見据える課題

根拠づけるものとして、文化・芸術を取り巻

とはしてこなかったこともまた確かである。

く状況の現代的変容を分析することで問題点

経済学の父であったアダム・スミスは、

を指摘していくものとして営まれてきた。

『道徳感情論』を主著のひとつとする哲学

現代経済の構造を批判的・歴史的に検討す

者・倫理学者であり、「舞踊と音楽は人間自

るマルクス経済学は、文化経済学の有効な方

身が発明した最初にしてもっとも初期的な快

法的基盤となるはずであるし、文化経済学の

7
楽である」
と述べ、文化・芸術に関心を寄せ

攻究を通して、マルクス経済学の分析枠組み

ている。スミスは、芸術作品の模倣やコピー

の問い直しもまた試みることができるのでは

が市場と創造活動の関係に及ぼす影響につい

ないだろうか。

ても注目している。しかし、経済学が独立・

このような見立てのもと、本稿では、第３
節「文化経済学のマルクス経済学的展望」に

純化していく中で、経済学者にとって文化・
芸術は関心の光景へと退いていった。

おいて、マルクス経済学ならではの視座から

文化・芸術について論じたラスキンやモリ

文化経済学研究を展望する。その議論に先立

スの言説は文化経済学の源流として位置づけ

つ準備として、第１節「経済学における文

られているので、次節の議論に反映されてい

化」では、経済学において文化をどのように

るものと考えられることから、本節では、ケ

位置づけられてきたのかを瞥見し、第２節

インズとマルクス経済学について検討する8。

「文化経済学の展開」で、文化経済学の理論
的知見を検討する。

ケインズは、経済学史上最も重要な経済学
者のひとりであるとともに、芸術文化にも深
くコミットし、イギリスの文化芸術政策にも

勝村［2016a］参照。
たとえば、山口原論（山口［1985］）では、経済を「人間が集団をなして自然に働きかけ、人間に必要なものを生
産・配分・消費する人間と自然とのいわゆる物質代謝のこと」「人間と自然との物質代謝の総体」と規定している。
７
スミス［1992］の一節。映画「Shall we ダンス？」（周防正行監督、1996年）冒頭のナレーションで引用され、
人口に膾炙することとなった。宝塚歌劇版「Shall we ダンス？」（雪組、2013-2014年）でも冒頭に同じ文言のナ
レーションが置かれ、スミスのこの言葉が紹介された。ここでは映画や宝塚歌劇で用いられた訳文のかたちで挙げ
ている。
８
文化経済学の形成に経済思想史からアプローチした木村［2016］では、文化経済学の源流とされるラスキンとモ
リス、文化経済学の基礎を築いたボウモルとボーエン、そして、ピーコックを紹介するほか、スミス、ケインズ、
ロビンズが扱われている。
５
６
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影響を与えているため、ここで特に扱うこと

このようなケインズの市場経済（資本主

にする。本稿の主要なテーマであるマルクス

義）観は、彼が英国の芸術文化政策に関与し

経済学については、体系の中で文化をどのよ

てかたちづくったアーツカウンシル（芸術評

うに扱っているかを見ていく。

議会）の性格や、助成におけるアームズレン
グスの原則などにみられる芸術文化観にも、
通じるところがあるように思われる。芸術文

（１）ケインズと芸術文化
ケインズは、若き日にはブルームズベリー

化への公的助成の対象の決定を、議会等で直

グループで文化人と交遊し、後にはウィトゲ

に民主的に行うのではなく、アーツカウンシ

ンシュタインをケンブリッジで遇するなど、

ルにおける専門家の判断に委ねるという方法

経済学を超えて人文諸学に関心をもつ知性で

は、その後、日本を含めて英国以外にも広

あった。骨董品収集の趣味やロシア人バレ

がっている。アームズレングスと表される原

リーナを妻としたことからの舞台芸術への関

則は、政府はお金は出しても口は出さない、

心・関与など、芸術にも造詣が深く、経済政

ということとよく要約されるが、倒れぬよう

策のみならず、英国の芸術文化政策の形成に

に寄り添うという面をも伴っているものと考

も寄与している 。

えられる。

9

ケインズは、一見、市場原理に反するよう

市場経済や芸術文化の自律的性格を重視し

に思われる貨幣賃金の硬直性などの調整の粘

つつも過信はしない、というのがケインズの

着性が、不均衡累積の進行を抑え、市場経済

基本姿勢だったのではないだろうか。

の安定をもたしている点を重視し、〈マクロ

ケインズが永らくつとめた『エコノミッ

経済〉が、たんに〈ミクロ経済〉の集計では

ク・ジャーナル』誌の編集長を辞するにあた

なく、独自の問題として存在することを示し

り催されたパーティの席上、彼は居並ぶ経済

た。そして、そこでマクロの問題に直にコ

学者たちに「文明の可能性の担い手たる経済

ミットする経済主体としての政府の存在がク

学者のみなさん」と呼びかけたとされる。経

ローズアップされることとなった 。いわば、

済学は〈文明の可能性〉を担保する物質的豊

市場経済が自律的であることを重視しつつも、

かさをもたらす条件を攻究する者で、ケイン

それが不完全であることで安定するものと見

ズはこの問題を解決する自信をももっていた。

ており、また、それをサポートするものとし

そして、その後に、〈文明〉の花を開かせる

ての経済政策については、大衆民主主義に直

のは、芸術家や哲学者たちであり、経済学は

に委ねず、専門家支配が民主的なチェックを

あくまでその前提を整備する存在に過ぎない、

伴うかたちで展開されるべきであるというエ

という意味でこのケインズのスピーチは解さ

リート主義的な「ハーヴェイロードの前提」

れている11。また、ケインズは、将来、人類

を置いていたとされる。

が貧困に陥る危険性を回避することのできる

10

ケインズの文化的な活動に焦点をあてた評伝に中矢［2008］がある。
岩井［1988］の理解に基づく。
11
吉川［1995］は、このスピーチを採り上げて評伝を締め括り、ケインズが真に広い知見を有していたことの証左
としている。
９

10
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第７号

水準にまで経済力を付けた際、そこにあるの

（生存費賃金）を獲得するものと想定され、

は怠惰ではなく書物や芸術の享受となるだろ

この想定が現に確保されることが資本主義の

うとも述べている 。文化・芸術における生

経済体制としての存立を基礎づけることに

産と享受が社会の主要な活動となるだろうと

なっているが、この賃金水準は歴史的・文化

いうのは、それが有効需要として市場関係を

的に決定するものとされているのである。文

介して結ばれるのか、違った経済・社会関係

化は賃金水準のありようを通して再生産構造

によるのかは別として、興味深い。

に影響を与えているのである。

12

アーツカウンシルの枠組みやアームズレン

景気循環を繰り返す毎に、社会全体として

グスの原則は、「ハーヴェイロードの前提」

有機的構成は高度化する傾向をもつとされる。

に通ずるところがあり、市場経済や芸術文化

生活費賃金の水準は、歴史的・文化的に内容

の自律的性格を重視しつつも過信はしないケ

として豊富化していく傾向をもつものと考え

インズの姿勢がうかがえる。ケインズは、

られるが、有機的構成高度化や相対的剰余価

〈文明の可能性〉を担う経済学が豊かさをも

値生産の効果が、それを軽減する面もある。

たらしたならば、それにより生じる人々の余

こんにちのグローバル化のもとでの新自由

暇は芸術・書物が埋めるものと考え、芸術文

主義の展開により、労働条件の確保を基礎づ

化の大衆化を現代社会の成果とみているので

けていた要因が弱体化し、〈焼き畑〉農業的

ある。

な労働力利用が進行しているが14、そのもと
では、文化的条件は、剰余分を浸食する効果
をもつものとして資本蓄積の阻害要因とすら

（２）マルクス経済学の諸概念と文化
マルクス経済学の基礎理論である経済原論

捉えられかねない。

において、文化の契機が登場する箇所といえ

資本主義の特殊歴史性を強調するマルクス

ば、まず想起されるのは、労働者階級にとっ

経済学の立場では、労働の概念・観念は近代

ての必要生活資料が歴史的・文化的に決まる、

社会の産物とみている。こうして、わたした

とされる部分であろう。生産の技術的条件、

ちの生活時間は労働と余暇に二分され、文化

標準的労働時間の社会的決定、そして、生活

は余暇領域の問題とされたわけだが、他方で、

に必要とされる生活資料の質・量、いずれも

芸術生産は労働と位置づけられる。このよう

文化的要因によって決まるものとされる 。

な捻れを起点として、市場を介した生産・消

経済原論においては、労働者は生活費賃金

費の二分法を超えて文化領域を捉え直すこと

13

人間に特有の活動としての文化にケインズは価値を置いていた。これは次のように考えることができるのではな
いか。たとえば、スポーツや囲碁・将棋は、狭義の社会的再生産にとって特に意味のある活動ではない。床に引か
れたラインの内側の正方形の中にボールが落ちたからといって、あるいは、棒きれで打った球が100m ほど先の塀
を越えたからといって、バレーボールや野球のコードを共有しない者からみれば、必死でボールが落ちないように
飛び込んだり、塀を越えたことで歓喜の表情を浮かべたりしていることは、滑稽でしかない。社会の最も優れた知
性が、将棋の勝った負けたに投じられていることは、壮大な無駄のようにみえるかもしれない。棋士の米長邦雄は
「兄達は馬鹿だから東大に行った」と言ったとされているが、囲碁・将棋の世界に最高の知性が集まっているとい
うのは、まず間違いなかろう。ケインズによれば、そのような領域に、人類のエネルギーが用いられることこそ、
真に文明的であるということなのであろう。
13
山口原論（山口［1985］）の索引で「文化的状況・条件・要因」が指示している本文の箇所を参照されたい。
14
新自由主義を焼畑農業と捉える見方については勝村［2006］を参照されたい。また、「労働条件の確保を基礎づけ
ていた要因が弱体化」の理論的背景については勝村［2007］を参照のこと。
12
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もでき、それは資本主義とは異なるオルタナ

術労働の間の生産性の格差（ボウモルのコス

ティヴを見据えることにもつながる。

ト病）、２）環境財に関連しての代替的な公

唯物史観の視座からは、文化は上部構造の

共財概念、３）選好の内生的変化、４）絵画

領域とされ、また、階級意識と一体のものと

の長期的収益率、５）ニューメディア技術の

捉えられるが、これはルカーチの議論を介し

インパクト、６）芸術的価値の自律性、の６

て、こんにちのカルチュラル・スタディーズ

つである17。このほか、心理的所得仮設と能

の形成に寄与している15。また、言語やモー

力形成の同額的仮定とを前提とした芸術家の

ドなどといった文化のコードの共有の発展・

労働供給行動の理論分析なども興味深い知見

消滅等については、価値形態論をはじめとす

である18。

るマルクス貨幣論の知見が示唆するところが
あろう 。

ここでは、本稿後段の議論との関連から、
上記１）のいわゆる「ボウモルのコスト病」、

16

および、３）と６）とに関わる享受能力論と

〈２．文化経済学の展開〉

に触れておこう。

前節では、経済学者としてのケインズ、あ

ボウモル・ボウエン［1994］が明らかに

るいは、体系的経済理論としてのマルクス経

したように、舞台芸術は、労働節約的な技術

済学について検討し、経済学からの文化への

革新に取り残され、割高となる傾向にあり、

見方を扱った。本章では、文化の経済的側面

それゆえに助成が必要であるとされる。これ

に焦点をあてた諸研究を瞥見していく。

は、有機的構成の高度化の可否の問題として

まず、文化経済学の理論的成果を代表する

捉えられそうにもみえるが、文化生産には任

ものとして、「ボウモルのコスト病」と享受

意加増財としての性格は薄く、増産余地の問

能力論について採り上げ、次いで、隣接領域

題というよりは、舞台芸術従事者の労働条件

の動向として、文化政策・アーツマネジメン

が好転しにくいとの結論へと帰結するのでは

ト、および、スポーツ経営学・スポーツ社会

なかろうか。
ここで指摘された割高になる傾向は、広く

学を扱う。

サービス一般の特色とも考えられ、「ボウモ
ル効果」として経済学に取り込まれている。

（１）文化経済学の理論的成果
文化経済学の経済学における主要な貢献は、

経済のサービス化のもとでは、生活を分解し

文化に関わる経済現象についてのファクト

て市場の関与の余地の拡大がもたらされ、生

ファインディングと既存の分析ツールの文化

活費賃金の実質水準が上昇する中で、有機的

的現象への適用であるが、加えて、以下の６

構成の低い産業が伸長するという矛盾が生じ

つの領域での独自の理論的貢献があると指摘

ている。

されている。すなわち、１）芸術労働と非芸

また、消費に時間がかかり、消費量には時

Agger［1992］など参照。
たとえば、柄谷 [1992] などにおいて、柄谷行人は、言語についてマルクス貨幣論を援用して説いている。
17
M.Hutter の指摘による。この段落の典拠は阪本［₂₀₁₆b］。
18
八木［₂₀₁₆］を参照されたい。
15
16
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間の制約がかかるものである、というのも舞

オリザなどのようにアーツマネジメントを文

台芸術の商品としての制約である。生産と消

化芸術の社会との関わりを広く考えていく分

費が同時に進行するのは、多くのサービスと

野と広義に位置づける立場もある20。また、

舞台芸術とに共通する性質である。

「政策」の主体は、政府に限らず、民間の営

ラスキンの固有価値論と開発経済学におけ

利・非営利のセクターなど多様に考えられる

るセンの潜在能力（ケイパビリティ）論を基

との観点に立ち、文化政策とアーツマネジメ

礎に、文化経済学では享受能力の概念が生み

ントを一連のものと捉えることもあるようで

出され、文化芸術の価値は、それを享受する

ある21。

能力が具わってはじめて認識されるものであ

戦後の日本の文化政策においては、地方自

ると考えられている。逆に言えば、鑑賞者の

治体レベルで、「行政の文化化」や「文化開

享受能力が伴わないと、優れた作品の価値も

発」といった概念の構築による理論武装が進

19

十全には発揮されない、というわけである 。

んだ22。ナショナルミニマムの達成を実地で

ミクロ理論の部分均衡分析の枠組みに置き換

担うレベルを超えた地方自治の創意は様々な

えるならば、享受能力の陶冶による需要の拡

意味で「文化」に関わるものとなること、

大は、限界効用の逓増としてではなく、需要

「文化」は地域の経済構造の進化に寄与する

曲線が右にシフトする変化が生じたものとみ

ものとしても政策対象となること、などが唱

られるべきである。

えられた。

享受能力の開発によって、消費の構造は変

また、バブルを機に進んだ華やかなメセナ

化し、需要側要因の変化によって、その社会

の展開の経験は、芸術文化への支援として、

の商品をはじめとする価値の体系も影響を蒙

政府による集権的な支援と寄付による分権的

ることになる。啓蒙的文化政策は、ひとびと

な意志決定による支援とがあるということへ

の文化芸術への関心・理解を深め、需要を拡

の関係者の理解を深めるとともに、その両方

大するという意義をもつものと考えられるの

ともが日本において貧弱であるということを

である。

認識させるものともなった23。政府による支
援については、助成対象の選定についてアー
ツカウンシルの考え方が採り入れられつつあ

（２）文化政策、アーツマネジメント
文化政策（学）やアーツマネジメント（論）

る一方、実演・制作団体への直接支援ではな

は、文化経済学と問題意識が重なり合うとこ

く、鑑賞の場の整備からアプローチすること

ろの大きい隣接領域である。政府（国や地方

で公共性を担保するという方向性も打ち出さ

自治体）による文化政策の根拠付けが文化経

れ、これは劇場法に結実した24。寄付を一種

済学の指命とされたところもあったし、平田

の投票行動と考える方向性は、阪神大震災後

享受能力論については、スティグラーとベッカーの家計生産モデルからの発展は阪本［₂₀₁₆a］
、センの議論の関
わりは阪本［₂₀₁₆b］を参照されたい。
20
平田［₂₀₀₁］の「まえがき」を参照されたい。
21
上野編［₂₀₀₂］はこの立場にたって構成されている。
22
野田［₂₀₁₄］の第２章「自治体文化行政の誕生と行政の文化化」などを参照されたい。
23
勝村［₂₀₀₅］には、いわゆる「カザルスホール₂₀₀₀年問題」に関連して「メセナの着地点」について述べている
注がある。参照されたい。
19
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の市民活動の発展や財政再建下での「新しい

いるものと考えられるが、実際には、スポー

公共」の提唱を通じ、アーツマネジメントに

ツの社会におけるありかたに焦点を合わせた

おける NPO の枠組みの活用、さらには、ク

研究は、スポーツ哲学、スポーツ史、スポー

ラウドファンディングの手法の導入へと脈々

ツ社会学、スポーツ経営学など、体育・ス

とつながってきている。

ポーツ領域に足場を置いた研究者によって進

文化政策とアーツマネジメントの接点にお

められており、社会科学的アプローチとして

いて2000年代に推進されたものとして、アー

は、スポーツ社会学とスポーツ経営学という

ティストが劇場等の文化施設から飛び出して

ことになる。そのうち、スポーツ社会学にお

地域に分け入ってアートを届けるという「ア

いては、近代スポーツの現代的展開とその社

ウトリーチ」がある。アウトリーチの手法は、

会的機能やスポーツの世界に現れる現代社会

この間、進化を遂げてきているが、他方で、

の病理が分析されている。身体的活動がス

アウトリーチという営みそのものの有効性・

ポーツとして整序されるのは近代ヨーロッパ

意義が問い直されるべき時期にきているとも

においてであり、スポーツは近代社会の申し

いえる 。アウトリーチの実施そのものが

子であるということを意識する点で、スポー

ルーティン化し、目的にてらした評価がなさ

ツ社会学は、スポーツ哲学やスポーツ史と問

れず、現場の自己満足に堕していないか、

題意識を共有している26。

25

チェックされるべき段階にあるように思われ

他方、スポーツ経営学は、商業主義的展開

る。こうした課題は、「まちづくり」系の文

への対応や社会体育の展開のありかたが研究

化政策にも存しているのではないだろうか。

の対象となっていて、スポーツビジネスやス

その他、外交戦略としての「クール・ジャ

ポーツ振興のすすめかたの巧拙が課題とされ

パン」にみられるような芸術文化政策の「威

ている。スポーツビジネスを扱う研究はアー

信」という側面への違和感。創造都市論につ

ツマネジメント研究に通じるが、オリンピッ

いての、国や社会の全体ではなく、少数の特

クなどの巨大イベントが現代の経済・社会と

定の都市・街区が創造界隈を有するクリエイ

影響し合う部分に着目するとなると文化経済

ティヴな産業・活動の集積地になればいいの

学の問題意識に通じる面もあるように思われ

かという疑問。これらをはじめとして、文化

る。しかし、文化経済学の隣接領域というべ

経済学にひきつけて再検討されるべき課題は

きは、やはり、スポーツ振興に焦点を合わせ

数多くあるように思われる。

た研究ということになるのではなかろうか。
社会体育の展開に着目するこうした研究者
は、文部科学省が推進した総合型地域スポー

（３）スポーツ経営学・スポーツ社会学
文化経済学は、スポーツをも視野に入れて

ツクラブの創設やその NPO 化という政策に

劇場法の理念については、その成立を内閣官房参与にもなるなどして主導した劇作家の平田オリザの平田［₂₀₁₃］
に詳しい。同書の副題は、宮澤賢治の『農民芸術論綱要』にちなんでいる。
25
米屋［₂₀₁₁］には、「ワークショップ、アウトリーチ・・・カタカナ語の意味」と題したコラムがあり、アウト
リーチやワークショップが欧米の手法を上っ面だけ導入したものになっていないかと警鐘を鳴らしている。
26
このような観点からの先駆的で注目すべき論者として、中村敏雄（中村［₁₉₈₂］
・中村［₂₀₀₁］など）と多木浩二
（多木［₁₉₉₂］・多木［₁₉₉₅］）を挙げることができる。
24
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深くコミットしていた。この政策は、J リー

題提起することや、オルタナティヴへの射程

グの「J100年構想」と軌を一にするところ

が理解しやすくなるものと考えられる。この

もあり、各地で試みられたが、機が熟さず拙

ようにして、文化経済学にマルクス経済学の

速であった面は否めず、市町村の肝いりで創

知見は役立つはずであろうし、他方で、文化

設された総合型地域スポーツクラブで活動を

というこれまであまり正面から扱われてこな

終えるものも現れてきている。しかし、ス

かった視点を強く意識することにより、マル

ポーツに「みる・する・支える」という多層

クス経済学研究にも深化が期待できるのでは

的な関与が存することを浮き彫りにした点や、

ないだろうか。

公共性への社会的理解のありようなど NPO
化における困難のありかを認識する経験と

（１）社会的再生産

なったことには意義がある 。

資本 主義 の もと で は、〈法則 〉を 通じ た

27

享受能力論はスポーツ文化に援用するとよ

〈原則〉の達成がなされているとされ、それ

りわかりやすいものでもあり、上記のような

ゆえに、ひとつの経済体制・歴史段階として

スポーツ領域での知見・経験は文化・芸術に

資本主義は存立しえている。生活費賃金の想

も活かすことができることから、スポーツを

定が、〈外部〉（＝農村、福祉）の存在などに

文化経済学の主要な対象領域としていくこと

よって基礎づけられていることが、資本主義

はあらためて意識されてよい 。

による社会的再生産の達成を担保しているも

28

他方、国際大会でのメダル獲得数を増やす

のとみることができる29。そして、その生活

ことが公の政策目的として自明視されがちな

費賃金の水準は、歴史的・文化的に画される

ことへの疑問、経済効果の算定を短絡的に求

ものと考えられている。

めがちな点など、スポーツ領域の動向に問題

こう考えるとき、文化的条件が賃金圧力と
して資本蓄積の阻害要因となる可能性を視野

にすべき課題もあるように思われる。

に入れることができる一方、社会的再生産は

〈３．文化経済学のマルクス経済学的展望〉

文化の継承・発展をも含む概念であることも

文化の商品・産業としての特性に焦点をあ

また意識される。

てた経済学として文化経済学の研究を深めて

小幡道昭の「開口部」論など、資本主義経

いく際に、資本主義の特殊歴史性を重視する

済の自立性・完結性には、実はいくつかの前

マルクス経済学の視座を活かすことにより、

提があり、〈外部〉の存在が資本主義の存立

資本主義における文化のありかたについて問

を支えているという指摘がある30。この点を

27
「総合型地域スポーツクラブをめぐる新動向を斬る」とのテーマにて、筑波大学東京キャンパスで開催された日本
体育・スポーツ経営学会の第₄₂回研究集会においては、総合型地域スポーツクラブの旗を振った研究者と、地域で
その動きを実際に担ってさまざまな挫折を経験した現場のスポーツ指導者・自治体職員との間で、丁々発止の意見
交換がなされていた。
28
どんなにスポーツに関心のない学生でも、特にルールを説明しなくてもソフトボール大会に選手として参加でき
るのは、日本において類似競技である野球が定着しているからで、ヨーロッパなどでは考えにくいことである。日
本ではアメリカンフットボールへの関心は低く、プレーの巧拙を楽しめる者は少ないが、スーパーボウルには全米
が熱狂している。バレーボールの国際的レベルのトップリーグが比較的早く形成されたイタリアでは、やがて国内
から好選手が輩出されるようになった。これらの例は、享受能力論の援用により説明できる。
29
勝村［₂₀₀₇］を参照されたい。
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重視して、資本主義はシステムではなくプロ

直結するとは言い切れない部分もある。とは

セスに過ぎないとする見方もあるが、システ

いえ、経済成長とは無縁の無駄な嗜みの世界

ムとしての完結が不完全であるのはたしかで

に属するものと見られがちな芸術・スポーツ

あろう。産業予備軍の存立形態としての農村、

が、資本主義の延命をもたらすとも考えうる、

あるいは、それを代替する意義をもつ福祉国

というのは、かなり意外なつながりであると

家的政策が、好況末期以外の時期での賃金の

いうことにもなろう。しかも、これら分野は、

安定性をもたらしている、というのもそうし

「ボウモルのコスト病」が考えられるような

た〈外部〉の問題のひとつである。

労働集約的分野であり、労働需要をもたらし

経済原論における「資本主義の〈外部〉」

やすい。

が資本主義の自律性を基礎づける面があると

芸術・スポーツに携わる者は、資本主義の

いう認識を踏まえ、文化の公共的性格、さら

延命に手を貸そうなどとは毛頭考えていない

には公共圏における意志決定の資本主義との

だろうし、むしろ、資本主義という経済・社

関連について検討されるべきであろう。その

会の体制そのものに批判的な立場を採る向き

際、学術やジャーナリズムの存立の公共的意

も多いものと想像される。であるからこそ、

義を俎上にのぼすと考えやすいように思われ

この理論上の可能性は意外なものなのである。

る。

もし、ここでの検討に一定の理があるもの

さて、馬場宏二によれば、現代資本主義は、

とするならば、逆に、現代資本主義のもとで、

過剰富裕に陥っている。諸資本の棲息を確保

芸術・スポーツの営みが多くの経済的困難を

しやすい経済成長という状況は、欲望の喚起

抱えてしまっているのはなぜなのか、あらた

によって辛うじて維持されているが、地球環

めて問われるべきである。その際、アクセス

境の危機という壁のみならず、「ほしいもの

可能性、対象のパッケージ化の限界・課題、

が、ほしいわ。」ともいうべき欲望の飽和に

情報技術等の発展の影響、といった商品とし

よって、成長の継続は困難を伴うものとなり

ての特性にも注意する必要があろう。
ケインズが「わが孫たちの経済的可能性」

つつある 。
31

芸術・スポーツに関わる活動に、享受能力
の陶冶によって需要曲線がシフトするという

（ケインズ［1981］所収）で描く世界がこ
こで想起される。

特徴が具わっているものとするならば、地球
環境と過剰富裕の両面から成長の限界に直面

（２）歴史性（資本主義の変容）
マルクス経済学は、資本主義の「歴史性」

しつつあるものと思われた資本主義は、延命
の鍵を思わぬところに見出すということにな

を強く意識するところに特色をもっている。

るのかもしれない。芸術・スポーツには、消

この「歴史性」は、資本主義の変容を扱うと

費と生産とが渾然一体で不分明な活動もあり、

いう点と、人類史のなかでの資本主義の特殊

この領域での活動の増進が消費規模の成長に

歴史性に焦点をあてる側面とに分けられる。

「開口部」については、小幡［₂₀₁₂］を参照されたい。「外部」については、勝村［₂₀₁₆a］も参照のこと。
馬場の過剰富裕論は、馬場［₁₉₉₇］として結実されている。「ほしいものが、ほしいわ。」は、糸井重里の手によ
る西武百貨店の₁₉₈₈年の広告コピーである。
30
31
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支配的資本・支配的産業・通貨体制に応じ

るというのが前提である。ベーシックインカ

て「恐慌の形態変化」が生じるという見方や、

ムが生活費水準を確保するかたちで実現した

資本主義はシステムとしていくつかの〈開口

とするならば、「ボウモルのコスト病」はか

部〉をもっていてその埋め方によって資本主

なりの程度で解消されるものともみられる。

義の変容が生じると考える類いの「段階論」

また、ベーシックインカムでは、人々の時

など、資本主義の変容についての見方は掘り

間についての感覚も変容することが考えられ、

下げられてきている32。

文化・芸術・スポーツの享受のありかたも変

文化（芸術・スポーツ）との関わりでは、

化するものと考えられる。

そうした活動を担う NPO（ミッション志向

また、芸術・スポーツ系 NPO 等における

企業）が社会的再生産の中で大きな部分を占

「みる・する・支える」といった諸契機のあ

めるようになることが何を資本主義にもたら

りようを踏まえ、需給二分法の乗り越えの可

すかが問題となろう。たとえば、基準利潤率

能性について展望していくのも、オルタナ

をめぐる競争を通じた社会的な労働編成のあ

ティヴへの視角をもたらす。

りかたが、NPO の増大によって弛緩するこ

文化経済学の祖のひとりであるウィリア

とも考えうる。また、文化産業が社会的に大

ム・モリスの『ユートピアだより』（モリス

きな部分を占めたり、経済がサービス化する

［1993］） の 世 界 自 体、 ひ と つ の オ ル タ ナ

ことによって景気循環にも変容がもたらされ

ティブの提起である。AI の急速な発達が人

る可能性がある。

間労働を奪う可能性が指摘されている昨今、
「労働力の商品化」がなされた社会を相対化
する視点の意義は大きい。

（３）歴史性（オルタナティヴ）
資本主義の特殊歴史性を意識し、資本主義
を相対化する視座を具えているのもマルクス

（４）価値論

経済学の特色である。それはオルタナティヴ

価値論との関連では、価値概念の多義性の
回復、および、客観価値説との関連、の二面

を構想する志向性にもつながる。
オルタナティヴとしてのベーシックインカ

を検討したい。

ム論が、文化のありように及ぼす影響も興味

経済原論は、価値概念彫琢の理論的過程と

深い論点である。「労働力の商品化」は宇野

も捉えられ、そこでは、商品の価値→貨幣の

弘蔵においては資本主義のいわば裏定義で

価値→資本の価値→企業の価値といった概念

あったわけだが、それが消極化することは社

の深化がみられるが、ミッション志向企業と

会的労働編成の調整にも変化をもたらすこと

して NPO を株式会社と理論的に関連づける

になろう。

知見を適用するならば、価値という概念が具

「ボウモルのコスト病」は、労働力商品を
労働市場で調達するには一定のコストがかか

える本来的な多義性の回復をも射程に入れる
ことができるのではないか33。

32
恐慌の形態変化については、侘美［₁₉₉₄］などを参照されたい。類型論的な段階論の方法については、山口［₁₉₉₆］
と小幡［₂₀₁₂］に論じられている。
33
勝村［2005］の問題意識である。
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また、マルクス経済学の価値概念は、需給
調整論とは異相を異にする面を含み、あらか

扱うというのも、ありうべき研究方法と言う
ことができるだろう。

じめ何らかのかたちで存在する価値が実現す

もし、そのようなものとして文化経済学が

るかどうかという〈実現〉の契機を含む客観

設定されたのであるとすれば、文化経済学に

価値説となっている 。

は二様の発展がありうるものと考えられる。

34

こうした特色は、労働価値論とラスキンの

すなわち、そのひとつは、金融論、財政論、

固有価値論に通底しており、固有価値論にお

産業組織論、農業経済学、など、経済学にお

いては文化的価値と経済的価値とが同様に扱

ける応用諸領域と同様に、文化活動というあ

われている。〈実現〉を左右するものとして

る特定の経済活動・社会活動の領域における

の享受能力の存在を視野に入れるとともに、

経済諸関係を明らかにしていく、という方向

音楽芸術における「聴取」や「演奏」の契機

での発展である。そして、もうひとつは、

の分析などにより〈実現〉の構造の根底を芸

フェミニスト経済学などと同様に、文化とい

術の視角から検討していくこともできよう。

うある特定の視角から経済全体の運動を捉え
返すものとしての発展方向である。

〈おわりに〉

後者のあり方では、文化経済学はそのユ

経済は社会的再生産（＝社会・文明が滅亡

ニークな視座の有効性を存分に発揮したなら

しない）のことであり、その資本主義という

ば、経済学体系そのものの組み替えを迫るこ

特殊歴史的な処理における法則性を主たる解

ととなり、その組み替えが達成された暁には、

明対象とするのが経済学。社会的再生産の重

領域としては解消されうることにもなる、と

要な要素として文化の継承・発展を位置づけ、

いうことを展望するものともなろう。しかし、

文化領域の資本主義の特殊歴史性との接合の

まずは前者のような立場で文化経済学研究を

適否に目を向けるのが文化経済学の課題とな

深化させていく中で、後者のような展開もも

る。

たらされていくものと考えるほうが、研究プ

経済学が社会的再生産のありようを扱う学

ログラムとしては妥当なのであろう。

問であり、人間社会は文化の継承・発展を必

文化・芸術が語られる際、モノの豊かさか

須のものとしているならば、経済学が文化に

らココロの豊かさへ、などという些か陳腐な

ついて扱うことは、至極当然のようにも思わ

標語に回収され、分かった気になってしまわ

れる。

れては困る35。この、分かった、というのは、

しかしながら、これまで、経済学が文化に

その程度のことでしかないということが分

ついてほとんど論じてこなかったことも、ま

かった、というものであり、文化について、

たたしかなことであり、まずは、文化経済学

分かった風での見切りをされてしまうことに

なる領域を経済学体系の中に設定し、そこで、

他ならないのである。文化について、豊かさ

従来あまり顧みられなかった論点を集中して

について、経済と文化の関係について、深い

34
小幡［₂₀₁₆］を参照されたい。また、本稿での価値概念と文化経済学との関連についての問題意識については、
勝村［₂₀₁₆b］も参照されたい。
35
この点について、松原［₁₉₉₃］は第１章を「〈物の豊かさ〉から〈心の豊かさ〉へ？」と題し、検討を加えている。
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考察が求められる。
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