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特集：言語文化教育とクリエイティビティ（Creativity）

シンポジウム

創造社会の構築にむけて
都市と農村の新潮流から構想する

佐々木　雅幸
（金沢星稜大学）

「創造都市」という概念は芸術文化の創造性に

よって，衰退する都市を再生する「欧州文化首都」

などの経験を踏まえて理論化され，都市政策や都市

計画の分野で推進されてきたものであり，21世紀初

頭の代表的な都市論のひとつである。2004年にはユ

ネスコが創造都市ネットワークの形成を呼びかけて

以来，84か国246都市が加盟し，この国では創造都

市ネットワーク日本（CCNJ）に116自治体が加入し

ている。

文化社会学者の R. ウィリアムズによれば，「創造

の能力」に関する一般的な呼び方である創造性（cre-

ativity）は20世紀になって現われ，革新（innovation）
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と想像力（imagination），空想（fantasy）との関連で

用いられることが多いとされる（Williams，1976）。

したがって，創造都市（creative city）とは，科学や

芸術における創造性に富み，革新に富んだ産業を備

えた都市を指すといってよいであろう。

主な論者としては C. ランドリー，R. フロリダ，そ

して佐々木雅幸が挙げられる。

ランドリーの著書（Landry，2000）は都市が直面す

るさまざまな問題に対する創造的解決のための「創

造の場（creative milieu）」をいかにして作り上げて

運営し，都市を持続的に発展させていくのかを政策

論的に展開しており，セレンディピティが生まれ，
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C.ランドリーの創造都市政策論

都市問題に対する創造的解決のための「創造
的環境」creative  milieuをいかにして作り上げ、
運営して持続的にしていくのか、
セレンディピティが生まれる「場」、クリエイティブ
クラスが集まる「場」をどうつくるのか？
実践的に「創造都市をつくるための道具箱」を提
供するコンセプチュアルな
「創造都市政策論」。

Landry, C., The Creative City : 
A Toolkit for Urban Innovators, London: Comedia, 2000

図1．C. ランドリーの創造都市政策論（発表スライドより）
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創
クリエイティブクラス

造階級が集まる「場」をどうつくるのか？実践的

に「創造都市をつくるための道具箱」を提供するコ

ンセプチュアルな「創造都市政策論」となっている

（図1）。

フロリダのベストセラー（Florida，2002）は現代

経済の担い手として「創
クリエイティブクラス

造階級」の登場と勃興に注

目し，そのエートスと仕事およびライフスタイル，

そして彼らが選択するコミュニティの特徴を分析

し，創造階級が好んで居住する都市や地域こそ，経

済的パフォーマンスが優れていることを「ハイテク

指標」と「ゲイ指標」の相関で示している。

これに対して，佐々木は「市民の創造活動の自由

な発揮に基づいて，文化と産業における創造性に富

み，時に，脱大量生産の柔軟な都市経済システムを

備え，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，創造的問題解決を行え

るような『創造の場』に富んだ都市である」と定義

している（佐々木，2001）。

1．Society 5.0と創造社会

2030年代の到来を前に，人工知能（AI）とビッグ

データの活用普及が既存の人間労働を大規模に消失

させるとし，人間の働き方，生き方を再検討する議

論が喧しい。オックスフォード大学のフレイ（C. B. 

Frey），オズボーン（M. A. Osborne）と㈱野村総合

研究所との共同研究（Frey & Osborne，2013）では，

「日本の労働人口の約49%が技術的にはAIなどで代

替可能になる」，「創造性，協調性が必要な業務や，

非定型的な業務は将来においても人が担う」ことが

予測され，AIによって代替可能性が高い職業と，代

替性が低い職業の事例が発表されて，これから就職

を控える若い世代に大きな関心を呼んでいる。たと

えば，後者の代表者には技術者，研究教育者やアー

ティストら「創造階級」もそれに含まれているが，フ

ロリダはハイテク技術者とアーティストなど中核的

な創造階級に弁護士・証券アナリストなど創造的専

門職を加えると創造階級はアメリカでは2000年に

はすでに30%を超えていると述べており（Florida, 

2002），AIの本格化によってこの傾向がさらに加速

化されようとしている。

第5期科学技術基本計画（2016年12月）で示され

た Society 5.0とは，科学技術イノベーションによっ

て実現される「超スマート社会」であるという。狩

猟社会 Society1.0，農耕社会 Society 2.0，工業社会

Society 3.0，情報社会 Society 4.0を経て，Society 5.0

図2．社会の発展．出典：日本経済団体連合会（2018）．『Society 5.0―ともに創造する未来【概要】』（pp. 6, 8）https://www.
keidanren.or.jp/policy/2018/095_gaiyo.pdf
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ではAIがビッグデータを解析し，デジタル革新とイ

ノベーションによって高付加価値を生み出す社会を

めざすとし，そのための要素技術を列挙している。

これはおもに科学技術面での社会ビジョンにとど

まっていたが，日本経済団体連合会はさらに翌2018

年11月「Society 5.0―ともに創造する未来」を発

表して，Society 5.0とは「創造社会1」であるとしてい

る（日本経済団体連合会，2018）。そこでは，デジタル

革新と多様な人々の想像力と創造力が課題解決と価

値創造をもたらし，国連の持続的発展目標（SDGs）

の達成にも貢献するという（図2）。この「創造社会」

は企業を変え，人を変え，行政・国土を変えるデー

タと技術を備えるという。定型業務は AI・ロボット

が代替し，組織・人材の AI-Ready化が必要となり，

国土の分散化による多様性が推進されて，都市部・

山間部のコミュニティを維持するとともに，農業・

観光といった資源を活かした新たな価値の創造に努

め，多様性と寛容性，活力に富んだ安心して暮らせ

る社会を構築することが課題になるという。

だが，現実には Society 5.0はバラ色の未来を示

すどころか，日本社会の大きな転換点を準備すると

いった方が現実的であろう。

たとえば，『朝日新聞』特集記事（エイジングニッ

ポン：3，2019年1月1日）は AIを用いた広井良典ら

の研究を紹介しつつ「2050年，日本は持続可能か」

と問いかけている。それによると，このままいくと

都市集中は加速して日本社会は持続困難となる。だ

が，「生き方を変える」と地方分散型となり持続可能

となりうるが，その分岐点までのタイムリミットは

あとわずか10年に迫っているという。

また，『日本経済新聞』朝刊（止まらぬ人口東京圏

1　創造社会（Creative Society｝について井庭崇（2013）
は「人々が自分たちで自分たちの認識・モノ・仕組み，
そして未来を創造する社会である」とし「消費社会」か
ら「コミュニケーション社会」をへて「創造社会」にいた
ると述べている。

集中，2019年2月25日）によれば，東京圏への一極

集中は新たな局面を迎えており，大阪府から11,599

人，愛知県から9,904人，福岡県から6,583人，宮城

県から6,076人が大学卒業生を中心に東京圏へ転出

超過しており，これらの4府県では周辺地域から人

口を吸引し，さらに東京圏へと人口を送り込む中継

点に位置づいているようである。すなわち，仙台市，

名古屋市，福岡市とならび大阪市までも東京圏のヒ

エラルヒーに組み込まれてしまっており，東京2020

はこれを加速しているのである。

このままではSociety 5.0が巨大都市東京への集中

を促進して，この社会を持続不可能にする危険性が

高まっていると言えよう。あるいは，「生き方」を変

えることによって，持続可能な社会に転換できるの

か，さらなる一極集中か，分散型社会か？　大きな

転機が日本社会に訪れようとしている。

いずれにせよ明らかなことは AIとビッグデータ

が本格普及するなかで，「創造性」が次の社会を切り

開くキーワードとしてますますその重要性が認識さ

れてきたことであろう。筆者は，この20年ほど創造

都市と創造農村の取り組みを分析し，その到達点と

新地平を探ってきたが，「技術偏重ではなく人間主

体の創造社会」，すなわち創造性を社会の基盤とす

る「創造社会（Creative Society）」の構築に向けて

どのようにアプローチしていけばよいのか，いくつ

かの事例を示しながら「創造社会の扉」に手をかけ

てみたいと思う。

2． 創造社会の源流と新たな働き方・生
き方

創造的な生き方，働き方に関して創造都市論の理

論的始祖であり，生誕200年を迎えたイギリスの文

化経済学者，ジョン・ラスキン（John Ruskin）は『こ

の最後の者にも（Unto this last）』と『塵の賜りもの

（Munera Pulveris）』において，次のように語っている。
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およそ財の価値は，芸術作品に限らず，本来，

機能性と芸術性を兼ね備え，消費者の生命を

維持するとともに人間性を高める力を持って

いる。

このような本来の価値（固有価値：intrinsic value）

を産み出すものは人間の自由な創造的活動，つまり

仕事（o
オ ベ ラ

pera）であり，決して他人から強制された労

働（l
ラボール

abor）ではない。

本来の固有価値は，これを評価することので

きる消費者の享受能力に出会ったときにはじ

めて有効価値となる（Ruskin，1862，1872）

名著『ヴェネチアの石（Stone of Venice）』（Ruskin，

1853）第6章「ゴシックの本質」でラスキンは歴史都

市ヴェネチアの各時代を代表する建築群の中からゴ

シック様式を至高のものとして選び出しているが，

その理由は，ゴシック様式にこめられた「精神の力

と表現」にある。つまり，ゴシックの精神的要素は，

野生味，多彩さ，変化への好尚，自然主義，怪奇趣

味，不安におののく想像力，厳格さ，緊張感，過剰

さ，気前の良さ等に示されており，これらは職人た

ちが命じられて奴隷の仕事に携わっているのではな

く，自ら考え，自由に手を動かしていた結果であり，

権威に対抗する自主独立の精神が表現されていると

ラスキンは洞察しており，芸術的活動のような創造

的活動は職人の「手と頭と心」が一体となったもの

でなければならないと考えたのである。

ラスキンの弟子を自認するウィリアム・モリス

（William Morris）はラスキンの仕事（opera）と労働

（labor）の区別を念頭におきつつ労働を魅力的にす

るための条件を次のように規定している。

価値ある労働とは，休息の喜び，その成果を

利用する喜び，そして日常的に創造的機能を

発揮する喜びの3つの希望に満ちたものであ

り，それ以外の全て労働は無価値であり，生き

んがための苦役すなわち奴隷の仕事である。

…

労働を魅力的にする第一歩は，労働を実り豊

かにする手段である資本（これには土地，機

械，工場等が含まれるが）をコミュニティの

手に移し，万人のために使用せしめ，その結

果，われわれ全てが，万人の真の『需要』に

『供給』することができるようにすることで

ある。

そのうえで，

労働時間の短縮と，労働を意識的に有用なも

のにすること，それに当然伴う多様性のほか

に，労働を魅力的にするのに必要なもう一つ

のものがある。それは快適な環境である。

とモリス（1888/1994，p. 100）は述べている。

さらに，彼は「美しいものを作るべき人間は美し

いところに住まねばならない」として自然環境に優

れ，快適な住宅に住むことを推奨している。

約80年前に『都市の文化』を著したマンフォード

（L. Mumford）は，ラスキンをエネルギー収入と生

活水準を生産との関連において表現し，一般の金銭

経済学者が無視した消費と創造の機能を評価した最

初の経済学者であるとして，次のように予言してい

た。

金銭経済は機械の役割を拡張するのにたいし

て，生命経済は専門的サービスの役割を拡大

する。収入と使えるエネルギーの大部分は，

芸術家，科学者，建築家，教師と医者，歌

手，音楽家，俳優を支援するために使われ

る。このような変化は，前世紀に着実に進行

し，その傾向は統計的にも証明できる。しか

し，その意義は一般的にはまだよく理解され

ていない。というのは，その結果は従属的な

機械から生命の直接的芸術への関心の移行で

なければならないからである。また，それは

もう一つ別の可能性，まったく別の必要性を

もたらしたのである。つまり，生活条件の改

良ばかりでなく，社会的遺産の目的的創造
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と活用のための全世界的な都市再建である。

（Mumford，1938）

つまり，ラスキン，モリス，マンフォードが後の

世代に遺したメッセージは，現代の金銭経済ともい

える新自由主義的資本主義は AIやデジタル革新を

一方的に推し進めるが，むしろ AIを使いこなし，市

場原理主義と対抗して生命と創造性を重視する社会

をつくること，そのためには「創造的な働き方と暮

らし方を基調として，創造都市と創造農村から成る

新たな創造社会」を構築することを我々に示唆して

いるように思われるのである。

3． 先端技術とデザインを活用した新
ネオ

職
クラフト

人的働き方

クラフト分野で2009年にユネスコ創造都市に認

定された金沢市におけるクリエイティブ集団 s
せ っ か

ecca

による「工芸の創
クリエイティブ

造産業化」の取り組みは，工業

デザインで培った先端3Dデジタル技術に，工芸に

おける伝を掛け合わせた独自の製造技法を開発した

「新
ネオクラフト

職人的ものづくり」であり，ラスキンとモリスが

試みようとした operaの復権に通じるものといえよ

う。リーマンショック後の2010年に東京から金沢に

移住したクリエイティブディレクター宮田人司が金

沢美術工芸大学卒の2人に Iターンを働きかけた結

果としてうまれた試みであり，彼等は従来にない造

形の器と伝統的な漆塗りの技法が組み合わされた作

品などをリーズナブルな価格で生み出して国内外で

高い評価を得ている。

創造農村のトップランナー徳島県神山町では，

NPO法人グリーンバレーの前理事長である大南信

也が提唱する「創造的過疎」によって「創造の場」

が過疎地に生み出され，それが魅力的なマグネット

の機能を果たし，大都市にはない本物の豊かな自然

環境がその磁力を倍増している。アーティストイン

レジデンスがきっかけを作り，ICT分野で活躍する

クリエーターたちに続いて，パン焼き職人やフレン

チレストランのシェフらが国内外から移住してくる

ようになり，さらにデザイナーが移住し木工職人に

働きかけて地元の木材を活用した食器づくりを開始

した。2012年に大阪から移住したデザイナーの廣瀬

圭治が立ち上げた S
し ず く

HIZQプロジェクトは，水資源を

守るために間伐した杉材を活かしてタンブラーなど

洗練された食器を世に出し，ミラノの国際デザイン

コンペ A’ Design Award & Competition 2019のソー

シャルデザイン部門で金賞を得るなど高く評価され

ており，彼は「午前中は趣味の釣り，午後に仕事」

というワークライフバランスを楽しんでいる。

2016年4月には神山の農業と食文化を次世代につ

なごうとする株式会社フードハブ・プロジェクトが

設立されて，大量生産型から離脱して農業生産の新

職人ネオクラフト化を推し進めようとしている。一

見すると農業には遠いと思われるアートやデザイン

を触媒として農村内に「化学変化」を起こし，農資

源と新職人ネオクラフト的仕事，つまり operaとの

結合によって農業自体にも変革をもたらそうとして

いる。

さらに注目すべきは，2012年に東京から神山町に

移住してフレンチレストランを開業した斎藤郁子ら

の「新しい働き方」である。彼女らは週休3日と海

外研修，冬期休暇など年間228日を休暇とし，趣味

やリフレッシュの時間に充てることによって創造性

を養い，労働時間の短縮によって生産性を上げてい

るのである。

こうした，新技術やデザインを活用して，創造都

市や創造農村で始まった新しい働き方と暮らし方を

全国的に広げることができれば，東京一極集中をス

トップさせ，多極分散に向かう可能性が拡がるであ

ろう。
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4．幼年期から創造性を育み，創
クリエイティブ

造的に　
齢
エ イ ジ ン グ

を重ねる

格差のない創造社会を構築する上で，重要なテー

マは幼年期から創造性を涵養する環境を整えること

であろう。

この点で注目されるのは，創造都市ネットワーク

日本の幹事団体である高松市が創造都市政策の最重

点として取り組んでいる「クリエイティブ・チルド

レン・プロジェクト」であろう。瀬戸内国際芸術祭

が開始される準備期間に，地元の NPO法人アーキ

ペラゴの理事長である三井文博が，世界で最も先進

的な幼児教育として有名なイタリアのエミリア・ロ

マーニャ州レッジョ・エミリアの保育園で試みられ

ている幼児の感性と創造性を養うメソッドに感動し

て，高松市内の保育園に多様な分野の芸術家を派遣

して，子供たちの声を聞きながら一緒に遊ぶよう

に表現，創作活動を支援すること提案して軌道に

乗せたのである。レッジョ・チルドレンメソッド

においては保育園に芸術系大学卒の「アトリエリ

スタ（atlierista）」と保育の専門家「ぺダゴジスタ 

（pedagogista）」を配置して幼児の多様な価値観と創

造性を引き出す保育を実現していることに学び，高

松市では「芸術士」という独自の資格をつくり，幼

児と保育士とコミュニケーションとりながら表現活

動，創作を支援できる芸術家を保育園に派遣する制

度を作り，2009年度に国の緊急雇用補助金を活用し

て1つの園から開始した。その結果，保護者の評判

が良く，高松市の一般財源でのプログラムに切り替

わり，次第に採用する保育園が広がり現在では市内

43施設に拡大している。さらに周辺の徳島，高知，

岡山など合計60施設に20人の芸術士を派遣するま

でに広がっている（三井，2018）。

また，小学生を対象にした取り組みでは， 21世紀

美術館と連携した金沢市の取り組みが代表的であ

る。蓑豊初代館長の発案で「芸術は創造性あふれる

将来の人材を養成する未来への投資」のコンセプト

のもと「ミュージアムクルーズ事業」が展開され，

開館半年以内に市内の全小中学生を無料招待し，以

後も小学4年生全員を毎年継続的に無料招待してお

り，感性と創造性を育むことが学力にも良い効果を

もたらし，近年では学力試験全国トップクラスと

なったという成果も上がっている。

このような高松市や金沢市の幼少年期からの創造

性を育む取り組みは，創造都市政策によって推進さ

れ支援されてきたものであり，将来の「創造性の格

差」を小さくする上で効果的な政策といえよう。

他方，日本社会が直面するのは少子高齢化のみな

らず，かつて経験のない長寿化である。2050年には

100歳以上人口が100万人を超えるとの予測もある

中で「社会活動寿命」を延伸し，豊かな老後を過ご

すために「創造的に歳を重ねる （Creative Aging）2」

政策への関心が急速に高まっている（太下，2016）。

ベストセラーとなった The 100-Year Life（Gratton 

& Scott, 2017）の著者，リンダ・グラットン（Linda 

Gratton）は，人生100年時代を迎えて「変身資産」

が重要になってきたという。彼女によれば，「変身資

産」とは人生の途中で第1の仕事から，第2の仕事に

移行する際に必要な能力であり，自己認識とスキル

とネットワークから構成され，高齢者が平常から変

身に必要な自己認識とスキルとネットワークを蓄え

るために近年は芸術活動に注目が集まっている。ロ

ンドンのゴールドスミス大学の研究者によれば，地

元のライブコンサート会場へ2週間に1回参加する

ことで，well-beingに好影響をもたらし，平均寿命

は9年延伸するという調査結果を発表して注目され

2　Creative Agingについては心理学者のミハイ・チク
セントミハイ（Mihaly Csikszentmihalyi）が，著書 Cre-

ativity： Flow and the Psychology of Discovery and Invention

（1996）の第9章において分析しており，主にノーベル賞
受賞者らのインタビュー調査から高齢になっても，芸術
や人文社会科学においては新たな知の領域を切り開く
能力が高まることを指摘している。
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ている。アメリカでもアートプログラムへの参加が

よりよい健康を生み出すこと，精神的な健康状態の

改善，社会活動への積極的参画などの成果が報告さ

れている。

CCNJ加盟の埼玉県のさいたま芸術劇場では，芸

術監督に就任した国際的に活躍する演出家の故蜷川

幸雄が2006年に立ち上げた55歳以上限定のプロの

老人劇団さいたまゴールドシアターが注目されてい

る。人生経験を積んだ高齢者の身体表現や感情表現

を舞台に活かそうという試みであり，芸術の消費者

だけでなく，可能性を秘めた創造者として迎え入れ

ようとしたものである。発足時の団員は48人で最高

齢80歳，平均年齢66.5歳であり，海外公演でも高

い評価を得ている。2016年には蜷川の発案の最期の

演劇である1万人のゴールドシアター 2016「金色交

響曲～わたしのゆめ，きみのゆめ～」が60歳以上

の約1,600人の一般参加者とさいたまゴールドシア

ターとが共演する大群衆劇を8,000人の観衆の前で

成功させており，それを機に約1,000人の60歳以上

の高齢者で「ゴールド・アーツ・クラブ」が結成さ

れて，2018年に開催された高齢者による舞台芸術の

国際フェスティバル「世界ゴールド祭2018」では群

集劇「病は気から」など蜷川の遺志を継承した企画

に6,000人が参加した。

また，館長の衛紀生が社会包摂型劇場をめざして

いる可児市文化創造センターではこどもから高齢者

までを対象にした演劇ワークショップを積み上げて

きており，認知症や社会的孤立を防止してきた成果

が社会的インパクト投資としてまとめられている。

以上のように，幼年期から壮年期，そして高齢者

まで一人ひとりの創造性を涵養することが創造都

市，創造農村のネットワークで広がりを見せてお

り，技術偏重ではなく，「人間主体の創造社会」への

動きをさらに加速することが緊要となっている。
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