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研究成果の概要：産業と文化の相関関係を実証的に究明し、その論理の抽出をめざし、①環黄
海経済圏の産業と都市における文化創造・文化交流、②世界遺産をめぐる日中ならびにスペイ
ンの産業振興と文化交流、③文化活動を機軸とする産業と都市の協働関係の 3 つの領域に分け
て調査をおこなった。近年の創造都市論や創造階級などの議論に見られるような文化を重視す
る視点から、都市の活性化、文化産業の興隆、世界遺産の積極的活用、地域祭礼の振興などに
関する貴重な知見が得られた。
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１．研究開始当初の背景

ようとした。

長い間、産業は経済と政治の問題と考えら
れてきたが、近年は創造都市論や創造階級、

２．研究の目的

あるいは観光や文化産業の議論とあいまっ

産業と文化の相乗効果は近年ますます意

て、文化が産業振興の有力な要因として浮上

識的に追求されるようになっている。行政が

してきた。本研究は創造都市研究と世界遺

主導する場合もあれば、産業界が牽引する場

産・都市祭礼をめぐる産業振興に焦点を当て

合もあり、また文化団体が率先して働きかけ

て産業と文化の相関関係を実証的に把握し

る場合もある。いずれにしろ、ばらばらな動

きを統合する機能（政治・経営）がその成否

て調査した。韓国では釜山の港湾事業、仁川

の鍵を握っているといっても過言ではない。

の中華街整備などについて調査をおこなっ

本研究ではマネジメント（経営）に焦点を当

た。

てながら、産業と文化の相関関係を実証的に

(2) 領域②『世界遺産をめぐる日中ならびに

究明し、その論理を抽出し、理論に高めるこ

スペインの産業振興と文化交流』

とをめざした。

熊野において世界遺産登録の経緯につい
て文書資料を収集するとともに関係者への

３．研究の方法

聞き取り調査を実施した。世界遺産が社寺や

領域を三つに分けたのは、これまでの研究

企業のみならず、ユネスコ－日本政府－都道

蓄積とテーマ性に配慮したためであり、結果

府県－市町村という系列の行政が新規文化

的にスムースな調査につながった。領域①で

マーケットの拡大に貢献していることが判

は環黄海経済圏を標榜する 10 都市連携に注

明した。中国では北京、ならびに山東省の泰

目して、北九州市と下関市、ならびに大連市

山、曲阜（孔廟、孔府、孔林）で世界遺産の

を中心に共同で、あるいは個別にテーマを追

調査をおこない、北京オリンピックに向けて

究しようとした。また、人々の移動に着目し

文化政策がいかに実践されているかの一端

て文化の交流とその意味を明らかにするこ

を調べることができた。

とをめざした。領域②では日中の宗教的世界

(3) 領域③『文化活動を機軸とする産業と都

遺産を共通テーマとし、カトリック聖地の世

市の協働関係』

界遺産と比較することで、それぞれの特質を

徳島の阿波踊りとその波及状況、ならびに

抽出しおうとした。領域③ではねぶたと阿波

青森のねぶたについて経営学的視点からの

踊りを中心に経済学的、経営学的観点から祭

データ収集ができた。また企業と行政が祭り

礼を分析し、企業と行政の関係について新た

の推進母体として緊密な連携をとりながら、

な知見を加えようとした。

観光客の誘致につとめていることが経済学
的統計データからも分析できた。

４．研究成果
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(4)領域①『環黄海経済圏の産業と都市にお

(1)領域①『環黄海経済圏の産業と都市にお
ける文化創造・文化交流』

ける文化創造・文化交流』
北九州市の製鉄所、イノベーションギャラ

北九州市で新日鉄等の企業と北九州市と

リー、環境ミュージアムなどを訪問し、下関

の協働関係、港湾事業、イノベーションギャ

市では馬関祭りにあわせて朝鮮通信使の行

ラリー、正月の民俗行事などについて調査し、

列再現行事をはじめ環黄海の文化交流をつ

下関では港湾事業、朝鮮通信史の行列再現、

なぐものに焦点を当てた。大連ではスポーツ

大連神社などの調査を実施した。大連におい

交流の実態を調べた。

ては日系企業のメセナ活動、日本人駐在員の

(5) 領域②『世界遺産をめぐる日中ならびに

文化･スポーツ活動、企業家の建立した仏教

スペインの産業振興と文化交流』

寺院、春節などについて調査した。中国では

吉野の補足調査をおこなうとともに、「紀

連雲港で日系企業や中国企業の文化活動に

伊山地の霊場と巡礼道」と共通点の多いサン

ついて、青島ではコリアンの企業活動につい

チアゴ・デ・コンポステラ巡礼の調査をおこ

なった。また、泰山の登山節にあわせて調査

いかにかかわるかというテーマは 21 世紀の

を実施するとともに、曲阜では孔子関連の施

産業と文化を語る上で不可欠な視点である

設や事業にくわえ孟子の故里や孟廟の調査

ことを再確認した。

をおこなった。
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