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世界のメセナ情報を一挙収録

企業メセナ協議会が発足してから5年、メセナに関す

る社会の理解は深まり、企業のメセナ活動も、深刻な

不況をはね返して根づいてきました。そのことは年度

版で刊行 している「メセナ白書」が証明しています。

今回の「白書」では、「世界のメセナ」を特集しました。

95年 5月 に東京で開催した「国際メセナ会議
i95」

にち

なんで、ヨーロッパ、アメリカ、アジア諸国のメセナ活

動の実態を、各国メセナ機関からのレポー トによつて

ご紹介します。

[社]企業メセナ協議会 会長 西尾信一
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はじめに

社団法人企業メセナ協議会会長

西尾 信一

1991年 に発刊して以来、今回で 5冊日となる『メセナ白書』を皆様にお届

けできることはたいへん喜ばしいことであります。 5年前、私どもが企業メ

セナ協議会をつくり、世界のメセナ推進組織 と情報交換を始めたとき、日本

には提供できる企業メセナ情報が何もないということに気づきました。そこ

で、日本企業のメセナ情報を整理することが必要だと痛感し、91年に最初の

『メセナ白書』を刊行しました。そして、この 5年間にメセナに関する社会

の理解は深まり、メセナという言葉も認知されるまでになったといえましょ

う。深刻な不況にもかかわらず企業内にメセナが根づいてきていることは、

毎年の自書が証明してきました。しかし、ことメセナに関するデータ、資料

となると、この自書以外には経団連で刊行した『社会貢献自書』のみで、ほ

とんどないといっても過言ではないと思います。それゆえに『メセナ自書』

は貴重な資料であると自負している次第であります。

昨年は地方のメセナの動きに注目し、「地方自治体 と企業メセナ」を特集

しましたが、今回は「世界のメセナ」を特集といたしました。今日、国家の

支援がなくなった旧東欧、国の財政が逼迫している西欧、教育が喫緊の課題

である北米、著しい経済発展中のアセアン諸国等々と、それぞれ異なる状況

のなかで世界の国々はメセナについて多くの課題を抱え、その解決のため各

国が話し合い、協力していくことを望んでいます。企業メセナ協議会では、

各国メセナ関係者が車座になってメセナについて討議する場の必要性を感じ、

設立 5周年を記念して「国際メセナ会議'95」 を本年 5月 に東京で開催 しま

した。同会議には海外27カ 国から代表者が参加し熱気あふれるものとなりま

した。今回の特集はこの国際会議にちなんで「世界のメセナ」を取 り上げま

した。第 3章の「世界のメセナ」は各国のメセナ協議会の責任者および芸術

文化関係者が現在の自国のメセナ事情を、この自書のために執筆した貴重な

ものであります。ぜひ熟読いただきたいと存じます。
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1994年の企業メセナ

社団法人企業メセナ協議会理事長

福原 義春

今回の自書で『メセナ白書』は5冊 日となるが、この 5年間の政治、社会、

経済の変化は未曽有のものであった。その変化は当然企業のメセナ活動にも

影響を与えており、これまでの自書ではそれを見極めるべく調査をしてきた。

その結果、企業のメセナに関する資金援助額は年々減少の傾向がみられたが、

メセナに対する理念が確立しつつあることから、企業内にメセナや社会貢献

担当部署を設置する企業は確実に増加 し続け、また、メセナヘの予算設定を

行う企業もふえてきていることが明らかとなった。

これは厳しい経済環境にもかかわらずメセナを含む社会貢献への取 り組み

に企業が努力し、それが定着してきていることを表しているといえよう。政

府は93年秋を景気の底 としているが、秋から冬にかけて次年度の予算計画を

決める企業が多いことから、当然94年度計画に影響を与え、メセナに関する

予算がさらに厳しくなることは予測されることであった。調査結果をみると

それが資金援助総額の減少となって表れている。

しかし、これでメセナが衰退していると考えるのは単純すぎる。経営環境

の厳しさが長期間続き、先行き不透明ともなれば、あらゆる経費の削減は企

業にとって当然の措置であり、メセナ費の削減もその例にもれないはずであ

る。それを前提に今回の調査結果をみると、メセナを行っている企業数は回

答社数についてみても過去最高の265社を数え、資金援助額以外の質問項目

で好ましい数値を示しているなど、むしろ、メセナ活動が企業の意志 として

定着しつつあることが読み取れよう。

このような1994年 をふりかえるとき、企業メセナにとって特筆すべき事柄

が起こっている。

第一は、企業メセナ協議会が特定公益増進法人に認可されたことである。

これにより協議会を経由して当協議会が助成認定した芸術活動に支援が行わ

れた場合、税制上の優遇措置が講じられることになった。税制がネックとな

リメセナ活動に二の足を踏んでいた企業が多かったことを考えると、画期的

な第一歩である。

また、特定公益増進法人にはなれない多くの芸術団体や芸術家にとっては、

その活動が協議会の助成認定を受けさえすれば、特定公益増進法人であると

同様の税制上の優遇措置の恩恵に浴することができるようになり、大きなメ



リットが得られるようになった。年 6回認定し、迅速な支援金処理を行うと

いう当協議会独特のスルー方式によるこの助成認定制度は、他の助成機関の

助成制度を補完する役割もはたすことになり、芸術団体から喜ばれている。

1年を経過してこの制度も次第に知れわたるようになり、企業も事前に「認

定」を得るよう芸術団体に求めるようになってきている。また、地方自治体

主催の芸術文化事業に企業が寄付するさいにも、この制度が活用されはじめ

ている。寄付者は最近では中小企業へ広がってきているが、中小企業の場合

は損金算入限度額そのものが少額であり、この助成制度を活用しての芸術文

化支援が拡大されることを期待するものである。

調査結果をみると「メセナ活動を行ううえで支障となる事柄」として「税

制上のワクがブレーキ」をあげている企業が大きく減少しているのは、特定

公益増進法人化に対する期待の表れとみることもできよう。しかし、調査で

メセナ費を寄付金で処理していない企業がまだ48%も あることは、当協議会

が特定公益増進法人として認可され、助成認定制度を設けたことがまだ十分

に知られていないことの表れであり、メセナに関する継続的な啓発活動の必

要性を示しているといえよう。なお、初年度は83件の芸術活動が当協議会の

認定を受け、約 1億9000万円が企業から支援された。

第二は地方におけるメセナの動きである。第 5章で記載している「メセナ

大賞'94」 では、応募件数の35.4%は地方の企業によるものであった。そし

て受賞した 8社のうち4社は地方で活躍する企業であった。今回の受賞は逸

したものの素晴らしいメセナ活動をしている企業は各地に多い。メセナは企

業規模の大小に関係なく、大企業には大企業ならではのメセナがあり、中小

企業にはいかにもその企業らしい個性的なメセナ活動があるはずである。

「支援目的は何か」の質問に対しては「地域文化の振興」と回答した企業が

28.0%で最も多 く、地域に根ざした、地域に貢献するメセナ活動を指向して

いる企業が多いことが明らかになっているが、このような地方のメセナ活動

をどのように盛 りたてていくかがこれからの課題であろう。昨年の『メセナ

白書1994』 で地方自治体の94%は地域文化の振興に企業の協力が必要である

と認めているものの、実際に協力を求めた自治体は意外に少ない。少ない理

由として「特定企業色がつくのを恐れた」をあげている。それゆえ、特定企

業色のつかない協力を得るしくみづくりが必要である。現実にそのようなし

くみづくりが各地で起こったのも94年の特徴 といえる。すでに地方では92年

に「企業メセナ群馬」が設立されたが、94年 5月 には佐賀県企業メセナ協議

会が発足した。これは県の生活文化課がリーダーシップをとって地元企業に

11
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呼びかけ、それを受けた企業が資金を出し合って地元の文化を支援 していこ

うとするものである。 6月 には山口市に山ロメセナ倶楽部、愛媛県にメセナ

八幡浜が発足した。この 2つ は商工会議所が中心になっている。山口は地元

の文化活動に助成する活動が主であるのに対し、八幡浜は地元住民が素晴ら

しい芸術文化を享受できる場を提供することを主たる活動としている。この

ように地元企業が資金を出し合って地元の文化を支援しようとする動きが各

地に芽生えつつあることは、メセナが地方に広がっている証左であろう。

企業メセナ協議会では日本型のメセナを模索している。日本の場合はアメ

リカの民間主導型やフランスの国家主導型でもない、国と地方自治体 と民間

とのゆるやかなパー トナーシップによるメセナではないかと考えている。94

年に地域でみられたメセナ組織の結成は大きな意味を持つものと考える。こ

のように、各地で多様な動きが盛んなことは、これからのメセナにとって大

きな力になっていくことを示唆している。

第二はアジアにおけるメセナの動きである。香港に続いて94年 5月 には、

韓国で企業メセナ協議会が発足した。すでに300を 超える企業が参加 してい

るという。そのほか、シンガポールにもその動きがある。高い経済成長を続

けているアセアン諸国にとってメセナはこれから真剣に取 り組まなければな

らない課題であろう。これらの国々では近年、民間セクターにおける支援の

割合が高まり、企業メセナの必要性や外国系の財団などの支援が重要となっ

てきている。このような動きに対して、日本がどのような役割をはたすべき

か、メセナにおける国際連帯を考える時期にきていると思う。

第四は国家行政面の動きである。94年 9月 に文化省の設立をめざして、学

者、評論家、各ジャンルの芸能実演家、文化関係者が集まり、「文化立国・

文化省設立を推進する会」が発足した。一方、自治省では地域の芸術文化振

興をはかろうと財団法人地域創造を同 9月 に設立した。事業として財政支援

事業、研修事業等々があり、地域のアーツスタッフを対象にアー ト・マネー

ジメントの研修も行っている。

文化庁もホールの担当者を対象にアー トマネージメントの講座を開いてい

る。その他、国土庁、通産省などでも文化振興に関する種々の検討を行って

いる。日本の文化行政は基本政策が欠如したまま、地域の芸術文化振興に関

連省庁がバラバラで取 り組もうとしている。民間が当協議会にメセナ活動の

一本化をはかっているのと同様に、国家行政も各省庁が大同団結し統合を考

えていく時期になっているのではないかと考える。
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調査の概要

「海外のメセナ活動」を追加

調査の目的

企業メセナ活動の現状を調査する「メセナ活動実態調査」は、1990年度の

調査に始まり、今回で 5回 目を迎える。本調査は、各企業が実施するメセナ

活動の実例を収集する一方、メセナ活動に対する意識ならびに窓回の対応の

実態の動向を把握し、今後のメセナ活動のあり方や展望を探る手がかりとす

る目的で実施しているものである。

新しい調査項目

1994年度の本調査の内容は、前回までの調査票を踏襲しつつ、この『メセ

ナ白書1995』 で取 り上げる特集「世界のメセナ」と関連づける目的により、

日本企業による海外のメセナ活動についての質問項目を設けた。

海外でのメセナ活動に関する設間では、過去 5年間でのメセナ活動の有無、

実施した地域、本社 と現地との役割分担などについて回答を求めた。各国で

の日本企業のメセナ活動の具体例は、第 3章「世界のメセナ」のなかでいく

つか紹介されているので、そちらを参照いただきたい。

今回、以下のとおり、いくつかの設間で改善・追加を行った。

1)活動実績の「支援形態」の設間で、「資金」に選択項目を用意 し、自社

の事業であるか、または他者の事業への支援であるのか、その別を明確に

した。

2)活動実績の回答表に海外での活動の有無を尋ね、全体に占める割合を求

めた。

3)回答いただく○印の数を各設間で明記した。

4)メ セナ未実施企業がメセナ活動に関してコメントするための自由記述の

設間を設けた。

調査の方法

本調査は、全上場企業 (東京 1・ 2部、大阪、名古屋、札幌、新潟、京都、

広島、福岡)、 企業メセナ協議会会員企業、佐賀県企業メセナ協議会会員企

業など2362社を対象に調査票を1995年 1月 に送付し、郵便による回収方式で

実施した。回答数は404通であり、回収率は17.1%で あった。

調査報告書の見方 (留意事項)

・比率はすべて百分率 (%)で表し、小数点以下 2位を四捨五入して算出し

た。したがって、合計が100%を上下する場合もある。

14
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・基数 となるべき実数は、N=○○○として掲載、その際はNを 100%と し

て算出した。

・質問の終わりに「複数回答可」や「2つ以内」、「 3つ以内」とある問いは、

1社が 2つ以上の回答を出してもよい問いであるため、回答の合計比率は

それぞれ100%を超える場合がある。

・回答は本来「 1つ」であるが、 2つ以上の回答がある場合は「結果複数回

答」と表記した。

・図表 として示したもののなかには、「無回答」を省略した部分もある。
。「活動の内容」「支援形態」「支援目的」の設間では、母数を実施件数とした。

前回調査までの活動内容の延べ実施件数 (1つの活動で芸術分野が多岐に

わたる場合、活動分野数を延べ件数とする)を母数とする計算方法とは異

なるので、年度ごとの単純比較はさけた。

なお、今回調査では、以下の配慮を心がけた。

・企業が自社の文化施設を用いて活動する場合、活動実績の欄において、

個々の活動名をあげるのではなく、「○○ホールの運営」のように事業を

一括することとした。シリーズとして実施している事業についても同様 と

した。

・ 自社で設立した企業財団で行われている場合、財団が実施する個々の事業

名は記載せず、「△△財団 (の運営)」 のようにまとめて記載した。企業か

ら財団へ資金等の補助がある場合は「支援形態」にその内容を示すととも

に、事業費にもその金額を計上した。

・活動実績にあげられた事業は各社の判断によるメセナ活動であるが、芸術

文化と関連の薄い事業については各企業の了承を得て、活動実績から削除

した。

15
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メセナ活動の質的向上へ

16 1993年 10月 を底入れとして「平成バブル不況」からの脱出が期待された

1994年 の日本経済。だが、設備投資の低迷などを理由に、その後の景気回復

はきわめて緩慢である。政府の読みでは1994年度は景気回復の年になるはず

だったが、同年度の GDP(国内総生産)は実質0.6%増 と3年連続のゼロ成

長にとどまり、国内経済の景気回復は期待どおりに進んでいるとはいえない

現状である。

しかしながら、前回までの「メセナ活動実態調査」においては、昨年、一

昨年と不況の影響を受けたとはいいながらも、企業メセナが着実に根づきつ

つある傾向が示されてきた。1994年 ははたして企業メセナにとってどのよう

な年であったのだろうか。以下、「メセナ活動実態調査」に基づき、この数

年間の推移を考慮に入れながら、メセナ活動の最新の傾向を検証していきた

い。

実施企業数は昨年より微増

今回調査の回答企業は404社 と前回調査の376社よりも28社の増加 (7.4%)

がみられた。このうち「メセナ活動を実施 した」と回答した企業は265社 と、

前回調査より13社増加し、過去 5年間の調査結果のなかでは最多の実施企業

数を数えた。反面、未実施企業数も前回調査の124社から139社へと増加した

ことから、実施企業の比率は65.6%へ と微減 (1.4%)し た。

まず企業メセナ活動 と経済環境 との関係から、今回の調査の特徴をみてみ

たい。今回調査の資金援助総額は292億6,110万円、 1社平均の資金援助額で

は 1億3,868万円と、ともに増加がみられた。しかし、この金額のなかには

文化施設の建設費を計上した 2事業が含まれており、それらを差し引いた資

金援助総額は159億 2,280万円 (22.2%減 )、 1社平均では7,546万円 (30.0%

減)と なった。資金援助 としては比較的規模の小さい「援助額5,000万 円未

満」の151社 に限っても、平均資金援助額は1,214万 円と20.5%の減少となっ

た。

文化施設の建設費を差し引いた資金援助額が減少した理由としては①国内

の経済状況の落ち込みの影響を受けた、② l社あたりの資金援助額の大きな

企業の減少額が大きかった、③活動実績のスリム化、以上3点が考えられる。

①の根拠 としてあげられるのが企業マインドの低迷である。政府の判断で

は「景気の底」は1993年 10月 であるが、日本銀行の企業短期経済観測による

と、「業況」および「資金繰 り」は、 ともに1994年 2月 がこの不況期のなか

で最 も悪化 した数値 となって表れている。すなわち、1994年度の予算編成時
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期前後が最 も企業マインドが落ち込んでいた時期であった。 このため、多 く

の企業で緊縮気味の予算計画 となり、それがメセナ活動に影響を与えたと推

測される。メセナ活動の回復基調は景気の後を追いかける形をとるのではな

いだろうか。

1社あたりの資金援助規模と資金援助額の増減 表 1

17

1000万円未満 1000万～   5000万 円～ 1億円～

5000万 円未満 1億円未満  5億円未満

5億円～   10億 円  合計  中央値

10億円未満 以上      (万 円 )

昨年より資金援助額が増加   22 14 5 11 2 55  1343

昨年と変わらなしヽ 43 39 8 11 2 103  1300

昨年より資金援助額が減少   13 16 2 14 2 48  3050

無回答 2 2 0 0 0     5  1270

総 数 71 16 36 6 2    211  1500

②の根拠は「昨年と今年との資金援助額の増減」と「 1社あたりの資金援

助規模」とをクロスさせた表 1に表れた。「昨年との資金援助額の比較」で

「昨年より増加」(23.8%)と 「昨年より減少」(23.0%)が ほぼ同率だった

にもかかわらず、「昨年度よりも資金援助額が減少した」企業の資金援助額

の中央値が3,050万円であるのに対し、「昨年度よりも増加 した」企業の資金

援助額の中央値は、全企業の中央値を下回る1,343万 円だった。しかも「昨

年よりも資金援助額が増加 した」企業は「援助額が1,000万 円未満」のクラ

スに多いのに対し、「昨年よりも資金援助額が減少した企業」は比較的多額

の資金援助を行った企業群に多い。このことから総体 として資金援助額の減

少に結びついたといえる。

③の理由としてあげた活動実績のスリム化だが、今回調査では企業財団/
公益信託の活動 と企業の活動 との区別を明確にした。すなわち、財団等の

個々の活動を除外するかわりに「財団への支援」として 1つの事業にまとめ、

財団の事業費をカットした (※企業財団/公益信託への寄付は事業費に含め

た。15ページ参照)。

メセナ環境は昨年よりも上向き

以上に示したように、今回調査の資金援助総額は景気の影響などを受けて

減少がみられた。だが、そのことが直ちに、企業メセナ活動全体の低落を意

味しているわけではない。

「支援件数」、「資金援助額」、「支援要請件数」、「スタッフ数」、「社内のメセ

80
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ナの関心度」、以上 5項目について昨 [昨年との比較]図 1

年度と比較したところ、図1の ように

なった。 5項 目すべてにおいて「変わ

らない」が一番多く、次に「昨年より

増カロ」が続‐き、「昨年より滅i少」 |ま 少 社内の関心 .

ない比率を占めている。これは昨年と

同様の傾向であり、企業メセナ活動の

環境が整いつつあることを示している

といえよう。

その他、今回調査で目立った経済環   スタッフ数

境との関連の特徴 として、次の 3点が

あげられる。①メセナ活動費を予算化する企業は増加する傾向にあり、特に

予算化していない企業と比較して安定した活動状況をうかがわせる数値を示

した。②担当部署を社内的に明確に位置づけている企業は、複数の部署にま

たがって担当している企業よりも、堅調な数値を示した。③メセナ活動を行

ううえでの支障となる点が全体的に減少した一方、「予算額が少ない」が増

加した。

①については43ページにみられるとおり、メセナ活動費を予算化する企業

数は過去 5年間増加傾向がみられた。「メセナ活動費を予算化している」企

業の中央値は2,350万円と、全体の中央値1,500万 円を上回っており、これら

メセナ活動費を予算化 している企業の多 くが「昨年 と変わらない」または

「昨年よりも増加した」との回答結果が表れた (図 2参照)。 このことから、

予算化している企業では堅調な動きが示されたことがうかがえる。

②について記すと、「専任部署がある」企業では資金援助額も件数も昨年

[予算化の有無 ×昨年 との資金援助額の増減比較]図2

予算が決定している

予算は特に

決定 していない

■ 増加

減少

E変わらない
支援件数

資金援助額

■昨年より援助額が増加 1■ 昨年と変わらない 凛昨年より援助額が減少 |■ 無回答
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よりも増加傾向にあるのに対し、「担当部署が複数」では若干ながら資金援

助額の減少企業が増加企業を上回るという結果となった (図 3参照)。

[担当部署の有無×昨年との資金援助額の増減比較]図 3

20 60

専任部署がある

担当部署を決めている

担当部署が複数ある

系列の財回が行つている

無回笞

lll昨 年より援助額が増加   昨年と変わらない |1昨 年より援助額が減少 |1無回答

③で述べたように、今回調査では「メセナ活動を行ううえで支障となる事

柄」が全体的に減少した。「特に支障はない」との回答は32.8%(7.4%増 )

となる一方、支障があると回答した企業も「予算額が少ない」が比率を伸ば

したほかは、みな横ばいまたは減少であった。このことから、メセナ活動の

周辺環境が改善したと考えられるとともに、経済環境の影響によって資金不

足を問題点にあげる企業が増加したのではないかと推察される。

以上の観察から、今回調査の特徴を次のように要約できよう。1994年の日

本経済は「平成バブル不況」から脱してゆるやかな回復基調にあるとはいわ

れるものの、その力は弱 く、メセナ活動経費に反映するまでには至っていな

い。しかしながら、メセナを予算化している企業および専任部署や担当部署

を社内に設けている企業では、堅実な活動を継続している。

今 後 の課 題

今回の調査では、回答結果のなかより注目すべき点として次の項目を選ん

だ。「支援形態」、「支援 目的」、「PR方法」、「評価基準」、「支障 となる事

柄」。これら5項 目にスポットを当て、今後の検討課題 として下記にまとめ

た。

19

４０

１

222

254



20

*1 t I G*oltrEft

望まれる多様な支援形態

今回調査では「支援形態」が「資金」に集中する結果が顕著に表れた。前

回調査では「人的」「場所」「物的」の比率の増加がみられたが、今回調査で

は全体の90.6%の 活動で「資金」による支援がなされる一方、「人的」「場

所」「物的」の比率が軒なみ減少するという結果が表れた。

最も大きな原因としてあげられるのは、今回調査より自社施設での事業は

複数であっても「施設の運営」として 1つ にカウントすることに変更したこ

とが考えられる。これにより個別の活動に対して「人的」「場所」などとし

てこれまでカウントされていた数字の減少が少なからずみられた。

今回初めて「資金」を「寄付・協賛」および「自社事業」の 2項 目に分類

したところ、1293件中「寄付 。協賛」は1004件77.6%、 「自社事業」は314件

24.1%と いう数値が示された。この「資金」の項 目と「人的」「場所」「物

的」の 3項目とをクロスさせたものが、表 2である。これによると、「自社

事業」では「人的」「物的」「場所」の援助を兼ねているケースが多くみられ

るのに対し、「寄付・協賛」では「人的」などの援助は少ない。「自社事業」

のような内部での事業であればその支援形態も多様化しているが、他者への

支援の場合でも「人的」「物的」および「場所」のような多面的な支援がさ

らに展開されるよう望みたい。

資金援助項目と資金を除いた支援形態 表2

人的 場所 物 的 合 計

寄付金・協資金の提供   N=1004    122(12.2%) 77(77%) 47(47%)     246

自社事業としての出費   N=312 194(62.2%) 154(494%) 67(21 5%)    415

資金欄に無回答 N■ 134 33(246%) 54(403%) 33(246%)    120

「若手芸術家支援」が増加

「支援目的」では、ほとんどの項目で前回の実数を下回る結果 となったが、

「若手芸術家支援」では前回調査の303件から321件へと増加がみられた。一

方、「既成芸術家支援」は前回の464件から332件へと大幅に減 り、「若手芸術

家支援」とほぼ肩を並べる件数 となった。若手育成の数値が増加 した点は

「支援目的」のほか「支援対象」の内容からもうかがえられ、若手芸術家支

援の一環となる「育英・奨学」に該当した活動は「音楽」で41件 (前回22件、

前々回29件)と 前回よりも増加した。若手育成 というテーマはメセナの大き

なねらいの一つである。今後の動向を注目していきたい。
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社内 PRと社内の関心度との関連性

社内 PRを「行っている」企業と「特に行っていない」企業とでは、社内

関心度に差が生じていることがわかった。社内関心度の増減 と実際に行われ

ているPR方法の関連性を探るため、両者の設間をクロスさせたのが図 4で

ある (注意 :「昨年より低 くなった」は回答企業数が 5社 と低かったため、

ここでは除外 した)。 図では上位 8項目を取 り上げたところ、関心が高まっ

たと回答した企業では、全項目で「変わらない」を上回る数値 となった。関

心が高まったと回答した企業では社内 PRに力を注いだ成果が表れていると

いえよう。なかでも「社内回覧」では20.2%、 「ビデオ社内報」では15.1%、

「チラシの配布」では14.1%、 それぞれ「社内の関心が高まった」が「社内

の関心は変わらない」を大きく上回っている点が注目される。これらの効果

的な方法を多角的に活用すれば、より社内の関心を高めることができるので

はないだろうか。

[社内PR方法とメセナヘの関心度]図4

日 高まつた [関心 ]

圏 変わらない
社内報

会議で説明・報告 ポスターの掲示

ビデオ社内報 チラシの配布

入場券等の配布 社内掲示板

社内回覧

支援目的にかなう評価基準の設定

メセナ活動の評価基準についてはほぼ昨年 と同じ傾向がでており、「社内

外の評価で判断する」が58.1%、 「数値的基準」18.9%と微増 している。そ

の内訳をみると「マスコミの評価」「社内の評判」「参加者 (入場者)数」で

判断している回答が多い。ここで考えなければならないことは、何のために

支援するのかという支援の目的とこれらの基準とが必ずしも一致しないとい

うことである。たとえば、評価の定まっていない若手芸術家への支援であれ

ば、参加者数が少ないこともありうる。したがって、一律に数値等で評価す

るのではなく、メセナ活動の評価は自社のメセナ理念、支援目的を明確にし

21
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たうえで、それぞれの支援について個別の評価項目を設定 し、その達成度を

みるのが望ましいのではないだろうか。メセナ効果を何で判断するか、支援

目的にかなった独自の評価基準を持つ企業の増加を期待 したい。

援助額増減比較とメセナ活動の悩み

「メセナ活動を行ううえで支障となる事柄」と「昨年との資金援助額比較」

とをクロスさせると次の傾向を読み取ることができた (表 3参照)。 ①「予

算額が少ない」と感じているのは資金援助額が昨年と変わらないと回答した

企業に多い。②「昨年よりも減少」と回答した企業は、「目先のメリットが

少ない」「社内の理解不足」をあげる声が目立った。③「昨年よりも増加」

と回答した企業は、他の回答企業よりもノウハウや人材面での課題を抱えて

いる企業が多い。
メセナ活動を行ううえで支障となる事柄と資金援助額の増減比較 表3

予算額が

少なしヽ

目先の  税制上の

メリットが ワクが

少ない  プレーキ

ノウハウか 専従社員が 社内の  合計

ない   いない  人材不足

社内の

理解不足

昨年より資金援助額が増加 12(316%)10(263%) 9(237%) 7(184%)8(211%) 6(158%)5(132%) 38(1000"

昨年と変わらなしヽ 48(471%) 21(206%) 26(255%) 24(235%) 9(88%)   10(98%)  7(69%)   102(lα ).0%)

昨年より資金援助額が減少 11(“ フ%)11(“ 7%) 4(14.8%) 8(29.6%)4(148%) 4(148%)3(111%) 27(1∞ 0"

無回答 1(167%)  1(167%)  1(167%)  1(167%) 2(333%) 2(333%) 6(1∞ 0%)

「目先のメリットが少ない」については、メセナ活動は長期的メリットをも

たらすものだと説明し、社内に発想の転換をはかるよう求めたい。企業経営

と芸術文化との接点を明確にする自社のメセナ哲学の確立を再考し、将来自

社にどんなメリットをもたらすのかを改めて問い直す必要があるのではない

だろうか。

以上の考察のように、メセナそのものは着実に企業内に根づきつつあると

はいえ、「支援方法」「評価の方法」「社内 PRの方法」などについて、担当

部署が取 り組まなければならない課題は多いといえよう。
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海 外 で の メセ ナ活 動

1ド ル=100円未満の時代を迎え、海外への生産拠点の移動や海外からの

安い製品の国内販売等々、経済社会のボーダレス化がますます進展している

一方、1990年代以降、英国でのジャパンフェスティバル'91を はじめとする、

日本文化を紹介する目的のフェスティバルが毎年のごとく各地で開催される

ようになった。製品・サービスの輸出入のみならず、文化の相互理解を促進

させることが経済摩擦を回避するという指摘があるなかで、日本企業の海外

でのメセナ活動の現状はいかなる様相を呈しているのだろうか。今年の特集

「世界のメセナ」にちなみ、今回は特に、日本企業が実施 している世界での

メセナ活動の現状を把握すべ く、「海外のメセナ活動」についての設間を実

態調査の質問項目に追加した。

今回調査の概要

「海外でのメセナ活動」に関する調査の回答結果の概要は次のようなもので

ある。

①今回調査の対象期間である1994年 のメセナ活動のうち、本社が海外で実施

した活動は1,427件中96件 と、全体の6.7%を 占めた。

②対象範囲を過去 5年以内に広げ、海外の現地法人の活動も含めた場合では、

メセナ実施企業の41.2%が海外でメセナ活動を行っている。

③海外でメセナ活動を行わない理由は、「海外進出を行っていない」「人員に

余裕がない」「資金に余裕がない」の順だった。

④メセナ活動を行っている地域は「北米」「西ヨーロッパ」が抜きんでてお

り、次に「東 。東南アジア」の順となっていた。

⑤メセナ活動の財源および決定権は、「本社が決定して本社が負担」が47.3

%と ほぼ過半数を占めた。「現地法人が決定して現地法人が負担」は21.5

%を 占め、現地法人主導型の展開も少なくないようである。

⑥海外でメセナ活動を行う理由として、「現地法人による企業市民活動の一

環」をあげた企業が過半数以上を占めた。以下、「企業の認知度を高める

ため」「対日理解を促進するため」「国内でも支援しているアーティストの

活動だから」と続いた。

⑦過去 5年間に海外で日本文化の紹介を行った企業は61.3%と 高い数値を示

した。

③今後も海外で日本文化を紹介したいという企業は35.5%、 「要請があれば

考える」は31.2%を 占めた。

23
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現地法人主体型のメセナ活動を

このなかで、⑦ と③の数値について特に注目したい。過去 5年間に海外で

日本文化の紹介を行った企業は61.3%と 高い数字を示しているのに、今後日

本文化を積極的に紹介していきたいと考える企業は35.5%と 、過去に行った

企業と比較しても非常に低い数値だった。この点については、日本文化の紹

介を行った企業は数多いが、実際に行われた活動は単発的なものが多かった

のではないか、また「要請があれば考える」との回答が31.2%と 高いことか

ら、業界団体や芸術家などからの要請に応じて日本文化の紹介を行った本社

主導型のケースが少なくなかったのではないか、などさまざまな要因が考え

られよう。

「海外でのメセナ活動の理由」として「現地法人による企業市民活動の一

環」が過半数となった。企業市民活動は企業コミュニケーション活動の一つ

であることから、より深いコミュニケーションのためには現地に精通したス

タッフが中心となっての活動がより望ましいのではないかと考えられる。し

かし、一方では本社がメセナ活動の財源や決定権を持つケースがほぼ過半数

を占めているという数値も示されている。

「海外でのメセナ活動で支障となった点」として、「現地法人がその地域に

根づいて活動しているため大きな問題はない」との現地法人主動型の強みを

感じさせるコメントを寄せた企業があった。円高のメリットや「文化、慣習、

法律等の相違によって、相互のコミュニケーションに難があった」などのデ

メリットが指摘されたなか、「地域に根ざした堅実な活動を実践 している」

と、その記述は今後のあるべきメセナ像を示唆しているようだ。地域密着型

の地道な支援スタイルが増加するよう、本社も考えていくべきではないだろ

うか。

(企業メセナ協議会調査部会)
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調査結果の分析

65.6%が メセナ活動を実施

■メセナ活動を行っているか否かについては「行っている」と回答した企業

が265社で全回答企業の65.6%と なっている。

■昨年の調査でのメセナ活動実施率は、252社67.0%で あったから、今回は

1.4%の減少となっており、逆に「行っていない」企業は30.0%で 、2.9%

増加している。

■「現在は行っていないがやることを検討中」という企業は、前回1.6%で

あったのが、今回は2.2%と わずかながら増加している。

[メ セナ活動の有無]SA

65.6%が メセナ活動を実施、昨年結果からやや減少

0             20 I 00 [o/o]

N‐351

N=455

N=403

N‐376

N=404

25

91年度

92年度

93年度

94年度

95年度

■l行 つている 行つていないが 日日過去に行つたが |1行 つていない 願朦無回答
検討中      現在は

行つていない

業種別実施状況

■メセナ活動実施状況を業種でみると、次表のようになっている。

■実施率を回答数の多い順、 5業種に限ると、「銀行」は50社中44社 (88.0

%)が、「商業」は35社中20社 (57.1%)が メセナ活動を実施。以下「建

設」27社中17社 (63.0%)、 「食品」16社中10社 (62.5%)、 「化学」25社中

10社 (40.0%)と なっている。

■回答企業数は少ないが「石油」は4社、「損保」は9社、「生保」は7社、

「新聞」 3社、「電力」 5社、「ガス」 3社などは100%の 実施率である。

メセナ活動の有無

実施の概要
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26 計 行っている   行っていない  行っていないか 過去に行ったが
て し

建設
電気工事他
食昌
繊維
紙・パルプ
化学
医薬
石油
ガラス・癬業
鉄鋼
非鉄
電線
金属製品
原動機
産業機械
他機械
機械部品
重電

凛信機
家電

電気部品
計器
他電機
自動車
航空機
構密
他製造
商業
量販店
スーパー

外食
百貨店
自動車販売
銀行
他金融
証券
損保
生保
不動産
鉄道
陸通
運輸関連
航空
倉庫
放送
通信
出版
新聞
広告
電力
ガス
サービス
その他
無回答

27(100.0
1(100.0

16(100.0
11(100.0
3(100.0

25(100.0
7(100.0
4(100.0
8(100.0
8(100.0
‐4(1100.‐ 0 )
1(100.0 )

.  ‐3(1‐ 00.0 )
1(100.0 )

. ‐   7.(1100.0 )
5(100.0 )
2(100.0 )
2(100.0 )
3(100.0 )
6(100.0 )
8(100.0 )
1(100.0 )

11(100.0 )
10(100.0 )
1(100.0 )
7(100.0 )

10(100.0
35(100.0
3(100.0
8(100.0
2(100.0
5(100.0
4(100.0

50(100.0

7( 25.917( 63.
1(100.

10( 62.
7( 63.
2( 66.
10( 40.
5(71.
4(100.
4(50.
6( 75.
2( 50

2( 25

4( 57
1( 20
1( 50.
1( 50
2( 66
5( 83
4( 50

9( 81
4( 40

5( 71

1(3.7)

1(6.3)

1(4.0)

1(12.5 )

1(14.3 )

1(33.3 )

1(2.0)

2(7.4)

1(12.5 )

1(20.0 )

2(5.7 )

1(2.0)

1(20.0 )

1

.0) 5
1

3
2
2

2
3

4

2
6

25.0
50.0
00.0
62.5
00.0
28.6
60.0
50.0
50.0
33.3
16.7
50.0
00.0
18.2
60.0

1

0
0
0
7
3
0

3)
0)

4)
8(

20(
1(

5(
1(

4(
1(

44(

80.0 )
57.1  )
33.3 )
62.5 )
50.0 )
80.0 )
25.0 )
88.0 )

1(100.0 )
1( 14.3 )  1(14.3 )
2(‐ ‐2010 )
13( 37.1 )
1( 133.3‐ )

3( 37.5 )
1( 50.0 )
1( 20.0 )
3( 75.0 )
4( 8.0)

3( 60.0
3(100.0

2( 40.0

2( 40.0

4(100.0 )  3( 75.0 )               1(25.0 )
4(100.0 )   3( 75.0 )   1( 25.0 )
9(1100.0 )   9(100.0 )
7(100.0 )   7(100.0 )
8(1100.0 )   5( 62.5 )   3( 37.5 )
5(100.0 )   4( 8C).0 )   1( 20.0 )
51(100.0 )
3(100.0 )
1(100.0 )
1(100.0 )
3(10010 )
1(100.0 )
5(100.0 )
3(100.0 )
5(100.0 )
5(100.0 )
3(100.0 )
12(100.0 )
12(100.0 )
2(100.0 )

2( 40.0

1(100.0
1(100.0
4( 80.0
1(100.0
3( 60.0
3(100.0
3( 60.0
5(100.0
3(100.0
7( 58.3

10( 83.3
1( 50.0

5(41.7)
2( 16.7 )

1(50.0 )

00.0%) 265( 65.6%) 121( 30.0%)
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資本金 。売上高 。経常利益別実施企業の概要

[1]資本金別実施概要

■メセナ活動の実施企業を資本金別にみると、資本金「1000億 円以上」の企

業が多 く、47社92.2%と 最も高い実施率であり、次は「500億円～1000億

円未満」で87.1%と なっている。

■一方、資本金「10億円～100億 円未満」の企業では48.1%と 最 も低い実施

率となっている。

■前回調査と比較してみると、ほとんどの層で実施率が低下、なかでも前回

は100%の 実施率であった資本金「 1億円未満」の企業が今回60.0%と 平

均を大きく下回った。

[メ セナ活動の有無/資本金別]SA

資本金1億 円未満の企業の実施率は60%に

r00[%]

1億 円未満

1～ 10億 円未満

10～ lCЮ億円未満

100～ 500億 円未満

500～ 10(Ю億円未満

1000億円以上

無回答

■行つている 行つていない ■ 行つていないが ■ 過去に行つたが
検討中      現在は行つていない

[2]売上高別実施概要

■実施企業を売上高別にみると、「 1兆円～ 5兆円未満」の企業は42社93.3

%と 最 も実施率が高 く、「 5兆 円以上」が これに続 く。以下「5000億 円

～ 1兆円未満」、「1000億 円～5000億円未満」、「500億円～1000億 円未満」、

「100億 円未満」、「100億 円～500億 円未満」の順になっている。

■「100億 円～500億円未満」では昨年の41.8%を下回る結果となっている。

27
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[メ セナ活動の有無/売上高別]SA

売上高1～ 5兆円未満の企業は93.3%が実施

100[o/o]

1(Ю億円未満

1〔Ю～500億 円未満

5∞～ 10〔Ю億円未満

1〔ЮO～ 5ⅨЮ億円未満

5000～ i兆円未満

1～ 5兆円未満

5兆円以上

無回答

■行つている 行つていない ■ 行つていないが ■ 過去に行つたが
検討中      現在は行つていない

[3]経常利益別実施概要

■メセナ活動の実施企業をさらに経常利益別にみると、「50億円未満」の企

業は93社50.5%、 「50億円～100億 円未満」40社70.2%、 「100億 円～500億

円未満」77社87.5%、 「500億円～1000億 円未満」22社100%と 経常利益の

多い企業ほど実施率が高 くなる傾向がある。

■前回100%の 実施率であった「1000億 円以上」の企業は、今回 9社中 8社
の実施となっている。

■前回23社 であった経常赤字企業の回答は今回22社であるが、そのうちメセ

ナ活動を実施している企業は8社36.4%と 、前回結果の43.5%よ り7%強
減少している。

[メ セナ活動の有無/経常利益別]SA

5〔Ю～1000億 円未満の企業は100%が実施

６０

‐

８ ０

‐

60            80

50億円未満

50～ 100億円未満

100～ 500億 円未満

500～ i000億 円未満

1000億円以上

経常赤字

無回答

611目

■■□ 3

□ 1

5 6

13社

1 1

40 3  3

93社

■ 行つている  行つていない ■ 行つていないが ■ 過去に行つたが
検討中      1現 在は行つていない

141 4

77 8圏

22~~~~~~~~~~~~~~~可
■□

17



メセナ活動の実態

若手芸術家支援の比率伸びる

基本的な方針

メセナ活動を「行っている」と回答した企業265社 のうち、248社からメセ

ナ活動に関する基本的な方針や考え方が寄せられた。

この基本的な方針については、前回調査では252社 のうち235社 、前々回調

査では250社 のうち232社から各社独自の回答を得ている。

各社それぞれの考えを類型的に分類することは困難なため、これは第 2章
「企業別メセナ活動一覧」に各企業ごとに掲載した。

29メセナ活動に関する方針について
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活動の内容

[1]実施件数

■「メセナ活動を行っている」 と回答 した265社のうち、259社から詳細な一

覧表が寄せ られた。このうち、活動の内容は表のとお りである。

■延べ実施件数は1609件 であり、前回の1786件 よりも実施件数は減少してい

る。

■活動の内容を分野別にみると、最 も多いのは昨年同様「音楽」の625件で

あり、実施企業数は199社 76.8%に のぼる。

■「音楽」「美術」を合わせると902件63.2%と なり、全活動の半数を超える。

芸術分野 延べ実施件数 件数比率 (N=1427) 実施企業数 企業数比率(N=259)

活動実績と内容について

音楽 625 43.8 199 76.8

277 19.4 132 51.0

演劇 131 73 28.2

民俗芸能、郷土文化 60 4.2 41 15.8

文化振興機関への出捐・寄付  60 4.2 42 16.2

文 学 3.フ 37 14.3

舞踊、パ レエ 52 3.6 29 11.2

工芸 48 3.4 36 13.9

映像 [映画、ビデオ ] 46 3.2 31 12.0

文化遺跡、歴史的建造物 39 2.7 30 11.6

博物館 36 2.5 27 10.4

グラフイツク・デザイン    18 13 12 4.6

現代建築 16 1.1 11 4.2

服飾デザイン 13 09 10 3.9

書 道 13 0.9 12 4.6

クロスアート 8 0.6 2.7

4 0.3 4 1.5

その他 110 77 65 25.1

合計                 1609件                           798社

*1つの活動でも、芸術分野が多餃にわたる場合 (た とえば、音楽と濱劇、あるいは音楽と演劇と舞踊というように)があ

るので、延べ件数は実際の活動件数 (1427件 )より多くなっている。

9.2

7



[活動の内容]MA
活動実績の438%は音楽

300      400

30調査結果の分析

N=1427

[件〕

625

31

音楽

美術

演■

民俗芸能、郷土文化

文化振興機関への出捐 寄付

文学

舞踊、′ヽレエ

エ芸

映像 [映画、ビデオ ]

文化遺跡、歴史的建造物

博物館

グラフイツク・デザイン

現代建築

服飾デザイン

薔道

クロスアー ト

造園

その他

131

110

8

4

18

16

13

13

39

36

153

52

48

46
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[2]音楽・美術・演劇における支援対象およびジャンル

■音楽・美術・演劇における支援対象およびジャンルは次のとおりである。

■音楽の場合、支援対象では「演奏会活動」が、ジャンルでは「クラシック

音楽」が他をかなり引き離して多い。

■美術の支援対象は「展覧会活動」、ジャンルでは「絵画」が多 く、演劇の

支援対象では「公演活動」が、ジャンルでは「演劇 。パフォーマンス」が

1位 となっている。また、これまでの傾向と同じく、音楽や演劇では「施

設の建設・運営」に対する支援が少ない。

支援対象 件数  支援対象 件数   支援対象 件 数

演劇

濱奏会活動

音楽家の日常活動

育英、奨学

音楽施設の建設・運営

展覧会活動       172
美術館・ギャラリーの建設・運営 70
作家の制作活動      39
育英、奨学        25
作品購入         19
作品貸与         16

公演活動

劇場の建設・運営

劇団の運営

育英、奨学

526

50
41

26

109

12

8

6

合 計

無回答

ジャンル

643
23

合 計

無回答

341

15

合 計

無回答

135

12

件数   ジャンル 件数   ジャンル 件数

クラシック音楽

現代音楽

ポピュラー

オペラ

邦楽、民謡

童謡

その他

442
63

61

54

25

14

44

167

81

64

61

41

54

55

34
20

17

9

6

絵画

彫刻

写真

版画

インスタレーション

その他

演劇、パフォーマンス

ミュージカル

能、狂言

歌舞伎、文楽

人形劇、バントマイム

その他

合 計

無回答

703 合 計

無回答

468
20

合 計

無回答

141

15

音楽 美術
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[3]支援形態および支援目的

■企業の芸術家支援の形態は、資金、人的、場所、物的、その他の 5通 りに

大別した。

■支援は 1活動に対し、資金面や人的あるいは物的な面など複数にわたって

いる場合があるので、実活動数とは一致しない。

■支援形態の トップは「資金」で1427件 中1293件 90.6%を 占めている。

■「人的」は、331件23.2%、 「場所」は272件19.1%、 「物的」は140件9.9%
であり、ここ1～ 2年多岐にわたりつつあった支援形態が再び「資金」中

心の支援形態へと戻る結果となった。

■援助の内容 としては、「資金」と回答した1293件 のうち、77.6%が 「寄付

金・協賛金の提供」、24.1%が 「自社主催の事業として出資」である。

■「人的」では、331件中78.2%が「労力の提供」、34.7%が「制作への参

加」、26.8%が 「ノウハウの提供」である。

■「場所」では、272件中95.5%が 「作品発表の場の提供」、11.4%が 「作品

制作の場の提供」である。

■「物的」では「自社機材の提供」が140件中81.4%で あり、「芸術活動のた

めの資材提供」が31.4%で ある。

[支援形態 ]

支援形態の906%が資金

1 00[o/o]

資金

人的

場所

物的

その他

90.6

1.6

33

23.2

9.9
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■支援 目的では「地域文化の振興」が、450件31.5%で 最 も多 く、以下 3つ

は同 じような件数であるが、「鑑賞者の啓発」が、350件24.5%、 「既成芸

術家支援」が23.3%、 「若手芸術家支援」が22.5%の順 となっている。

N=1427

100 [件 ]

450

350

332

321

260

228

165

144

135

108

地域文化の振興

饉費者の啓発

既成芸術家支援

若手芸術蒙支援

国際交流

現代芸術の振興

伝統文化の保存

青少年育成

アマチユア支援

チヤリティロ的

その他

[支 援目的]MA

若手芸術家支援が増加

300



30調査結果の分析

[4]海外での活動

■総数1427件 の活動のうち、海外でのメセナ活動は96件6.7%の 実施率であ

った。

[海 外での活動 ] N=1427

あり

6.70%[96件 ]

93.30ん [1331件 ]

35
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[5]資金援助額

■資金援助額を回答企業211社でみると、「1000万 円未満」が80社37.9%で 最

も多く、次に「1000万 円～5000万 円未満」が33.6%、 続いて「 1億円～ 5

億円未満」が16.6%と なっている。

[資金援助額/総額 ]

1000万円以上の援助企業は62.1%

5億 ～10億円未満

2.80‰ [6社 l

1億 ～5億円未満

16.60%o135社 ]

5000万 ～ 1億 円未満

7.60Иo l1 6社 ]

N=211

10億 円以上

1.40И O〔3社 ]

'000万
円未満

37.90Иo[80社 ]

1∝)0万 ～5∞0万 円未満

33.60И o[71社 ]



30調査結果の分析

■資金援助額を経常利益別にみると、「50億円未満」の層で「1000万 円未満」

の資金援助を行っている企業が42社で最も多く、次いで同じく「50億円未

満」の層で「1000万 円～5000万 円未満」の資金援助を行っている企業22社

となっている。

■前回調査では「10億円以上」の資金援助を行っている企業は 2社であった

が、今回も2社 となっている。

■資金援助の総額は回答のあった211社分を合計すると292億6110万円で、 1

社平均では 1億3868万 円となった。 (回答のなかには、施設の建設費 とい

った単年度の費用がはっきりしないものも含まれているが、これを除 くと

合計は159億2280万 円、 1社平均では7546万 円となる)。

■資金援助額の中央値は1500万 円となった。

[経 常利益別資金援助額/総額 ]

資金援助額の中央値は1500万 円

N=211

37

40

71

■11∝)0万 円未満   lαЮ万～5∝)0万 円未満 ■15∞0万 ～1億 円未満

■ 1億 ～5億円未満 籟5億～10億 円未満   i■ 10億円以上

60 1 00[o/o]

総数

50億円未満

50～ 100億 円未満

100～ 5(Ю億円未満

500～ 10∞億円未満

1000億 円以上

経常赤字

無回答 3   1    1

12 1、 11

43

16社    36社 680社

42

19
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メセナ活動費の財源について

■メセナ活動費の財源については「宣伝広告費」をあげた企業が146社 55.1

%で最も多 く、次いで「寄付金」138社 52.1%と 2項 目が主要な財源 とな

っている傾向は変わらないが、前回調査 と比較すると「宣伝広告費」と

「寄付金」の順位が入れかわった。

■「広報費」「一般管理費」「文化事業費」「財団助成金」などの財源は構成

比 としては低 く、前回調査 と比較しても順位は変動していない。

■「その他」として「会費」をあげた企業が 4社あった。

[メ セナ活動の財源]MA
主要な財源は「宣伝広告費」「寄付金」

N=265

は

６

５ｏ
‐
４

宣伝広告費

寄付金

広報費

一般管理費

文化事業費

財団助成盆

販促費

雑費

交際費

その他

21

20

20

17

22

138

45

29

25



メセナ活動の運営

予算を決めている企業が増加

活動をリードしている人

■企業内でメセナ活動をリー ドしている人は「担当部署」が最も多 く110社

41.5%、 次 いで「社長」89社33.6%、 「担 当役員」31社11.7%、 「会長」

9.1%、 「その他」7.2%と なっている。

■前回調査 と比較してみると順位に変動はない。

■一つの見方として「社長」「会長」を会社 トップ層とみると合計は42.7%

で「担当部署」と均衡し、 トップ層の意向と担当部署のリー ドとが二極分

化している傾向となる。

■この数値は、前回調査では「 トップ層」51.2%、 「担当部署」42.5%で あ

り、前々回調査では「 トップ層」49.2%、 「担当部署」46.4%と なってい

る。

[メ セナ活動をリー トしている人]結果 MAとなつた

「担当部署」は41.5%

担当部署

1.5

38.9

担当役員 9.6

13.2
2.3

7.6

39

46.4

社 長

会 長

■

一

査

査

査

調

調

調

年

年

年

組織について

その他

7.2
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メセナ担当部署

■メセナ担当部署については、「専任部署はないが担当部署を決めている」

が120社45.3%で 最 も多 く、「担当部署が複数である」が68社25.7%、 「専

任部署がある」が63社23.8%、 「系列の財団が行 っている」が42社15.8%
の順 となっているが、前回調査の順位 と比較すると「専任部署がある」 と

「担当部署が複数である」の順位が入れかわって前々回の結果にもどって

いる。

[メ セナを担当する部署の有無]MA

担当部署を決めているのは約45%

担当部署 を決めている

専任部署がある

27.8

担当部署が複数ある 24.8

25.7

系列の財団が行 つている 14.4
11.9 93年調査

15.8 95年調査

メセナ専任部署をもっている企業のうち、専任部署名、スタッフ数、設置

年等の記入があったもの、また、系列の財団が行っているものについては、

「発表してよい」との回答企業のみ「企業別メセナ活動一覧」 (第 2章)に掲

載した。

48.0
48.4

94年調査



3● 調査結果の分析

メセナ担当役員

■メセナ担当役員については、「いない」という企業が136社 51.3%で半数を

超え、前回調査より1.3%増加した。

■また「担当役員がいる」企業も117社44.2%と 、前回調査の43.7%か らほ

んのわずかながら増加している。

[メ セナを担当する役員の有無]SA
「担当役員がいる」はわずかに増加

無回答

N=265

3.00%o[8社 ]

担当役員がいる
担 当役員はいない

51.30ん [136社 l

44.20%o[117社 ]

41

専任役員がいる

1.50Иo[4社 ]
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■「メセナ活動の予算が決まっている」企業は265社中142社 で53.6%、 「予

算は特に決まっていない」企業は122社46.0%で あった。

■「予算は特に決まっていない」と回答した企業122社 に対 し、さらに「ど

のような場合にメセナ費を支出するのか」を尋ねたところ、「社内から要

請があれば個別に判断して」が55社45.1%、 「社外からの要請がある都度」

が48社39.3%、 「その他」が24社19.7%で ある (結果複数回答)。

■前回調査と比較すると、予算を決めている企業が3.2%増加 した。

[メ セナ費の予算決定]SA

「予算が決まつている」企業が増加

N=265

無回答

0.4りo ll社 ]

予算が決 まつている

予算は特に決まつていない

46.0%o l122社 ]

53.60カ [142社 ]

予算について



30調査結果の分析

メセナ予算の支出の決定の変化

■メセナ費を予算化しているか否かの回答結果を91年の調査からみると「予

算が決まっている企業」の比率は、91年の36.2%か ら毎年増加しており、

94年調査からは過半数となっている。

[メ セナ費の予算決定 5年間の推移]SA
「予算が決まつている」企業は毎年増加

100[o/o]

91年調査

92年調査

93年調査

94年調査

95年調査

■ 予算が決まつている  予■は特に決まつていない |1無回笞

43

４０

‐

N=149

N=256

N=250

N=252

N=265

127

109

54社
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メセナ活動の進め方

評価の基準は「参加者 (入場者)数」が圧倒的

■支援先を選ぶ方法で一番多かったのは「アーティス トや文化団体から直接

要請を受けたものから検討」で170社64.2%、 「自主的に探 して支援する」

が112社42.3%、 「関係会社やグループ企業から要請があった ものか ら検

討」が65社24.5%、 「外部 と相談 しながら選ぶ」が55社20.8%、 「その他」

38社14.3%と なっている。

■前回調査 と比較すると、「関係会社やグループ企業から要請があった もの

から検討」 と「外部 と相談 しながら選ぶ」が逆転 している。

[支援先を選ぶ方法]MA
「要請を受けたものから検討」がわずかに増加

N=265

50 100 [社 ]

直接要請を受けたものから検討

自主的に探して支援する

関係会社等の要請があつたものから

外部と相談 しながら選′ヽ
'

その他

170

112

65

55

支援先を選ぶ方法について
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■メセナ活動を評価する基準については前回調査同様「社内外の評価で判断

する」が265社中過半数の154社58.1%を 占めている。さらにそのなかで重

きをおくものとしては「マスコミの評価」が104社67.5%、 「社内の評判」

が101社65.6%で大きな評価基準となっている。

■ 2番 目の評価基準である「芸術上の価値で判断する」は54社20.4%の企業

があげている。

■「数値的な基準で判断する」は50社 18.9%であるが、具体的な数値的基準

としては「参加者 (入場者)数」が98.0%、 「マスコミによる取 り扱い量」

が50.0%で あった。

評価の基準 N=265[結果MAとなつた
] 企業数

45評価の基準について

社内外の評価で判断する 1 54[58.1 o/o]

マスコミの評価

社内の評判

104ネ土

101

*Et7>t-fafrg et2
アーテイストからの評●

その他

N=154[MA]

58

‐ ■■■■:23

芸術上の価値で判断する 54[20.4olo]

数値的基準で判断する

参加者 [入 場者]数            49社
マスコミの取り扱い曇 ■■■■■■■ 25

来場者アンケート数 _■ ■:17

その他      :■ 14

N=50 1MAl

50[18.90/0]

特になし 83[31.3%]
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■評価の基準で「特になし」と回答した企業は83社31.3%で あったが、その

うち評価基準をつくる意向を「当面考えていない」と回答した企業は53社

63.9%と 、前回調査の76.3%か らは減少しているものの、依然高い数値を

示している。

■評価基準が特にない企業で、「今後評価基準をつ くりたい」と回答したの

は、27社32.5%で 、前回調査の22.4%か ら大きく伸びた。

[評価基準をつくる意向]SA

「今後つくりたい」大きく増加

N=83

無回答

3.60Иo 13社 ]
今後つ くりたい

32.50%o[27社 ]

当面考えていない

63.90Иo[53社〕



30調査結果の分析

■支援先からメセナ活動結果についての報告を受けているか否かについては
「必ず受けている」が131社49.4%と ほぼ半数あり、「ときどき受けている」
33.2%と 合わせると82.6%と 、昨年の79.4%よ りも3.2%増加 している。

[メ セナ活動支援結果に関して]

826%が活動結果報告を受けている

N=265

47

無回答

3.4りo[9社 ]
必ず受けている

49.4りo l131社 ]
受けていない

14.00ИO[37社 l

ときどき受けている

33.20%[88社 ]

支援先の活動結果報告について
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■支援したメセナ活動の結果を社内に報告しているかについては、81.1%が

「している」と回答している。そこで「社内に報告している」と答えた企

業に報告先を尋ねたところ、「トップ」48.4%、 「常務会・役員会」33.5%、

「担当部内」33.5%、 「関連委員会」13.5%、 「その他」21.4%で あった。

■前回調査 と比較すると、「トツプ」は5.5%減少し、「常務会・役員会」が

1.6%増加した。

〔社内への活動結果報告]SA

8i l%が社内に報告

N=265

無回答

0.80%o12社 ]

特に報告していない

18.10%o[48社 ]

[活動結果の報告先]MA
トップが減少、常務会、役員会が増加

N=215

トップ

常務会、役員会

担当部内

関連委員会

その他

社内に報告している

81.1 0Иo[215社 ]

支援した活動の結果報告について

29

90〔 社]

104



30調査結果の分析

■メセナ活動について1993年 と1994年 を比較すると、「メセナ活動の支援件

数」「資金援助額」「支援要請件数」「メセナ担当スタッフの人数」「社内の

メセナヘの関心」はいずれも「変わらない」が多 くなっているのは前回調

査と同じ結果である。

■ただ、「メセナ活動の支援件数」の比較では「増加 した」が前回調査より

も約 3%増加 し、「メセナ担当スタッフの人数」の比較では前回調査より

「増加した」が0.9%増加している。

[支援件数の比較]SA

「変わらない」企業が606%
N=265

無回答

3.0%o[8社 ]

減少 した

14.3%o[38社 ]

変わ らない

60.80Иo[161社 ]

49

増加 した

21.90%0158社 ]

〔資金援助額の比較]SA
「増加した」が23.8%

N=265
無回答

2.3りo16社 ]

減少 した

23.00Иo[61社 ]

変わ らない

増加 した

23.80Иo[63社 ]

1993年と1994年との比較について

50.90%[135社 ]
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[支 援要請件数の比較]SA
「変わらない」が57.4%

減少 した

ア.50Иo[20社 ]

変わらない

57.40%o l1 52社 ]

[メ セナ担当スタッフ数の比較]SA

「減少した」力S社

減少した

3.00%o[8社 ]

[社 内のメセナヘの関心の比較]SA

「メセナヘの関心」はほぼ定着傾向  低くなつた

2.60Иo 17社 ]

変わ らない

無回答

6.00Иo[16社 ]

4.90ИO[13社 ]

増加 した

7.20Иo[19社 ]

高まつた

27.2り0[72社 ]

N=265

N=265

N=265

増加 した

29.1 0Иo[77社 ]

無回答

変わ らない

84.90ИO[225社 ]

無回答

2.30Иo[6社 ]

67.90ИO[180社〕



3● 調査結果の分析

■メセナ活動の社内 PRを しているかについては「している」は226社85.3

%であり、「特にしていない」は38社14.3%で あった。前回調査でも「し

ている」は85.3%、 「特にしていない」が16.4%で あったから、顕著な変

化はない。

■社内 PRを している企業226社が PRの方法 として行っているものは、「社

内報」202社89.4%、 「ポスターの掲示」125社55.3%、 「チラシの配布」

40.3%、 「社内掲示版」39.8%、 「社内回覧」38.1%、 「入場券等の配布」

が36.3%で あった。

■社内 PRの方法で、今回「パソコン通信 。電子メールで」という回答が 4

社あり、社内コミュニケーション方法の多様化を反映しはじめている。

[メ セナ活動のPR]SA

85.3%が社内PRを 実施

N=265

51

特に していない

14.3りo[38社 ]

無回答

0.4qo[1社 I している

85.3りo[226社 ]

メセナ活動に関する社内 P日 について
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[現在実施しているPR方 法]MA
4社が「通信メディア」を利用

社内報

ポスターの掲示

チラシの配布

社内掲示板

社内回覧

入場券等の配布

ビデオ社内報

会議で説明・報告

冊子の配布

朝礼

紹介用VTRの作成

専用掲示板

パソコン通信・電子メール

その他

N=226
52

[社 ]

202

125

91

82

30

19

14

15



30調査結果の分析

■メセナ活動を行う理由としては、「社会貢献の一貫 として」が前回調査に

引き続き251社94.7%と 大きなウエイ トを占め、次いで「自社のイメージ

向上のため」70.2%、 「自社の企業文化の確立をめざして」53.2%が目立

って大きい理由となっている。

■昨年結果と比較してみると、上位 3者の占める比率が高まっている。

〔メセナ活動を行う理由]MA
「企業文化の確立をめざす」企業が微増

N=265

150 200 250[社 ]

社会貢献の一環として 251

自社のイメージ

向上につながるため

自社の企業文化の

確立をめざして

社員の質的向上を

はかるため

販売促進の一環として

186

141

18

文化の事業化を

はかるため

他社との差別化のため

15

11

優秀な社員の

獲得 ・確保のため

他社が実施 しているため 3

納税するよ り有意義

その他 17

53

34

メセナ活動を行う理由について(3つ以内)



54

*1 r I G*olriEU

■メセナ活動に関する政府への要望 として最 も多いのは「税制上の優遇措

置」で202社76.2%、 次いで「地方の文化活動基盤の整備」で43.4%、 「文

化庁予算の増額」22.3%、 「特定公益増進法人の拡大」21.1%と なってい

る。

[メ セナ活動に関する政府への要望]

「税制上の優遇措置」要望は762%
N=265

120 [社 〕

税制上の優遇措置

地方の文化活動基盤の整備

文化庁予算の増額

特定公益増進法人の拡大

その他

202

15

メセナ活動に関する政府への要望



30調査結果の分析

■メセナ活動を行ううえで支障となる事柄があるかないかでは「ない」が87

社で32.8%、 「ある」は173社65.3%で あった。 (無回答 5社 )

■「ある」と回答した173社 に、具体的に支障となる事柄を尋ねたところ、

「予算額が少ない」72社41.6%、 「目先のメリットが少ないので活動しにく

い」43社24.9%、 「税制上のワクがブレーキ」、「社内の理解不足」が とも

に40社23.1%で あった。

■前回調査 と比較すると「目先のメリットが少ない」「税制上のワクがブレ

ーキ」「社内の理解不足」など、「予算額が少ない」以外は減少している。

[メ セナ活動の支障となる覇柄]MA
「予算額が少ない」が3%増加

N=173

80[社 ]

予輝額が少ない

目先のメリッ トが少ない

税制上のワクがプレーキ

社内の理解不足

ノウハウがない

専従社長がいない

社内の人材不足

適当の助成対象が少ない

経営 トップが

変わるたびに方針変更

その他

72

17

12

55

43

23

メセナ活動を行ううえで、支障となる事柄について

10
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1993年度における一般寄付金の損金算入限度額に対しての利用率

■1993年度における一般寄付金の損金算入限度額についてのおおよその利用

率を尋ねたところ、「50%未満」が124社46.8%で、前回調査の38.9%か ら

大幅に増加 した。

■逆に「100%以上」は14.0%で、前回調査の17.5%か ら3.5%減少している。

[一 般寄付金の損金算入限度額に対する比率]SA
「i00%以上利用」は14%

N=265

lCЮ%以上

無回答

17.40ИO[46社 ]

14.00ん [37社 ]

75%以上100%未 満

13.20Ю [35社 1

50%未満

46.8りo l124社 ]

50%以上75%未満

8.70И0123社 ]

メセナ活動と一般寄付金等との関連について



30調査結果の分析

1993年度における特定公益増進法人に対する寄付の損金算入限度額に占める割合

■「10%未満」が99社37.4%で最も多 く、次いで「10%以 上25%未満」が

15.1%、 「50%以上100%未満」が11.3%、 「25%以上50%未満」が10.6%、

「100%以上」は5.7%である。

■「100%以上」の割合は、前回調査では8.7%、 前々回調査では4.4%で あ

った。

[特定公益増進法人の損盆算入限度額に対する比率]SA

「1∞|%以上」が減少

N=265

100%以上

5.70ИO[15社 ]

20.00ИO[53社 ] 50%以上100%未 満

11.30ぬ [30社 ]

25%以上50%未満

10.60Иo 128社 ]

10%未満

37.40И o 199社 ]

10%以上25%未満

15.10応 [40社 ]

57

無回笞
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支援される側 (芸術家、芸術団体など)に ついて、気づいた点や要望をたず

ねたところ、35の企業から次のようなコメントが寄せられた。支援する側の

率直な意見として、ほぼ原文どおりであるが、固有名詞は省略した。配列は

順不同。

◆メセナを受けている側があたりまえのように言動する様には問題がある。

感謝の気持ちと向上心に欠落している節あり。

◆地方自治体主催の文化活動によくみられることだが、「ふるさと創世」の

活動の一環 として、「芸術劇場」をつ くり、文化活動を招いて実施するケ

ースが多い。しかし、ハー ドを用意したからといってすぐに文化市場が形

成されるわけもなく、事業の採算のために支援を要請してくるものが多い。

それらの多くは東京をあるいは世界をその地域に持ち込もうとしているよ

うだが無理があるように思う。 ミニ東京でなく、地域の個性に合った文化

活動を地味に行うべきではないか。

◆20歳代の若手作家を支援しているが、金銭面以上に、発表の場を求めてい

る気がする。

◆支援要請件数は増加してきているが、支援される側も要請する企業の活動

について事前に勉強しておいてほしい。

◆もっと遠慮せずに堂々と支援を受けるべき。アーティス トにはのびのびと

個性を伸ばしてもらいたい。そういう環境づくりができればと思つている。

◆企業である以上、ある程度の制限ができてしまうことを理解してほしい。

◆企業からの助成 (機材も含め)を得やすくするためには次の点を考慮した

ほうがよいと思う。

1 -過性のイベントではなく、長い問継続するプログラムに対して助成

要請をする。

2 具体的な依頼をする。特に機材を要請する場合、テレビ、ビデオとい

ったことではなく、型名まで調査のうえ依頼する。

3 予算書 (収入源、主な支出項目を記載)を必ず作成する。

◆企業側の決まりや社会的ルールに認識の欠如が見られる。経済環境の厳 し

いなか、芸術家と企業のすき間がこうしたことで広がらぬよう、相互の理

解が必要と思われる。

◆県内においてメセナ活動をする環境が整っていないこともあり、一般的に

メセナ活動の体験上、支援される側について気づいた点や要望



3● 調査結果の分析

関心は薄い。したがって意識の向上に当行は努めていきたいと考える。

◆自助努力せず、支援に頼 り過ぎ。

検討するうえでの資料 (収支計画や写真、VTRな どビジュアルなもの)

に不備がある。

申し込みから開催までの時間不足。

◆芸術家など支援を求める側と支援を検討する企業の担当部署の間には、双

方に相互理解のためのフェース・ トゥー 。フェースのつき合いが必要。

◆企業がメセナ活動を支援する場合、究極的には企業 トップの意志であり、

トップの判断がすべてである。その点を理解されないまま、ふだん トップ

との交流もなく「支援を」というのではご都合主義にもなりかねない。企

業サイドの努力も必要だが、支援される側ももっと日本の企業のしくみを

理解してほしい。

◆自分たちのめざすものをもっと明確にしてもらいたい。

いきなり経済的支援の話だけをしないでほしい。もっと長期のつき合いを

考えてほしい。

支援される場合、大まかでもかまわないので、途中経過なども報告してほ

しい。

◆国際性を持った活動が意外に少ない (草の根活動に片寄っている)。

支援が小口に分配されすぎてありがたみ、活用度が少ないのでは。

◆何に対して支援を求めるのか (単発の企画実施のための費用なのか、団体

を維持運営する費用なのか)が明確でないために、支援の判断が困難な場

合がある。

◆当社が取 り上げるのは資金援助だけの対応ではなく、共同制作の取 り組み

が基本。したがって自分の思い込みだけで進められては困る。また、逆に

おんぶにだっこで何もかも頼られても困る。パー トナーシップを基に永い

つき合いができることを望む。

◆支援要請する場合、ただ単にお願いします的なことも多い。コンセプ トな

り、収支計算などをはっきりと説明することも必要かと思う。

◆支援をしている文化団体は非常に真剣に取 り組んでおり、地域文化の向上

に役立っている。当社としては今後ともできるかぎり真面目に努力してい

るグループ・団体には援助していくが、地方公共団体でも支援してやって

ほしい。

◆長期的支援を希望する前に、実績を積むことと続けることだけに意義のあ

る活動にならないよう努力してほしい。

59
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◆できるだけ多くの団体に援助したいから、寄付等の依頼は一会計年度につ

き一度にしてもらいたい。

◆自治体は「特定の企業色がつくおそれがある」という意見が強いが、自治

体ができないことを企業がやっているわけだから、もっと企業とうまくつ

き合うことのほうが、双方にとっても人々のためにも利益があると思われ

ます。

◆ とにかく新聞社に頼ればいいという甘えが感じられる。もっとも各企業に

協賛を求める当方も大きなことはいえないが……。

◆芸術団体等についての一覧情報が入手しにくく、支援する側からの選択肢

がきわめて限定的。

◆ 1 支援に際して明確な企画書、支援内容の提出。

2 終了後の報告。

3 その効果とその後のビジョン。

◆自立のための支援 という観点もあるので、特定団体に継続するのがあたり

まえという意識は変えてほしい。

◆商業ベースでの芸術家支援は、かえって芸術家の美の意欲や資質を曇らせ

る場合があるのではないか。

芸術家と企業をつなぐ美の芸術助成の観点からプロモー トできる人や組織

を育成する必要がある。

◆詳細な結果報告がほしい (礼状のようなものが多い)。

◆要請書。企画書等の内容構成や、検討上必要な情報・データの具備につい

ては、年を追って良化してきている。しかし、ときに相当不十分なものが

持ち込まれることがある。企業メセナ協議会が「マニュアル・ブック」を

作成して配布してはどうか。

◆どのような方々が、どの分野で活躍されているのかがわかる冊子を作成し

てもらいたい。

◆特定の企業に寄付依頼が集中しすぎる。

◆支援する側と支援される側とのコミュニケーションをきめ細かにしてほし

◆支援される側がどのような基準で当社に支援を依頼されたのかが不明確。

当社について十分把握されたうえで、なぜ当社の支援が必要なのかを明確

にして支援依頼されることを希望したい。

◆音楽活動中心になっているので、今後は地域文化の向上に貢献している団

体に対して、さらに幅広く助成していきたい。



30調査結果の分析

◆芸術家、いわゆる先生 (特に人気のある人)のたかり的構造と、あまりに

も売名行為に走 り、無謀な要求をしてくる人が多い。

◆ “企業は支援するのがあたりまえ''と いう姿勢、あるいは企業の支援を前

提 とした企画が多いと思えるが、企業が支援する前提はアーティストある

いは主催者の自助努力 (=企業への依存体質からの脱却)であることを、

忘れないでほしい。

企業に企画を説明する際には概要 (企画内容、協賛金、回答希望時期)を
まとめて説明してほしい。また、判断材料をできるだけ多 く提示していた

だきたい。
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海外でのメセナ活動 について
海外でのメセナ活動を41.2%の企業が実施

■海外でのメセナ活動について回答のあった226社のうち、「海外でこの 5年
以内にメセナ活動を行った」と回答した企業は、93社41.2%で あった。そ

のうち「本社でも現地法人でも行つたことがある」は46社20.4%、 「本社
は行ったが現地法人では行ったことがない」が33社 14.6%、 「現地法人で

は行つたことがあるが本社では行ったことがない」が14社6.2%である。

■「わからない」と回答した企業24社 のなかでも実際にはメセナ活動を行っ

ているケースがあるものと思われる。

■外資系企業の回答は、この調査対象からはずした。

[海外でのメセナ活動の有無]SA

41.2%が海外メセナを実施

わからない

10.60ん [24社 ]

本社でも現地法人でも行 つていない

48.20Иo[109社 ]

本社でも現地法人でも行 つた

20.40Иo[46社 ]

N‐ 226

本社は行 つたが現地法人ではない

14.60Иo[33社 ]

現地法人は行つたが本社ではない

6.2%o[14社 ]

海外でのメセナ活動の有無



第 1章 1企業のメセナ活動 3● 調査結果の分析

業種別実施状況

■業種別に海外メセナの実施状況をみると、銀行・保険などの金融機関や電

機関係の業種では他の業種に比べて比較的実施率が大きい。

■食品では10社中 5社 と半数の企業が実施している。
合  計   本社でも現地 本社は行ったが 現地法人は行 本社でも現地 わからない

法人でも行っ 現地法人では行 ったが本社で 法人でも行っ
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■「海外でメセナ活動を行ったことがない」と回答した109社のその理由と

しては、「海外進出を行っていない」が15社 13.8%で 最 も多 く、以下「人

員に余裕がない」10.1%、 「資金に余裕がない」9.2%と 続 く。

[海外でメセナを行つていない理由]MA
「海外進出を行つていない」が多数

N‐ 109

〔社1

海外進出を行つていない

人員に余裕がない

資金に余裕がない

現地でのニーズがない

社内の理解がない

その他

15

11

10

6

海外でメセナ活動を行っていない理由



30調査結果の分析

■「海外でこの 5年以内にメセナ活動を行った」と回答した93社の実施地域

は「北米」が60社64.5%で最も多く、次に「西ヨーロッパ」56社60.2%、

「東アジア・東南アジア」35社37.6%と 続いている。

■「南アジア・中近東」「アフリカ」は10%未満の実施率である。

[海外でのメセナ活動地域]MA

3社のうち2社は「北米」「西欧」で実施

N=93

20 60[社 〕

65

北米

西ヨーロッパ

東アジア、東南アジア

中南米

オセアニア

旧ソ連、東ヨーロッパ

南アジア、中近東

アフリカ

その他

60

56

35

14

13

11

5

4

海外でのメセナ活動地域

1
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■海外でのメセナ活動の財源 としては、「本社が決定し、本社が負担する」

が44社47.3%で最も多い。

■「本社が決定する」は、延べ50社53.8%で あり、半数以上の企業で「本社

が決定する」という結果がでている。

本社が負担 現地法人か負担 現地支社が負担 合 計

本社が決定 44(47.3%) 6( 6.596) 50(53.8%)

現地法人が決定 3( 3.2,6) 20(21.596) 23(24.7%)

現地支社が決定 1(1.1%) 1(1.1%) 2( 2.2%)

合 計 48(51.696) 26(28.0%) 1(1.1%) 75(80.7%)

[海外でのメセナ活動の財源]結果MAとなつた

「海外メセナは本社が決定」が半数

N=93

0

本社が決定し、

本社が負担

本社が決定し、

現地法人が負担

本社が決定し、

現地支社が負担

現地法人が決定 し、

本社が負担

現地法人が決定し、

現地支社が負担

現地支社が決定 し、

本社が負担

現地支社が決定 し、
現地支社が負担

その他

20

44

11

海外でのメセナ活動の財源

無回答 12



30調査結果の分析

■「海外でメセナ活動を行った理由」としては、「現地法人による企業市民

活動の一環」が最も多く54社58.1%、 「企業の認知度を高めるため」35社

37.6%、 「対日理解を促進するため」34社36.6%と なっている。

[海 外でのメセナ活動の理由]3臥

「現地法人による企業市民活動の一環」が1位に

N=93

現地法人による
企業市民活動の一環

企業の認知度を

高めるため

対日理解を促進するため

54

国内活動にも
支援している人の活動

販売促進の一環として

17

67

社員の質的向上を
はかるため

他社との差別化のため

5

2

海外でメセナ活動を行った理由

その他 9
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■海外でこの 5年間に日本文化の紹介に寄与するメセナ活動を行ったことが

あるかどうかでは、「ある」と回答した企業が、57社61.3%あ った。

〔海外でメセナ活動を通しての日本文化の紹介の有無]SA
61.3%の企業が「日本文化を紹介」

無回答

N=93

8.60‰ [8社 ]

ある

61.30Иo[57社 ]

3.2りo[3社 ]

な い

26.9りo[25社 ]

わからない

メセナ活動を通しての日本文化紹介の有無



3● 調査結果の分析

■将来的に日本文化の紹介に寄与するメセナ活動を行っていく意思を尋ねた

ところ、「行っていきたい」と回答した企業は33社35.5%で あり、実際に

日本文化の紹介を行った企業57社61.3%と 数値的な開きがある。

■「要請があれば考える」が29社31.2%で あり、「行っていきたい」を合わ

せると66.7%と なる。

[海外での日本文化の紹介意向]SA
355%が「行つていきたい」

69

無回答

7.50ぬ [7社 ]

行 つていきたい

35.50%0[33社 ]

わからない

21.50Иo[20社 ]

特に関心はない

4.30Иo[4社 ]

要請があれば考える

31.20И o 129社 ]

海外での日本文化の紹介意向
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海外でメセナ活動を実施するにあたり、やりやすかった点および支障とな

った点をたずねたところ、それぞれ 9社 より、次のような回答が寄せられた。

やりやすかった点

◆ 1 円高のため予定以上の支出に耐えられた。

2 日本に対する評価が高いため、よけいな神経をつかわず関係機関との

コミュニケーションが とれた。

◆基本的には現地会社がその地域特性を踏 まえて対応するので、大 きな問題

はない。

◆相手国の政府機関の全面的な協力が得られたこと。

◆フランスのボル ドーでワイン事業のパー トナー会社と “アーティスツ・ イ

ン・ レジデンス"の活動を共同で行ったが、事業上のパー トナーであり、

両社の トップの理解を得やす く、スムーズに活動を始めることができた。

◆活動の場がヨーロッパにあり、日本では知られていない、力のある海外の

アーティストを発掘することができた。 4年間の活動で12カ 国、27人のア

ーティス トが AIR(アーティス ト・ イン・レジデンス)に滞在、その後

も国内外で活躍 している。

◆特にヨーロッパでは、歴史的に文化を大切にしてきており、企業が文化活

動を行う必然性などが、すでに十分理解されている点。

◆現地において企業のメセナ活動は当然という土地柄も多 く、そういった所

では現地法人スタッフ全員の理解がすでに得られており、現地法人として

取 り組むうえで前向きな取 り組みスタンスができ上がっていることである。

◆日本との比較 (ヨ ーロッパ)においては、経済に関心がある要人たちでも、

文化、特に芸術への興味 。理解の深い人が多く、経済と文化の共生を真面

目に実践しようとする気風がみられる。日本のメセナのように、企業ビジ

ネスとの間に明確な線を引くような堅苦しさはなく、自然体の感がある。

◆他国の文化についても興味を持っており、お花など動きのないものに対 し

ても興味を持つ。市の中心にある市庁舎なども展示会をするのに十分なス

ペースがある。

支障となった点

◆生活感覚、ビジネス感覚の違いが契約の文言では配慮できず、実施の段階

での不満が残るケースもあった。

海外でのメセナ活動のやりやすかった点・支障となった点
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◆言葉や文化の違いからコミュニケーションに時間を要したこと。

◆フランスに活動の中心があったため、フランス側主導で活動が進み、日本

側の意見が反映されにくかった部分もあった。

◆法規範、風俗慣習上の違いから、文化作品をそのまま持ち込むことがむず

かしいケースが東南アジアを中心にある。

◆文化性の違いによる、業務遂行方法の相違。

◆活動の主体が現地法人のない地域であった場合、社員のかかわりがまった

く持てず、社内の理解を得にくい。

◆ 1ス ケジュール (公演活動)がラフであったために、現地担当者との間

でスケジュール調整に多くの時間を要した。

2通訳は日本文化に造詣の深い人を選ぶ必要がある。

◆現地法人独自に実施する場合、本社と比較して常に資金的限界がある。現

地法人のなかには、毎年利益の一定割合をメセナ活動にあてている所もあ

るが、自薦、他薦の案件が多く、定期的な寄付行為が中心となってしまっ

ている。

◆伝統芸能を紹介するイベントのうち特に大きな、ねぶた。七夕等の搬送の

手間と準備時間の問題。
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メセナ活動未実施企業

未実施の理由に「社内に理解がない」が増加

■メセナ活動をしていない企業に対 し、活動をしない理由を尋ねたところ、

最 も多かった回答は、前回同様「資金に余裕がない」で85社61.2%と 、依

然 として他の理由を大 きく引き離す状況が続いている。

■「社内の理解がない」 という回答は28社20.1%で、前回調査の16.1%か ら

4.0%増加 している。

〔メセナ活動を行わない理由]MA
「資金に余裕がない」状態が続く

N=139

60 80[社〕

資金に余裕がない 85

人員に余裕 がない 49

専門知識のある

人間がいない

社内の理解がない

企業目的からみて

適当でない

税制上の

優遇措置がない

その他

メセナ活動をしていない理由について

20 40

7
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メセナ活動をしていない理由 (その他)

メセナ活動をしていない理由「その他」37社のうち、34社から次のコメン

トが寄せられた。

◆自然環境保護対策に力を注いでいる。

◆親会社がメセナ活動を実施しているから。(2社 )

◆検討したことがない。(2社 )

◆会社としての社会貢献活動の柱が他の分野にあるため。

◆再開の予定。

◆寄付金その他福祉関係で協力している。

◆全日本田碁選手権、アジア学生囲碁選手権の後援をしている。

◆当社にふさわしい社会貢献活動のあり方を検討中であり、その一環として

メセナ活動に取り組みたい。

◆メーカー (自 動車)の活動に参画のみ。

◆日本への留学生の支援に力を注いでいる。

◆メセナ活動についてまだ十分に理解していない。

◆検討中。

◆当社では、社会貢献は地域環境の保護の分野で重点的に行うという方針で

あるため。

◆メセナではないが対外援助している。東南アジア留学生への奨学財団設立、

ウィーン少年合唱団日本公演の特別協賛。

◆部分的に障害者絵画の諸媒体への使用、交響楽団協賛程度。

◆中長期的な課題として情報収集を進めていく段階。

◆奉仕活動やイベントの参画等地域とのふれあい活動に重点をおいている。

◆合併によリリストラ継続中のため。

◆社内体制が整備されていない。

◆業種の性格からメセナ実施の企業の運営の支援をしている。

◆色彩企業の本質に沿って、環境の色彩形成活動団体への支援による社会貢

献活動を続けている。

◆芸術文化と同様あるいはそれ以上に生活文化を重要視している。

◆社会貢献活動を優先している。(2社 )

◆当社のグループ理念「グッド・フレンズ・カンパニー」とこの具体像であ

るビジョン「生活文化総合産業」の考え方にはメセナ、フィランソロピー、

エコロジーなどの社会貢献活動についても触れています。利益の多寡にか

かわらず貢献できること、本業・事業を支えるシステムそのものがこれら
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につながるものとして検討中である。

◆企業は企業活動を通して社会的貢献を行うべきと思う。

◆企業グループで行っている。

◆適当な機会がない。

◆考えていなかった。

◆経営を再構築中。

◆トップに哲学がないのが最大要因と思う。

◆当社はフィランソロピー活動の対象から今のところメセナを除外している。
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■企業とメセナ活動についての回答では、「企業は芸術文化振興のために財

政的支援をすべきである」が、80社57.6%で、前回調査の51.6%か ら6.0

%増加した。

■「する必要はない」と回答した企業 8社に、それではどこが芸術文化支援

の役割を担うべきかを尋ねたところ、 5社が「市民ひとりひとり」、 3社

が「地方自治体」、 2社が「政府」と回答し、「芸術文化を支援する必要は

ない」と回答した企業は 1社にすぎなかった。 (複数回答)

[企業とメセナ活動についての意見]SA

「企業は財政的支援をすべき」が57.6%

無回答

N=139

3.60%o15社 ]

財政的支援をすべ きである

57.60Иo[80社 ]

33.1 0Иo 146社 ]

財政的支援をする必要はない

5.80Иo[8社 ]
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メセナ活動について、気づいた点や要望をたずねたところ、24の企業から

次のようなコメン トが寄せ られた。1994年 はメセナ活動を行えなかった企業、

今後行っていこうと積極的に考えている企業など、未実施企業の率直な意見

として、ほぼ原文 どお り掲載 した。

◆個別企業のPRではなく、真の芸術振興としてのメセナ活動をすべきであ

る。

◆当社ではメセナ活動をする考えは基本的にない。

◆メセナ活動は継続して行うことが重要と考えるが、企業にとってはその企

業活動を継続することが最重要課題であり、業績の悪いときやリストラ実

施時にはメセナ活動をいったん中止せざるを得ないことは、残念だがやむ

を得ないと考える。

◆税制上の優遇措置が必要。

◆一般的には適正な事業活動を継続して行っていくことが企業に求められた

社会的使命であり、芸術 。文化活動に対する支援は、その一環として副次

的に位置づけられるものと考えている。

◆企業はまさに人と社会の子であり、その人と社会にとって芸術文化は欠く

ことのできないもの。

人と社会における企業の存在がかくも大きくなったなかで企業のメセナ活

動は当然であり、将来、あたりまえの行為となっていくと思う。

◆当社は文化支援 。芸術支援という形ではまだ行っていないが、森林保護や

海外での植林事業などの環境保護活動を行つている。

各企業はその事業規模に見合った将来の分野での社会貢献活動を行ってい

くべきだと考える。

◆職業上、芸術との接点は他と比較して多いといえる。しかし、それがゆえ

にある特定のジャンルや人物を支援することはさまざまなハレーションを

引き起こしかねない。

また幅広く多方面にわたっての支援は資金的にも人的にも余裕がない。

よって特定のジャンルや人物は個人ベースで、多方面にわたっての支援は

国や地方自治体がベースとなるような土台づくりが必要であると思う。

◆スポーツの冠大会でもメセナでも継続が命である。バブル崩壊とか大震災

の突発により、たとえ一時中断が余儀なくされようとも再起し、また継続

メセナ活動についての意見要望
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できる企業の姿勢がないと無理 と思う。

周到な計画 とそれを実行する企業力がなければ手をつけるべきではない。

◆メセナ活動は単に資金援助ばかりではなく、無形の支援 もあっていいと考

えるし、活動を遂行する企業を問接的ではあるが補助することもあってい

いと思う。

より継続的にメセナ活動がしやすく、またより多く活動に参加する企業が

多 くなればよいのではないか。

◆現在の社会状況において当社が実施していくことはむずかしいが、メセナ

は日本社会に欠かせない活動なので、企業メセナ協議会にはぜひ、がんば

っていただきたい。

◆文化を残すのは国家的事業と考える。

◆企業のメセナ活動にはさまざまな形、方法があると思う。

なにより大切なのは自発的な発想、アノニマスな行為、どのような状況が

あっても持続的であること。

これからもっと幅を拡げてメセナをとらえる必要があるのではないか。

◆現在、スポーツ・学術研究地域振興を行っているが、芸術分野に関しての

実績はない。

今後はメセナ活動も検討していきたい。

◆衣食足 りて礼節を知るという。企業経営に精いっぱいの中小企業では、メ

セナまで手はまわらないというのが実態である。だからといって財政的に

余裕のある企業は (金 を)出せというのは無責任すぎると思う。従業員雇

用の安定 という社会的責任をはたすことが前提で、それが保証できるとき

初めてメセナについて論議できることになろう。

◆企業は「社会の公器」として事業活動で得た利益を株主、社員はもとより

広 く社会へ還元していかなければならない。そのなかのひとつにこのメセ

ナ活動もあると考える。ただバブル期に多 くの企業がわれ先にと取 り組ん

だメセナ活動がバブル崩壊に端を発した今日の経済環境の激変のなかで、

縮小、場合によっては中止を余儀なくされていると聞 く。

一昨年の秋にグループとして「新創業宣言」を行い、21世紀に向けた新し

い価値観 (理念)の共有とビジョンの具現化を進めているが、そのなかで

はメセナをはじめフィランソロピー、エコロジーといった社会貢献につい

て積極的にかつ地域社会をリー ドできるグループとなることをうたってい

る。

基本は財政的支援がメインではなく、グループ各社の事業そのもののなか
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でメセナ活動支援ができること (ホ ールや催事場貸 しなど)、 あるいはグ

ループ社員とその家族が仕事をはじめとする生活のなかでメセナ活動に参

加することが考え方である。

現在、創業50周年を迎える平成 9年度に向け、これらの考え方をグループ

内に浸透させながら具体的な施策、システムを構築しているところである。

◆当社は、スポーツ振興については社内クラブや同行者が参加するケースも

含めて、地域行事への協賛等いろいろな形で寄与している。

ただし、メセナ活動については社内の人材難もあるが、企業に対しての参

加要請・協賛要請も具体的な形で行われていないのが現状である。

企業の立場 として、受動的な態度であり、また、金を出せばすむという問

題でもないが、参加の仕方について今後検討していきたい。

◆国全体がメセナそのものに対する認識を深める必要がある一欧米 との大き

な相違点。

1 芸術家が自らの芸で安定した生活を営むことができる社会コンセンサ

スの支え。

2 国からの補助を含めた援助。

◆芸術文化が市民生活に根づいている欧米に比べ、日本のそれはまったく貧

弱。

政治資金の何%かをメセナに向けるという法律でもつくればいいと思う。

◆資金的に余裕のある企業のみがメセナ活動に参加できるが、その利益は消

費者に還元すべきであると考える。

還元の方法がメセナというのでは問題だ。あくまでも売価 として考えるべ

きである。

◆企業メセナ協議会の存在すら認知されていない状況なので、今後そうした

認識を社内的に広げねばならない現状を恥ずかしく思う。

◆企業の方針は多様化してきている。メセナのほかにも社会貢献方法は種々

あることへの考慮も必要ではないか。

当社 としてはメセナについては残念ながら強力には推進していない。

◆地域社会の発展がその地域における企業の発展にもつながるという考えで、

このメセナ活動を含めた企業の社会貢献活動は重要になってくると思う。

まさに弊社も地域に根をはやした企業なので、この地域の発展を考え事業

に取 り組んでいる。それぞれの企業によって社会貢献活動のやり方はいろ

いろあってしかるべきで、メセナ活動もその一つの方法であるというだけ

で、それがすべてではないと思う。したがって、メセナ活動に力を注 ぐ企
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業もあればそうでない企業もあるのも当然のことで、この活動を通して、

たとえば企業のイメージアップなど何らかの目に見えるメリットが現れて

こないと消極的にならぎるを得ないのかもしれない。

◆企業の社会的責任をはたすことの一つにメセナ活動は含まれると考える。

しかし、現状においては積極的にメセナ活動を行うことができない状況に

ある。したがって、社内体制も整備しておらず、それぞれの部署がそのと

きどきの要請のつど参加し、協力している状況だ。
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企業別メセナ活動一覧

基本方針 と活動内容

●………………¨̈ …回答をいただいた企業のうち、活動実績およびメセナ活動基本方針を記述している企業を

五十音順 (頭文字が同音の場合はアルファベット・カタカナ・ひらかな・漢字の願)に掲

載。

●¨̈ ¨̈ ………………資本金、従業員数は94年、売上高、経常利益の項は、基本的には93年のものであるが、

決算期月の相違により、企業によっては94年のものもある。

●…………………̈ …資本金α灌コは1億円未満、|口は1～10億 円未満、日は10～100億円未満、|口は100～500

億円未満、l口は500～1000億 円未満、回は1000億円以上を示す。

売上高の口は100億 円未満、回は100～500億 円未満、日は500～1000億円未満、ロ

は1000～5000億 円未満、日は5000億～1兆円未満、l口は1～ 5兆円未満、l■は5兆円以

上を示す。

経常利益の日は50億 円未満、口は50～100億 円未満、日は100～ 500億 円未満、ロ

は500～1000億 円未満、日は1000億円以上、l口は経常赤字を示す。

※はメセナ活動担当部署名・スタッフ数・設置年および財団名、予算決はメセナ予算が決

まっていることを示している。

●………………………芸術分野のうち、略して表配したものは下記のとおりである。

舞踊、パレエ→舞踊

クロスアート→クロア

グラフィック・デザイン→グラデ

服飾デザイン→服デ

民俗芸能・郷土文化→民文

文化遺跡、歴史的建造物→文歴

現代建築→現建

博物館→博物

文化振興機関への出捐→出捐

その他→他

●………………………支援対象の数字は次のことを示している。

音楽の場合 美術の場合 演劇の場合

1演奏会活動

2音楽施設の建設・運営

3音楽家の日常活動

4育英・奨学

1展覧会活動       1公 演活動

2作品購入        2劇 場の建設・運営

3作品賞与        3劇 団の運営

4美術館、ギャラリーの建 4育英・奨学

設・運営

5作家の制作活動

6育英・奨学
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●………………………ジャンルの数字は次の ことを示 している。

企業別メセナ活動一覧
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音楽の場合 美術の場合 演劇の場合

オベラ

ポピュラー

●………………………支援形態の数字は次のことを示している。

1クラシック音楽

2現代音楽

1絵画

2版画

3彫刻

4写真

5イ ンスタレーション

6その他

1歌舞伎・文楽

2能・狂言

3演劇・パフォーマンス

4ミ ュージカル

5人形劇・バントマイム

6その他

邦楽・民謡

菫謡

その他

資金の場合 人的の場合 物的の場合 場所の場合

1寄付金、協賛金の 1制作への参加

提供       2ノ ウハウの提供

2自社 (主催)の事 3労力の提供

業としての出費

1自社機器材の提供 1作品発表の場 (公

2芸術活動のための  演、展覧会、音楽

資材提供 (楽器、  会などの会場)の
絵の具など)    提供

2作品制作の場 (格

古場、アトリエな

ど)の提供

●…¨̈ ………………支援目的の数字は次のことを示している。

1若手芸術家支援    6チ ャリティロ的

2既威芸術家支援    7現 代芸術の振興

3アマチュア支援    8伝 続芸能の保存

4青少年育成      9地 域文化の振興

5鑑費者の書発     10国 際交流

11その他

●………………………支援形態の「その他」欄に記述のあるもの、および「海外での活動」が行われたものは●

印で表配。
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資本金口 売上高日 経常利固■ 設立1965年  従業員1700人  ※宣伝・広報 (3人・1990年 設置)

メセナ活動基本方針

1無理なく継続して行う。

2ジャンルは特定しない。

3企業の顔が見えたほうがいいか、特にこだわらない。

4計画的な企画展の開催。

5新人の量用。

活動名

支援形態               毬■7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ省あ

株式会社アー トネイチャー 商業

加藤撤鄭記念館運営 文学 1・ 2 5,8。 9

夏梅陸夫フォトゼミ 美術 4 2 1・ 3 2 3・ 9

夏梅陸夫写真展 美術   1    4    1・ 2 1・3    1 2・ 5。 9

フォトゼミ入賞作品展 美術   1 2 1・24 3・ 5・ 9

3

やまぼうしトライフラワー展 他 3・ 9

八ヶ岳ドライフラワー協会展 他 3・ 9

ザ・バンチージャケット・テンペスト等 演劇
11公演の演劇

3・ 4 2'31 1・ 2・ 5・

7・8

アイカエ業株式会社 化学

資本金口l 売上高口l 経常利翻田 設立1936年  従業員900人 予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環として。

2建築関係にたすさわっている企業として、建築文化の向上に貢献する。

3企業イメージの向上。

4自社の企業文化構築のため。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的湯笙高

アイカ現代建築セミナー 現建 2 1・ 3 1。 2・ 5・

7・ 9。 10

名古屋フィルハーモニー交響楽団   音楽   1   1 2・ 5・

7'9

アイシン精機株式会社 他製造―自動車部品
資本金□ 売上高日 経常利固日 設立1949年  従業員1万 1400人

メセナ活動基本方針

後世に伝えなければならないもの、また、人々に深い感銘を与えるもので、地域性の高いものを中心に実施す

る。
も饉1:ラ鮨

活動名             芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

´

駄的 物的 場所 その他]支援目的お驚爵

豊田佐吉翁記念館保存会運営費 文歴 11

働名古屋フィル八一モニー交吾楽団  音楽  1   2    1            11
贅助

フラワーFULオーストラリア'94協賛 他             1            10
刈谷市・西尾市・豊田市文化協会への

寄付

出捐
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フラウェンコーア東海・メンネルコーア 音楽

東海“合唱音楽のタベ"プ ログラム広告

7 3 85

オールアイシンチャリティー

コンサートの実施

音楽   1    2    2 5・ 6

全米日系人博物館建設寄付 博物 10

アサヒビール株式会社 食 品

資本到口 売上高口1経常利固口1設立1949年 従業員4656人 ※企業文化部(12人・1990年設置)予算

決

メセナ活動基本方針

1お客様への感謝の気持ちを表現する社会貢献活動の一つとして実施。

2評価の定まっていないもので、将来性に自むと考えられるものに重点。

3独創性重視、参加型、継続性に配慮。

4社員の見ている前で活動。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お讐Б

アサヒビールロビーコンサート

(年間10回 )

音楽   1 1・ 2      2  1。 3 1・ 5。 9

アサヒビール文化講座(年間8回)   音楽・美術         2 1・ 3   1     5。 9
文学

アサヒビール芸術文化財団への寄付  出捐                        11
ABCニユーイヤーコンサート 音楽   1    1 2

プラシド・ドミンゴ/ミ レッラ・フレー 音楽
ニ リサイタル

日本フィル・コンサート

民音音楽コンクール 音楽   1    1 2

世界四大オペラ「ウィーン国立歌劇場」 音楽  1   3    1 2・ 5。 10

京都国際映画祭 映像 5。 9。 10

Tolerance Transforma- *ffi 1 1

tions/*E
1・ 7

クリティカル・クエストJAPAN   美術   1 6 1・ 5

AN AC丁10N 美術   1 1・ 2・ 3   1 1・ 7

新世代への視点 美術   1 1・ 2・ 3    1 1・ 7

名栗湖野外美術展
.94

美術   1・ 5   1・ 3   1 1・ 9

アーカス構想 美術・出捐 1・ 5 1。 2・ 3・   1
4・ 5

1・ 7・ 9

10

沼津市牧水記念館コンサート 音楽   1 2 1・ 9

ママディ・ケイタ日本公演 音楽・民文 1    1・5   1 8・ 10

第6回秋吉台国際20世紀音楽祭 2 1・ 7・ 9

10

和栗由紀夫「野の婚礼」 1・ 7

バニョレ国際振付賞 日本予選    舞踊 1・ 7

タイニイ・ア リス・フェステ ィパル '94 演劇   1   3 1・ 7

山崎広太ダンス公演「TRAF!C」 1・ 7

国際交流パサージュ・フェスティノVレ'94 舞踊   1    2    1 1・ 7・ 9

時々自動「M→ m」 3 1'7

音楽   1    1

舞踊

演劇
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木佐貫邦子ダンス公演 1・ 7

ル・キャパレーミニマリスト クロア 1・ 7・ 10

ダンス・ダイナミック・ワークショツプ'94 舞踊 1・ 6

音楽フアンタジー「十二月物膠」   演劇   1 4

私と日本のオペラの二十年 音楽   1 3 2

興望館チャリティ・ジャズビアノ   音楽   1 4
コンサート

1・ 6

光の魂 (た ま )・ 大地企画 演劇・映像 1    3    1
モリサ・フェンレイ・コンテンポラリー 音楽・舞踊 1

・ダンス・フロム・NY
2       1 1・ 10

うしろの正面だあれ

全国高等学校演劇祭東京都予選    演劇   1 3 4

スピカコンサート「喜」 音楽   1
ASKAス トリングス・コンサート   音楽   1 2

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル、lnc(日 本) 他金融

資本自口 設立1850年  従業員6万人 ※広報室(2人 )予算決

メセナ活動基本方針

アメリカン・エキスプレスには、その基本理念の一つに、“社会に貢献する市民"という一文がある。会社およ

び社員かビジネス活動を行う地域に利益を還元し、社員もポランティア、募金活動に0加する。社員の募金活動

に対し、会社はマッチング・フアンドをのせるシステムがある。

広告・販促活動とフィランソロピー活動は明確に分離して実施。後者は文化、教育、環境、難民救済、自然災

書援助等の分野で行っている。

フィランソロピー活動を推進する理由 :

1企業イメージの向上。

2社員の愛社精神の向上。

3ビジネス・パートナーおよび優秀な人材の確保。
苦諄 形 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル田除

´

人的 物的 場所 そαu支援目的お驚3

AMEXコミュニティ・クリスマス・コン 音楽

サート無料招待
3       2

宮大エセミナー講演録「日本の建築の形 現建
と収まり方」寄贈

●  9

世界文化財機構への寄付 文歴

杉並区街づくリフォーラムおよび杉並 他

さんあい公社年次総会に社屋スペース

提供

9

福燿会 腎移植推進チャリティ

コンサート

音楽   4    5

:nte「‖nk/米国大使館文化プログラ 音楽

ム協賛

2

“555 Arts and Act" 美術   1    3

愛知製鋼株式会社 鉄鋼

資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1940年  従業員3354人

メセナ活動基本方針

1地域の文化芸術活動、施設の充実について支援する。

2全国的な規模で支援が必要なものについて、業界団体などとの協調のもとに相応の協力をする。



企業別メセナ活動一覧

支援形態               壺.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕島

87
活動名

名古屋フィルノヽ一モニー交日楽団   音楽   1 8

豊田佐吉翁記念館保存会 民文

愛知トヨタ自動車株式会社 自動車販売

資本劇日 売上高日 経常利壺■ 設立1942年  従業員2422人

各種アートギャラリーの運営 2  3   1    1 6・ 9

工

　

道

一楽

術．

・民

・書

一音

美

芸

文

1・ 4

1。 2・4

株式会社秋山愛生舘 その他―医薬品卸

資本金□1 売上高日 経常利益田 従業員944人 予算決

メセナ活動基本方針

1地域 (北海道)社会への貢献。

2北海道で育った芸術・文化活動の支援。
苦 壇影 籠

活動名                  芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ繕島

札幌交響楽団活動支援 9

札 幌 湧副猛 買協 芸 店動 支 叢 演劇   1 3

不し幌 浸
=旧

団設 立準 備 芸

株式会社朝日広告社 広告

資本金口 売上高日 経常利固■ 設立1924年  従業員769人

メセナ活動基本方針

1営業ベースにのりにくくても、芸術家支援のため、年間何本か、当社の企画として採用。

2本来の営業活動と分かちがたい部分もあるか、結果的に赤字補墳という金銭的支援が定着しているものがあ

る。

活動名

支援形態              歯
"τ芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 あ浩働

サン・ヴィゴール・ド・ミューネL拝堂
プロジェクト

美術・文歴 ●

カザルスホール倶楽部 音楽   2    1
大町陽―郎 コンサー ト 音楽   1 1 1 2

株式会社朝日新聞社 新聞

資本劇口 売上高口1 経常利益田 設立1879年  従業員8147人  ※文化企画局(130人 。1922年設置)/m朝
日新聞文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

内外社会の相互理解、文化交流と社会・文化の向上・発展に寄与する。このため、優れた業績を表彰するほか、

世界や日本の美術・文化遺産の展覧会、音楽会、公開のシンポジウム、合唱や吹奏楽の全国コンクール、全国高

等学校野球選手権大会、福岡国際マラソンなど数多くの文化・スポーツ催事を主催し、さらには内外の恵まれな

メセナ活動基本方針

地域に密着し、地域社会に貢献する。
t諄形鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

′'λ

的 物的 場所 その他〕支援目的お踏3

演劇
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い人たちへの支援などを行っている。

活動名

支援形態              壼■7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ落う

シカゴ美術館展‐―‐近代絵画の100年  美術  1 2・ 3 5・ 10

聖なるかたち――後期ゴシックの木彫と 美術・工芸 1

板絵
1・ 3 2・ 3 5。 10

大英博物館所蔵―インドの仏像とヒン 美術・文歴 1   3      2・ 3         5。 10
ズーの神々

ルネ・マグリット展          美術   1    1。 3・ 4    2・ 3         5'10
ウィーン国立劇場 音楽   1 3 2・ 3 5'7・ 10

朝日賞 他 2 11

アサヒ・フェローシップ 他 2 10

大佛次郎賞 文学 2

朝日生命保険相互会社 生保

基金田 経常収畑日 経常利益日 設立1888年  従業員4万1341人  予算決

メセナ活動基本方針

当社は、経営の基本理念を「まこころの奉仕」とし、企業の文化活動も広く社会に奉仕することの一環として位
置づけている。したかって、当社の社会貢献活動のなかにある文化活動の展開かメセナ活動として評価、認知さ
れればと考えている。

も撻:;´鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル障除
'´ '次

的 物的 獅 その同壺 目的魏 3
読売 日本交響楽団 音楽 7・ 9

NHK交響楽団 音楽 7・ 9

新都心ブロムナードギャラリー“オルセ 美術
―美術館展"等年4回

4      1 5

朝日生命ホール自主企画コンサート  音楽  1
朝日生命ホール 音楽    2     1～ 6

朝日生命ギヤラリー 美術   4    1

朝日放送株式会社 放 送

資本金口l 売上高口l 経常利壺■ 設立1951年 従業員818人  ※財エー・ビー・シー音楽振興財団 予算決

メセナ活動基本方針

芸術家の創造活動のために、その場を提供することと、作家への支援を基本的に考えている。
1大阪初のクラシック専用の「シンフォニーホール」をつくり、それを基点に音楽財団を設立、国外、国内の音

楽家の活動と新人育成を考えている。
210年前に現代美術作尿支援のため「ABCギヤラリー」を創設。榊大林組の援助を得て、作象に会場を無料提

供。また、年1回のコンクールを開催し、新人発掘を行っている。
す諄::′由

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔口虚
'́1的

 物的 場所 その他]支援目的お電3
エー・ビー・シー音楽振興財団への援助 音楽  1   1    1 3    1     1・ 7'10

ABCギヤラリーの運営 3 1・ 3美術   5    1

旭硝子株式会社 ガラス窯業
資本0日 売上高日 経常利固口 設立1950年  従業員9684入  予算決
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メセナ活動基本方針

当社は、メセナを社会貢献活動の一環として位置づけている。

(企業方針)一社会貢献に努め、世界の人々に信頼される企業市民をめざします。

(新ACCビジョン21-2000年 までの企業活動のあり方と目標)一―経団連1%ク ラプのメンバーとして、国内外

にわたる社会貢献活動を積極的に推進し、社会と田和し、共生する「良き企業市民」なることをめざします。

具体的な項目の一つとして「芸術・文化・スポーツの振興」をかかけています。
吉撻 ::′鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

ガラスアー ト展

89

美術   1    6    2 3 7・ 9

ガラス芸術に対する協力 美術   1・ 2   6    2    1 2・ 7

日露交歓コンサート等音楽関係寄付  音楽  1   1 4・ 7・ 10

助静嘉堂協力会に対する寄付 美術   4    6 11

株式会社足利銀行 銀行

資本金日 経常利翻口 設立1895年  従業員4877人  予算決

メセナ活動基本方針

近年、企業と社会との新たなかかわり方か問われています。つまり、今日のように豊かな時代を迎え、国際化

が進むにつれ、企業は単にその本来の経済的活動を行うだけでは、社会の構成員としては不十分となってきてい

ます。こういったことから、特に地域とのかかわりが強い地方銀行である当行においては、「地域とともに生き

る」という企業理念を具現化するために、さまざまな活動に取り組んでいます。ます、企業として、栃木県民オ
ペラの後援や栃本県交響楽団への支援、あしきん婦人夏期大学講座やフアミリーコンサートの開催などのメセナ

活動のほか、あしぎん国際交流財団を事務局とする国際交流活動があり、次に、行員一人一人が自主的に取り組

んでいる「あしぎん“YOU‐ 1"運動(フ イランソロピー活動)」があります。こういったものは、今後も企業の宣伝

色を出さす、地道に継続的に取り組んでいきたしヽと考えております。
き懐1:多鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資著

.́次

的 物的 場所 その他〕支援目的お奎爵

栃木県民オペラの後援 音楽   1    3 1 2・ 3   2  ●

栃木県交響楽団の支援 音楽   1    1 1   2

フアミリーコンサートの開催 音楽   1 2

あしぎん国際交流財団 出捐

あしぎん婦人夏期大学講座の開催   他 2

昧の素株式会社 食 品

資本金日 売上高日 経常利劉日 設立1925年  従業員5963人

活動名

支援形態              菫、7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

ミルバトラマテイックリサイタル'94 音楽  1 4

ミエと良子のシ ョー泥棒 演劇   1 4

M∪SiC MEETS ART 音楽   1 4 1 1

中国国際ビアノコンクール 音楽   4   1
永沢まこと展 美術   1    1

世界らん展日本大賞'95 造園

株式会社INAX ガラス窯業
資本側日1 売上肩曖日 経常利益口1設立1924年  従業員7111人  ※文化スクエア設立準備室(2人・1991年設

置)、 文化推進部(14人・1986年設置)予算決
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メセナ活動基本方針

次の3つを基本条件としている。 (「2DK」のルール)

1独創性(当社しかやれないこと、他社かやらないこと)

2独自性(自前で、自分たちの手で)

3継続性(続けて)

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的湯脇

ギャラリー活動ギャラリー1・ギャラリ 美術・工芸 1

-2(東京)

1・ 2・ 3

4・ 6

2 1・ 2・  1

3

1・ 7

ギャラリー活動(名古屋) 1・ 2・ 3・

4・ 6

2 1・ 2・  1

3

美術・I芸 1 1'7

ギャラリー活動(大阪) 美術・工芸 1 2 1'2' 1
3

1・ 7

資料館・産業史蹟の展示 文歴 2 2・3   1 8。 9

建築・芸術・アー トに関する出版 美術・工芸 5
現建

6 2 11

INAX DESIGN P日 IZE 工芸 2  2・ 3 1・ 2  1'2  (D)  1'9。 10

JIA近畿建築塚大賞 現建 11

建築同人誌「燎」 現建 1   3 11

世界インテリアデザイン会議 他 9・ 11

イオングループ1%クラブ その他 任意組合
拠出金規模21 設立1989年  ※事務局3人 予算決

メセナ活動基本方針

1国際的文化交流に資する事業の実施および助成。

2地域の文化振興に資する事業の実施および助成。
t爆形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルH瞼
.́1的

 物的 場所 そ(研回支援目的お笙3

BAMB00 THE G:ANT    美術

GttAss…八十山和代国連本部での

展覧会・ニューヨークでの個展(3回 目)

2   1 11

(環境)

●

財地域伝続芸能活用センター設立基金 出捐 8・ 9

地域伝統芸能公演(新潟・石川・姫路

餃阜・津)

民文 2 8・ 9

日本と中国こども絵画交流展 美術   1 2 4・ 10

イオンレディスフォーラムの開催 (四 日 他

市・姫路・秋田・千葉。松本・福岡)

2 9

第7回国際親善交流演奏会(ブルガリの 音楽  1 10

有形民俗文化財(か らくり山車)の修復 民文 8

帥アリオン音楽財団への助成 出捐 2・ 10

株式会社イトーヨーカ堂 スーパー

資本金口l 売上高口l 経常利壺ロロ 設立1958年  従業員3万3886人  ※社会・文化開発室(1992年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

lY(イ トーヨーカ堂)グループが考える「社会的責任」

IYグループが考える企業の社会的な責任は毎日の仕事に誠実に取り組んで「基本責任」をはたすことを中心

に、ビジネスを通じて雇用機会の創造や納税などの「義務責任」をはたし、また、企業も社会の一員(企業市民)で
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あるという視点から、ビジネスで得た成果を広く社会のために役立てることで「支援責任」をはたす―
この3つ

の責任についてバランスのとれた活動を進めていくことが経営の重要なテーマの一つであると考えています。

そして、企業市民としての活動をより充実させようと考え、1993年 に社会・文化開発室を設立しました。これに

より、いままでグループ各社や各店舗か個々に取り組んできた社会・文化活動に関する情報を共有化し、さらに

社会の要請にスピーディーに対応できるよう努めています。
す経形鮨

活動名            芸術分野 支援対象 ジャンル■除

´

歌的 物的 場所 その他]支援目的お驚島

高校生懸賞作文募集 4

91

文学 2

小さな菫話大賞 文学 3

子ども図書館 他 2  3   1 4・ 9

イビデン株式会社 電気部品

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1912年 従業員1450人

メセナ活動基本方針

自社の実力を踏まえ、地域社会からの要請などを考慮のうえで、教育・学術およびスポーツ振興活動を主体に

支援している。

1メセナ活動に関しては、地域の文化振興に役立つ活動のなかで、こく身近な活動にのみ支援。

2従業員の参加する活動については、グループ内社会貢献委員会で内容審査のうえで支援を行っている(現在は

生活文化活動か主体)。

活動名

支援形態                壺
～

,

芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所その他]支援目的あ繕島

2・ 5。 9

長良川ジャズフェスティパル協賛   音楽  1   2 2・ 5。 9

和泉宗家狂言友の会協賛 民文 1・ 5。 8・

9

音 と光の メッセージ協賛 音楽・クロ 1

ア
2

大垣 葵術 尿溺 宏 出捐 9

その他

株式会社伊勢丹 百貨店

資本金田 売上高日 経常利樹■ 設立1930年  従業員(正社員)5922人 予算決

メセナ活動基本方針

1百貨店のはたす社会的役割のなかでも最も重要なコーボレート・コミュニケーションの一つ。

2商品に限らず、常に新しい価値観や明日の生活を提案し、お客様の暮らしをより高め、豊かにすることこ

そ、百貨店の使命。
む燿形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的蕩1露Б

伊勢丹美術館の運営・企画 5・ 9美術   1    1・ 2   2

中国映画祭94協賛 映像 5'9

聖夜の音楽会協賛 音楽   1 5。 9

その他文化団体への寄付 他 5。 9

伊藤忠商事株式会社 商業

資本金口l 売上画日 経常利益l口l 設立1949年  従業員7434人  ※社会貢献チーム(3人・1992年設置)予
算決

名古屋フィルハーモニー交書楽団   音楽  1   1    1
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メセナ活動基本方針

伊藤忠商事は国際的視野に立って、良き企業市民としてはたすべき役割を自党し、国内のみならす、国際的に
も社会貢献活動を行い、豊かでゆとりのある社会の実現をめざす。

吉纏 彩 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
“'入

的 物的 場所 そ(所u支援目的お驚3
ロピーコンサート 音楽   1    1 2  3 2・ 9。 10

日本ルーマニア音楽交流 音楽   1    1 2・ 9。 10

日本フィル八―モニー 音楽   1    1 2

NHK交響楽団 音楽   1    1 2

早大アンコールワット修復 文歴 8。 9  ●

青山を研究する会 出捐 9

志度町ハイドンフェスティバル    音楽   1 2

株式会社伊予銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1941年 従業員3399人  ※広報文化室(1人・1991年設
置)

メセナ活動基本方針

愛媛県内の営業店網を活用し、地域に根ざした文化活動を発掘、支援することによって、当行の新しい企業理
念「潤いと活力ある地域の明日を創る」を具現化していく。

す輝形鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル暉瞼
'́次

的 物的 場所 その他〕支援目的濃 Б

伊予銀行地域文化活動助成制度 3・ 4・

8。 9。 10

音楽   1    1・ 3・ 7  1 1

踊

学

舞

文

術

劇

文

美

演

民

1・ 6

1・ 3・ 5

いよぎんギャラリーどんどびの運営  美術  4 １，

４

2 9

株式会社植本組 建設

資本当日 売上高日 経常利益田 設立1948年  従業員1017人

メセナ活動基本方針

地域社会への貢献。

活動名
支援形麟

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お驚Б

綾子舞講演会基金寄付 民文 8。 9
'94か しわざき風の陣協賛金 他 1   3 9

株式会社内田洋行 商業
資本金日 売上高日 経常利固田 設立1941年  従業員2650人

メセナ活動基本方針

1当社事業ドメインにかかわる芸術文化活動を支援する。
2事業ドメインのうち、オフィスにおける知的生産性向上を支援すると思われる、余裕やゆとりの分野。
3ほかには学校教育および生涯教育分野、福祉施設にかかわる分野、博物館・史料館・郷土館等にかかわる分野

については積極的に行う。
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支援形態              ョ.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩i

9う

活動名

帥 日米映画文化協会の運営 1  3 7・ 10

AIU保険会社 損保

資本金口l 売上高口 設立1946年  従業員2500人  予算決

メセナ活動基本方針

1自分たちで考え、自分たちで企画し、自分たちで実施する。

2実施するほうも参加するほうも協力して実施する。

3継続して行う。

活動名

支援形態              奎017・

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

1       1・ 5'7    1  3   1    1 1・ 2・ 4

エーザイ株式会社 医薬

資本金口l 売上■曖日 経常利益口 設立1941年  従業員4358人 ※くすり博物館(13人・1971年 設■)予算

決

メセナ活動基本方針

1企業理念 :患者様と生活者の皆様の喜怒哀楽を考え、そのベネフィット向上を第一義として、世界のヘルス

ケアの多様なニーズを充足する。

2めざす企業像 :いかなる医療システム下においても存在意義のあるヒューマンヘルスケア企業。

3企業文化 :医学・薬学の分野を中心にした文化社会貢献活動を微力なからも展開することで、日本の医療と福

祉か着実に発展をとげ、その成果が生活者の皆様の健康と心豊かな人生に反映されることを常に望んでい

る。

4社会貢献活動 :「 内藤記念くすり博物館」、「内藤記念科学振興財団」、財団法人科学研究所、医療功労貴に協

賛。
も耀彰鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´
′

λ的 物的 場所 その他〕支援目的お電爵

「内藤記念くすり博物館」の運営    博物 112

エッソ石油株式会社 石 油

資本金口l 売上高l口l 経常利樹口 設立1961年  従業員1150人 ※広報部(1人・1964年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

1企業も社会の一員であり、社会がよりよくなっていけば、企業も栄えるという考えに基づいて行う。

2広告宣伝活動とは明確に一線を画すべきである。

3既存の団体に援助を行うのとは別に、現状で必要とされている当社独自のプログラムを開発。
も梓形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(別u支援目的あ浩働

ジュニア・フィル八―モニック・

オーケストラ・サマーキャンプ
音楽   4    1

全日本ビアノ指導者協会ヤング

ビアニストコンペティション

音楽   4   1

エルメス ジャポン株式会社 商業

資本金2 売上高日 経常利益■

メセナ活動基本方針

日仏間の文化交流に資すると認められるものを主眼とする。

AIGコ ンサート
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資本鋼口 売上国口 経常利翻口1 設立1948年  従業員(プロパー)7967人 ※企業市民窒(13人・1991年設

■)予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の理念的ベース……社憲(1959年制定)

2社会貢献活動の指針……企業市民憲章(1991年制定)

メセナ活動も社会貢献活動の一環として、上記に基づいて実施している。
む鱚影籠

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 駄的 物的 場所 そC地 ]支援目的機 島

オムロン京都文化フォーラム協賛   他 1  2 5。 9

オムロン株式会社 他電機――制御機器他

現代アート美術館「ワタリウム」協賛  美術  4   1・ 4・ 5  1 1・ 5'7
'94日 露交歓コンサート協賛 音楽   1    1 1・ 5。 10

グリーンコンサーツ 音楽   1    1 1・ 5。 9

オリックス株式会社 他金融
資本金□ 売上高日 経常利益2 設立1964年  従業員2399人

メセナ活動基本方針

明文化された方針はないか、

1得られた利益の一部を社会に還元することはたいせつ。
2所有する美術品を死蔵せすに広く一般に公開することで、美術品の持つ本来の意味・意義をはたすことができ

る。

活動名

支援形態               薔.7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 あ繕島

千秋美術館への作品貸出 美術   3    1 5。 7・ 9

世田谷美術館ヘオリックスコレクショ 美術
ンを寄託

3    1・3 5。 7・ 9

オリンパス光学工業株式会社 精 密

資本調口 売上高日 経常利樹口 設立1919年  従業員6061人

メセナ活動基本方針

1企業は社会的な存在であり、できる限り社会と融和していくことが必要である。

2新しい価値の創造、文化の発展は、企業活動にとっても望ましい姿であり、また、企業目的と合致するもの

である。

3したかつて、こうした活動に対しては、できる限りの支援と0加をしたいと考えている。

4現在は企業収益が厳しいこともあり、十分な活動かできないのは残念である。
む壇形能

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルi輪
´

歓的 物的 場所 その旧銀 目的お讐品

日本の自然コンクール(写真展)   美術   1   4    1 3  1  1 3

株式会社大分銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1892年  従業員2184人

メセナ活動基本方針

経営理念「地域社会の繁栄に貢献するため、銀行業務を通じ最書をつくす」のもと、地域社会への貢献活動の一

環として行っている。
む壇影鮨

活動名               芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

′・
次的 物的 場所 そα回支援目的お笙品

2室内楽のタベ(マルタ・アルゲリッチ)音 楽   1 5。 9



大分銀行フアミリーコンサート(年 2回)音楽   1 1・ 2・ 3   2
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3・ 4・ 9 95
大分銀行ウェンズディコンサート

(月 3回 )

音楽   1 1'2・ 3    2  2 1・ 3・ 9

大分銀行絵画展(通年) 美術 1・ 2・ 7

株式会社大分放送 放送

資本金口l 売上高口l 経常利園口 設立1953年  従業員183人 ※働大分放送文化振興財団 予算決

メセナ活動基本方針

1放送事業は番組の送出、地域の情報発信を通して地域の文化向上発展につくすべきと考える。
2そのためには、放送事業のみならす、各種文化活動を通じて、地域の向上発展につくすべきことを県民放送

局としての重要な使命としている。
も理形能

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル腋除
'´

駄的 物的 輌 その回難 目的お編

大分県民オペラの活動について    音楽  1 3 1・9   ●

大分マントリンオーケストラの活動  音楽  1 2・ 5   1 3

大分交響楽団の活動に対して 音楽   1 1'9

大分市少年少女合唱団の活動に    音楽  1 1・ 4・ 6    1 4   ●

大分県民演劇の活動に対して 演劇   1'3   3 9

株式会社大垣共立銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利固口1 設立1896年  従業員2995人  予算決

メセナ活動基本方針

当行は明治29年創立以来地域社会の一員として、地域の発展に貢献することが社会的使命であると考えてき
ました。メセナ活動に関しては、これだけを個別にとらえるのではなく、広く社会貢献活動の一環としてとら
え、展開しています。当行の社会貢献活動の基本的な考え方は、銀行本来の金融業務・サービスを通して行うこ
とをベースとしていますか、本業以外の分野においては、

1活動の対象地域・分野がバランスのとれたものであること

2む りなく、患長く続けられる活動であること

などに留意して進めています。
す欅彩鮨

活動名             芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

´

■的 物的 場所 その回支援目的お電島

「めいほう高原音楽祭」協賛 音楽   1 4 9

メルヘン・ミュージカル「家具屋の浦島 演劇
モモタロウ」特別協賛

4 3。 9

真桑文楽への寄贈 演劇・民文 1    1 2 8。 9

加藤栄三・東―記念館(美術館)への寄付  美術   4    1 5・ 9

和泉宗家狂言友の会協賛 演劇   1    1 2・ 8

営業店ロピーでの各種ロビー展の実施 工芸・民文
書道・他

3・ 9

大阪ガス株式会社 ガス

資本劇固 売上高日 経常利益口 設立1897年  従業員1万877人

メセナ活動基本方針

1地域に密着した企業として、関西の文化支援に少しでもお役に立てるよう地道な活動を行っていきたい。
2各種の活動を通して、地域社会とのコミュニケーションを深め、お客様に喜んでいただき、地域の発展に貢

献できればと願っている。
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活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お驚Б

京都服飾文化研究財団モードのジャポ 服デ
ニスム展

5

トータルフアッション協会ワールド
ファッショントレードフェア'94

服デ 2・ 10

なら・シルクロード博配念国際交流財団 音楽  1   2    1            2・ 9。 10

奈良・音楽サミツトOME'94
みどり教育財団           音楽  1   1    1            4・ 9
五●みとリレクチャーコンサート

国際デザイン交流協会

JDFデザイン・フォーラム'94
グラデ 1・ 7

沖縄文化民間交流協会北欧親善公演  民文 2・ 10

花芸安達会花芸創作展“道" 出捐 5・ 8

国立文楽劇場どん帳寄贈 演劇   2    1

グループ不安透夢

曽根崎心中公演援助金

濱劇   1    3    1 3・ 10

mエー・ビー・シー音楽振興財団    音楽  1 9・ 10

関西・歌舞伎を愛する会 8

上方舞を守る会 映像 8

財上方文化芸能協会 8・ 9

軸大阪音楽文化協会         音楽  1   2    1            5'9
演劇

大阪シンフォニカー協会       音楽  1   1    1            1・ 9

大阪フィル八―モニー協会 9

3

関西フィル八―モニー管弦楽団後援会 音楽  1 2・ 9

モーツアルト室内管弦楽団後援会   音楽  1 8・ 9

阿倍野薪能協賛会 演慮1   1 2

カテナ株式会社 商業

資本金日 売上高日 経常利翻田 設立1968年  従業員1600人  予算決

メセナ活動基本方針

国際交流、国際教育交流のさまざまな活動をとおし、国や文化の枠を超える「文際人」の育成に努め、同じ目的

を持つ人々同士の出会いと相互研鋼・ネットワークづくりの機会提供等により、より住みやすい地球社会づくり

に貢献する。
さ 撻影 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(笏回支援目的 あ浩i
江東区音楽家協会特別賛助会員    音楽  3   1    1 3・ 9

カメイ株式会社 商業

資本金口 売上高日 経常利益田 設立1932年  従業員2000人

活動名

支援形態               ョ,7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ諸働

宮城県文化振興基金への寄付     出捐 9

仙台フィル八―モニー支援 音楽

カメイ展示館の運営 美術   4    1。 3   2

演劇   1    1

演劇

音楽   1    1
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資本金口l 売上高【日 経常利益口l 設立1940年  従業員7196人  ※コーボレートスタッフ部門文化活動企画
担当(2人・1994年設置)/働花王芸術文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は、花王佛と1動花王芸術文化財団の両建てですすめる。花王佛の予算枠と財団の助成総額の制約
もあり、オール花王として効果的に対応する。

2弊社1ま老若男女、生活者すべてかお客様であり、長いこ愛願に対し芸術文化を通して社会貢献に努める。
3活動か弊社の企業文化の確立を通し、企業イメージの向上に寄与すれば幸いである。

苦燿彩 鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金
'人

的 物的 場所 その他〕支援目的お嘗五

97

美術館連絡協議会1、 巡回美術展2、

学芸員研究補助3、 学芸員海外研修

美術   1・ 4 1・ 2・ 3・   1
4・ 5。 6

5'7・

9。 10

花王株式会社 化学

バー ンズ・コレクシ ョン展 美術   1 5。 10

東京交薔楽団定期演奏会支援 音楽   1 1・ 2・ 3    1 2・ 5

読売日本交響楽団演奏会支援 音楽   1 1・ 2   1 2・ 5

東急文化村モーストリーモーツアルト 音楽
フェスティパル

5・ 10

東山魁夷館ギヤラリーコンサート 楽

術

音

美
5'9・ 10

(在京)オーケストラヘの費助金    音楽  1 2・ 5

花王芸術文化財団への出捐 出捐 1  3 1・ 2・ 5。   ●

7・ 9。 10

株式会社香川銀行 銀行

資本金口 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1943年  従業員1369人  予算決

メセナ活動基本方針

1地域に対する貢献。

2企業のイメージアップ。

活動名

支援形態               菫■7
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ急ら

香川オリープ児童合唱団 音楽   4    6 1  3 4・ 9

鹿島建設株式会社 建設

資本調日 売上高日 経常利樹口 設立1930年 従業員1万4566人
む腱1:´熊

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 5浩働

東急Bunkamuraオ フィシャル
サプライヤー

天王洲アートスフィア(東京オピニオン

ズ)運営参加

新日本フィル八―モニーX'masコンサ 音楽
―ト

2・ 5

日本フィル八一モニーニューイヤー

コンサート

音楽   1 2・ 5

第39回CWAJ現 代版画展 美術   1 2 7・ 10

'94ア ーキテクチュア・オブ・ザ・イヤー 現建

展
2・ 11

1   1

1   1   1
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98 '94日 口交歓コンサート 音楽   1    1 5・ 10

「坂本竜馬」公演 演劇   1    3    1 2・ 8

鐘紡株式会社 繊維

資本金口l 売上高口l 経常利固田 設立1887年  従業員1万人 予算決

メセナ活動基本方針

既存の活動に対する単なる冠協賛型ではなく、ともに新しい文化を創造する活動の場を提供していく。
吉爆 影 饉

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

朝日ベルサロン 他 1・ 2・ 5。

7・ 8・ 10

2  1

読売ヒューマンドキュメンタリー大貴 文学
カネボウスペシャル

3・ 5

カネボウミセス童話大賞 文学 3・ 5

ビアノデュオ作品による

第3回作曲コンクール

音楽   4   1 1 1 1・ 2・ 5

7・ 10

カネボウ国際女性映画週間 映像 1。 2・ 5・

7・ 8。 10

カネボウ・読売日響サマーコンサート 音楽   1   1 1 1 2・ 5・ 8

鐘紡繊維美術館 博物 2 １．

３

1  1 5・ 8。 9

兼松株式会社 商業

資本0口 売上高日 経常利益口 設立1918年 従業員2822人  ※総務部(3人 。1991年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

1自社で無理なくできる範囲で、できるだけ主体的に運営できるメセナ活動を行う。

2好不況にかかわりなく継綺できる社会貢献活動を重視していく。

3長い日で見て、企業風土をよい方向に変えていく―助にしたい。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お讐島

ギャラリー17(通年企画展) 美術   1 1。2   2 3 1・ 7

川崎製鉄株式会社 鉄鋼

資本翻口 売上高日 経常利翻口1 設立1950年 従業員1万7276人
む諄影鮨

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルら怪

レ

駄的 物的 場所 その他]支援目的濃 易

倉敷音楽祭 9音楽   1 1・ 2・ 3。   1
4

日比谷シティ夜能 濱劇   1    2    1

勧角証券株式会社 証券

資本0日 売上高日 経常利固口 設立1922年  従業員4004人

活動名

日本オペラ振興会 3

九州交響楽団

11

音楽   3   1

1 1

1 1

支援形態               菫、7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働
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株式会社燥乎堂 商業 99

資本金口 売上高日 経常利固口 設立1921年  従業員150人  ※企画課(5人・1944年設置)

株式会社キッツ 機械部品
資本調四 売上画口1 経常利固■ 設立1951年  従業員1700人

寺 諄形 能

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

歌的 物的 場所 その回支援目的雅 馬

諏訪北澤美術館 美術・工芸 2・ 3・ 4 1 1・ 5。 9

清里北澤美術館 工芸 5,9

幕張北澤美術館 工芸 5。 9

ルネ・ラリック美術館 工芸 5・ 92

八ヶ岳ジャズフェスティバル 音楽   1 4 1  1 1・ 5・ 9

キヤノン株式会社 精密

資本到口1 売上国口l 経常利壺踵1 設立1937年 従業員2万311人 ※文化支援室(6人・1991年設置)予算
決

メセナ活動基本方針

1イベントなど消費型〈―週性)のものではなく、援助を必要とする人々に長く、継続的に行う。
2今まで培ってきた社内の資源(人 と技術)を使って実施していく。

3映像(イ メージ)を扱うキヤノンらしい領域からスタートする。
寺 諄 1:′能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'″

欺詢 物的 場所 その他]支援目的お奎爵

アートラボ第4回企画展 1・5   6 2  1・ 2・  1・ 2  1・ 2       1・ 7

3

第3回写真新世紀展 美術   1・6   4 2 3  1。 2 1

キリンビール株式会社 食 品

資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1907年 従業員8200人  ※広報部社会貢献室(8人・1991年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

1現代美術の振興。

2若手芸術家の支援・育成。

3良質な芸術をより多く、社会に提供。
む撻彩籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

´

人的 物的 場所 そ研回支援目的お笙3
キリンフラザ大阪の運営       美術  4   1・ 3・ 4・  2 3    1     1・ 2・ 5・

5               7・ 8
演劇・舞踊 4    1
映像

メセナ活動基本方針

世界的な視野に立ち、全目的レベルの芸術文化を一地方都市に招へいする。採算を二の次にして質的に高度な

ものであれば積極的に取り組み、地方文化の啓豪に努める。
む爆影籠

活動名      芸術分野 支援対象 ジャンル薩

~1的
枷 獅 その回支援目的満

燥平堂ギャラリーの企画・運営    美術・文学 1・4  1・ 3   2
燥乎堂ホールの企画・運営      音楽・映像 1・2  7    2

他
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(公募)キ リンコンテンポラリーアワー 音楽 2 1・ 2      1。 3

ド94の実施 美術
演劇
舞踊・クロ
ア・映像・
工芸・グラ
デ・服デ・

民文・文学
■道・文歴
現建・造口
他

キリンニューイヤーコンサート94

マースカニング八ム

アンディー・ウォーホール回顧展   映像

音楽   1    1
ウィリアム・フォーサイス日本公演  舞踊 7

H・ アール・カオス公演 7

ヤノベケンジ展 美術   1    3    1
芸大オペラフロジェク ト 音楽   1    3    1 3

アンサ ンブル金沢 音楽   1 2

横浜工場斉藤史門展 美術   1・5   3    2 1・ 7

オペラスサノオ 音楽   1    3    1 2・ 7

北京国際交歓芸術祭 美術   1    6 7・ 10  ●

プラ八音楽祭 音楽   1 10   ●

東京交響楽団贅助会費 音楽   1

株式会社紀伊國屋書店 商業

資本0■ 売上高口 経常利翻田 設立1946年 (創業1927年)従業員2670人

メセナ活動基本方針

1長い展望に立った支援活動を行う。

2紀伊國屋ホール、紀伊口屋演劇賞の運営を通して、常に良質の演劇を提供し、また若手劇団を登用して世に

送り出すなど、演劇文化の向上に貢献する。

活動名

支援形態              薔■7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ言う

紀伊回屋ホールの運営 演111     2      3・ 4・ 5   2 1・ 2・ 5。

7・ 8

紀伊口屋画廊の運営 美術   4 1・ 2・ 3

4

2 1。 2・ 5・

7・ 8

第29回紀伊國屋演劇賞の運営 演劇   1 3・ 4・5   2 1・ 2・ 5。

7

日本舞台テレビ美術家協会主催「第21 演劇

回伊藤嘉朔賞」協賛

3・ 4・ 5   1 1・ 2・ 5。

7・ 8

株式会社北川鉄工所 産業機械

資本金口 売上高日 経常利翻田 設立1941年  従業員1250人  予算決

活動名

支援形態               壼外τ
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩6

2キタガワアザレアコンサート 音楽   1 5。 9

舞 踊

群馬交響楽団
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北九州コカ・コーラボトリング株式会社 食品

資本金l口l 売上画日 経常利翻口 設立1962年  従業員約1800人  予算決

メセナ活動基本方針

1新経営理念に織り込まれた「社会の発展に寄与する」の実現をめざし、当社独自の地域に密着した地域社会貢
献活動を実施する。

2継続的に実施する地域社会貢献活動は、昨年の実績をもとに4つの支援活動(社会福祉、スポーツ活動、環境
問題、文化活動)を継続実施する。

3大型プロジェクトなどへの対応積立金を、来年開催のユニバーシアード福岡大会に充当する。
す埋形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルiJ覇生

′

人的 物的 場所 その回支援目的お笙馬

母と子のミュージカル「クマゴンの森」 演劇  1 4 4・ 11

さわやかクラシックコンサート    音楽  1

北野建設株式会社 建設

資本金日 売上高日 経常利益口 設立1946年  従業員754人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業文化の創造と確立。

2地域文化、地域社会への貢献。

3古奥・伝続芸能の普及。

4絵画・彫刻の紹介と育成。

5地域の活性化。
す幡形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

~1的
 物的 場所 その他〕

'請

1目的お讐:
北野文芸座の建設、運営       演劇   2   1    2 3  1  1     8
彫刻ギヤラリーの運営 5美術   1・4   3    2 3  1  1
動北野美術館の支援 美術   4・ 6 1   3 5

なかのアスベンミュージック

フェスティパル

音楽   1・4  1。2'3  1 ●

スズキメソード県大会コンサート
プログラム

音楽   1・4  1 4

劇団四季ミュージカル「アンデルセン」 演劇   1

京セラ株式会社 電気部品
資本金口 売上高□ 経常利固口 設立1959年  従業員1万3470人  ※帥稲盛財団

メセナ活動基本方針

1後世に伝えるに足る、文化・芸術への側面からの支援。
2大勢の人々に感動を与えた創作活動に対する顕彰。

む鰈::プ鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
"次

的 物的 場所 そα□支援目的お電高

京都賞・精神科学・表現芸術部門 1  3

現代根付彫刻展 美術   1 3 8   ●

第5回京都フランス音楽アカデミー  音楽  1 1・ 10

京都国際映画祭 映像 7・ 10

チャイコフスキー記念モスクワ音楽院  音楽   1   1    1            1・ 3・ 6
'94日 露交歓コンサート

働平安建都1200年記念協会     他            1 3  1       8。 9。 10
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助文化財保護財団平安神宮百年祭奉贅会  文歴

京都中央信用金庫 銀行

資本金□l 売上高(経営収益)日 経常利益田 設立1940年  従業員2400人  予算決

メセナ活動基本方針

1基本理念の確立

・経営者に使命感ともいえる基本理念か確立していること。

・信用金庫ということから身近な地域文化への取り組み、また、トップが特に遣詣が深しヽ美術、音楽等の分

野への取り組み。

2経営者の協力
・財団の設立や事業運営等にトップ自らか協力する姿勢を示し、メセナの意義を職員全体に浸透させてい

る。

3参加型メセナ

・資金的な援助はもちろんであるが、人的援助によるソフトの継承に重点をおいている。したかつて運営に

は積極的に参加。できるだけ企業色をださない、専門スタッフを育てることを基本としている。

4企業内文化の向上

・職員の関心を高めるため「こころと文化の21世紀へ」をキャッチフレーズとしてかかけ、金庫の基本理念を

社外・社内的に表現している。
・財団活動を社内通知文で流し、参加を求めたり、社内報や社内ビデオでPRしている。

吉 諄形 能

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル〔i験

′'次
的 物的 場所 その他]支援目的濃 3

第7回京都美術文化貴贈呈・同受貴

記念展

美術・工芸 1・ 2・ 3

5

1・ 2・ 3・   1  2。 3      1    ●   7・ 3・ 9

5・ 6

祗園祭への参画 民文 1 2・ 3 8

協和発酵工業株式会社 化学

資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1949年 従業員5300人  予算決

メセナ活動基本方針

1企業市民としての責任事項として行う。

2地域社会への選元として、青少年の健全な育成をはかるうえでの環境づくりを行う。

3社員の社会意臓や感性を高め、企業体■の改善に資する。
も嬢影籠

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンル〔i瞼 歓的 物的 新 そα岡期 目的猥 島

第7回朝日ヤングセッション平山郁夫講 他

演会「世界の文化遺跡と日本を考える」
4

劇団目党時計公演「ベイビーベイビー」 演劇   1 4 4・ 9

日本フィルニューイヤーコンサート  音楽   1 2・ 5

和泉宗家日枝神社薪狂言 演劇   1 2 1・ 2・ 5。

8

能宝生流研精会 演劇   1 2 1・ 2・ 5・

8

第6回朝日ヤングセッション梅原猛講演 他

録出版(贈呈)

2  1

朝日ヤングセッション講演録第1回 他
～第6回6冊セット作成(贈呈)

2  1

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 食品

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1960年  従業員2959人  予算決

8



企業別メセナ活動一覧

メセナ活動基本方針

“さわやかさ創造企業"のコンセプトに基づき、

基本方針として

1「企業市民」の思想を理念とする。

2広告宣伝とは一線を画して活動する。

3可能なかぎり社員0加をはかる。

4「良き企業市民」としての社会的認知をめざす。

活動方針として

1「企業の顔」が見える活動を行う。

2社会の二―ズにあった活動を行う。

3継続した活動を行う。

4企業基盤をもとに、他企業との比較および企業理念から、ふさわしい資金を負担する。

5節度あるPR活動を通じて社会の共感を得る。
す縛形鮨

活動名            芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 ■的 物的 場所 そa地〕支援目的お奎Б

さわやかチャリティーコンサート   音楽  1   1    2 6

103

プラス・エキスポ 音楽   1    7    1 4・ 9

みどりのチャリティー

「3000人の吹奏楽」
音楽 7 4・ 6・ 9

クリスマスさわやかコンサート    音楽  1 7

高松宮杯全日本中学校英語弁論大会  文学 4。 10

ミクル劇団ミュージカル協賛 演a1   1    4

近畿日本ツーリスト株式会社 サービス

資本金口 売上高日 経常利益■ 設立1955年  従業員7899人 予算決

メセナ活動基本方針

1旅行業務そのものか文化活動であり、社会貢献活動である。

2旅行業はくふう次第で本業の延長上に社会貢献の可能性をもつ。

3「旅の文化研究所」「余暇文化振興会」などの文化・教育機関を支援して、その有効活用を促進し、価値の高い旅

行の創造をお手伝いする。
苦 燿影 鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

「旅の文化研究所」支援 民文・出捐 2  3 8   ●

「帥余暇文化振興会」支援 民文・出捐 1  3 ●

株式会社クボタ 産業機械

資本0日 売上高日 経常利樹口 設立1890年  従業員1万6046人

メセナ活動基本方針

メセナ活動を社会貢献の一環としてとらえ、企業文化の確立をめざすという視点から活動内容を検討し、前向

きに対応する。
さ撻1:ク籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ(研u支援目的 あ浩輌

いずみホール企画「さすらいの軌跡―― 音楽

シューベルト」協賛

1   1

クボタ・サウンド・ライブ 音楽   1 3 2・ 11

津田洋甫写真展 美術   1 4 2・ 11

篠山民謡フェスティパル 3音楽   1    5
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大阪ジャズフェステ ィパル 音楽     1      2       1

クラヤ薬品株式会社 商業

資本翻口1 売上高日 経常利固口 設立1946年  従業員2674人
支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的 あ奎3
洋画コンクール第1回「感動する人と  美術
自然」大費展

6      1 2  3 1・ 2

7・ 9

グローリーエ業株式会社 精 密

資本金□ 売上高日 経常利益田 設立1944年  従業員1792人  予算決

メセナ活動基本方針

生活様式の変化や核蒙族化が進む今日の社会環境で育つた子どもたちに、純粋に心ふるわせる機会を与えたい

と考え、“夢を形に・をモットーに、純粋な心や豊かな創造性を大切に育んでもらいたいと願つて取り組んでいま

す。

活動をとおして、親子のふれあいをよリー層深めていただければと考え、惨加は親子同伴です。
む:●影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´ '次

的 物的 場所 その他l支援目的 お笙爵

グローリーことも劇場 演劇   1    4    2 2・ 3 4・ 5。 9

グローリー科学体験教室 2 2・3   2 4。 9。 11

株式会社熊谷組 建設

資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1938年  従業員9208人

メセナ活動基本方針

独自の方針に基づく自発的、積極的活動は現在のところ行っていない。日建連の会員として、その方針に基づ

く寄付金拠出を分担するほか、外部から支援要晴があつた場合に、活動内容を検討したうえで、主に寄付金拠出

により支援している。そのほか、必要のつど、社外の状況を勘案して、独自の判断で支援している。
t耀形鶴

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルi選
レ

駄的 物的 場所 その同蟷 目的お電3
イタリア「ポンペイ遺跡」の第1次第2次 文歴
発掘調査

8・ 10  ●

エジプトにおける遺跡の発掘調査研究 文歴 8   ●

上志比村多目的文化会館にグランド

ビアノ寄贈

音楽   1 7 2 11

平安建都1200年 記念事業 民文 8・ 9

関西立駐駅「だんじり祭り」壁画寄贈  美術

事業
5

福井県大飯町炎の大鼓大飯ブレイス

ヘの寄付

民文 8

厳島神社 災害復旧 文歴

福井春祭「越前時代行列」への寄付   民文

株式会社熊本ファミリー銀行 銀 行

資本金日 経常利益口 設立1929年  従業員1893人

メセナ活動基本方針

地域社会への貢献の見地から積極的な活動を行う。

他

6



企業別 メセナ活動一覧

支援形態             嘉.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

105
活動名

女声合唱フェスティパル 音楽   1    7 9

倉敷紡績株式会社 繊維

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1888年 従業員2927人

メセナ活動基本方針

1企業の社会的責任として、恒常的にできうる範囲で活動していく。

2弊社の創業以来の信念として、メセナ活動に対する考え方は厚く存している。
も燿形態

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル願除

.次

的 物的 場所 その他〕支援目的湯電島

財大原美術館 34      1。 2・ 3 5。 7・ 8
一術

芸

一美

工

第38回産業音楽祭関西大会 音楽   1    1・ 2・ 5  1 1・ 3

助倉敷考古館 博物 8

m古代学協会 出捐 8・ 9・ 10

帥千里文化財団 出捐 8。 9・ 10

大阪フィルハーモニー協会 音楽   1・ 2・ 3

株式会社群馬銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利翻口 設立1932年  従業員4150人

メセナ活動基本方針

1地域貢献活動の一分野として、その芸術・文化活動か地域の文化向上に貢献するものに対して支援する。

2「メセナ活動」という言葉は使用していません。したかって以下の回答については地域貢献活動のなかで、対

象か芸術分野のものについての対応状況です。
も塵形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル輌除

.́1的

 物的 場所 その他]支援目的お笙爵

群馬交響楽団賛助会員 2・ 9音楽   3   1
群馬交響楽団定期演奏会協賛 音楽   1 2・ 9

高崎元旦コンサート協賛 音楽   1 2・ 9

草津国際音楽アカデミー賛助 音楽   1 1・ 2・ 10

大川美術館活動贅助 美術   4   1 9

上毛文学費後援 文学 1・ 9

群馬交響楽団演奏会活動支援 音楽 2・ 5。 9

株式会社京葉銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益日 設立1943年  従業員2456人  予算決

メセナ活動基本方針

社会貢献活動の一環として地域文化振興を行っている。
も輻影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル田金

′́

λ的 物的 場所 そ研□支援目的お驚島

若い芽のLコ ンサート 音楽   1
Neo 5 New∨ ision CHIBA  美術   1 7
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資本金■ 売上高日 経常利翻口 設立1873年  従業員5229人  予算決

メセナ活動基本方針

1画像、映像に関する文化活動を主たる対象とする。

2当社の体力に応したムリのない体制で実施しつつ、できるかきり長期継続的に行う。
tt嘔li′鮨

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンル :資金 政的 枷 獅 そα□対 目的魏 3
コニカプラザの運営 2・ 3・ 9美術   4・ 5  4    1・ 2 3  2  1

コニカ株式会社 化学

フォトギャラリーの運営 美術   4・ 5  4    2 3  2  1 2・ 3'9

コニカ写真奨励賞制度 美術   5・ 6  4 2

宝 国小 甲 学 生俳 写 コンクー ル協資 術

学

美

文

1・ 6   4 4・ 7

コニカ生涯学習セミナー協賛 他 11

芸術文化振興基金への参加 出捐 2

新都心プロムナードギャラリー協賛  美術   1・ 3  1 2 5・ 9

コニシ株式会社 化学

資本金口 売上高日 経常利
=」

■ 設立1925年  従業員1010人

メセナ活動基本方針

会長をはじめ、会社首脳や各事業所長は個人として芸術文化支援に関与しているか、少なくとも関心を持つ人

が多い。また、社員の多くも興味を示している。しかし、企業自体としての組織的な支援の体制はまだまだでき

ていない。

94年 9月大証2部上場を機会に社内の各種組織の充実をはかっているので、今後は会社としての支援を確立し

たい。

資本金口1 売上高日 経常利翻田 設立1962年  従業員1525人 予算決

メセナ活動基本方針

1メセナ活動は企業かはたすべき社会貢献の一種である。

2当社は社会貢献として、経常収益の1%を縁資金として、各地の緑化・研究に対して援助を行っている。(直接

にはメセナではないか)

3そのほかにアルゴミュージカルを主催している。
き鱚形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回

'議

l目的あ浩働

小椋佳アルゴ・ミュージカルの新潟公演 演劇

主催

3・ 5。 91      4       2  3

株式会社コメリ スーパー

株式会社講談社 出版

資本金口1 売上高日 経常利益口 設立1909年  従業員1200人

メセナ活動基本方針

本社は出版社としての性格上、文芸、文学に関してはその振興のために各種の費を設けている。美術、音楽等

の分野の支援に関しては、そのつど協議して決定している。
吉諄 彬鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル[資金
・́
1的 物的 場所 その他〕支援目的お饉3

6現代芸術家による日本庭日の設計素描 美術   ●   1         ●



企業別メセナ活動一覧

資本到四 売上高日1 経常利益■ 設立1937年 従業員1702人  ※m新日饉文化財団 予算決
む諄影鮨

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルロ険 駄的 物的 場所 その他]支援目的お観

新日鐵文化財団への寄付 音楽   1・2  1 1・ 2・ 7

107合同製鐵株式会社 鉄鋼

サントリー株式会社 食品

資本自口 売上高日 経常利益口 創業1899年 従業員4969人  ※文化事業部(9人・1987年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

1利益三分主義

企業活動で得た利益の一部を社会に還元すべきという創業者の理念。

2生活文化企業

酒類食品という企業活動自体か深く生活文化と結びついている独自の企業風土。

3コーボレート・シチズンシップ(企業市民)

企業も社会の一員として積極的な貢献をはたすことにより、市民権を獲得すると考える。企業の“社"格、“社"

徳を精神的バックポーンにして、企業活動を行ってきた。
吉諄 ::ラ鯛

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

‐́

λ的 物的 場所 そα国支援目的お1:爵

サントリーホールの運営、公演 音楽   2 1・ 2・ 3。  1'2 1・ 2 1'2  1。 2

4           。3

1・ 2・ 3・

4・ 5。

6。 7

サントリー音楽賞 音楽   3   1 2  3 1'2       1・ 2・ 7

芥川作曲賞 音楽   3   2 2 1・ 2 2。 7

「ポリフォーン」出版 音楽 7 2  1・ 3  1・ 2 5

「ニューイヤーコンサート」 音楽 1  3   1 5

「一万人の第九」コンサート 音楽   1 1  3   1 3・ 5・ 9

サントリー音楽財団の運営 音楽 1  1・ 2・ 1。 2

3

白州・夏・フェスティバル 楽

　

術

劇

音

　

美

演

2

5      3

1       2

1  3   1 1・ 2・7

9

サントリー美術館の運営 美術 1。 2・ 3・  1・ 2・ 3・   2
4      6

1・ 2・       1・ 2 1・ 2・ 5

3

サントリー美術館大貴展 美術   1・ 2・ 5 3・5   2 3 1・ 7

シャトーベイシュヴェル国際現代芸術 美術
センターの運営(フ ランス)

1・ 2'3・   2  3   2   1・ 2

4・ 5・ 6

1・ 5 2・ 7・  ●

「ラブレターズ」制作投資 演劇 3 1 1  1
2 1・ 2・ 1    9

3

海外出版助成 文学 2  3 10

サントリーミステリー大費 文学 1・2 3 1'2

開高健賞 文学 1・ 2 3 1・ 2

サントリー文化財団の運営 他 1・2 3 11

サントリー地域文化賞        民文
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資本金口 売上高(経常収益)日 経常利翻□ 設立1876年  従業員2万2254人  ※広報部社会活動推進窒

(2人・1991年 設■)予算決

メセナ活動基本方針

1当行ではメセナ活動も社会貢献活動の一分野と位置づけている。

2この活動に対する基本取り組み方針は次のとおり。
「当行および当行の行員が、継続的に行える活動を中心に、当行の支店が存在する地域レベルでの貢献活動に取
り組む」。

社会貢献活動に取り組む目的は、企業理念の―つである「地域とのふれあいを大切にし、お客様とともに歩む

銀行」の実現をめざしていくためである。
吉纏 ::ジ鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

人的 物的 場所 そa口
'醸

:目的お笙爵

プロムナー コ 1   1 2  3 3・ 5。 9

株式会社さくら銀行 銀行

京都文化財展示室運営 民文 2  3 5。 8・ 9

貨幣資料室公開運営 2  3   2   1 5。 9

バーンズコレクション展協賛 美術   1    1 5・ 10

支店ロビーコンサート 音楽   1・3  1・ 4   2 1・ 5。 9

伊勢原ききょう音楽会 音楽   1 4・ 7   1 3  2 6・ 9

JVcメサイアコンサート協賛    音楽  1 3・ 6・ 10

株式会社佐賀銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利固2 設立1955年  従業員2137人  ※財佐賀銀行文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

財団法人佐賀銀行文化財団に対する出捐および運営。
む塵影館

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資瞼
'́次

的 物的 場所 その他]支援目的お笙Б

m佐賀銀行文化財団への寄付     出捐           1            1・ 2・ 5・

9

資本金□ 売上高日 経常利翻口 設立1917年  従業員2465人  予算決

メセナ活動基本方針

当社では企業の芸術文化支援(メセナ)と いう概念か希薄なため、芸術家の育成や創造活動を支えることを基本

的な方針として活動していません。したかいまして、地域住民の方への広報活動のツールの一つと位置づけ、沿

線居住者の好感度の獲得を目的としています。
き爆■′鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そαu支援目的 あ浩働

相鉄ギャラリー企画展 美術   1・ 4 1・ 2・ 3・  2
4

相模鉄道株式会社 鉄道

相鉄ギャラリー相鉄奨励展 美術   1・ 4 1。 2・ 3・   2  3   1    1
4

三協アルミニウムエ業株式会社 金属製品
資本金□ 売上高日 経常利翻口 設立1960年  従業員6642人

メセナ活動基本方針

地域社会に対する文化、芸術、スポーツの発展振興という視点でメセナを考え、支援また主催をしている。



企業別メセナ活動一覧

支援形態              "。 .7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ繕働

109

ホームタウンコンサート 音楽   1    4    1 9

三洋電機株式会社 家電

資本金口 売上高日 経常利壼踵]設 立1950年 従業員2万 7619人  ※社会業務センター社会文化課(5人
・1991年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

1良き企業市民として、いきいきした豊かな社会づくりの一端をにない、企業と社会の接点として、双方の二

―ズをくみあげ、共生できるようにコーディネートしていく。

2社会貢献の一環としてのメセナを通し、社員ひとりひとりか芸術・文化に興味を持ち、また積極的に参加する

文化の香りあふれる社風づくりに努める。

3単に資金を提供するだけでなく、ともに汗を流し、時間を費やし、知恵を絞り、一つの目標に向かい支援団

体とともに歩む活動をめざす。

4自社企業文化の確立を通し、結果として企業イメージ向上につなかれば幸いである。
す埋形熊

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

″

1的 物的 場所 その回劇曖目的お驚爵

第70回 白日展 美術   1・ 5

イスラエル現代美術展協賛 美術   1    5    1 4

毎日・DAS学生デザイン賞 民文

大阪シンフォニカー支援 音楽 1・ 3   1 1  2   1    1 1・ 5・ 9

大泉文化むらコンサート協賛 音楽   1    1 2・ 5。 9

「|九鴫んな学研都市フェスティパル'94」 音楽
協賛

1   1

「大阪センチュリー交薔楽団のアメリカ 音楽
合衆国公演」協賛

1・ 10  ●

社会福祉法人守口市社会福祉協議会  音楽
「チャリテイーコンサート」

1・ 5。 9

'94「国際少年少女合唱祭・大阪」   音楽  1 5 4

田大阪フィルハーモニー後援会    音楽  1 2・ 9

関西フィル八一モニー後援会 音楽   1 2・ 9

大阪ビデオコンテスト 映像

大阪ビデオコンテスト「上海での作品募 映像
集」協賛

帥上方文化芸能協会 演劇・民文  1 8'9

株式会社JEUGIA(ジュージヤ) 商業
資本0日 売上高2 経常利翻口 設立1952年  従業員350人

メセナ活動基本方針

地域における音楽芸術の普及・向上と発展に結びつくものを中心に、自主的に文化支援と育成振興に努める。
吉燿形 能

活動名        芸術分野 支援対象 ジャンルi輪
'
・́
次的 物的 場所 その回期 目的融 島

'94京都ピアノコンクール 音楽   3    1 2 1  1・ 2 1
若い音楽家のためのサロンコンサート 音楽

(シ リーズ)

2 1  1・ 2 1

財団法人京都市音楽芸術振興財団への 音楽

寄付

活動名

1   1
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資本側口 売上高日 経常利益田 設立1963年 従業員9420人  ※い日本交通公社

メセナ活動基本方針

1内外にわたる人々と文化の交流をすすめ、より豊かな生活に貢献する。

2良き企業市民として、地域の観光。文化の資源の保全振興に寄与する。
苦 撻影 籠

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩う

5・ 6・ 92 1'2・     1
3

JTB(日 本交通公社) サービス

旅行文化賞3貴 JTB紀行文学大賞、

J〒B旅行文化貴、JTB旅行写真賞の

設置

美術
文学

5      4 2 ●  1・ 2・ 3

「社の賑い」 民文 1・ 2  1・ 2・

3

8・ 9

2 ●  5。 8

四国電力株式会社 電 力

資本金口l 売上画日 経常利益口l 設立1951年 従業員5935人  ※帥よんでん文化振興財団 予算決

メセナ活動基本方針

当社は、地域共生という基本理念に基づき、「四国地域における芸術文化の振興をはかり、わか国の文化の向

上、発展に寄与する」ことを念願している。

その具体的な活動は、当社が平成3年10月 に設立した「mよんでん文化振興財団」が美術、音楽を中心とした芸

術の分野における諸活動に対する助威および顕彰、優れた芸術文化活動の鑑貴機会を四園地域に提供する」など

の事業活動を展開している。
31■ 1:′能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルロ虚
'́次

的 物的 場所 そのlL〕 支援目的お奎高

コヽ 1   1 2  3

よんでんふれあい文化講演会 他 2  3 9

働よんでん文化振興財団 楽

術

音

美

1・ 3

1・ 3

9

芸術文化活動への場所開放(よ んでん

プラザ)

美術・I芸 1

グラデ・服
デ・民文・
文学・書道

1・ 2・ 3.

4・ 5・ 6

9

株式会社滋賀銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利樹口 設立1933年  従業員2900人  ※しかきん経済文化センター(7

人・1984年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

1当行では福祉・環境とならぶ社会貢献の柱として「文化」をかかけ、地域への文化発進活動を展開している。

2この取り組みは地域の各面での繁栄なくして当行の存立基盤はないとの「地域共感」の立場に依拠するもので

ある。

3具体的には創立50周年を機に設立された「しかぎん経済文化センター」(KE:BUN)が中心となって活動を展

開。昨年度で10周年を迎えた。この間、

①KE!BUN第九コンサート=KEIBUN発足翌年の1985年 から毎年暮れに実施。滋賀県の餞末恒例行事と

なっている。

OKE!BUN友の会=会員数約3万人。銀行内の「しかぎんホール」でのコンサート(クラシック)や伝続芸能(落

語、狂言など)公演の開催を主とする活動。

③文化情報を満載した機関誌の発行。

旅行文化講演会 他

観光文化資料館(旅の図書館)の運営  他



以上のような取り組みを通し、「文化のしかきん」が次第に定着化。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的

企業別メセナ活動一覧

場所 その他]支援目的お甑
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新進若手落語会 1      6       1

大津純子バイオリンリサイタル    音楽  1   1 2

狂言のタベ 演劇   1    2 5

桂文珍独演会 演出   1    6
笑福亭仁鶴独演会 濱劇   1    6
宮本愛子マリンパの世界 音楽   1
南千勢子ピアノリサイタル 音楽   1 2

株式会社資生堂 化学

資本翻四 売上自日 経常利固日 設立1872年 従業員3734人 ※企業文化部(10人・1990年 設■)予算
決

メセナ活動基本方針

1資生堂の企業理念(美 しい生活文化の創造)と合致するもの。

2現時点で評価の定まっていないもの。

3コンテンポラリー(同時代)なもの。

4前衛的なもの。

5実験的なもの。

以上を基本的な条件としてさらに以下も加えています。

6女性の表現活動へのサポート。

7アール・ヌーボーやジャポニスムなど、資生堂が共感してきた表現様式や美意識に関連したもの。
す 鱚 1:ク籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

:´
'次

的 物的 場所 その他]支援目的お讐爵

第22回 ローザンヌ国際バレエ

コンクール
1・10  ●

ノヽ一フムーン・シアター・カンパニー  演劇  1 3 7

平川滋子個展カタログ制作支援 美術   1 5 7

ガプリエル・フォーレ ビアノ曲室内楽 音楽

曲全曲演奏会
2

飯村隆彦メディアワールド 映像 7

―島剛―我は泉に立つ 美術 5 1・ 7

女性の美―近代から現代ヘ 美術 ●  5
バニョレ国際振付賞 舞踊 1'7・ 10   ●

「熱帯樹」パリ公演 演劇   1 3 7・ 10  ●

水戸芸術館フォーラム 他 5

山海塾 舞踊 2・ 7

“いのちの輝き"作詩大賞 文学 11

森村泰昌「着せかえ人形第1号」   他 7

ダンス・ダイナミクス・ワークショップ 舞踊 11

山本丘人展 美術   1・ 3  1
第48回 日本女流画家協会展資生堂費  美術  6   2
「万作の会」特別公演―法螺侍――    演劇   1   2    1
金恵敬作品展「神話とドラマ」カタログ 美術
制作支援

1       5       1

演劇

9

9

1   1
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黒澤明ドローイング展 7・10  ●

アウグスト・ザンダー写真展 美術 4 7

ヨーロッパ現代工芸展 工芸 7

スリー音楽祭 音楽   1    2    1 3 7・10  ●

第8回日仏声楽コンクール 音楽   4   2    1
第3回釜山青年ビエンナーレ 美術   5    1・ 5   1 1・ 7・10 ●

靴のモードー400年展― 服デ 5

国際交流パサージュ・フェステパル  舞踊 7

P3-日 EDEMP丁 10N 美術   5    5 7

「10画廊からの発言」展 美術   1 1・5   1 1・ 7

前田青IB展 美術   1 2 11

第39回 CWAJ現 代版画展 美術   6    2
日本写真会創立70周年記念展 美術   1・3   4 5

サン・ヴィコール・ド・ミューネL拝堂
プロジェクト

美術   5    5 7・ 10  ●

加藤周―著「日本の心と形」翻訳 文学 10   ●

第2回21世紀版画グランプリ 美術   6   2 1・ 7

十三月物語 クロア  1 3 11

Japanese Art After1945   美術   1 1・ 3・

5・ 6

7・10  ●

国際美術館会議 (CIMAM) 他 7・ 10

アジアの創造カーAS:AN AR丁  美術  1
NOW―

5 7・ 10

CAI GU0 01ANG混 沌 美術   1    5 7

青い鳥・天衣織女ひとり芝居「ブルウー」 演劇   1    3 7

西川千麗「千麗舞の夕」 舞踊 7

工藤哲巳回顧展 美術 5 7

1994 :keda Watar Network 美術

ProJect
5      5       1 7・ 10  ●

Shinzo et Boso Fukuhara *ffi 1.3 4 10   ●

京都大学・須田国太郎研究 6 11

林辺正子作品カタログ制作支援    美術  1 6 7

資生堂アートハウスコンサートの企画 音楽
・運営

1   1。 2 3 11

資生堂ギャラリーの企画・運営 美術   4 1・ 3・ 4・

5

1・ 2,    1 1・ 7

3

ザ・ギンザ アートスペースの企画・運営 美術   4 1・ 4・ 5・

6

1.2・     1
3

7

株式会社清水銀行 銀行

資本金口1 売上高(経常収益)日 経常利固口 設立1928年  従業員1291人

メセナ活動基本方針

1地方銀行として地域文化の振興に貢献する活動に対しての支援を行っている。

2銀行全体として本部のかかわっているものは、下記記■のものが中心であるが、各営業店では作品発表の場

として、ロビー展示を幅広く行っている。

1   1

美術
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支援形態              ョ。17
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕働

113

サッカーモニュメント「勢生」寄贈   工芸 9

「版画る」'94展覧会への協賛 美術   1    2 5。 9

サッカー群像「瞬間(とき)」寄贈    工芸 9

株式会社十八銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利翻口 設立1877年  従業員2170人  ※m十八銀行社会開発振興基金

メセナ活動基本方針

地域における教育、科学、芸術、文化などの向上に資することを基本としている。
す1曇形鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル〔選

‐

■的 物的 獅 その同支援目的お笙3
作家による文化講演会開催      文学           2 1・ 2・ 2       5

3

長崎県美術展 美術   1 1・ 2・ 3'  1
4

長崎市民美術展 美術   1 1・ 2・ 3。   1
4

長崎県民演劇祭 演劇   1    3    1
長崎市民演劇祭 ilii131

昭和シェル石油株式会社 石油

資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1985年  従業員2364入  予算決

メセナ活動基本方針
1メセナ活動は企業の社会貢献活動の基本的部分である。
2可能な範囲で継続性をもたせ実施。

活動名

支援形態               ュ.、ァ
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩島

ルネサンス絵画展 美術   1 5

日本ブルガリア文化交流演奏会    音楽  1 10

昭和 シェル日フイル冠コンサー ト   音楽   1
めくり絵コンクール 他

日本百冊翻訳の会 文学 10

平野啓子お話の会 他

株式会社常陽銀行 銀 行

資本金口 売上高(経常収益)■ 経常利翻口 設立1935年  従業員4981人  ※動常陽藝文センター 予算決

メセナ活動基本方針
「地域の繁栄のなかに当行の発展の源泉がある」との当行の経営理念の基に、地域の産業、経済、芸術文化、環
境保全等のニーズに創造的に対応していきたいとの考えから、地域社会における幅広い芸術文化支援活動を実施
しております。

吉壇彩 鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 あ浩働

常陽フアミリーコンサート 音楽   1 4・ 5  1 3

「板谷波山展」 9・ 11美術   1    6 2

活動名

1

1

1          2.5。 9・
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「員理ヨシコ・雨情を歌う」 音楽   1    4・ 5。 6  1 3 2・ 5。 9・

11

新日本製鐵株式會社 鉄鋼

資本金口l 売上高口l 経常利益口l 設立1950年 従業員5万458人 新日鐵文化財団

メセナ活動基本方針

企業か社会の公器として社会とのかかわりを深めることか求められているなかで、社業を通して産業社会の発

展を支えるとともに、社会の繁栄に率先して貢献する。

具体的には、音楽分野を活動の中心とし、以下のような継続的かつ地道な活動を旨としている。

・新日鉄コンサート(昭和30年に放送開始されたクラシック音楽番組)

・新日鉄音楽賞(平成2年創設)

・紀尾井ホール(音楽専用ホール)および新日鮨文化財団の設立。
す糧形鮨

活動名               芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
.~1的

 物的 場所 そαЫ支援目的お電爵

4      1 2 1・3    1 1・ 2

「新日鉄コンサート」の開催(無料)・ 放送 音楽   1    1 2 9

クリスマスフアミリーコンサート提供 音楽   1    1 2

各製鉄所主催コンサート 音楽   1 2 1・3    1
シカゴ支店による絵画展開催 美術   1 1・11   ●

株式会社スルガ銀行 銀行

資本自口l 売上高(経常収益)日 経常利翻口 設立1895年 従業員2747人  ※帥ベルナール・ピュフェ美術

館、働芹沢・井上文学館 予算決

メセナ活動基本方針

1文学、芸術、教育などへの貢献をとおして、地域の抱える問題に前向きにかかわり支援していく。

2措施設の運営などをとおして地域文化の向上発展のお役に立ち、地元はもとより広く皆様に鑑賞などをして

いただきたい。
さ理形鶴

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

:´

み、的 物的 場所 その他〕支援目的お露島

スルガ経営講座(講演会) 9文学 2

動ベルナール・ピュフェ美術館の運営 美術   4   1・ 2   1 3 5'9

動芹沢・井上文学館の運営 文学

尚古館の運営            文歴           2            8
博物

小島伝記文学館・伝記図書館の運営  文学           2            9。 11

イベント「絵のサッカーカップ」開催  美術  1   1 4・ 11

9

2

夏休み読書感想画コンクール協賛 美術

文学

4

お客さまギヤラリーの運営 美術。工芸 4

書道

1・ 2・ 6    2 3・ 9

社史図書館の運営 民文・文学 9。 11

子供絵画展の協賛 美術   1
2

3 1  ●  4

「新日鉄音楽賞」の企画・運営
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株式会社すかいら一く その他 外食 115

資本到四 売上高□1 経常利翻口 設立1962年  従業員2660人  予算決

メセナ活動基本方針

静かに、深く、そして患永く、地道な活動を続けている。
き博形籠

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルは除

´

政的 物的 場所 その回支援目的機 3
東京交薔楽団に対する資金物的援助 6 2 2

住友海上火災保険株式会社 損保

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1944年  従業員7359人

メセナ活動基本方針

1企業にはサイエンス(経済合理性の追求)の側面とアート(企業文化の追求)の側面がある。
2当社はビッグカンパニーであるだけでなく、グットカンパニーであることをめざしている。
3メセナ活動は、グッドカンパニーであることを追求するために重要であるが、その活動は企業と社会か調和

していくために、その企業固有のフィロソフィー、文化に根ざしたものでなければならない。
す欅形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

′́

次的 物的 場所 そ(研□支援目的お奎3

1      7

「1874年一パリ(第一回印象派展)と  美術
その時代」展

1   1

平山郁夫アンコール遭跡救済展    文歴 8。 10

ソニー・ロリンズコンサート 音楽   1 4 5

大英博物館展 博物 5

大阪 トリエンナー レ1994 美術   1    2    1
オベラ「夕鶴」 音楽   1    1 2

しらかわホール 音楽   2   1 2  1・ 3  1・ 2  1    ●   1・ 2・ 9

m石川県音楽文化振興事業団(ア ンサ 音楽
ンブル金沢)

2

モーツァルト室内管弦楽団 音楽   1 2

mエー・ビー・シー音楽振興財団    音楽   1 2

鋤大阪フィル八―モニー 音楽   1 2

い日本オペラ振興会(藤原歌劇団創立  音楽

60周年公演)

3

九州交響楽団 音楽   1 2

働札幌交響楽団 音楽   1 2

働文化財保護振興財団 文歴

m世界自然保護基金日本委員会    他 10

m東京フィル八―モニー交響楽団

(第 3回 ヨーロッパ公演)

音楽   1 2   ●

m日本フィル八―モニー交薔楽団   音楽  1   1 2

関西フィルハーモニー管弦楽団    音楽  1   1 2

盛岡橋本美術館 美術   4    1 7

帥NHK交響楽団 音楽   1 2

け二期会オペラ振興会 音楽   1 3

mおはなしきゃらばんセンター    演劇   1 3

オリジナルコンサート

1   1
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メキシコババロテ子供博物館 博物 10   ●

財新星日本交薔楽団 音楽   1    1 2

m日本オペラ振興会 E*l31 2

働国際文化交流推進協会 出捐 10

名古屋フィルハーモニー交薔楽団   音楽   1 2

株式会社住友銀行 銀行

資本金口l売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1895年 従業員1万 7640人 ※社会文化事業室(3人
・1990年設■)予算決

メセナ活動基本方針

企業市民の義務である社会貢献活動の一環として実施。

1単発のものではなく継続性のあるもの。

2聴員の共感を呼び、意識の高掲かはかれる。

3次世代をになう着手を育成。

4当面、自主企画を重視。

の 4項目を活動基準としている。

活動名

支援形態          壺■7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ結働

「動物もオーケストラも好き」第3回住友 音楽
銀行スプリングコンサート

2  1 4・ 5

住友商事株式会社 商業

資本金口l 売上高口l 経常利益口l 設立1919年 従業員6600人  予算決

メセナ活動基本方針

1本業をとおしての社会への貢献に加え、グット・コーボレート・シチズンとしての社会とのコミュニケーショ

ンも重要な企業責任として期待されている。すなわち、①社会一般との対話、○地域社会への貢献、◎社会

への文化・芸術・教育的支援などがある。

2当社では◎を文化的広報活動として位置づけ、広報室か所管となり、“未来の芽を育てる・という理念に基づ

き、青少年の音楽活動(ア マチュア・オーケストラ)の支援を行っている。
す 錮影 由

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的あ浩働

ジュニア・フィル八―モニック・オーケ 音楽
ストラの支援

3

住友生命保険相互会社 生保

経常利益口l 設立1926年  従業員7万6830人  ※社会広報部(5人・1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針

1本業である生命保険業を通じて社会貢献することがます第一義である。

2同時にこ契約者などから納得いただける範囲で社会・文化に貢献したいと考えている。

3従来から取り組んでいるものを継続実施する。
t爆形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

′́

人的 物的 場所 その他]支援目的お1:3

いすみホール 音楽   1'2  1 1・ 2 1    1・ 2  1・ 2 1・ 2・ 5。

9

全日本こども絵画コンクール 美術   1'6   1 2 2   1 4

全国縦断チャリティーコンサート   音楽  1 2  3 5・ 6・ 9

オーストラリア日本語学校 文学 10   ●



働日本室内楽振興財団支援 音楽   1
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1・ 10 117
スミセイミュージックフアンタジー

杉山清貴&パブルガムフラザーズ

音楽   1 4

その他の支援

住友電装株式会社 他電機
資本0日 売上高□1 経常利樹■ 設立1917年  従業員5000人

メセナ活動基本方針

地域を中心とした文化芸術活動を支援し、地域社会への貢献、企業文化の向上をめざす。
苦諄 形 能

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルロ瞼 畑 枷 輌 その同期 目的濃 3
諏訪太鼓保存会への参加支援 民文 1  3   2 8

名古屋フィル八―モニー交薔楽団への 音楽

寄付
1   1 7

地元高校マンドリンクラフヘの協賛  音楽  1   1
博物館への寄託(タ イムレコーダ)  博物

セイコーエプソン株式会社 他電機――情報
資本調四 売上高日 経常利益■ 設立1985年  従業員1万2350人

メセナ活動基本方針

広報・宣伝活動とは一線を画し、当社が可能な範囲内での活動を実施する。
吉諄 ::´鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル田虚
'
・́
1的 物的 輌 その回銀 目的濃 爵

'94サイトウキネンフェスティパル松本 音楽   1 2・ 9。 10  (D1  3

セイコー電子工業株式会社 精密

資本自日 売上高□ 設立1937年  従業員5800人 予算決

メセナ活動基本方針

1海外の著名な音楽家を招き、芸術の振興と文化の交流をはかる。

2周辺地域の人々との交流の場をつくる。
き経形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

レ

人的 物的 場所 そα国,胡旧的お笙島

メラニー・ホリデイ オペレッタ・ニュー 音楽
イヤーコンサート

3 2

メラニー・ホリデイCDレコード制作  音楽  1   4    1 2

ウィーン弦楽四菫奏団1994年
コンサート

音楽 2

アートな時計展 楽

術

音

美

3   1    1 1・ 3・ 4

株式会社セシール その他 通信販売
資本調□1 売上高日 経常利益■ 設立1974年  従業員3800人

メセナ活動基本方針

企業活動を通して地域社会、日本そして世界の経済的・文化的発展に貢献する。

予算決

量販店セゾングループ

9
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メセナ活動基本方針

企業理念“総合生活産業をめざす"に沿って、「将来、普遍的な評価を受けるであろう芸術作品は、現在われわ

れの身の回りにいる柔軟な精神と想像力をもつ芸術家によって創作されているのであり、彼らの活動を支えてい

くことは同時代に生きるものの努めである」との日識のもとで、1.創造性 2.社会性 3.継続性をもつ良質

な文化活動を、あらゆる機会をとらえ紹介・支援していくことが、セゾングループの企業活動には不可欠であ

る。ただし、これを実現していく過程は可能な限り事業化の計画をもつことを基本とする。
き:●形籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
"l的

 物的 場所 そ(が回支援目的お笙島

銀座セツン劇場の運営・プロデュース 演劇・舞踊 1・ 2  3   1・ 2 1  1  1・ 2    5。 7・ 10

セゾン美術館の運営・プロデュース 1・ 2・ 3・  1・ 2 1
4

5・ 7・ 10美術・工芸 1・ 2・ 4
文歴。現建

サンダンス・フィルム・フェスティパル 映像

インTOKYO'94
1・ 2 1・ 5。 7・

10

さっぽろ北方田映画祭'94
1・ 2 5。7.9

10

きっぼろ映像セミナー 映像 2  2 1・ 11

京都国際映画祭'94の協賛 5・ 9・ 10

ロシア・パレエ・インスティテュートの 舞踊

運営

7・ 102

パルコ・アーバナート展の運営 美術・映像
工芸・グラ

1・ 4・ 5   1。 2・ 3。   1・ 2 1・ 7・ 10   (|)

八ヶ岳高原音楽堂の運営 音楽   1・ 2   1・ 2・ 7  2 1 5。 7・ 10

八ケ岳高原音楽祭 音楽   1・ 2 1・ 2'7   1・ 2 1。 2'

3

1・ 5。 7

10

mセ ゾン現代美術館の支援 1・ 2。 3。  1。 2'3

4

1・ 5。 7

9。 10

京都国際文化サロン(シ ンポジウム) 他 1  1・ 2・

3

5。 9。 10

田窪恭治―サン・ヴィゴール・ド・ミュー 文歴

礼拝堂プロジェクト

10   ●

ゼネラル石油株式会社 石油

資本0□ 売上高日 経常利樹日 設立1947年  従業員1306人  予算決

メセナ活動基本方針

ゼネラル石油グループは「良き企業市民」をめざし、その発展をともにする社会のために少しても役立つ社会活

動を地道に続けていく。
苦 口影 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

‐́

λ的 物的 場所 その他]支援目的お晏爵

m国際文化会館 出捐 10

m日本民芸館 民文

働日本交響楽振興財団 音楽   1
堺シティオペラ・堺フィル八―モニー 音楽

交薔楽団

3    1・3   1

西濃運輸株式会社 陸運

資本釧□1 売上高口l 経常利益!口 設立1946年  従業員1万5000人  予算決

美術

三井文庫 民文 8
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メセナ活動基本方針
1地域文化活動の支援と書豪。
2社会への利益選元の一つ。

①芸術・文化交流活動

②文化事業の開催
③文化遺産の保存

活動名

119

ン・ 5。 9

創作ミュージカル公演 濱劇   1    3 4・ 7・ 9

オペラ・ガラ・コンサート 3 5。 8。 9・

10

名古屋国際青少年音楽祭 音楽 4・ 9

長良川国際ジャズフェスティバル   音楽  1   2 5。 9

カンガルーコンサート'94 音楽   1    5    2 1 2・ 5'7・

8・ 9

ひだ。みの文化のつどい 1,2・ 3・

5・ 7・ 8・

9

積水化学工業株式会社 化学

資本調日 売上国日 経常利益口 設立1947年  従業員5930人

メセナ活動基本方針

1冠イベントは極力避け、地域の文化活動や若手芸術家への支援を中心とする。

2業績にかかわらす、長期的に継続支援する。

3当社創立50周年(1997年 )に向けて核となる活動テーマづくり。
む撻影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

.1的

 物的 場所 その他]支援目的お螢爵

セキスイ八―トビートミュージカル  演劇  1 4

熊日セキスイ文化講演会 文学

島本町音楽協会への賛助 音楽   1
図書寄贈(つ くば市立図書館) 文学

セキスイモーツアルトアンサンブル  音楽

演奏会

音楽ホール貸与とビアノ購入 音楽   1 1  1

セキスイフアミリーコンサート    音楽  1 9

株式会社全教研 サービス

資本金口1 売上高日 経常利益l■l 設立1977年  従業員167人 予算決

メセナ活動基本方針

1地域文化の発展。

2教育のための環境づくり。

活動名

支援形麟

芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お驚Б

全教研教育文化講演会 他 2 6・ 9

支援形態              壼、,
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

音楽   1    1     1
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メセナ活動基本方針

1社会をより■かで楽しいものにするためには、多面的な文化芸術活動が必要である。そのためには、行政だ

けでなく、民間の援助か必要と考える。

2当社の事業活動の領域を考慮し、音楽分野を中心に活動する。

3活動は主に、当社か設立した財団を中心に行う。
む鱚::´鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕働

東京フィル八―モニー交響楽団活動  音楽

資金
3      1・ 2・ 3    1 2

ソニー株式会社 家電

2

日本リヒャルト・シュトラウス協会
オペラ公演

2

早稲田大学交響楽団ワールド・ツアー 音楽   1・4  1 3。 10  ●

ヨハン・シュトラウス研究所活動資金 音楽 8   ●

石井竜也 (米米クラブ・ボーカル)未来  美術

遺跡展
1。 3・ 5 2

城戸真亜子展 1・ 5 2

革月美術館ビデオ・インスタレーション 美術   1    5 7

松本なおみワークショップ 3       1 2・ 7・ 10 ●

青少年の心を育てる会ミュージカル公 演劇

演
4 2・ 4

飯村隆彦展 1・ 2 1 2

原美術館ナムジュン・パイク ビデオ

アート
2

現代根付展 工芸 8。 10  ●

ソニーミュージック・フアウンデーショ 音楽
ン活動資金

1・ 3。 4  1。 2・ 4    1 1～10

サントリー音楽財団 出捐 1・ 2。 3・  1'2'3

4      4
1～ 10

日本芸術文化振興会 出捐 1～ 10

株式会社タダノ 産業機械
資本0四 売上筒日 経常利樹田 設立1948年  従業員1831人  予算決

メセナ活動基本方針

1利益の一部を地域社会に還元する。

2地域に密着し、社員も参加した活動を展開する。

3結果として、企業のイメージアップにつなかる。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編

タダノ・サマーミュージカル 浸劇   1 4 2  3 5。 9

イースター島モアイ像修復活動    文歴 2 2'31 8。 10  ●

ダイソー株式会社 化学

資本金□ 売上高日 経常利益田 設立1915年  従業員700人 ※管理部(4人 )予算決

日本シューベルト協会コンクール   音楽  1   1
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メセナ活動基本方針

1企業が社会の構成員である以上、社会に対する奉仕活動は当然行うべきである。

2しかし、企業は企業活動を有効に行っている限り、企業活動そのものか社会への貢献であると考えるべきで

ある。

3奉仕活動は、企業としての成果である収益の一部を、それぞれの企業の実態に応じて選元するものであり、

ほかから強制されるべきものではない。
す経形能

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンルは詮 ■的 物的 輌 そ例□期 目的お電島

大阪フィル八―モニー協会 1'2

121

音楽   3   1
千里文化財団 博物 5。 8・ 10

株式会社大光銀行 銀行

資本金口1 売上高(経常収益)日 経常利益口l 設立1942年  従業員1358人

活動名

支援形態              3■ 7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕島

6。 9

長岡交響楽団への活動支援 音楽 1  3 3・ 9

大正製薬株式会社 医薬

資本金□ 売上国日 経常利益口 設立1928年  従業員4700人

メセナ活動基本方針

1当社が必要とみなす各種の活動に対しては、適宣その支援を行うものとする。

2支援活動は、特定の分野に限定することなく、幅広く行うものとする。
苦椰 影 籠

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルi輪
:″

政的 物的 輌 そα□端 目的謗 高

ィル八―モニーコ 1   1 9

カザルスホールコンサート 音楽   2   1

資本金口 売上高日 経常利壺塵1設 立1917年 従業員1万 3551人  ※社会交流室(6人・1993年設置)予
算決

メセナ活動基本方針
1アート・コレクション①ル・コルビュジェ作品収集・管理

○門脇俊―の作品収集・管理

2アート活動    ①ギャルリー・タイセイの運営

○保有コレクションなどによる社内外での展覧会

③社内外におけるアート展示の指導
④支店におけるアート活動の指導

3アート活動支援  ①演劇上演・コンサート・展覧会などの芸術イベント

○芸術制作
③芸術保存
④芸術蒙養成

以上をとおして、当社の企業使命「人がいきいきとする環境を創造する」を実行する。
も 欅 1:多鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ諸働

2・ 5・ 8

大成建設株式会社 建設

門脇俊―パリ展 美術   3    1 ●  2・10  ●

ギャルリー・タイセイの運営 美術     4      1・ 2・ 6   2 5

大光チャリティフアミリーコンサート 音楽  1   4    2 3

門臓俊―展             美術   1   1    2 3    1
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コーボレートアートコレクションII

ヨーロッパの近代絵画

美術   3    1 ●  5

ホテルオークラ「企業秘蔵の名品展」 美術   3   1 ●  5。 6

障害者アートバンク大賞 *frij 1・ 7

わたぼうし語り部コンクール 他 11

広島交響楽協会 音楽   1 5

プリガムヤング大学シンセシス公演  音楽  1   3 3・ 5

ギャルリー・タイセイ障害者アート
バンク展

美術   1    1 1・ 5'7

ギヤラリー大手門の運営 美術   1 2・ 3・ 4・ 2・ 5

東京フィル八―モニー交響楽団    音楽   1   1 5

エー・ビー・シー・音楽振興財団 音楽   1 5

若い音楽象を励ます会 音楽   1
九州交響楽団 音楽   1 5

日本ハンガリー友好ビアノコンサート 音楽  1 5'10

函館白百合学日高校吹奏学部 音楽   1
富城フィル八―モニー協会 音楽   1
フィレンツェ・ルネサンス素描展   美術  1
世界現代建築展in HARUMI    現建

「イタリア歌曲集」コンサート 音楽   1
印象派とフランス近代絵画の系譜展  美術   1
札幌こどもミュージカル「ポロリンタン」

少年。少女囲碁全国大会 他

秦の始皇帝とその時代展 文歴 5

第39回CWAJ現 代版画展 美術   1    2 5・ 7

日本文化デザイン会議94福 岡 グラデ 11

国際親善交流特別演奏会 音楽   1 5。 10

大成建設クラシックスペシャル

日フィルコンサート
音楽   1 5

日本障害者芸術文化協会 音楽   1    1・ 3 1・ 7

大同生命保険相互会社 生保

経常利益□ 設立1902年  従業員1万 127人 ※m大同生命国際文化基金 予算決

メセナ活動基本方針

1当社は「創業95周年に至る経営ビジョン」の一つとして、「広く文化と福祉の向上ならびに地域経済の発展等に

資する企業活動を展開して、社会の信頼と負託に応える」としており、企業と社会の共生という基本的な観点
からメセナ活動に対応している。

21985(昭和60)年 3月に1勘大同生命国際文化基金を設立、国際相互理解の促進をはかり、わが国の国際化に貢

献することを目的に「アジア現代文芸」と題するプログラムを設け、日訳出版を行うなどの活動をすすめてい

る。

新宿梁山泊公演(フ ランスアビニオン・ 演劇           1            1・ 7・10 ●
東京新宿)
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支援形態              ぉ.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ告島

123
活動名

大同生命国際文化基金 3

大同特殊鋼株式会社 鉄鋼

資本自口 売上高日 経常利樹田 設立1916年  従業員7200人  予算決

活動名

支援形態              薔.7
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩島

2・ 5・ 9

大日本印刷株式会社 他製造 印刷

資本金口l 売上高口l 経常利翻□ 設立1894年  従業員1万4308人  ※lcC本部(13人・1991年設置)

メセナ活動基本方針

当社の保有する印刷技術を媒介とした芸術活動を支援する。

活動名

支援形態              壼
“
7

芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ著i

グラフイックデザインギャラリー「ggg」 グラデ
「DDD」運営

2  3   2   1 1・ 2・ 5

10

ヨーロッパ写真館作品寄贈 美術   2    4 ●  10   ●

JAGDAIN YOKOHAMA19(M.  グラデ 2 7

世界ポスタートリエンナーレトヤマ1994 グラデ 2 7

URBANAR丁 パート3 グラデ 2 7

大日本製薬株式会社 医薬

資本0□ 売上高日 経常利翻口 設立1897年  従業員2796人

メセナ活動基本方針

郷土文化の保存・育成。

活動名

支援形態              薔.7
芸術分野 支援対線 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩島

道修町保存会 民又 1  3 8

天神祭渡御行事保存会 民文 9

上方文化芸能協会 民文 9

米子彫刻シンポジウム 美術

大和證券株式会社 証券

資本金口l 売上高日 経常利樹口 設立1942年  従業員9000人  ※働大和日英基金 予算決

メセナ活動基本方針

1日英の文化・学術・芸術の交流を通して、両国のこの分野における発展に寄与する。

2利益の社会選元。

3企業のイメージアップをはかる。

4企業文化の確立に資する。
す経形鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル暉瞼
'´

駄的 物的 獅 その回鰻 目的お笙昌

踊

文

舞

民

楽

術

劇

芸

百

美

演

工

大和 日英基金 4。 10  ●

「名演奏家シリーズ」に協賛      音楽  1   1    1
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資本金口l 売上高(経常収益)【】 経常利固口 設立1971年  従業員1万 9189人

株式会社第一勧業銀行 銀行

メセナ活動基本方針

1継続性。

2地域的に偏りかないこと。

3広 く国民の支持を得られるもの。

4営利を目的としない。

活動名

支援形鮨               嶽
",芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所その他]支援目的あ急島

行員楽団によるコ 1    1・4 3 9

資料展示室の運営 博物 3   1    1 8

第一生命保険相互会社 生保

経常利1組ヨ 設立1902年  従業員7万4450人  ※社会文化事業室(5人・1991年 )予算決

メセナ活動基本方針

1地道だか真摯な企業イメージの獲得。

2限 られた予算内で、最も効果を上げるフィランソロビー施策、メセナ施策の実施。
3「育てる」という基本コンセプトを継続して重視。
4取 り組みへの視点として「地域」を重視し、支援の強化をはかる。

も鱚彩籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

:´

取、的 物的 場所 その回支援目的お讐高

VOCA展 '94 美術   1    1 2  3 1・ 5'7

クラシック室内楽「東京ゾリステン」 音楽   1   1    1            5
親子のためのコンサート

劇団「扉座」公演           演劇   1   3    1            1'5
ショスタコーヴィチ・フェスティパル 音楽   1 5

山田かまちアー トキャラバン 美術   1 5

秦の始皇帝展 美術   1 5・ 8

第一製薬株式会社 医薬

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1918年  従業員3846人  予算決

メセナ活動基本方針

1企業スローガン「いのち、ふくらまそう」の具現化の一つである。
2世界の健康文化に貢献し、人々の手にする「いのちの■び」をわか喜びとして共感し、その実現に向かって限

りなく挑戦していく。

3業績に左右されることなく、“継続"を 基本姿勢とする。

支援形態

活動名               芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 獅 その他]支援目的お讐爵

第一製薬ヒユーマン・シアター    演劇   1
劇団四季「この生命(いのち)は 誰のも

の?」

3 2 2

第一製薬ヒューマン・シアター    演劇   1   3    2            2
劇団四季「八ムレット」

日本経営クラブ若い音楽家を励ます会 音楽  1   1    1            1。 5

日本経営クラフアートを楽しむ画廊  音楽
コンサート

1・ 5

日本フィル八―モニー交薔楽団会員  音楽   3   1 2・ 5
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株式会社第四銀行 銀行 125

資本到日 経常利益口 設立1873年  従業員3273人  予算決

メセナ活動基本方針

1広く地域社会に貢献する活動であること。

2当行の企業文化創造に合致する活動であること。
き燿]:´能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩6
だいしホールの貸出(運営) 2      1・ 4・ 5   2 1  1 1・ 2・ 3

だいしホール自主企画事業(だいし
ライフアッフコンサートシリーズ)

音楽   1・2  1。 4   2 1

ベートーヴェン第九演奏会 音楽   1 2  1 1・ 3・ 9

第百生命保険相互会社 生保

設立1914年  従業員1万3000人  ※広報部社会文化担当(2人・1991年設置)予算決

メセナ活動基本方針

企業理念の「社会文化への貢献」の精神に基づき、良き企業市民として地域社会とともに歩み、社会と人々の文

化への貢献活動を展開し、心豊かな生活づくりをめざす。
tt● I;´鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'次

的 物的 場所 その他〕支援目的湯笙爵

第百生命スペシャルコンサート :チ ェ 音楽  1 2。 10

コ・フィ′り 一ヽモニー管弦楽団日本公濃

「川崎静子賞」の贈呈        音楽  4   3   1           1

資本翻口 売上高日 経常利益口 設立1923年  従業員1792人  予算決

高砂熱学工業株式会社 建設

活動名

支援形態               奎.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩6

原美術館メンバーズ・シップ 美術   1・4   1 7

東京フィル八―モニー交薔楽団会員  音楽  3   1
森村泰昌展覧会協賛 美術   1
ショバン&ミ ュージックフェスティバ 音楽

ル協賛

1・ 2     1・ 2      1

彫刻の森美術館記念噴水公園展協賛  美術  1・ 4  1・ 3   1
渋沢青渕記念財団会員 出捐

日壊文化協会会員 出捐

資本到□1 売上高日 経常利益田 設立1831年 従業員9096人  ※本社広報室企業文化担当(2人・1992年
設■)

メセナ活動基本方針

経営理念 Fいつも、人から」のなかで、「文化・芸術の振興につとめ、新しい感動を育てます」と明示してい

る。また、企業文化活動のコンセフトとして“社会から共感される"活動を指向している。
も燿影趨

活動名             芸術分野 支援対象 ジヤンル [資金

´

歌的 物的 場所 その回支援目的お1:爵

美1徳

'     5      1。
2・ 3    1  2・ 3

株式会社高島屋 百貨店

公益信託タカシマヤ文化基金

1。 2'3・
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公益信託高島屋スカラーシップ基金 映像・グラ
デ・服デ

1 2・ 3 4。 10  ●

株式会社高田工業所 建設

資本到口1 売上高日 経常利翻■ 設立1948年 従業員1900人  ※社会貢献課(4人・1992年 設置)

メセナ活動基本方針

地域社会の発展・活性化に寄与し、企業市民として少しでも社会に貢献したい。
吉 撼影 館

活動名                 芸術分野 支援対象 ジヤンル [資金 人的 物的 場所 そ研日支援目的 5浩働

子どもミュージカル劇団 澳劇   1    4    1
全九州高校囲碁大会 他

演劇   1    2
黒崎祗口献燈ちようちん 民文

瀧定株式会社 商業

資本金口 売上高日 経常利固口 設立1940年  従業員1414人

メセナ活動基本方針

1各種の芸術文化活動に対する協賛により、地域文化の振興と活性化を促進し、中部地区を世界に開かれた魅

力ある地域にしたい。

2企業として、社会への貢献活動の一助としたい。
吉 諄形 能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'
・́
1的 物的 場所 その他〕支援目的お笙3

名古屋国際音楽祭 音楽   1
ナゴヤファッション協会 服デ 1   3

ウィーン音楽コンクール 音楽   1 9。 10

名古屋フィル八―モニー交薔楽団   音楽   1 1・ 9

名古屋ボストン美術館 美術   4    1 9。 10

株式会社竹中工務店 建設

資本到目1 売上高日 経常利翻口 設立1899年  従業員1万769人

メセナ活動基本方針
「最良の作品を世に適し、社会に貢献する」という経営理念のもと、時代に対応したメセナ活動を展開する。

ti口 ::プ鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

人的 物的 場所 そαu支援目的お奎爵

東方道具見聞録東京展開催      博物 8。 92  3   1    1

コーボレートアートコレクションII

ヨーロッパの近代絵画展
5。 7

第10回東京の夏音楽祭'94 音楽   1 5 2・ 7・ 8

浜離宮朝日ホー′K)4年度特別企画コン 音楽

サート ベートーヴェン全交書由連続

コンサート

2・ 5・ 8

'94サ イトウ。キネン・フェスティパル 音楽

松本

2・ 5。 8

'94 BOX ART OSAKA 美術   1    5    2 1・ 3 1  1 5

大阪フィル八―モニー定期演奏会   音楽  1 2・ 5。 8

法隆寺焼損金堂・壁画等特別公開   美術   1 5。 8

ロンドン・ミュージカル「レ・ミゼラブ′例 演劇   1 4 1・ 7・ 10

曲里ろうそく能

美術   1    1

1   1

1   1
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武田薬品工業株式会社 医薬

資本a口 売上高日 経常利甍口 設立1925年  従業員1万1160人  予算決

メセナ活動基本方針

1当社の第一項目
「公に向かい国に奉するを第一義とすること」のことく、社会に奉仕することによって「良き企業市民」として

の責任をはたす。

2当社の企業理念
「人々の健康とすこやかな生活に貢献する」にあるように、すこやかな生活を築くために、芸術・文化・学術の

面でも幅広しヽ支援活動を行う。
き燿影熊

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'人

的 物的 場所 その他]支援目的お笙Б

「ロンドン・シンフォニー・オークストラ 音楽
欧州公演」への協賛

2・ 7・ 10  ●

「武田科学振興財団生命科学シンポジュ 他
―ム」開催
「カザルスホール倶楽都」への協賛   音楽  1   1    1            1'7

資本金田1 売上高日 経常利劉■ 設立1949年 従業員90人

メセナ活動基本方針

1茶道具製作にかかわる新人の登竜門を設けること。

2茶道具の「用と美」の追求に主眼をおく。

3流儀にとらわれることなく、広く茶道界全般にわたる工芸作家の発掘・育成をはかる。
す1■形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

′́

λ的 物的 場所 そαu支援目的お笙3
'94淡交 ビエンナーレ茶道・美術公募展  工芸 2  3   1    1

株式会社淡交社 出版

チェースマンハッタン銀行 銀 行

設立1945年

メセナ活動基本方針

アメリカの優れた芸術文化を日本に紹介する。

株式会社千葉銀行 銀行

資本側口1 売上高(経常収益)■ 経常利益□l 設立1943年  従業員5013人  予算決

メセナ活動基本方針

千葉県を代表する企業として、また地域の金融機関として、地域の芸術・文化振興に貢献する。
む燿形能

活動名             芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

´

■的 物的 場所 そα□支援目的あ奎爵

ちばきんアートギャラリーの運営   美術   4   1・ 2・ 6  2

ちばきんひまわリコンサート 2 9

株式会社千葉興業銀行 銀行

資本金口1 設立1952年  従業員2200人  ※地域貢献室(2人・1993年設置)

メセナ活動基本方針
企業理念である「地域とともに」「お客様のために」「親切の心で」に基づき、地域に存在感のある行動をする。

1   1

1。 2。 3・

9
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活動名

支援形態               壼外r
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そ(研u支』目的あ浩働

コスモスコンサート 音楽   1 2 1・ 9

歩会彫刻展 工芸 1・ 2・ 7

資本金口l売上高(経常収益)日 経常利益田 設立1952年 従業員731人  ※広報室(4人・1990年設置)

予算決

メセナ活動基本方針

当行の地域活性化助成制度により、地方団体または文化団体か主催。後援する著名な美術・工芸展・音楽祭など

に対して主催者への資金援助、または入選者への特別賞授与などの助成。
き鱚彩鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 政的 物的 場所 その他]支援目的お電島

筑後美術展 美術   2    1 3・ 5。 9

株式会社筑邦銀行 銀行

賢順記念全国争由祭 音楽   1 5 5・ 8。 9

久留米音協 音楽   1 2 5。 9

中国電力株式会社 電 力

青木繁記念大賞公募展 美術   1 1・ 5。 9

資本金口l 売上高口l 経常利壺菫】 設立1951年  従業員1万 1400人  ※囀|エネルギア文化スポーツ財団 予算

決

メセナ活動基本方針

1方針への合致

・目的の明確な活動であり、その活動か当社の方針(企業理念)と合致していること

・企業イメージの向上に資すること

2社会的ニーズの反映、話題性
・多くのお客さまから期待、希望されていること

3地域性
・中国地方を対象とする活動であり、その活動か地域に密着していること(地域かつくり育てた技術。文化の青

成)

・できれば中国地方の一体化につなかること

4公共性(社会性)

・主催者が明確であり、ある程度の規模(会場、動員数)が期待できること。特定の団体、思想釣、宗教、政治色

のある活動は支援しない

5将来性
・新しい地域社会の創造につなかるもの(地域の活性化、文化向上への提案型活動)

6その他
・継続性の重視
・活動の公表(冠イベントなど)

・ふれあいの重視
・効率的な運営

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編

ドリームコンサート 音楽   1 2 6・ 9

広響マイシティコンサート 音楽   1 2 9

広■KBSジ ヨイントコンサート   音楽  1 2 9,10

オペラフェステイパル 音楽   1 3

2広響FMポ ツプスコンサート 音楽   1 4 9

9
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野ばら座オペラ公湊 音楽   1    3 129
ジョイントコンサ 音楽  1 4 4・ 9

― ト

ツカモト株式会社 商業
資本0日 売上高日 経常利益田 設立1920年  従業員790人 予算決

メセナ活動基本方針
1日本古来の伝続的な文化の伝承に対する援助活動。
2地域文化の発信に対する援助活動。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お笙爵
近江商人記念館の運営 文歴 2  3   1    1 11

工芸 2  3 2

TOA株式会社 家電
資本金□ 売上高日 経常利薗田 設立1934年  従業員900人 ※ジーベツク(15人・1989年 設置)予算決
メセナ活動基本方針
1本業である社会の音、公共の音をよりよくするための活動に役立てる。
2世の中に「音」への関心を高めるための一助とする。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お甑
SO∪ ND WONDERLAND 楽

像

音

映
4 1 1  1  1 5。 11

XEBECの 運営

踊舞

他

楽

　

術

劇

像

童
日
　

美

濱

映

1・ 2・ 4・  2
5'7

5。 6

3

1・2 1 11

TDK株式会社 電気部品
資本0ロ 売上高日 経常利ヨ狙]設 立1935年  従業員5200人 予算決

メセナ活動基本方針

弊社はオーディォ・ビデォテープを販売しており、音楽分野を中心に、海外のビッグアーティストのコンサー
トを支援している。ただし、最近、オーディオ・ビデォテープ部門の業績が悪化しており、支援の規模が縮小し
てきている。

支援形態
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所活動名 その他〕支援目的お電3

財NHK交響楽団 音楽   1 2

音楽   1 2・ 5
囀日本オペラ振興会 音楽   1    1 2

国際音楽芸術家協会 音楽   1    1 2・ 10

ボスト 音楽   1    1 4・ 9  ●
シカゴ・ラビニア音楽祭 音楽   1 9   ●

フィル・コリンズ
2・ 5  ●ヨーロツパツアー  音楽  1   4

東京音楽文化協会



*2t lG*Euxlzr-,Eo

130

資本目日 売上高日 経常利固口 設立1943年 従業員669人
株式会社テザツク 金属製品

メセナ活動基本方針

特になし。ケースバイケースで検討する。
支援形態

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お電Б

大阪フィルハーモニー協会 1   1

m文楽協会 演劇   1 8

テレビ大阪株式会社 放送

資本倒口 売上高日 経常利樹田 設立1981年 従業員137人 予算決

メセナ活動基本方針

社会常識に

活動名

したがって、ヶ―スバイケースで柔軟に対応。

支援形態

芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的湯笙爵

大阪トリエンナーレ 美術   2 7・ 9

放送番組国際交流 映像 10

株式会社電通 広告

資本金□ 売上自日 経常利翻口 設立1901年  従業員5862人 ※m吉田秀雄記念事業財団

メセナ活動基本方針

特になし。

活動名 芸術分野 支援対象

t理 ::多鮨

ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ編

日本室内音楽財団支援

サントリー音楽財団支援 音楽

NHK交薔楽団支援 音楽   1    1
日本フィル八―モニー交口楽団支援  音楽  1   1
読売日本交響楽団支援 音楽   1    1
カザルスホール支援 音楽   2   1
広告電通費 2  3

学生広告論文電通費 2  3

電通フォーラム 2  3

電通コミュニケーションワーク

ショップ

2  3

電通ギャラリー 2  1    1    1

株式会社トーエネック 電気工事他

資本金ロ 売上高日 経常利固口 設立1944年  従業員7190人 予算決

メセナ活動基本方針

特に力を入れているのはフィランソロピー(地域貢献)のほうだが、メセナに対しても徐々に参加していく。

1   1
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活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジヤンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
海外で
の活動
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名古屋フィ 音楽   1
竹沢恭子バイオリン・リサイタル 音楽   1 2

トヨタ自動車株式会社 自動車
資本0回 売上高日 経常利翻口 設立1937年 従業員7万1000人
設置)/mト ヨタ財団 予算決

※社会貢献活動委員会(19人・1989年

メセナ活動基本方針
1メセナ活動を含む社会貢献活動全般に対する取り組みにあたっては、
・経営環境に左右されることなく継続的に取り組み定着をはかる
。社会ニーズを見極め、国際社会・地域社会に溶け込んだ活動を推進する
の2点を基本方針としている。

2このなかでメセナ活動においては文化基盤の充実につなかることを方針として、
。「育成」と「裾野の拡大」
・地域の文化活動の促進と活性化

の2点に重点をおいた活動への支援に継続的に取り組む。

活動名
支援形態               翔ゃ、

芸術分野 支援対象ジヤンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕島
「トヨタコミュニ

(年間60回 )

イコンサート」開催 音楽   1   1 2 1・ 2・ 3・ 9
3

「トヨタ青少年オーケスt-=+p>a)a* 1 1 21,2, 3・ 4
開催 3
「トヨタミュージックライプラリー」 音楽   1   1 2 1・ 3 1 3
運営

「アマチュアオーケストラフェスティノヽ 音楽
ル」協賛

1・3   1 2 １
。

３

3

「アフター5(フ アイプ)コ ンチェルト」 音楽  1   1 2 2 3・ 10

3
「トヨタクラシックス・ワールトオブ  音楽
ハーモニー(ア ジア公演)」開催

1   1 2 1,2・ 5。 10  ●

3
「ジャバン・ヤングアーティスト・チェン 音楽   1 2
バーミュージック・ソサエティ」支援
「第163・ 164回毎日ソリステン」協賛  音楽  1
「トルコ共和国フレジデンシャル交響 音楽  1 2・ 10
楽団公演」協賛
「バシフイツク・ミュ―ジツク・フェステ 音楽   1。4  1 3・ 4。 10
イパル(PMF)」 協賛

「PMFオーケストラ東京公演」協賛  音楽  1   1 3・ 4。 10
「PMFウ ィーン演奏会―ウィーン 音楽

フィルの仲間た

「第15回霧島国際音楽祭・講習会」協賛 音楽   1・ 4   1 3・ 4・ 9
「第7回国際親善交流演奏会」協賛 10

トヨタ音楽■)

2・ 7・ 8

音楽   1    1    1
詈雪うに

-    1・
3。 4  1      1
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名古屋フィル・新日本フィル・日本   音楽   1
フィル・

ンサート」協賛

2
132

1・ 3。 10

「栃木・蔵の街音楽祭」協賛 音楽 2・ 9

「 第4回グリーンコンサーツ」協賛   音楽   1   1 1・ 3・ 9

「第3回東京フィルハーモニー交■楽団 音楽

ヨーロッパ公演」協賛

2   ●

「第49回国民体育大会若しゃち青少年 音楽   1 4・ 9

コンサー

「オラトリ タケル」協賛 1       3 2

「神戸アーバンオペラハウス公演」協賛 音楽   1   3 2・ 3'9

「子供による子供のためのオペラーみみ 音楽   1    3 4・ 6・ 9

ンフアンタジー」協賛 音楽   1 2・ 10

「グレン・ミラー没後50周年記念コンサ 音楽   1 4 2・ 10

―卜」協賛

「とよたミュージツクパトル」協賛   音楽  1   7 1 1・ 2

3

1・ 3・ 4・

5。 9

「第4回インターナショナルオルガンフ 音楽   1    7 2・ 10

ェスティパル インジャバン

音楽   3   1
「香月泰男展」協賛 美術   1 2

「戦後日本の前衛美術―アメリカ巡回

展」協賛

美術   1 1・ 3 5。 7・ 10  ●

「ワンダーアートコレクション'94」協賛 美術   1・ 2  1・3   1 3・ 11

「第1回シアターコクーン戯由賞」協賛 演劇   1・4  3
「ダンス・ダイナミクス(ダンス・

ヮークショップ)」協賛

4。 11

「中部の伝統的工芸品まつり」協賛 工芸 8。 9

「和泉宗塚・第6回名古屋薪狂言」協賛  民文 2・ 8。 9

「まつり博・三重」協賛 他 5。 9・ 11

「アート講座―アートを学ぶ I・ ll」 協賛 他 11

「アートマネージメント・トレーニング 他

・プログラム」協賛

5。 11

「第1回アートマネージメント・シンポ 他

ジ ウ

「ミュ ピー1994」 協賛

株式会社十勝毎日新聞社 新聞

資本金田 売上高田 経常利1」□ 設立1919年 従業員182人 ※事務局(2人 )

メセナ活動基本方針

1多ジャンルにわたり、コンセプトの説明はむすかしい。

2中央と異なった地域性、憫習など表現できない事柄が多い。

3また、分野(た とえば音楽などのジャンル)に よる公共性、オリジナル性を分類するなどの違いなどもありむ

ずかしい。

1   1
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支援形態               薔.7
芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急島

133
活動名

中国六千年の秘宝展 美術   1 6      1・ 2 1・ 2 5・ 8・ 9・

10

太田ジュニアオーケストラ音楽交流演 E* 1,4 1 1  1・ 2・

3

1・ 3・ 4・

9奏会

交響詩「十勝」特別演奏会cD制作   音楽 1   1・ 2・  1・ 2

3

5。 9。 10

東亜建設工業株式会社 建設
資本0日 売上高日 経常利固日 設立1920年  従業員2867人  予算決

メセナ活動基本方針

企業のはたす社会貢献活動の一つの形として「芸術文化支援活動」をとらえ、それに取り組んでいる。

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的
海外で
の活動

東亜建設工業フアミリークラシックス 音楽   1 7
日本フィル第187回名曲コンサート

東海テレビ放送株式会社 放 送
資本金口 売上高日 経常利益■ 設立1958年  従業員388人 ※1帥東海テ レビ国際基金

活動名
支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編
NAGOYA E丁 映像

堀川夢フェスタ名古屋電飾船パレード 民文

シレラ 舞踊

ワールド・チルドレンズ・フェスティパル 舞踊

からくり夢工房 民文

名古屋城夏まつり 民文

日本新工芸展 工芸

東海テレビ文化賞 他

東海テレビひまわり賞 他

東海テレビスポーツ・ 他

オペラ・ガラコンサート 音楽

杉本健吉展 美術

福社文化事業団・チャリティ映画祭 他

ビデオ作品贈星

大須演芸場への招待(年6回、200名) 他

名古屋フィル八―モニー交薔楽団への 他            1。 2
特別会員(助成)と番組制作による支援

KIDS WORLD'94地 球の国    他            1

他

楽会への無料招待

福祉文化事業団母子寮・養護施設等に 他
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テレビアホールのソフト企画 2

東海旅客鉄道株式会社 鉄道

資本金口 売上高日 経常利樹四1 設立1987年 従業員2万2810人  ※mJR東海生涯学習財団

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お驚3

「山口蓬春記念館」運営 美術   4    1 1  3 5。 9

「平安神宮社しだれコンサード94」協賛 音楽   1   2 9

「大覚寺観月のタベコンサート」主催  音楽  1   1 2 5・ 9

「讀歌『第九』コンサート」協賛 音楽   1    1 3・ 9

「ジャバン・ヴイルトウオーゾ・シンフォ 音楽
ニーオーケストラ公演」協賛

1   1 2

「オペラ入門講座」協賛 音楽   1 3

「オペラ・ガラ・コンサート」協口1    音楽  1 3

オラトリオ「ヤマトタケル」公演協賛  音楽  1 3

東京海上火災保険株式会社 損保

資本金口 売上高日 経常利樹□1 設立1879年 従業員1万4900人

メセナ活動基本方針

弊社は「良き企業市民として人権を尊視し、広く地域・社会に貢献する」ことを経営方針の一つにしている。

活動名

支援形態               菫外7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ落う

トウキョウ・マリン・ギャラリーの運営 美術   4

工芸・グラ
デ・書道・

他

1・ 2。 3・

4・ 6

3   1    1 3

働ユネスコアジア文化センターの助成 出捐・他

「上村松菫・淳之展」(主催朝日新聞)  美術  1
「レジェ回顧展」(主催東京新聞)   美術  1   1
「シカン発掘展」協力 美術   1    3
「松本哲男展」(主催読売新聞) 美術   1    1
「知られぎるモデイリアーニ展」協力  美術  1   1

東京ガス株式会社 ガス

資本到口 売上高日 経常利益口1 設立1885年 従業員1万2000人

予算決

※生活文化センター(2人・1991年設置)

メセナ活動基本方針

「より住みやすい社会」をめざし、

1地域社会に密着し、書ばれる活動。

2た くさんの社員か参加できる活動。

3会社の経営資源を活用できる工夫のある活動。

4継続して行える活動。

5会社のなかで連携ができて、みんなで盛り上がる活動。

以上をメセナ活動も含めた社会活動全般にわたる基本方針としている。

音楽
演劇
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支援形態               壼■7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 5浩働
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活動名

アースビジョン地球環境映像祭    映像 5

リビングアートコンペティション   グラデ 2 1・ 3・ 5

小・中学生陶芸コンクール 工芸 4・ 5・ 92

ポケットコンサート 音楽   1 1・ 2・ 3。   2 1・ 5・ 9

日本フ ィルコンサー トヘの協賛 音楽   1 1・2   1 2・ 5

読売日響コンサートヘの協賛 音楽   1 2・ 5

ガス科学館の運営 博物 2 5

かす資料館の運営

資本金口l 売上国日 経常利樹口 設立1922年 従業員5072人  ※東急広報委員会事務局(4人・1993年設

置)予算決

メセナ活動基本方針

1「 21世紀へ豊かさを深める一とうきゅうグループ」というスローガンに基づき、広報活動の一環として行って

いる。

2東急グループの文化度の高さをアピールすることで、グルーフイメージの高掲をはかりたい。

3東急グループ全体の広報活動を行うために、東急広報委員会を組織している。
t口影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

′

λ的 物的 場所 その他]支援目的蕩1笙爵

丁OKYU“ 丁HANKS FROM 音楽

THE HEA日丁"00NCER丁
5・ 6。 7

博物

2  1

東京急行電鉄株式会社 陸運

東急フォーラム 他 2  1 5

東京国際映画祭 映像 5。 7・ 10

五島記念文化財団への援助 音楽 1・ 2・ 3・

7

東京電力株式会社 電 力

資本金口 売上高口l 経常利益口1 設立1951年  従業員4万1967人  予算決

メセナ活動基本方針

1広 く地域の要望にお応えする活動。

2よ り多くお客様が参加できる活動。

3社員が汗を流すことのできる活動。

4継続できる活動。

5当社の設備やスペースを活用できる活動を基準として、重点選別のうえすすめている。
き鱚形能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα回支援目的あ浩働

日露交歓コンサートヘの支援 音楽   1 10

丁OKYO演 劇 フ ェア '94への支援   演劇   1 3・4  1
丁EPC01万人コンサート 音楽   1 7 2  3 3・ 5。 9

TEPCOふ れあいツアーコンサート 音楽   1 4 2  3 3・ 5。 9

TEPoOお はなしきゃらばん 演劇   1    3・ 5   2 4

丁EPcoフ アミリーミュージカル  演劇   1    3・ 4   2 4

お害きま相談ギャラリーの開放    美術  1   3・ 6 1・ 7・ 10

9
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136
株式会社東京 ドーム サービス

資本金□ 売上高日 経常利薗口 設立1936年  従業員1200人

メセナ活動基本方針

l PR活動の一環としない。

2地域社会における文化振興への貢献。

3地域社会における交流の場の提供。

4企業イメージの向上。
t理影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'
・́
次的 物的 場所 そ(研回支援目的お笙3

日本イベント産業振興協会 出捐 3・ 8・ 9

文京区ふるさとまつり 民文 3・ 8。 9

日本フアッション協会 服デ

東京ファッション協会 服デ

株式会社東京都民銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1951年  従業員2300人  予算決

メセナ活動基本方針

できることを永く続ける。

活動名

支援形態               壺.7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

ウィーン・リング・アンサンブル
ニュー・イヤー・コンサート

音楽   1 5。 11

株式会社東芝 他電機――総合電機
資本調口 売上高口l 経常利壺ロロ 設立1875年  従業員7万4558人  ※東芝国際交流財団、東芝アメリカ財

団、東芝タイ財団

メセナ活動基本方針

当社では、人間尊重を第一に豊かな価値を創造し、社会に貢献することを基本とした東芝グループ経営理念

と、「人と地球の明日のために」というグループス回―ガンを制定し、これをベースに企業活動を行っている。
す諄形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル 〔■瞼

″

1的 物的 場所 その他]支援目的 お奎爵

東芝国際交流財団 美術・他 4 1・ 2・ 3・

4・ 6

5。 10

東芝アメリカ財団 演劇・他 1    2 ●

東芝グランドコンサート 音楽   1 9・ 10・ 11

八ケ岳高原 コンサー ト 音楽   1 11

バーンズコレクション 美術   1 1 1 5。 7

ニューヨークに生きたアーチスト   美術   1 5。 7

東陶機器株式会社 ガラス窯業
資本到四 売上高日 経常利樹口 設立1917年 従業員1万1000人  ※文化推進部(20人・1985年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献の一環。

2自社のイメージ向上。
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3自社の企業文化の確立をめざす。

活動名

支援形態              遍■7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 5諸島

137

ライプラリー・アクア 水の専門図書館 他

の運営

2 1 5。 9。 11

ライプラリー・アクア 水のフォーラム 他

(講演会)の開催

2  1 5。 11

ギヤラリー・間 建築・デザイン専門
ギャラリーの運営

現建 21 1 1 ●  11

ギャラリー・間 建築講演会の開催 11

建築関連図書の出版 文歴・現建 2 11

北九州国際音楽祭 音楽   1    1 9。 10

東武鉄道株式会社 鉄道

資本自口 売上国日 経常利樹日 設立1897年 従業員1万 898人

メセナ活動基本方針

1地域社会における文化振興への貢献。

2地域社会における交流の場の提供。

3地域密着型企業として、地域社会への選元を行う。

上配により当社と地域住民との親交を深める。
む燿影鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

′́

次的 物的 場所 その他]支援目的お驚島

と一ぶ5000人の大合唱第九 音楽   1 2  1。 3       1・ 2  ●   2・ 3・ 5'

9

向島文化サロン(東武博物館内)の開催 音楽  1
演劇・文学 1

2  3 1  ●  5。 9

東武美術館の運営 美術   2・ 4 1。 2・ 3・   2
4・ 5'6

1    1口)   5。 9・ 10

東武ワールドスクウェア(鬼怒川)の  文歴

運営

2 ●   5。 9。 10

丁OKYO演 劇フェア'94への協力  演劇   1   3 ●   1・ 2・ 5。

7・ 9

m東京都文化振興会への資金援助   出捐 ●  5。 9

東邦ガス株式会社 ガス

資本金口 売上高日 経常利固2 設立1922年  従業員3669人 予算決

メセナ活動基本方針

1地域の文化向上への貢献。

2企業イメージの向上。

3地域社会とのコミュニケーション。

活動名

支援形態               壺外.
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

ふれ愛コンサート 音楽   1 2  35 6・ 9

名フィルコンサート 音楽   1・3  1 2  3 4・ 5・ 6・

9

ふれあい寄席 他 2  3 6・ 8・ 9

2  3
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東邦ガスクラシック 音楽   1'3  1 2  3 1・ 2・ 6・

9

栄ガスピルギヤラリー 書道 2  3 1・ 2・ 3・

5。 7・ 9

詩(環境問題に関する)の募集「虹のこ 文学
とば」

2  3 4

株式会社東邦銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)■ 経常利樹口 設立1941年 従業員2553人  ※東邦銀行文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

各種団体活動支援等非金融分野でも、地域社会の発展を支援する「地域貢献」の一環として取り組んでいる。
む口影籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

:″

取.的 物的 場所 そα□支援目的お奎島

働東邦銀行文化財団の運営 工芸 5'9

地元市民オーケストラ等への協賛   音楽   1 3・ 9

東北電力株式会社 電 力

資本劃口 売上高日 経常利固口 設立1951年  従業員1万 4481人  予算決

メセナ活動基本方針

当社は「地域の繁栄なくして東北電力の繁栄はない」という考えから「地域繁栄への奉仕」を経営の基本理念に掲
け、地域開発への参画や文化・スポーツヘの支援など、いわゆる「社会貢献活動」にも取り組んでおり、「メセナ活
動」については、その一環として位置づけている。

も燿]:´鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金
'́次

的 物的 場所 その同支援目的お晏3
名由のタベ 1   1 2  3 6・ 9

中学生作文 コンクール 文学 2  3 4・ 9

夢見る子供童話賞 文学 2  3 3

夢見る子供のコンサート 音楽   3    3 2  3 4・ 5。 9

東北青少年音楽コンクール 音楽   1 4

河北美術展 美術   1 9

河北書道展             ●道

河北工芸展             工芸

9

9

河北写真展 他 9

第6回仙台薪能 演劇   1 3・ 5・ 8

第7回多賀城薪能 澤Elll     1      2       1 3・ 5。 8

歌劇「蝶々夫人」協賛 E*l61 9

サークル作品発表支援 グリーンプラ

ザ(文化施設)の一般開放

美術・工芸 4
グラデ

1・ 2・ 3・

4
3・ 5・ 9

文学

コンサート グリーンプラザ(文化施設)音楽   1
実施

1・ 2'3 3・ 5。 9

東レ株式会社 繊維

資本金口 売上高日 経常利壺日 設立1926年  従業員1万361人

メセナ活動基本方針

1企業が社会的存在である限り、社会貢献活動を行うのは当然であり、文化・芸術支援もこの一部と考える。
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2当社の社会貢献活動は、科学技術の振興を目的とし、1960年 に設立されたけ東レ科学振興会を中心に行って

いるが、メセナ活動は1985年 から開始し、一定の水準を維持している。
139

活動名

支援形態              菫、7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急島

帥新日本フィル八―モニー交薔楽団  音楽   3   1 1・ 2・ 4・

7

働東京フィルハーモニー交■楽団   音楽  3   1 1・ 2・ 4・

7

m日本フィ 音楽   3    1 1・ 2・ 4・

7

勁古代学協会 文歴 1・ 2・ 4・

7

m三井文庫 民文 1・ 2・ 4

7

同和火災海上保険株式会社 損保

資本金□l 売上画日 経常利益l口 設立1944年  従業員4216人  予算決

メセナ活動基本方針

1芸術。文化支援は、企業かはたすべき社会的役割の一つであると認臓し、今後とも社会貢献度の高い支援を行

っていきたい。

2支援の方法は当面「ザ・フエニツクスホール」および、「同和火災ギャラリー」を軸とした施設・資金・企画・人の

提供に限る。
吉 :● 11´鮨

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンルロ瞼

i′

'次

的 物的 輌 その回難 目的濃 爵

関西フィルA―モニー管弦楽団後援  音楽   1
日本フィル八―モニー交薔楽団後援  音楽   1
モーツアルト室内管弦楽団後援    音楽  1
日本オペラ振興会後援 音楽   1    3
二期会オペラ振興会後援 音楽 3

東京音楽文化協会後援 音楽   4    7
松尾塾子供歌舞伎協賛 演劇   1    1
平安遷都1200年記念美術展「王朝の美」  民文・文歴

協賛

同和火災ギヤラリーの運営 美術・工芸 1    6 3

同和鉱業株式会社 非鉄

資本金□ 売上高日 経常利益田 設立1937年  従業員1863人

メセナ活動基本方針

当社の事業所・工場などのある地域での音楽会・美術展覧会などへの協賛を中心としている。

活動名

支援形態               ヨ■7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

財団法人藤田美術館寄付 出捐

資本金口 売上高日 経常利益□ 設立1900年  従業員1万4500人  予算決

他製造―印刷凸版印刷株式会社
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メセナ活動基本方針

当社の企業理念を“文化に根ざした情報。生活産業"と位置づけ、
1印刷技術・デザインに関連した内容
2印刷周辺の関連分野(写真。絵画・●・出版など)

3地域社会に還元できるもの

の3つを活動の対象領域とする。

活動名
支援形態              むa,

芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急あ
読書感想画中央コンクール 美術・文学 6   1 1 1  1 4

白川義員写真展「南極大陸」 美術   5    4 1 1 2・ 5

写真展「私の好きな東京」展 美術   1 4 1 1 3

印刷史料館企画展示運営 博物 2 1.2' 1 11

3

株式会社栃木銀行 銀 行
資本金□1 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1942年  従業員1959人

メセナ活動基本方針

1当行の経営理念の一つとして、社会貢献活動を明確に打ちだしており、1994年 7月に社会貢献活動を推進す
る専門部署として広報文化部を新設。

2メ セナ活動を前向きの活動としてとらえている。
も爆:i′鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

:″ '次

的 物的 場所 その他1支援目的 お笙島

県立美術館「北関東の文人画展」協賛  美術  1 5

株式会社富山銀行 銀行
資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1954年  従業員520人
メセナ活動基本方針

当行の地域金融機関としての社会的使命は、創業当初から経営理念として「地域経済の発展を積極的にになう
銀行」として、“地元の資金は地元へ"を モットーに、県内中小企業金融の円滑化と地域の金融サービスの向上に
傾注するとともに堅実経営に徹し、預金の安定性確保や信用秩序の維持といった公共性の高い環境の醸成に努め
ていくことと確信している。
一昨年11月 、名古屋証券取引所に当行株式を上場するとともに、昨年2月、地域のみなさまのご支援により当

行は創立40周年を迎えることができた。これを契機として、よリー層、地元に貢献できる「地域のため、お客さ
まのための親切銀行」をめざし、またポランティア活動などの社会貢献活動を通じて地域との共存共生、信頼を
得て、地域経済の発展を積極的にになうよう努力することを企業県民として薔う。

活動名 芸術分野 支援対象 ジャンルi齢
:ン

L枷 輛 そ鮒 ]燿目的満

福宙ギヤラリー 美術・書道 4 1・ 3・ 4。   1   3

6
9

城富ギャラリー 美術・書道 4   1 2  3 9

守山町御軍山御神体 民文 8

市民文化振興事業 出捐 11

自動車株式会社豊田自動織機製作所
資本0□ 売上高日 経常利固口 設立1926年  従業員約1万人

メセナ活動基本方針

社会貢献活動を通して、広く社会に親しまれるよい会社をめざす。
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支援形態              薔.7
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急島

141
活動名

市民吹奏楽団へ協賛(刈谷・大府)   音楽   1 1   3 9

佐藤紀子と日本音楽アンサンブルヘ協 音楽

賛

3      1

豊田佐吉翁記念館保存会への寄付   博物

大府市文化協会音楽祭へ寄付 音楽   1    1
名古屋フィル八―モニー交響楽団へ協 音楽

賛

1   1

全米日系人博物館への寄付 博物

豊田通商株式会社 商業

資本金田 売上高日 経常利益口 設立1948年 従業員2032人

メセナ活動基本方針

1企業理念一人・社会・地球との共存共栄をはかり、豊かで快適な地球社会づくりに貢献する総合企業をめざ

す。

2行動指針―良き企業市民として社会に貢献する。
吉煙形 能

活動名                 芸術分野 支援対象ジャンル[資金
′'次

的 物的 場所 その他〕支援目的お笙島

徳川美術館に対する寄付 美術   4 5。 8,9

豊田佐吉翁記念館保存 文歴

名古屋フィル八―モニー 音楽   1 1・ 2・ 3    1 6・ 9

国際デザインセンター 他 9。 10

産業技術記念館 文歴 1  3 8。 11

株式会社中山製鋼所 鉄鋼

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1923年  従業員2236人

メセナ活動基本方針

趣意書などによる要請が

1業界団体にあった場合

2直接あった場合

寄付などにより協力している。

活動名

日本民族工芸技術保存協会      工芸           1 8

全米日系人博物館 10

8

大阪フィル八―モニー 音楽 1・ 2

m鉄の歴史村地域振興会 出捐 9

株式会社新潟中央銀行 銀行

資本自□ 売上高(経常収益)日 経常利益田 設立1942年  従業員1646人

メセナ活動基本方針

特に方針、基本計画を決定していない。

支援形態               菫47
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急ふ

伊勢神宮献灯保存会         文歴           1
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支援形態               "ヘ ァ
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩島

チャリティコンサート「鼓菫」 音楽   1    7    2 3 6・ 8・ 9

日動火災海上保険株式会社 損保

資本金口l 売上高(正味保険料)□ 設立1914年  従業員7575人  ※広報室(4人・1990年 設置)

メセナ活動基本方針

芸術・文化振興に資するとの観点から、現在は

1地域社会への芸術。文化の紹介

2芸術。文化イベントヘの協賛

3技術・文化人の育成・顕彰

を中心に活動している。

活動名

支援形態              嶺■7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩う

イベント・スペース「日動キュリオ」の 映像・文学
企画・運営・展示・トークショーの開催

2 2・ 3   1 2・ 5・ 7

アメリカンフェスティパルヘの協賛  博物 1   3 8。 10

障害者自立読売絵画展 美術   4 2 3・ 11

昭和会展「日動火災賞」 美術   2・ 6 1・ 7

NHK交 響楽団の定期会員 音楽   1 1・ 7

カサルスホールのコーボレート    音楽   1   1 1・ 7

日産自動車株式会社 自動車
資本金口 売上高日 経常利壺■コ 設立1933年 従業員4万9415人  ※社会文化窒(6人・1991年設■)予
算決

メセナ活動基本方針

1基本となる理念……「見識ある自己利益の実現」

2重点支援分野………以下の3つの重点活動分野を設けて、この分野に該当する活動を支援している。
1)子どもの夢や想像力を育む活動。

2)美意識や創造性を開発する活動。

3)異文化理解を深める活動。

3活動方針……………重点活動分野に該当するだけでなく、以下の方針に照らして支援を決定する。
1)われわれや社会に感動と成長をもたらすこと。

2)長期的視野に立ち、発展性、継続性のあること。

3)社員か参加できること。
む燿影鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働

草津音楽アカデミー&フ ェスティバル 音楽   4   1 3

宇宿允人の世界 音楽   1 2 2・ 6

サイトウ。キネン・フェスティバル イン 音楽

松本 こどものための音楽会
4

第7回国際親善交流特別演奏会 音楽   1 1  3 2・ 6・ 10

堀江真理子G.フ ォーレ・ビアノ演奏会 音楽  1 2

池田一アートプロジェクト クロア  5    5 1  3 2・ 7・ 10  ●

糸あやつり人形芝居「結城座」 演劇   1 5 2・ 7・ 8

3 1   2五十田安希「ひとり芝居」 演劇   1 2

活動名
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アロック公演 舞踊   1 3 2

音楽フアンタジー「月のオペラ」   音楽  1 1  3 2・ 4・ 6

田窪恭治サン・ヴィゴール・ド・ミュー 現建

礼拝堂プロジェクト

7・ 10  ●

スペース・コンセプション 美術・現建 1    1・3   1 2・ 5。 7

ニッサン菫話と絵本のグランプリ   文学 2 3・ 4

国産おはな しの部屋 文学 2 4・ 5

ゆかいな絵本と菫話展 文学 2  1 4

94年度国際アンデルセン賞 文学・出捐 10   ●

帥文化財保護振興財団 出捐 8

日新電機株式会社 重電

資本網口 売上高日 経常利翻■ 設立1917年  従業員3700人  予算決

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お奎爵

河野文昭チェロ 4 1    1・2   1
グリーン・コンサーツvol.4 音楽   1    1・ 2   1 2・ 3・ 4

クラウス・オッカー バリトンリサイタ 音楽

ル

1   1 6

シャクティ インド舞踊公演 2

能と狂言の会 演劇   1・ 3  2 8

日鐵商事株式会社 商業

資本金□ 売上高口1 経常利益口1 設立1977年  従業員907人 ※働新日鐵文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

社内外の要請に基づき、個別に検討し、対応している。
す 煙影 籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
"次

的 物的 場所 そαu支援目的お驚3

新日鐵文化財団への寄付 出捐 7

新日鐵クリスマスコンサート 音楽   1

日本アイ・ビー。エム株式会社 産業機械
資本金固 売上高日 経常利樹口 設立1937年 従業員2万2000人 予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献の一環として。

2自社のイメージ向上のため。

3自社の企業文化の確立をめざして。
t撻 ::多鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
"次

的 物的 場所 そα劇支援目的お笙3

日本:BMパ レエ奨学金       舞踊           1    1       1・ 4

上野の森美術館大賞展 美術   5   1 1・ 3・ 5・

7

IBMびわこ現代絵画展 美術   5    1    1・ 2 3 1・ 2・ 3・

7・ 9

舞踊   1    3    1

7

買 踊



144

*2r lGtBUxrf,ED

かわさきIBM市民文化ギヤラリー  美術   5 1。 2・ 3・

5

1。 2・ 5。

7・ 9

わたほうし文学費支援 文学 1・ 2・ 3

10

飛鳥村文化財保存協力 文歴 8

交響楽振興支援 音楽   3   1 2

オペラ。オペレッタ支援 音楽   3   1

日本アムウェイ株式会社 その他―ダイレクト・セリング
資本到□ 売上高日 経常利鶴口 設立1977年  従業員666入 予算決

メセナ活動基本方針
「日本の方々の生活向上にお役立てする」という経営理念を基本とする当社では、品質を誇る製品とサービスの
提供、さらに文化(芸術)のサポート活動をとおして、その使命を遂行することか、良き企業市民としての責任で
あると考えている。

吉 諄り:ラ 趣

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

″'次
的 物的 場所 その他]支援目的お笙爵

「アメリカ オ 1   1 1  3 2・ 10

「極北のイヌイットアート展」協賛   美術   1 1・ 3      1   1・ 3 5。 7・ 10

「ニューヨーク・フィルハーモニック」 音楽
東京公演協賛

1   3 2。 10

「外国人のための歌舞伎教室」協賛 8・ 10

P3「 リデンプション贖展」協賛 美術   1    5 1・ 7

「日本ノヽンガリー友好ビアノコンサート」 音楽
協賛

1   1 1・ 10

「インターリンクフェスティバル」特別 音楽
協贅

2 1  3 5'7・ 10

「パレエ・プリティッシュ・コロンピア」 舞踊
協賛

5。 7・ 10

日本ガイシ株式会社 ガラス窯業
資本金口 売上高日 経常利益日 設立1919年  従業員4986人

メセナ活動基本方針

1地元芸術・文化団体への支援。

2事業関連分野への芸術・文化支援活動。

(例 :陶芸展ほか)

む爆形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

.́次

的 物的 場所 その他]支援目的蕩;笙3
名古屋フィルハーモニー交響楽団   音楽  3   1    1            2・ 5。 9

室内楽アカデミー楽友会 音楽   4    1
広島交響楽協会 音楽   1    1 3

ベルギーオーケストラコンサート   音楽  1   1 5。 10

日本ツアー協賛

「安達饉子―花芸展」協賛       美術  1   6    1            8

1   1    1

厳島神社災書復1日          文歴           1
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日本火災海上保険株式会社 損保 145
資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1944年 (創業1892年 )従業員6591人

メセナ活動基本方針

幅広い事業活動を通して、豊かな社会の発展に貢献する。

活動名
支援形態              ta,

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕あ
日本バレエ協会コンクール 舞踊

国際親善交流特別演奏会 音楽   1

日本航空株式会社 航空
資本金口l 売上高l日 経常利翻固 設立1953年  従業員2万1396人  ※m日航財団 予算決

メセナ活動基本方針
企業特性を生かし、国際交流・文化交流に通じる支援活動を、体力に応した無理のない体制で実施できる限

り、継続的に行う。
吉撻 ::′鮨

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンル贈除
'″ '次

的 物的 新 その回壺 目的濃 爵

日航財団の運営

世界こどもハイクコンテスト 文学 2 １．

３

4・ 10  ●

アートフォーラム 他 2 7

2・ 9
‐・２

４

３
． ４

東京オピニオンズ 音楽   1・ 2

濱劇・舞踊 1・ 2

バシフィックミュージックフェスティ
バル

音楽   4   1 １
．

９
．

京都音舞台 音楽   1 1・ 5 2 1.2・  1

3

2・ 5・ 6・

9・ 10

JALク ラシックスペシャル 音楽   1・4  1 2 1・ 5。 9
ニューアーティス シリーズ

日露交歓コ 音楽   1 1・ 4・ 10

マリオン音楽財団〈東京の夏〉音楽祭  音楽   1 2・ 9。 10

服部公―「日本の音楽36,000日 」  音楽  3   4 2

JALチャリティートークコンサート 音楽   1   1・4   2    1 1・ 6・ 9
バーンズコレクション等65件の美術展 美術
協賛

1・ 2・ 3・

4
5。 10

シヤトーベイシュヴェル(サントリ…榊)美術
国際現代芸術センター大賞

6      6

国際美術館会議(実行委員会)CMAM
スピーチ・レクチャー・ヮーキング
セツション

美術   4    6 11

観世流能公演 演劇   1    2 2・10  ●

アンコール遺跡救済展平山郁夫の   文歴
メッセージ展(実 行委員会UNES‐
00)
ポアンJALギャラリー活動(パリ支店)美術   4   1・ 6 3 1。 3   ●

卜支店)

2・10  ●JALギャラリー展示会(フ ランクフル 美術   4   1'6 3

ro 2 4.7.10

1   1
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資本0口 売上高日 経常利翻口 設立1951年 従業員3703人
日本コムシス株式会社 建設

メセナ活動基本方針

1豊かな社会の発展に貢献すること。

2企業イメージの向上。

3企業文化の醸成。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編

JVC国際協カコンサートヘの協力  音楽  4   1 10

イスラエルフィルハーモニー管弦楽団 音楽

東京公演への協力

3      1 2。 10

日本酸素株式会社 化学

資本自口 売上高日 経常利翻■ 設立1910年  従業員2105人  予算決

メセナ活動基本方針

当社の社業と体力にあった、当社にふさわしい内容の活動を継続して実施する。

活動名

支援形態               華.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ告島

日本酸素記念館の公開 文歴 2  3   1 8

NHK交響楽団賛助 音楽 6

日本食研株式会社 食品

資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1971年  従業員2000人 ※社長室広報課 (10人・1991年 設置 )

メセナ活動基本方針

1地域社会の芸術文化の普及と向上に貢献。

2社員の芸術文化の意識・関心・取り組みの高揚。

3企業経営についてのイメージの向上。

4地域の芸術文化後継者の発掘と育成。

活動名

支援形態              壺.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ急島

音楽芸術家協会演奏会 音楽   1 2・ 9

今治市民劇場公演 演劇   1
獅子舞の保存伝承と公演 民文

今治みなと祭 民文 9

日本食研クラシック音楽会 音楽   1 2・ 9

愛媛音楽芸術家協会への支援 音楽 4・ 9

フィフティープラザ(企業資料館)の一 民文

般公開

1 1 9

日本信号株式会社 通信

資本金口l 売上高口l 経常利翻田 設立1928年  従業員1950人 予算決

メセナ活動基本方針

1伝続芸能の保存育成。

2地域の文化・芸術の支援。

1   1

8
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支援形態               壼.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩島

147
活動名

しんごう寄席 他 2  3 1・ 3・ 8

埼玉フィルハーモニー定期公演    音楽  1   1 3・ 9

日本製紙株式会社 紙・パルプ
資本0口1 売上高日 経常利翻口 設立1949年  従業員8500人

活動名
支援形態              ョ、7

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

パークスコレクション晨 美術・工芸 1    6    1
他

5。 10。

札幌交響楽団 音楽   3   1
本曽音楽祭 音楽   1    1 1・ 5。 9

日本生命保険相互会社 生保
設立1889年  従業員約10万人 ※社会公共G(5人・1991年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

生命保険事業は公共的性格をもつ事業であり、国民の生活に深くかかわつていることから、当社では、本業に
加え、国民の生活の豊かさ。潤いの向上に資する文化活動をきわめて大切であると考え、古くから積極的に取り
組んでいる。

苦諄 ::´籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'′ '次

的 物的 場所 伯劇u支援目的お笙爵
ニッセイ名作劇場(小学生招待公演) 演劇   1・ 2  4 1 1・ 3 4・ 5。 9

ニッセイ名作劇場(フ アミリー公演) 演劇  1 4 2 1。 3 4・ 5・ 9

出捐 1 1'3   1 4・ 5・ 9・

働日本生命財団の運営 出捐 9

全国童謡歌唱コンクール協賛 音楽 4

日本たばこ産業株式会社 他製造―たばこ
資本側固 売上高日 経常利樹口 設立1985年  従業員2万3669人
算決

※企業文化部(8人・1994年設置)予

メセナ活動基本方針

文化支援・社会貢献活動の目標
1生活文化産業としての使命をはたします。
企業理念に「いきいきとした時間をすべての人に提供する生活文化産業」を掲げ、社会に菫言しています。その
使命として文化支援・社会貢献活動を行います。

2よ り良き企業市民となります。
企業として、単に商品を販売するだけでなく、社会において良き企業市民として行動することをめざします。

3社員か誇りをもてる会社にします。
良い企業、尊敬できる企業としての評価の獲得をめざすと同時に、社員にとっても「誇りかもて、働きかいの
ある企業」と認識されることをめざします。

4社会、会社、社員の三者適合をめざします。

J丁は社会の一部であり、社会、会社、社員の3者間のパランスのよい適合をはかることをめざします。
5短期的な見返りを期待しません。
短期的な見返り(商品の販売促進や企業の利益アップ等)は期待しません。

9

mニッセイ文化振興財団の運営
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活動名

支援形態              菫ふ7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩ら

たばこと塩の博物館の運営 博物 2 5。 8

生命誌研究館の運営 博物 2 11

アフィニス文化財団の運営 音楽   1・4  1 ●  1・ 2

スウェーデン王立バレエ 5

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 音楽

日本公演

5

日本テトラボッド株式会社 建設

資本側口 売上高日 経常利益■ 設立1948年  従業員639人 ※働新日鐵文化財団

メセナ活動基本方針

1当社のような規模の会社の場合、意欲があったとしても、ます先に何か可能かと考える。

2系列グループが企画するものに相乗りしていくほうか、効果的であると考える。

活動名

支援形態              壺費.

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ急島

財団法人新日鐵文化財団 音楽    1'2   1・ 5    1 1。 2

日本電気株式会社 電機一CaC事業

資本調口 売上泊廠】 経常利翻口 設立1899年 従業員4万3437人  ※社会貢献推進室(11人 。1991年設■)

予算決

メセナ活動基本方針
当社の企業理念「NEcはc&Cを通して、世界の人々が相互に理解を深め、人間性を十分に発揮する豊かな

社会の実現に貢献します」に基づき、良き企業市民として美的企業として、ワールトワイドにメセナ活動を推進

する。

活動名

支援形態               3.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩う

第8回「NECスーバータワーコンサー 音楽

卜」開催(山本直純指揮。新日本フィル

9

ハーモニー交口楽団)

第9回「NECスーバータワーコンサー 音楽       1                 9
卜」開催 (小澤征爾指揮によるボストン

交響楽団)

「小澤征爾・ボストン交響楽団アジア・ツ 音楽   1    1
ア ー

ミュンヘンフィ′り デヽモニー管弦楽団」 音楽   1
支 援

東急文化村オフィシャルサプライヤー 他 1・ 2

「第7回国際交流演奏会」支援 2・ 10

「ジャバン・ヴイルトーゾ。オーケストラ・ 音楽   1    1    1            2
コンサート」支援

「ポストン交薔楽団小澤配念ホール  音楽   1   1    1            2
オープニングコンサート」支援

「小澤征爾・新日フィル特別演奏会」  音楽   1    1
支援

「日本フィル'94定期演奏会」支援   音楽   1   1    1            1・ 2

「ノUレセロナ国際ギターフェスティ川口 音楽

支援
7 2

1   1

音楽   1    1
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2 149三枝成彰オラトリオ「ヤマトタケル」
支援

音楽   1    2

小澤征爾オペラ「フアルスタッフ」支援 音楽  1 3 2

「バニョレ国際振付賞」支援

「企業コレクションによる世界の名作展」 美術
支援

3      1 ●  2

「泰の始皇帝展」支援 美術   1    6
舞踏公演「野の婚礼」支援 舞踊   1 3 7

「日韓パフォーマンスアートフェスティ 美術
バル」支援

1      6 7

「マルチメディアアート大賞」開催   他 2

「A・ T・ Eプロジェクト」 他 2

日本電信電話株式会社 通信

資本金口 売上高日 経常利爛口 設立1985年  従業員21万5000人

メセナ活動基本方針

1新しいコミュニケーション文化の形成。
2「 トークの日(毎月19日 )」を中心とした文化活動の展開。
3良き企業市民としての役割をはたす。

支援形鮨              壼.,
芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ急島

インターコミュニケーションセンター 他
の設立準備

5・ 7

N丁丁一N薔コンサート 音楽   1 2 9

NTTふれあいトーク大賞 他 9

NTTトークフェスタ 他 9

カザルスホール・クアルテット協賛  音楽  1   1 5

エフゲニー。キーシン ピアノリサイタ 音楽
ル協賛

1   1 5

バーンズ・コレクション展協賛 美術   1 5'7

東急文化村オフィシャルサプライヤー 他 7

日本電池株式会社 他電機
資本金口 売上高日 経常利固口 設立1917年  従業員2800人  予算決

メセナ活動基本方針

1既製の有名芸術家や有名イベントに限らす、これから伸びようとする若手から中堅の活動を支援する。
2企業の規模や業態に見合う範囲内で行うこととし、単独支援にこだわらす、協賛・協力の形をとることが多

い 。

活動名

支援形態               ..7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ繕島

河野文昭チェロワークショップ    音楽 主にソロ 1
演奏

1・ 5

グリーンコンサート(室内楽・歌曲・学生 音楽

オケ)

1    1・2   1 1・ 5

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1957年  従業員220人
不動産日本電波塔株式会社

8

活動名
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メセナ活動基本方針

1芸術・文化の書蒙・振興に寄与する。

2国際文化交流の発展を支援する。

3企業の社会的貢献の一環ととらえる。
む饉::´鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'´

人的 物的 場所 その他〕支援目的夕;電Б

第3回国際コンテンポラリーアートフェ 美術

アN:CAF
1'2・ 4。  1・ 2・ 3・   1   2・ 3

5     4・ 5'6

1・ 2・ 5

7・ 10

スノーシュー(北米ウエストパージエア 音楽

州)サマーミュージックフェスティパル
1    1・4    2 1  1  1 9   ●

日本橋梁株式会社 非鉄

資本到口 売上高日 経常利翻田 設立1919年  従業員461人

メセナ活動基本方針

特に社内では決めていない。

活動名

大阪フィル八―モニー交薔楽団支援  音楽  1   1 11

日本ビクター株式会社 家電

資本自□ 売上高日 経常利益口 設立1927年  従業員1万3700人  予算決

メセナ活動基本方針

1当社の経営資産を日本および世界の文化発展に活用する。

2文化活動支援により、当社製品がより有効に活用される環境をつくる。

3当社と当社を取りまく国内外の公衆との円滑なコミュニケーションをはかる。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的お笙爵

東京ビデオフェスティバル 映像 1・ 2・ 3・

7・ 9。 10

2

JVC JAzzフ ェスティパル    音楽   1 7 1・ 2・ 5。  ●

7・ 10

日本マクドナルド株式会社 外食

資本当日 売上高日 経常利]饉ヨ 設立1971年  従業員3800人

メセナ活動基本方針

日本マクトナルドでは、八ンパーガーを日本に紹介して以来、食文化だけにとどまらない国際文化交流のかけ

橋をめざしている。

文化・芸術・伝統の保護・継承も大切であると考える。また、家族の絆かクローズアップされる現代において、

当社の店をご家族でこ利用いただく方々がこ家族一緒に楽しめるようなものづくりへの支援は、積極的に行って

いきたしヽと考えている。
も理]:´籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

レ

■的 物的 場所 その他]支援目的お驚爵

姫路城 喜多郎コンサート 音楽   1 2 7・ 8。 10

日本メナード化粧品株式会社 化学―一化粧品製造販売

資本調■ 売上曰口 設立1959年 従業員1250人

支援形態               甍■7
芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩島
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メセナ活動基本方針
「女性がより美しく魅力的に、そして永遠に若々しくあってほしい」という願いを込めて、化粧品を通して女性

美に貢献してきた。そして美術品により、精神的壼かさ・充実感を加えたバランスのとれた美を提供していきた

い。

1美術品の保護(人類共有の財産でもある文化遺産の保饉)。

2地域社会への貢献。

3美と文化に貢献するという企業理念の実現。
き塵彩籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 そα国支援目的あ浩う

メナード美術館の企画・運営

151

楽

術

一音

美

1・ 2

1・ 3

2  1    2   1

株式会社日本旅行 サービス
資本金!口 売上筒日 経常利益l口i 設立1905年  従業員5030人  ※m国際親善協会

日本回レックス株式会社 商業

資本金日 設立1980年 従業員188人

メセナ活動基本方針

1まだ一部愛好家のものと考えられているクラシック音楽を幅広く楽しまれるものとしたい。

2国際的な商品イメージに合わせて、国際的に活躍している音楽家によるコンサートを提供することで、製品
・企業の国際的イメージを保っていく。

3良い音楽は時代を超えて愛され、親しまれる。当社の製品もまた同様である。
き:●形能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔渕瞼
・
λ的 物的 場所 その他〕支援目的お驚島

キリ・テ・カナワ・ソプラノリサイタル 音楽  1 5

回レックス「時の記念日」コンサート・ 音楽
ヨーヨー・マ・リサイタル

ロレックススペシャル・サントリーホー 音楽
ル・ジルベスター・コンサート

1   1 5

野村證券株式会社 証券

資本金口l 売上高(営業収益)口 経常利翻田 設立1925年  従業員1万1500人  ※1動野村国際文化財団

メセナ活動基本方針

1生活者の多様化、そのニーズの細分化に対応するため、企業も生活者の一員として、メセナ活動に参加して

メセナ活動基本方針

海外で定期的にジャバンウィークを開催し、日本の伝続文化・芸術の真髄の披目を行うことによって、両国市

民の相互理解。国際交流をはかる。日本全国。開催国にアピ…ルすることで、地場産業振興・村おこし、伝続芸能

後継者の育成にも協力する。
き鱚影鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 そα劇支援目的あ浩働

ヨーロッパジャバンウィーク     音楽   1        1 3          8。 9・ 10 ●
美術・舞踊 1

工芸・服デ
民文・文学
薔道

アメリカジャバンウィーク      音楽   1        1 3          8・ 9・ 10 ●
美術・舞踊 1

工芸・服デ
民文・文学
薔遭

1   1
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いかねばならない。

2参加のしかたであるが、何よりも基本は企業存在の理由である。株主、従業員そして商品、サービスという

企業本来の活動をとおしての社会貢献か第一義である。したかって、メセナ活動は上記3本柱をいっそう充実

したものにしていくための一つのインパクトではなかろうかと考える。

3さ らに、メセナ活動は企業の収益を無視した形では持続できない。したかって、そのときどきの収益相応に

対応することを一方で考慮しなから、収益に関係のない安定した持続型の活動かできるような“しくみ"を準備
しておく必要がある。

む撻::′鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そα回支援目的あ浩ら

パシフィック ミュージック フェステ 音楽

ィパル協賛
1・4   1 1・ 4・ 5。

9。10

野村国際文化財団に対する出捐 出捐 1・ 4・ 7・

5

ウィーンフィル ウィーク インジャパ 音楽
ン

2・ 5。 102

パイオニア株式会社 他電機一A∨機器
資本金□ 売上高日 経常利益口 設立1947年  従業員9530人

メセナ活動基本方針

1事業領域と関連する音楽。映像文化の発展に資するものか望ましい。

2宣伝効果が大きければ望ましいか、支援かないと実行かむすかしいと思われるものを選定する。

3社内外の共感か得られるもの。
苦諄 ::´鮨

活動名                芸術分野 支援対象ジャンルi資金
'´ '次

的 物的 場所 そα□支援目的お奎3
日本オベラ振興会への協賛 音楽   1 2

嚇音楽鑑賞教育振興会支援 音楽 5

第10回チャイコフスキー国際コンクー 音楽

ル支援
1・ 8・ 10   ●

第4回国際学生映画祭協贅 1 1  1
東京の夏音楽祭協賛 音楽   1 1・ 2・ 5    1 5・ 7

難聴者対象の「身体で聴く音楽会」主催 音楽  1 1・ 4・6    2  3   1。 2  1 5・ 6

東京パイプバンド(バグパイプ)欧州  音楽

遠征支援
1・4    1 3・ 10  ●

株式会社パルコ その他―不動産賃貸
資本金口 売上高日 経常利翻口 設立1953年  従業員590人 予算決

メセナ活動基本方針

公募展「アーバナート」開催による現代創作アート活動支援。
・アマチュア若手アーティストの発掘と育成。
・彼らへの作品発表・表現の場の提供。

支援形態

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お親

∪RBANART(ア ーバナート)   美術   5   1～ 5  2 3

精密株式会社服部セイコー

資本金□ 売上高日 経常利園■ 設立1881年  従業員1458人

メセナ活動基本方針

1時計メーカーとしての使命をはたす。

1   1

1   1 1   1
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2企業の実体から離れない。

この2点を基本スタンスとしており、当社の場合、オリンピック、世界陸上をはじめ、過去200を 超える国際

スポーツ大会の公式時計を担当するなど、スポーツ支援中心の活動を行ってきている。したかつて芸術支援につ

いては、あまり積極的な活動を行っておらず、特別水準の高いコンサートなどで当社の実力に見合ったかたちで

支援できるものがあつた場合のみに限定している。
吉 櫂彰 鮨

活動名             芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

´

歌的 物的 場所 その回支援目的お繕馬

クリスタ。ルードヴィヒ・フェアウェル 音楽   1   1    1 1・ 2・         2・ 5。 10

・リサイタル                           3

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1931年  従業員4000人  ※帥八十二文化財団

メセナ活動基本方針

当社の経営理念

「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」

芸術・文化面から地域社会の発展に寄与することを目的に財団法人八十二文化財団を1985年に設立し、当行の

メセナ活動は同財団を中心に行っている。
t鱚::´鮨

活動名              芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
・
1的 物的 場所 その他1支援目的お笙3

なかのアスベンミュージックフェス  音楽

ティパルの支援に対する資金援助

1・ 9

153

株式会社八十二銀行 銀行

財団法人八十二文化財団の運営    他 2  3

株式会社林原 食 品

資本金口 売上高日 設立1883年  従業員500人 ※メセナ開発グループ(5人・1992年設置)

メセナ活動基本方針

1黒子に徹する

2オ リジナリティー

3持続性

4地域に根ざした活動

5ソフトを重視(モノをつくりだす技術を重視)

吉罐 ::´由

活動名               芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働

音楽   1ランチタイムコンサート 2  3 7

中国音楽コンサート 音楽   1 5 2  3 8

伝統工芸(漆 )の育成・支援 工芸 2  3 8

株式会社びわこ銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)日 経常利壺日 設立1942年  従業員1419人  ※隣人室(1人・1973年 設置)

メセナ活動基本方針

1企業文化の地域への選元。

2地域文化への貢献。

3隣人室をとおした地域への社会活動および協賛活動。

4縁化事業助成、県下の伝統芸能の育成。

5有望な芸術家の育成、助成、支援。
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活動名

支援形態              菫4ァ
芸術分野 支援対象ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩う

「湖国と文化」(歴史と文化の薔蒙誌)

年4回発行雑誌・協賛
出捐

子供舞台芸術祭 (おやこ劇場)への協賛 1      3

草の根こども善行賞表彰、伝統芸能の 民文

表彰・発表等、芸能の育成
1  3

ぴあ株式会社 出版

資本鋼田 売上高口 設立1974年  従業員309人  ※文化事業部(11人・1981年 設置)予算決

メセナ活動基本方針

映像分野における人材の育成と良質の作品紹介をテーマに、びあフィルムフェスティパル(PFF)を実施。支

援する側と支援される側 (着手の映像作家)に対し、主催者の立場から継続的に広く門戸を開放することを基本的
な考え方としています。

す層]:プ鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルi齢
'´

歌的 物的 場所 そα□支援目的お雀島

PFFアワード(コ 1・ 3・ 4・

5。 7・ 10

2 1・ 2・     1
3

PFFプレゼンツ(海外映画祭部門) 映像 2 1,2・     1
3

1・ 2・ 5。

7・ 10

PFFスカラシップ(製作援助部門) 映像 2  1・ 2・  1・ 2  1・ 2

3

1。 3・ 5・

7

株式会社日立製作所 他電機 総合電機
資本金口 売上高日 経常利益□ 設立1920年  従業員7万9339人  予算決

メセナ活動基本方針

1企業か社会の一員であることを深く認議し、社会活動のため当社の有する有形・無形の資源を有効に活用す
る。

2学術・文化・教育を積極的に奨励・支援する。
も経形鮨

活動名        芸術分野 支援対象 ジャンルi齢
.´

う駒 励 輌 その回壺 目的滉 3
読響日立コンサート 2音楽   1    1
二科展協賛 *ffi11
BUNKAMURA支 援 音楽   2

美術   4

演劇・舞踊 2

映像

1・ 2・ 3・

4・ 5。 6

1・ 2・ 3・

4

3。 4

アメリカンフェスティバル'94 他 10

パスキンとエコール・ド・パリの異邦人 美術
たち展

黄金の都シカン発掘展 文歴

夏休み子供向けミュー ジカル 演劇   1 4

神奈川文化講演会 他

H:丁 ACHI PttESENTS 音楽   1    4    1
大道芸ワールドカップ 民文
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国立文楽劇場 出捐 155
日立カルチャースペ シャル 他

株式会社肥後銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口l 設立1925年  従業員2800人

メセナ活動基本方針

1企業理念において

・豊かな地域社会の実現に貢献
・創造性に■み、自由口達で人間尊重の企業文化確立

などを柱にしている。

2豊かな暮らし、あるいは地元産業の発展を願った経済活動の支援はいうまでもなく、文化面などきまざまな

活動で、豊かで快適な地域社会実現のお手伝いを行う。
さ燿]:レ鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

Ж

λ的 物的 場所 そ研u支援目的お饉6

フイラデルフィア美術館名作展 4・ 5。 7・

9。10

美術   1    1。 2・ 3  1 3

ロビーコンサート 音楽   1 1・ 4・ 5。   2  1・ 2

7          3

1・ 2       3・ 5。 9

グリーンクリーンコンサート 音楽 4 2・ 3・ 4・

5.6。 9・

10

東日本旅客鉄道株式会社 鉄道

資本金口 売上高日 経常利益l口 設立1987年  従業員8万860人 ※m東日本鉄道文化財団

メセナ活動基本方針

121世紀初頭をめざした経営構想「FUTURE 21」 にも示すように、当社は「お客様・株主の期待に応えなか

ら、豊かな社会生活の実現と地域文化の向上に貢献していくこと」を経営の基本姿勢としています。

2人にやさしい、環境にやさしいJR東日本。

活動名

支援形態               ョ
“
7

芸術分野 支援対象ジャンル(資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

「日本の自然を描く展」への協賛 美術   5   1 3

「荘村清志・リサイタル」への協賛   音楽   3   1
「毎日写真コンテスト」への協賛    美術   5   4
「産経児童出版文化賞」への協賛 文学 2

「読売作文コンクール」への協賛 文学 4

「ビティナピアノコンクール」への協賛 音楽  4   1 4

広島信用金庫 他金融一信用金庫

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利壺田1 設立1945年  従業員1277人  予算決

メセナ活動基本方針

1地域社会に対し、文化面においても貢献する。

2伝続文化の普及に努める。

3継続する。

活動名

支援形態               壼外7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急島

第6回現代日本画展 美術   1 2  3 5。 9
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青少年のための能楽鑑賞教室 演劇   1    2    1 3 4・ 5・ 8・

9

第7回現代日本画展 美術   1 2  3 5。 9

第5回ひろしま平和能楽祭 1      2       1  3 5・ 8。 9

株式会社広島総合銀行 銀行

資本金ZI 売上高(経常収益)日 経常利鶴田 設立1923年 従業員2584人  ※文化事業室(3人・1991年設
置)予算決

メセナ活動基本方針

1地域との文化交流の促進。
2社会貢献活動の推進。

支援形態               壺■7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ書島

ヒロソー花のニューイヤーコンサート 音楽  1 2 9

広島オーストリア協会の諸活動    音楽・他 1 2 9。 10

株式会社フォーバル 通信機
資本金口i売上筒日 経常利翻口 設立1980年 従業員600人  ※フォーパルフアンデーション(任意団体)

予算決

メセナ活動基本方針

1フ ォーバルの企業コンセフトは「若さ」「国際性」「文化性」。
2「若い」才能を「文化」の面で「国際的」に飛躍させる手助けを通じ、社会貢献をはたす。
3音楽は世界の共通語“名器はオ能を伸ばし、才能は名器を生かす"と考えている。
4希少価値のため、個人では入手や使用困難な「弦楽器分野での無償貸与システム」で名器と才能の出合いの場

をつくる。

5これから世に出ようという「若い才能の芽」を対象に広く門戸を開放し、「公正なコンクール審査」により、賃
与者を決定している。

も機形能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

′'1的
 物的 場所 そ(研u支援目的お笙3

バイオリンの名器ストラディバリウス 音楽
を若手の演奏家に2年間無償賞与し、国

際コンクール挑戦など飛躍の手助けを

する。

4      1

株式会社フジ スーパー
資本金Zヨ 売上聞日 経常利樹口 設立1967年  従業員2115人  予算決

メセナ活動基本方針

厳密な意味でのメセナという意議や位置づけで活動していないか、日常的に大勢の市民か来店される場という
特性を生かした地域文化支援を考えており、そのような形で実践しております。

さ 鱚影 鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

広島交響楽団コンサート 音楽   1 2 2・ 5。 9

人形劇フェステ ィバル 演劇   1    5    2 2・ 3・ 5。

9

アートギャラリー運営 美術   4   1～ 6   2 1・ 3・ 5'

9

演劇

活動名
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資本金口 売上高日 経常利固口 設立1937年  従業員5859人 ※1勁藤田トイ・ミュージアム財団 予算決

メセナ活動基本方針

1コーポレートシチズンシップ発場の一環として推進し、心豊かな人とまちの創造に役立てる。

2企業スペースと公共スペースとの融合をはかり、地域文化の一端をになう。

3当社のメセナ活動は「生活文化」的なものを重視している。
む諄影籠

活動名            芸術分野 支援対象 ジャンル薇墨

′

み、的 塑堕 量二_量2些 ]支援目的お讐爵

ビデオポエムコンテスト 1。 31  3   1    1

ヴアンテミュージアム 博物   1・4  1～ 6  2 3  1  1 1・ 7・ 9

おもちゃ博物館運営(英国) 博物 2  3   1    1 4・ 5,9。   (D)

10

同上東京分館の運営 博物 1  3   1    1 4・ 5'9・

フレックス株式会社 スーパー

資本金口 売上高日 経常利益田 設立1973年  従業員939人

メセナ活動基本方針

1地域社会のお役に立つこと。

2当社の企業規模で協力できること。

活動名

支援形態               ●■7
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ繕島

アルス・ノバコンサート支援 音楽 9

本居長世まつリコンサート 音楽   1    6 9

富士火災海上保険株式会社 損保

資本金□l売上高□l経常利益口 設立1918年 従業員1万人

メセナ活動基本方針

1継続できる。

2地域社会に役立つ。

3文化の振興に資する。

4育成支援。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編

関空アー トスペース 工芸 1  3 1・ 2・ 3・

7

関西二期会(春秋)定期オペラ公演   音楽  1 3

富士火災トワイライトコンサート   音楽  1 7 2 ●  1

ima展 美術   1 1・ 2・ 3    1

小学生絵画 コンクール 美術   1 2  3 4

富士火災シネマ・プレビューVol.1  映像 2

株式会社富士銀行 銀行

資本金口 売上高(経常収益)日 経常利益□ 設立1880年 従業員1万 6500人 ※社会文化事業室(3人
。1992年 設■)

1   1   1
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メセナ活動基本方針

日士銀行の社会貢献活動の重点テーマである「次世代の人づくり」の趣旨を踏まえ、若いアーティストに対する
支援・育成を行う。

き埋影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

:′ Xλ

的 物的 場所 る鋼u支援目的お磐爵

威人の日コンサート 音楽   1 2 2

富士ゼロックス株式会社 他製造―情報機器
資本調四 売上高日 経常利樹口 設立1962年  従業員1万5500人  ※社会貢献推進部(5人・1990年設置)

予算決

メセナ活動基本方針
1若き可能性への支援。

2アジアと相互理解を深める文化活動。

3ゼ ロックスのテクノロジーとアートの融合。
4継続して地道に、謙虚に、長期的な視点から。

●饉形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

′・
次的 物的 場所 その他〕支援目的お讐爵

ART BY XEROX 美術   1・ 4・ 5 2・5  1・ 2 2・ 3 1・ 2 1・2    1'3'7  ●

アジア・ユース・オーケストラ協賛   音楽  1 1・ 3・ 10   ●

海老名本郷遺跡発掘調査活動 文歴 2 11

〈東京の夏〉音楽祭支援 音楽   1 2

全米日系人博物館への寄付 博物 10   ●

「端数倶楽都」マッチング・ギフト 音楽   1

澳劇・文歴 1

他

３
．

１０

NHK交薔楽団活動支援 音楽   1    1 2

その他22件

富士通株式会社 他電機―情報処理機器
資本金口l 売上高口l 経常利益i口l 設立1935年 従業員5万4091人  予算決

メセナ活動基本方針

当社は「国際社会・地域社会との共存共栄をはかり、企業として、個人として国際社会・地域社会に貢献するこ
と」を「企業行動指針」のなかに定めており、芸術文化支援をその一環として位置づけ、実施している。

む鱚影籠

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

ν

■的 物的 場所 その他]支援目的お電島

つくばコンサート 音楽   1 5。 91・4    1
富士通コンサートシリーズ      音楽
セント・マーチン・アカデミー管弦楽団

2・ 5・ 9

富士通コンコード・ジャズ・フェスティ 音楽
ノヽル'94

1      4       1 2・ 5。 9

富士通読売日響コンサート 音楽   1 2・ 5

ビアノコンクール 国田高弘賞 音楽   4   1 1・ 3,9

九ログランドコンサートシリーズ   音楽  1 2・ 9

サウンドコニフアー229(ポ ップスコン 音楽
サート)

4

226th Concord Jazz Festival 音楽   1    4 ●
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5。 9 159西日本新聞美術展
「ナンシー美術館名作展」

わんぱく絵画コンクール 美術   6   1 4

夢本シリーズ 他 3

毎日21世紀賞 論文募集 3

世界囲碁選手権・富士通杯 10

富士通杯達人戦(将模) 11

囲碁「天元戦」 他 11

囲碁「本因坊戦」 他 11

株式会社福岡シティ銀行 銀行

資本金□ 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1924年  従業員2538人 XI勁福岡文化財団 予算決

メセナ活動基本方針

1地域社会に対して文化的な貢献。

2美術、音楽、演劇等、芸術を通して文化の向上をはかり、豊かな社会づくりに寄与する。

活動名

支援形應              露.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所その他〕支援目的あだれ

ミュージカル支援

劇団四季クレイジー・フォーユー

プロムナードコンサート(ク ラシック)音楽  1

演劇   1    4

1 1・ 2    1 9

シルクロード写真展 美術   1 1 1。 2    14 9

アジア国際美術展 美術   1 7

株式会社福島銀行 銀行

資本金l口l 売上高(経常収益)日 経常利劉■1 設立1922年  従業員1200人

メセナ活動基本方針

心の通うコミュニケーションを通して、経済と文化を応援し、地域社会の発展に貢献する。

活動名

支援形態              薔.´
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ懲島

'94ニ ューイヤーコンサート 音楽   1    4     2 3  1  1 5。 9

親と子のスプリングコンサート 音楽   1    6    2 3  1  1 4・ 9

株式会社ホウトク 他製造

資本金日 売上高日 経常利翻田 設立1954年  従業員280人

活動名

支援形態              瑯.7
芸術分野 支援対象ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩島

名古屋フィル八―モニーヘの寄付   音楽  1   1

株式会社ホワイトピーアール 広告

資本自■ 売上高日 経常利益■ 設立1973年  従業員33人

メセナ活動基本方針

1企業の文化支援活動をグローバルな視野でヘルプ。

2企業のアイデンティティに即した実務的なサポート。

他

他

他

9
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活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お編

日独東洋美術協会 美術 1・ 2・ 3・   1  2・ 3

6

8・ 10  ●

株式会社北越銀行 銀行

資本金ZI 売上高(経常収益)日 経常利壺嘔雪 設立1942年 従業員2146人 ※広報文化室(7人・1992年設
置)予算決

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環として活動している。
2「地域に貢献する銀行」を経営方針に掲げ、社会福祉や文化事業など地域の皆様のお役に立てるよう努力す

る。

3継続性を重視し、活動を絞り込んで実施している。
も壇形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル隕除
'́次

的 物的 場所 その他〕支援目的お驚島

NHK交響楽団演奏会協賛 音楽   1 5

株式会社北海道銀行 銀行

資本金□l 売上高(経常収益)日 経常利益田 設立1951年  従業員3050人  ※1助道銀文化財団 予算決

メセナ活動基本方針
1当行設立以来「北海道の未来と歩む」をキャッチフレーズに豊かな地域社会づくりを経営理念としている。
2「地域での質の高い金融サービスの提供」と「地域経済の振興」、「北海道の文化・教育・芸術の向上」にも従来か

ら力を注いでいる。

3メ セナ事業もその一環であり、地域とともに発展、成長する企業として重要な活動である。
苦壇形 鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金
・
人的 物的 場所 その他〕支援目的お饉3

道銀芸術文化奨励賞 美術・文学 1・6   1
道銀ライラックコンサート 音楽   1 2 2・ 5。 9

きっぽろ市民コンサート 音楽   1    1 1  3 2・ 5。 9

美術鑑賞会 *ffi 1.4 2 2。 3 5・ 9

PMF(パ シフィックミュージックフェ 音楽   4   1 1'10
スティ

財道銀文化財団 3 9

9楽

術

劇

音

美

演

芸術文化団体支援

北海道の演劇に関する調査・研究 3   3    2 1・ 3 3・ 5'9

ギャラリーの運営 美衛   4    1。 2・ 3  2 2 1・ 2・ 5'

9

北海道電力株式会社 電 力

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1951年  従業員6426人  予算決

メセナ活動基本方針

1公益事業として支援することか適当である行事・イベントであるかどうか検討している。
2地域に根ざす―企業として、経済界等各界各層のなかでの応分の負担・支援(公益事業として、突出した支援

は不可)。

演劇

1
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支援形態              通、7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働

161
活動名

北電フアミリーコンサート主催    音楽  1 2 2・ 4・ 5・

株式会社北國銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利翻口 設立1943年  従業員2603人

メセナ活動基本方針

地元に根ざした活動に対して支援。

活動名

支援形態               菫..
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩動

北國グリーンコンサート 音楽   1 2  3 1・ 9

株式会社北陸銀行 銀行

資本金口l 売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1877年  従業員4892人

メセナ活動基本方針

1「地域の発展のなかにこそ当行発展の源がある」との考え方を基本としている。

2地域の中核的企業市民として、メセナ活動を推進。
さ耀影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル輌除
・́
1的 物的 場所 そ(所回支援目的お驚Б

「ほくぎんアートブロムナート」展   美術  1・ 4  1 1・ 5。 9

軸富山県芸術文化協会

芸術鑑賞事業に協賛

出捐 4・ 5

中学生のための美術館ガイドブック  美術  6   1・ 2・ 3  1 4・ 5

真柄建設株式会社 建設

資本金:口l 売上高日 経常利固田 設立1943年  従業員1103人  ※m真柄教育振興財団

メセナ活動基本方針

1生涯学習を実践する手段の一つとして、読書活動の普及と読書推進に必要な調査研究をはかり、地域住民の

生涯学習の振興のため財団を設立する。

2その他、企業として地域の学術文化振興に寄与するための寄付を行う。
き理影籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'́人

的 物的 場所 その他〕支援目的お笙Б

学術文化活動等に対する助成

文

園

民

造

他

楽

術

デ

学

捐

音

美

服

文

出

4      6

嚇真柄教育振興財団の運営 他 4・ 9

前田建設工業株式会社 建設

資本金□ 売上高日 経常利固口 設立1946年  従業員4421人

メセナ活動基本方針

1社会貢献活動の一環。

2企業文化の確立。
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活動名

支援形修             壺スr
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そαu支援目的あ浩働

J.01TYク リスマスコンサート   音楽   1   1・4   2 1 1・ 3・ 9・

11

J.CITYギ ャラリー(本社内常設)  美術   4 1・ 2・ 3・    2  3

4

1・ 3・ 9

松下電器産業株式会社 家電

資本鋼口 売上回日 経常利鶴口 設立1918年 従業員4万8369人 ※社会文化部(16人・1969年設置)予
算決

メセナ活動基本方針

経営理念「産業人の本分に徹し、社会生活の改善と向上をはかり世界文化の進展に寄与せんことを期す」に基づ

き、本業を通して社会への貢献をはかると同時に、フィランソロピー活動により企業市民としての責務をはた

し、メセナ活動を推し進めることによって文化の創造に役立つ。

◆メセナ活動の日標……新しい文化の創造と伝続文化の継承。

◆メセナ活動の重点……音楽・美術・演劇の3分野を重点に、若手芸術象の育成・創作活動。優れた作品の鑑貴・国

際交流などに役立つ支援を行う。
吉 壇 影 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金
・́
1的 物的 場所 その他]支援目的お笙3

バナソニック・グロープ座支援 演劇 1 2・ 31  11・ 2・ 3。  3

4

1・ 2・ 5・

9。 10

パシフィック・ミュージック・フェステ 音楽

ィノヽリレ'94特
=|」

協賛

1・4   1 1 2 1 1・ 5。 9・

10

ニューヨーク・シンフォニック・アンサ 音楽

ンブル公演主催

1・ 7 2 1・ 2・  1

3

1'2・ 5。

6・ 9・ 10

ECバロツクオーケストラ演奏活動支援 音楽   1・4  1 1  2   1 1。10  ●

平安建都1200年 記念事業協賛 出捐・他 8・ 9・ 11

大阪フィル八―モニーほか近畿地区演 音楽

奏団体支援

2・ 5。 9

全日本高等学校ギターマントリン音楽 音楽

振興会支援

1・ 4     1・ 4      1 4

イタリア声楽コンコルソ「松下」賞提供 音楽  4   1 1・ 10

沖縄県文化振興基金寄付 出捐 9。 11

おおさかクラシックデビュタント'94協  音楽

贅

1・4   1 1   2 1・ 5。 9

中国書画名品展協賛 美術・●道 1    1 6・ 8・ 10

ミュージカル「スサノオ」協贅 演劇   1    4    1 4・ 5

中国国際 ピアノコンクール協賛 音楽   1・4  1 ●

地球文化フォーラム映像システム協力 楽

劇

像

音

演

映

2   1 8・ 9・

10・ 11

ジャバン・ヴィルトーゾ・オーケストラ 音楽

協賛

2・ 5

日本伝続工芸展ほか支援 美術・工芸 1・5'6 6    1 3  1  1 1・ 2・ 8

大阪センチュリー交薔楽団アメリカ公 音楽

演支援

2・ 10  ●
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マルチメディア・アーティスト・オーデ 映像
ィション協力

1。 3・ 11

シャンテ・クリスマス・ライブ支援   音楽  1 1・ 4      2  1・ 2  1    1 3・ 5・ 6・

9

歌舞伎ほか伝続芸能振興支援 演劇・舞踊 1    1 1・ 2・ 5。

8・9

サ八共和国文化使節日本公演協賛   音楽  1 7 2・ 10

博物館後援会寄付 博物 8

文楽協会支援 演劇   1'3・ 4 1 1。 2・ 5。

8

ECジヤバンフェスト'94支援    出捐 2・10  ●

日本交響楽振興財団賛助 出捐   1・ 4  1 1・ 2・ 4・

5。 7・ 9

NHK交口楽団ほか首都日地区演奏団 音楽

体支援
2・ 5

東京フィル八―モニー交薔楽団ヨーロ 音楽

ッパ・ツアー支援
2・ 5・ 10  ●

ガプリエル・フォーレビアノ由・室内楽 音楽

曲全由演奏会支援
2・ 5

二期会オペラ振興会支援 2・ 5

第63回日本音楽コンクール協賛   音楽   4   1
アリオン音楽財団第10回“東京の夏音 音楽

楽祭"協賛

1    1・2   1 1・ 5。 10

大倉山コンサート支援 音楽   1 1・2   1 1・ 2・ 5。

7・ 9

音楽スタディオ「メディア・ワークス」聴 演劇

力障害児童向けコンサート支援
1      3 1・ 4・5

西川千麗舞のタベ「あるべきようは」 舞踊
支援

クリエイティプ。アート実行委員会「'94 美術   6   1    1            3・ 4
サマー・アート・スクール」支援

美術愛好会サロン・デ。ボザール展

入賞者「松下電器賞」提供

美術   6    1

早稲田大学「アートマネージメント・

シンポジウム」運営費支援
出捐 7・ 9

日本中国文化交流協会運営費支援   出捐 10

文化財保護振興財団運営費贅助    出捐

国際芸術文化振興会運営費賛助    出捐 1・ 5。 10

国際交流基金贅助会贅助 出捐 1・ 2・ 10

日本民族工芸技術保存協会運営費賛助 出捐 8

百貨店株式会社丸井今丼
資本劇2 売上高日 経常利樹田1 設立1872年  従業員2500人  予算決

メセナ活動基本方針

1若手芸術家の育成。

2地域文化活動への助成。

けいはんな学研都市フェスティノUレ'94 出捐・他

協賛

1   1

1   1

音楽   1    3    1
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活動名

支援形態               菫、7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

PMF                音楽

バシフィックミュージックフェスティ

パル

札幌交響楽団コンサート 音楽   1

丸紅株式会社 商業

資本金口 売上高日 経常利益口 設立1949年 従業員7218人

メセナ活動基本方針

社会貢献活動の一環として位置づけている。
吉諄 liジ籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル臓隆
・́
1的 物的 場所 その他]支援目的お笙3

第5回日本声楽コンクール協賛 音楽   1
名古屋フィル八―モニー交響楽団支援 音楽  1 11

m日本交響楽振興財団支援 音楽   1 11

輸大阪フィル八―モニー協会支援   音楽   1 11

NHK交響楽団支援 音楽   1 11

働日本フィル八―モニー交響楽団支援 音楽   1 11

保有絵画の貸出し(各地催物会場・

随時)

美術   3   1 11

保有古代衣装貸出し(各地催物会場

随時)

民文   3    6 8

日本室内楽アカデミー楽友会

大阪センチュリー交薔楽団アメリカ

公演支援

11   ●

インドネシア文化公演支援 民文 10

スミソニアン博物館支援 博物 10   ●

レーナ・マリア・コンサート支援    音楽  1 11

日比親善コンサート 音楽   1 7 10

東京中国歌舞団訪中コンサート支援  音楽   1 7 10   ●

日本ブルガリア文化交流演奏会支援  音楽  1 7 10

シェイクスピアフェスティヴアル   演劇  1 3 10   ●

セシル・リカド・コンサート支援(フ ィリ 音楽

ビン)

10   ●

リスボン94(EUジ ヤバン・フェスト)の 他
支援

10   ●

パパ回テ子供博物館の支援 博物 10   ●

丸紅建材リース株式会社 商業

資本側日1 売上高日 経常利樹田 設立1968年  従業員358人 予算決

メセナ活動基本方針

当社はメセナ活動については、社会貢献活動の一環としてとらえている。したがって、社員やその家族かかか

わっている地域活動や公益性のある活動に対しては、メセナ活動も含めて支援していく。

1   1

音楽   1    1
1   1
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株式会社みちのく銀行 銀行

資本金口l 売上高(預金高)日 経常利樹口 設立1921年 従業員1853人

メセナ活動基本方針

地域の芸術文化の向上、および教育支援活動。
吉諄 形 能

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

,ン

駄的 物的 場所 その同支援目的濃 高

第18回みちのく銀行フアミリーコンサ 音楽
―卜 日本フィル八―モニー交響楽団

演奏会

1      1       2 5。 9

みちのく銀行チャリティーコンサート 音楽
「吉幾三Show」

1      4       2 5・ 6

三内丸山遺跡北のまほろばシンポ

ジウム

文歴 9。 11

十三湊遺跡調査への寄付 文歴 8。 11

財青森県国際交流協会への寄付    出捐 9。 11

八戸市民フィル八―モニー交響楽団  音楽
への寄付

9・ 11

青森美術音楽鑑賞会への寄付 楽

術

音

美

7・ 9。 11

三浦印刷株式会社 その他―印刷
資本金口 売上高日 経常利益口 設立1931年  従業員700人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業の利益は社会に還元すべきであるという創始者の理念を受け継いでいる。
2社会貢献活動(ボランティアなどを含む)の一環として行っている。

3印刷文化に少しでも関連することを行っていきたい。
す理形能

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル麒除

´́

λ的 物的 場所 その他]支援目的湯奎島

ヤング・カラー・フォトコンテスト   美術  6   4 1・ 42  3

竹内敏信写真展「雪月花」(富 士フォト 美術
サロン)

4 1  1・ 2・ 2・ 5。 7

3

女流アマ囲碁選手権大会 他 1・2 3 3・ 5。 9

三国コカ・コーラボトリング株式会社 食 品

資本0日 売上高日 経常利翻口 設立1963年 従業員1722人  予算決

メセナ活動基本方針

地域社会とともに歩み、繁栄していくという思想のもと、地域経済・文化・スポーツ・環境保全等に貢献し、地
元より信頼され、愛される企業をつくる。

す裡影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'
・́
1的 物的 場所 そα□支援目的お奎爵

第18回さわやかコンサート 4・ 6・ 9音楽   1    2・ 6   2 3
第19回さわやか コンサー ト 音楽   1    2・ 6   2 3 4・ 6・ 9

彩の国さいたま芸術文化祭 音楽   1 7・ 91・ 2   1

吉 塵 11ジ鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル朧虚
'́次

的 物的 場所 その他]支援目的湯笙3
新日本フィル八―モニー贅助会員入会 音楽   1   1    1
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劇

美

演

他

北本第九交響演奏会 音楽   1 9

第5回 ビアノコンクール 音楽 4・ 9

アメリカ・ジャズダンス公演 4・ 10

与野高校吹奏楽部定期演奏会     音楽  1   7    1 4

浦和西高校管弦楽演奏会 音楽   1    7    1
春日部少年少女合唱団演奏会 音楽   1    7    1 4

吉武まつ子コンサート 音楽   1    4・ 6   1 2・ 9

マリンパ・ポニーズコンサート 音楽   1 1・ 4・ 6    1 4'9

環太平洋映画祭 映像 9。 10

ちちぶクラシックコンサート 音楽   1 2・ 9

高崎映画祭 映像 9

近代化遺産保存活用キャンペーン   民文

新制作座公演「泥かぶら」 演劇   1 3

日中友好ミュージカル 演劇   1 4 10

新潟県高等学校総合文化祭 他 4

三井海上火災保険株式会社 損保

資本金口l 売上高口l 経常利樹日 設立1918年  従業員9214人  ※m三井海上文化財団

メセナ活動基本方針

1働三井海上文化財団の活動と、三井海上火災保険としての活動を領域分けして実施。

2m三井海上文化財団の活動として音楽分野を中心に地域文化の興隆に資する事業を推進。

3企業の信念にかかけている「三井海上は心と心を結びます」を実現するものとしてメセナ活動を行っている。
す 塵 ■́ 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 そ0国 支援目的あ浩働

(財)三井海上文化財団による文化興隆 音楽  1   1
事 業 民文・他

1・ 2 1・ 2・

3

3・ 5。 9・

10

「三井海上岡綺ギャラリー」「三井海上名 美術
古屋ギャラリー」の運営

4    1・ 3 十

９

「日本フィル」「新日本フィル」「アンサン 音楽
ブル金沢」への賛助

3      1 2

オペラ「素箋鳴」上演への費助 音楽   1 2・ 7

「アリオン音楽財団」等の文化団体への 出捐

寄付

1・ 2'7・

8。 9。 10

三井不動産株式会社 不動産

資本金口1 売上高口l 経常利翻口 設立1941年  従業員1475人 予算決

メセナ活動基本方針

当社グループは、「総合生活産業」をめざし、より豊かな社会とゆとりある生活の実現のため、芸術文化に対す

る支援活動を積極的に行う。
t壇影鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルH虚
'́次

的 物的 場所 そ(研u支援目的お笙3

1。 2・ 5。

7

ミュージカル協賛「夢から醒めた夢」 演劇  1   4    1
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ミュージカル協賛「ユタと不思議な仲間 演劇
たち」

4 167

東京の夏音楽祭「聖母マリアのタベの祈 音楽

り」

2・ 5'8・

10

コンサート提供「明日に輝く少女たち」 音楽   1 2・ 5。8'

10

新宿三井ビル木曜コンサート 音楽   1 7 3 1・ 3。 5。

9

名古屋三井ビルクリスマスコンサート 音楽  1   7 3 5。 9

WBGア トリウムコンサート 音楽   1 7 3 1・ 3・ 5。

9

山城組ケチャ祭り 民文 1・ 9・ 10

株式会社三ツ葉電機製作所 自動車

資本金口 売上高日 経常利益■ 設立1946年  従業員2730人

メセナ活動基本方針

地元地域を中心とした文化活動を支援。
す籍形鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

′́

次的 物的 場所 そ例回支援目的お笙3

桐生音楽文化協会の運営 音楽 4・ 54 3   1

(財 )大川美術館BMo会員 美術   2    1・ 2   1 5'9

(財 )群馬交響楽団法人会員 音楽   1・2  1 2・ 5
１
，

９

早稲田大学交響楽団協力金 音楽   1 3・ 4

株式会社三菱銀行 銀行

資本金口 売上高(経常収益)日 経常利固□1 設立1919年  従業員1万5943人

活動名

支援形態              ョ.7
芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ諸う

デ ィズニー映画会開催 映像 2  3 4

三菱地所株式会社 不動産

資本0日 売上高日 経常利樹口 設立1937年  従業員2094人  ※社会環境室(5人・1994年 設置)

メセナ活動基本方針

ビル賃賞・不動産開発・設計監理の3つの事業部門を擁する総合デベロッパーとして、当社は「自然と人間環境」

をテーマに長期的な展望のもと、全国各地で街づくりを展開している。

メセナ活動は、こうした不動産事業にかかわるプロジェクトのなかで、地域や社会に根ざした貢献活動の一環

として実施してきたが、この活動自体か景気の好不況にかかわらす、息の長い支援となるよう取り組んでいく。
も諄彩醸

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'́次

的 物的 場所 その他]支援目的お笙島

東京・丸の内仲通り彫刻展示 美術 2 1・ 2・ 91・ 4・ 5・  3
6

東京・丸の内仲通り植栽実施 2  2 9

本支店管轄ビル正面におけるストリー 美術

トギャラリー(地元彫刻家作品)

1・ 4・ 5・  3

6

2 1・ 2・ 9

1   1
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NHK交薔楽団定期公演特別支援   音楽   1 7

横浜ラントマークタワー内      音楽   1・ 2・ 4 2・3   2 2  1  1
ランドマークホール各種イベント支援

美術   1・ 4・ 5

6

演劇・映像 1・ 2・ 4
グラデ

1・ 2・ 7・

9・ 10
１。

５

３

横浜ランドマークタワー内

タワーギャラリー写真展支援

美術   1・ 2・ 4 4 2  2   1    1 1・ 2・ 7

9。 10

日比谷シティ広場内 演劇   1・ 2  2 2  2   1    1 8。 9
各種イベント支援

福岡天神MMビル(イムズ)内

三菱地所ルティム支援
1'4・ 5。  1・ 3・ 4・   2  2   1    1
6      5

1・ 2・ 7

9。 10

米国ロサンゼルス市777タワー内
ギャラリーアット777支援

美術 1・ 2・ 3・  4
4・ 5

1  1 2   ●

仙台市泉パークタウン内
フアミリーコンサート支援

音楽   1    4    1・ 2 2 9

三菱商事株式会社 商業

資本0口l 売上高i日 経常利園□ 設立1954年  従業員1万118人 予算決

メセナ活動基本方針

企業のイメージアップにつなかる内容のものを選択し、支援する。
も連1:′能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

:´ .次

的 物的 場所 そαu支援目的お奎3
現代根付彫刻展 美術   1    3 7・ 10  ●

野村万作特別公演「法螺侍」 演劇   1    2 2・ 8

日本能楽芸術振興会「橋の会」 演劇   1    2 8

M∪SEO DE LOS NINOS(子 供 博物

博物館)

4   ●

ミュージカル「フアープルの毘虫記」 演劇   1 4 4

厳島神社災害復旧事業奉賛会 文歴 8

(財 )静嘉堂協力会 博物 1  3 8

(財)読売日本交響楽団 音楽   4   1 7

(財)ス ターダンサーズバレエ団    舞踊

(財 )日 本交響楽振興財団 音楽   4   1 7

(財)新日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   4   1 7

国際俳旬交流協会 文学 10

(盲重複障害者)正秋バンドチャリティ 音楽
―コンサート

2 2  3 3・ 5。 6

天王洲アートスフィア劇場の運営   音楽・演劇 ●  9。 11

三菱信託銀行株式会社 銀行

資本金口l売上高(経常収益)日 経常利益口 設立1927年 従業員6782人 ※社会貢献活動推進室(5人
・1992年設■)予算決

メセナ活動基本方針

1当社の業績に左右されす、継続的なメセナ活動かできるよう財団法人の展開を中心に行う。

1
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2支援対象は当面音楽芸術とし、専門家に選考してもらうことにより、本業を離れた純粋な活動とする。

3当社の体育館をオペラ、オーケストラの練習場に提供するなど支援方法を工夫する。
吉 罐影 鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

,ン,1的

 物的 場所 そα回支援目的お讐Б

三菱信託芸術文化財団 2.9

169

音楽   1    1・ 3   1
NHK交響楽団 音楽   3    1 2

東京交響楽団 音楽   3   1
東京シティ・フィル八一モニック管弦楽 音楽

団

3      1

日本オペレッタ協会 音楽   3   3
東京フィルA―モニー交響楽団    音楽  3   1
二期会オペラ振興会 音楽   3   3
日本オペラ振興会 音楽   3   3    1
日本フィル八―モニー交響楽団 音楽   3    1
スターダンサーズ・パレエ団

三菱レイヨン株式会社 繊維

資本調日 売上高日 経常利樹■ 設立1933年  従業員約4800人

メセナ活動基本方針

特になし。依頼があったつと、検討する。

未来工業株式会社 他製造

資本金口 売上高日 経常利益■ 設立1965年  従業員774人

メセナ活動基本方針

1企業による地域への選元。

2文化支援などによる人間形成。

3会社主催のメセナは地域住民を無料招待。

4業績に関係なく、今後も定例的に実施する。

支援形態

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お讐3

オズの魔法つかしヽ 演劇   1    3    1

木野雅之ヴァイオリン・リサイタル  音楽  1   1
星の王子さま・大神 演劇   1    3    1
第7回岐阜市民芸術祭 演劇   1    3
第47回中部日本高等学校演劇大会  演劇   3   3

株式会社御園座 サービス

資本金日 売上高日 経常利固口 設立1896年  従業員170人

メセナ活動基本方針

劇場経営という性格上、日本伝続芸術である歌舞伎を中心に、この地域の人たちに演劇をとおして芸能文化の

振興と発展をめざしたい。
す諄形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'´

′

次的 物的 場所 その他]支援目的湯驚爵

名古屋むすめ歌舞伎の上演      湊劇  1   1      3  2  1     3・ 5・ 8・

9
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資本金口 売上高日 経常利益田 設立1942年  従業員424人

溝田工業株式会社 他機械

メセナ活動基本方針

地場の芸術文化の発展に寄与する。

活動名

支援形態              薔.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ急う

佐賀県お母さんコーラス連盟

15周年記念特別事業・日中合同演奏会

音楽   1 7 9,10

吉野ケ里フェスタ 音楽 4
アジアポップスクィーンズライブ

ムーンバット株式会社 商業

資本金日 売上高日 経常利益■ 設立1885年  従業員502人

メセナ活動基本方針
正しい瞑想法・呼吸法・発声法、および基礎的なトレーニングや基本型の修得などを通じ、能の真髄にふれなが

ら、心身のパランス、健康を促す能健康法の普及を行うことを主眼としている。
・担当講師(能楽士)の活動支援が主体。

さ 口 li多鮨

活動名                  芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 あ浩働

日本ハイタッチツシアル協会 1  3   2   2

株式会社メモリアルアートの大野屋 その他一石材業
資本金口 売上高日 経常利劉■ 設立1939年  従業員429人 予算決

メセナ活動基本方針

手づくりの活動の継続により

活動名

お客さまの身近な企業であることを訴求する。

支援形麟

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的 お驚Б

めもりある講演会 文学 11

メモリアルクラシックコンサート   音楽  1 1。4   2 11

サロンコンサート 音楽   1 2 11

仏像彫刻サークル 3 2 11

仏画サークル 2 11

写仏サークル 2 11

夏体み子ども石の彫刻教室 3 2 11

メルセデス・ベンツ日本株式会社 その他―自動車販売
資本金□ 売上高日 経常利麹田 設立1986年  従業員433人 予算決

メセナ活動基本方針

1才能ある若いアーティストを積極的にサポートすること。
2「斬新」といわれるような表現を受け入れる用意があること。
3支援の必要な分野、プロジェクトをサポートすること。
4アーテイストが、その能力を最大限に発揮し、持続できるようサポートすること。
5国際交流に貢献できうること。

11

美術

美術
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支援形態              壼.7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

171
活動名

メルセデス・ベンツ日本アート・スコー

プ'94ガスコーニュ・ジャパニーズ・ア

ートスカラーシップ

美術 1・ 5 1。 2・ 3・   2
4・ 5

2    1・ 2       1・ 7・ 10   ●

名工建設株式会社 建設

資本金□ 売上高日 経常利益■ 設立1941年  従業員964人

メセナ活動基本方針

地域社会への貢献として、会社の実力に見合う程度の支援は社会的責任の一つとして考えている。
t燿形能

活動名           芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

ν'次

的 物的 場所 その他]支援目的酷 爵

名古屋フィル八―モニー交■楽団   音楽  1   1    1            2'9
コンサート

佐藤紀子と日本音楽アンサンブル   音楽  1   7    1            2
コンサート

名古屋市文化振興事業団への寄付   出捐 2・ 9

株式会社名鉄百貨店 百貨店

資本側日 売上高【日 経常利益田 設立1954年  従業員1641人  予算決

メセナ活動基本方針

1文化催事の開催や演劇の上演を通して、多くの人々の心に感動をもってもらう。

2フ ィランソロピー(社会貢献)のなかの一つと考える。
む鰈形能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンル■除
'́1的

 物的 場所 そα□支援目的湯笙3

ジョアン・ミロ展 美術   1 1・ 3      2  1・ 3 5

中日写真展入賞作品展 美術   1 2  34 7

各種 い けば な展 他 2 1・ 3 8

スモン障害者とその家族の作品展   美術・I芸 1   1 1  3 6

「エッシャー」展 美術   1    1 2  3 5

「残された楽園」写真展 美術   1    4 2  3 11

北大路魯山人展 工芸 2  3 5

モービル石油株式会社 石油

資本金□1 売上高日 経常利園口 設立1893年  従業員1200人  予算決

メセナ活動基本方針

◆「良き企業市民」たるべく風土か(1893年に日本にて創業以来)もともとあった。

100%アメリカ資本であるが、日本で長年事業を展開しているので、日本文化の発展に対して選元したいとしヽ

う企業理念にのっとり活動してきた。日本の社会・文化活動の草分け的存在といわれている。

◆モービル石油の活動の柱は

1地球ではあるが地道に活動を続けている重要な分野を支援。

2単発ではなく、継続性をもってやる。

3販促活動はしない。

4従業員による手づくり的プログラム。

活動名

支援形態              奎.7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

モービル児童文化賞 他 4・ 9・ 112  3
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モービル音楽賞 音楽   3   1・5   2 3 1・ 2・ 8

モービル・ライプ・サウンズ 音楽   1 1・4   2 3 4・ 5・ 9

子ども邦楽まつり 音楽   1 5 4・ 8

森ビル流通システム株式会社 不動産
資本金口l売上高口l経常利益口l設立1986年 従業員70人 予算決

メセナ活動基本方針
1実験的、先進的要素をもった芸術の支援。
2ジャンルにこだわらない芸術。文化の紹介。

3芸術・文化をわかりやすくカジュアル感覚で紹介。
4若手アーティストにチャンスを提供。

5街の文化活動支援。

6若い鑑賞者の啓発。

活動名

支援形態               蒻々17
芸術分野 支援対象 ジャンル[資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働

アート・イベント・スペース「ラフォーレ
・ミュージアム赤坂」の運営、イベントの

企画・制作

音楽

美術
演劇・舞踊

５．

６́

・６

２．

ト

ト

1・ 2

3

●   1・ 2・ 4・

5・ 6・ 7・

8。 9'10

11
数
デ．
壺

げ
冊
文．．

ク

像

民

アート・イベント・スペース「ラフォーレ
・ミュージアム・エスパス」の運営、イベ
ントの企画・制作

音楽
美術
演劇・舞踊
クロア・映
像・服デ・

民文・他

2・ 5。 7

1～ 6

1～ 6

1・ 2・

3

● 1・ 2・ 4・

5・ 6。 7・

8・ 9。10

11

株式会社ヤギコーボレーション 繊維
資本金口l 売上高i日 経常利益■ 設立1967年  従業員180人 ※ヤギメセナファンデーション

メセナ活動基本方針

1社会貢献の永続的活動を考えている。
2その一環として、当面メセナ活動を重点に行っていきたい。
3永続的な活動を行うために、1991(平 成3)年に総額4.5億 円の寄付による財団の設立を行い、そこで活動を

行っている。

4メセナ活動を通し、社内での文化向上をはかっていきたい。
も埋形能

活動名         芸術分野 支援対象 ジャンル〔輪

´

人的 物的 場所 そ碗 〕端 目的離 3
ヤギメセナフアンデーション 出捐 1・ 2・ 5

10

ヤマ八株式会社 他製造―楽器
資本金□1 売上高日 経常利益■ 設立1887年  従業員1万880人 ※mヤマ八音楽振興会

メセナ活動基本方針

1世界の人々の豊かな人生に貢献する。

2当社の基盤事業である音楽事業を中心に各事業および、事業外活動を含めて、ヤマ八の独自展開策と独自性
をベースとしてメセナ活動を行う。
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支援形態              ョ外r
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

17う
活動名

ジュニアーオリジナルコンサート(国 音楽

内82回 目)海外(カ ナダ・マレーシア)

1・ 4 2  1・ 2・  1・ 2

3

1・ 9。 10   ●

ミュージッククエスト(ポピュラー作曲 音楽
演奏)世界30カ国以上で展開

4 1・ 2  1。 2・  1・ 2  1・ 2

3

4。 9。 10  ●

インターナショナルエレクトーンコン 音楽

クール'94

全日本エレクトーンコンクール'94

1・ 4     2  1'2・  1・ 2  1 1・ 3・ 4   (D

テイーンズミュージックフェスティバ 音楽

リレ
4・ 6・7  1'2 2   2 4・ 9

第2回浜松国際ピアノコンクール協力 音楽   2   1 1  2   2 2・ 5'10

日本吹奏楽指導者クリニック 音楽   3   1 1 1・ 3 2 1・ 2

全日本小学校バンド指導者クリニック 音楽  3   1 1 1・ 3 2 1・ 2

マーチングバンド指導者研修会 音楽   3   1 1 1・ 3 2 1・ 2

葛城工芸美術展 工芸     1・ 5     3・ 6     2  1。 3       1 8

グラスナウ展 工芸   1・5  6    2 3 8。 10

矢作建設工業株式会社 建設

資本鋼日 設立1949年  従業員約1300人

メセナ活動基本方針

1地域社会への貢献。

2社外的なイメージアップ。

3社員のマインドアップ。

活動名

支援形態              菫,7
芸術分野 支援対象 ジャンル [資金 人的 物的 場所 その他〕支援目的あ浩働

名古屋伝続芸能振興会        民文 8・ 9

日本室内楽アカデミー楽友会 音楽   3   1 1・ 3

名古屋踊り後援会 8・ 9

和泉宗形後援会 民文 8・ 9

名古屋フィル八―モニー後援会 音楽   1 9

名古屋フィル八―モニー特別演奏会  音楽   1   1 9

安田火災海上保険株式会社 損保

資本金口l 売上高□l 経常利樹日 設立1888年 従業員1万2544人  ※広報部文化事業室(5人 )予算決

メセナ活動基本方針

当社は経営理念のなかで「社会に奉仕する安田火災」をうたい、めざす企業像の一つに「力と徳をもつ企業」をか

かけているか「力」とは業績であり、「徳」とは社会貢献を意味する。

人に人徳があり、陰徳を積むことで磨かれるように、会社の徳は社会貢献を積むことで、磨かれると考えてい

る。この「力と徳」の両方をあわせ持つことで、真に社会から受け入れられる企業になると考え、当社は積極的に

社会貢献活動に取り組んでいる。

また、当社は伝続的に美術との関係が深く、昭和初期より、東郷脅児、北大路●山人をはじめとして多くの美

術家への支援を行ってきた。

1976(昭和51)年の本社ビル竣工時には42階に安田火災東郷青児美術館を開設するなど、美術を中心とした

社会貢献活動を展開している。
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売上高(経常収益)日 経常利固口 設立1880年  従業員2万4546人  ※広報部 予算決

メセナ活動基本方針

1始めるまでは慎重に考える。

2始めたら継続する。

3従業員が何らかの形で関与する(0画する)。

吉諄 11´瘤

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル [資金

´

人的 物的 場所 その他]支援目的お笙島

(財)安田生命oOL文化財団による

活動(助成)

音楽・書道

安田生命保険相互会社 生保

読売日本交響楽団への協賛 音楽   1    1
日本音楽コンクール受賞者発表演奏会 音楽

を協賛

NHK短歌学園への協賛 文歴 3

毎日児童小説・菫話コンクールヘの協賛 文歴 3

内田光子ピアノリサイタル協賛    音楽   1 2

鳥塚しげきフアミリーコンサート   音楽   1 6

株式会社山種産業 倉庫

資本劉日1 売上高日 経常利益田 設立1937年  従業員420人

メセナ活動基本方針

当社の所属している山種グループには、学校法人と美術財団があり、これらの活動を積極的に支援している。
も諄1:´鮨

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金
'
・́
1的 物的 場所 その他〕支援目的お奎3

弥勒寺山門新設費用 他

東京フィル八―モニー 音楽   1 7 ●

日本オペラ振興会 音楽   1 3 7

全米日系人博物館 博物 10   ●

日本棋院 他 8

株式会社ユーエスケー 建設

資本調口 売上高日 経常利益■ 設立1969年 従業員393人

メセナ活動基本方針

1地場産業の一企業として、その存立基盤を大切にする。

2上場企業として、地域とのかかわりを強化し、あらゆる面で地元との融合がはかれるようにする。

3地域文化振興のため、地元企業として責務を自党した文化支援活動を続けていく。
さ 撻形 籠

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

ポリーフェルマンピアノコンサート  音楽   1    1 2  3 9。 10

地元画家による絵画展 美術   1 3 2・ 9

パッチワーク展 工芸

資本金□ 売上高日 経常利益日 設立1925年  従業員8000人  予算決

5

草月流生け花展 他

食 品雪印乳業株式会社

8

8
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メセナ活動基本方針
さらに前進した芸術育成・援助についてはメセナ協機会を通じ勉強中。

す耀影鯛

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンル〔選

レ

歌的 物的 場所 そOM支援目的あ笙爵

雪印こどもの国(横浜)運営      博物           2 3  1  1     4
雪印こともの国・夏休みブレゼント

ガスタガー・フアミリー野外演奏会
4

175
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歴史資料館の運営・コレクション公開 博物 2  3   1    1 4

株式会社ヨークベニマル スーバー

資本金口l 売上高日 経常利益l口 設立1947年  従業員1666人  ※総務室渉外法務部・財)ヨークベニマル文化
教育事業財団(2人・1985年 設置)予算決

メセナ活動基本方針
「良き企業市民」=(地域社会に役立つ企業、地域の人々の生活を豊かにする企業)と して、地域社会での役割を
はたす。

1企業財団活動に対する支援(地域青少年の人材育成文化活動)。

2企業内で提案される案件の地域文化活動支援。

3広告宣伝とは区別。
す燿11´鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'́次

的 物的 場所 その他]支援目的源奎Б

(財)ヨークベニマル文化教育事業財団 出捐

の運営
4。 101  3

「大日本名跡図誌」復刻出版 民文 2  1

「磐城史料稿本」復刻出版 民文 2  1

「中世陸奥国府の研究」論文出版    民文 2  1

「那須郷土誌」復刻出版 民文 2  1

株式会社読売新聞社 新聞

資本金口l 売上薗口 設立1874年 従業員4413人 (東京本社のみ)※ 事業本部(約 80人 )・□読売日本交薔楽
団・m読売光と愛の事業団 予算決

メセナ活動基本方針

1新聞の発行、出版事業とともに、内外の優れた芸術を国民に提示、またその活動の支援、顕彰することによ
り、日本の文化向上に貢献する。

2日本の文化事業の国際的展開に寄与する。

3(財 )読売日本交薔楽団の活動を進展させる。

4(財)読売光と愛の事業団を運営、意まれない人たちを支援する。

5各地の関連文化センターを拠点に生涯教育の振興をはかる。
む煙::´鮨

活動名             芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金

´

歓的 物的 場所 その他]支援目的お讐爵

読売日本交響楽団公演の主催 音楽   1・3  1
読売文学費             文学

読売濱劇大賞            演劇

「バーンズ・コレクション展」など 各種 美術・書道

美術展、書道展、イベントなどの企画展 博物・他

開催

「アメリカン・フェスティパル」の開催  他

棋聖戦(将棋)・ 電王戦(囲碁)等の主催  他
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資本金田 売上高日 設立1959年  従業員1697人

株式会社ライカ その他一紳士・子供服製造卸売

メセナ活動基本方針

1文化交流の場を広く一般に提供し、地域社会に貢献する。

2社内の文化意識の向上を促す。

活動名

支援形態

芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的お笙3

OXYギャラリーの運営 美術   1・ 5 1・ 2・ 4・   2  3   2   1。 2

5・ 6

1・ 2・ 5・

7・ 9。 10

株式会社リクルート サービス

資本金口 売上高日 経常利樹口 設立1960年 従業員5131人

メセナ活動基本方針

1事業に関連する分野(グラフィックデザインなど)での活動が多い。

2若手(これから世の中にデビューしていく人)の発掘、育成の観点で取り組んでいる。
苦諄 ]:フ鮨

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'́1的

 物的 場所 その同支援目的湯晏爵

1・ 22  2   1    1

「ガーディアン・ガーデン」の運営 音楽   2
美術   4
演劇・映像 2
工芸・グラ

2  2   1    1 1・ 3

「クリエイション」の発行 グラデ 2  3
10

日本オペラ振興会他への寄付 音楽     3      3       1

株式会社リブラン 不動産

資本金口l 売上高口l 経常利益田 設立1968年  従業員60人  ※予算決

メセナ活動基本方針

1基本にしているのは「地域に密着した企業をめざす」。

2美術館を運営し、地域文化の情報発信基地となるような活動をする。

3「地道」「饉綺」をモットーに、若手アーティストの発掘をする。

4アートが生活の一部となるように当社事業のなかで活動していく。
す埋影鮨

活動名          芸術分野 支援対象 ジャンルi競
‐

政的 枷 場所 その回建 目的お電島

ドン・ウイリアムス常設展 1・ 9美術   4    1 2  3

レオ・スーエル常設展 美術   4   3 2  3 1・ 9

日本の美 工芸 9。 11

創作童話 文学 2  1

株式会社琉球銀行 銀行

資本金i口l 売上高l日 経常利益(業務純益)2 設立1948年  従業員1853人

メセナ活動基本方針

「地域とともに歩む銀行」「地域に根ざした銀行」を基本方針とし、文化・芸術活動に対し支援する。さらに、伝続

文化の保存事業に対する協力や若手の発掘・育成も行っている。

「クリエイションギャラリー08」 の運営 美術   4   6
グラデ

9



企業別メセナ活動一覧

支援形態              螂■7
芸術分野 支援対象ジャンル〔資金 人的 物的 場所 その他]支援目的あ浩働

177
活動名

沖縄県立美術館建設を考えるシンポジ 美術

ウム
4 9

沖縄芝居実験劇場「さらば福州琉球館」 演劇
公演

3 10

沖縄オペラ協会城オペラ「道化師」公湊 音楽  1   3    1 2・ 5

国際音楽学生交流協会'94日 口交歓コ 音楽  1   1    1            1・ 10
ンサート

沖薔オペラ実行委員会        音楽  1   3    1            2
紅型デザイン公募展 工芸 1・ 8。 92

株式会社レナウン 繊維

資本金□ 売上高日 経常利翻口 設立1902年  従業員8618人

メセナ活動基本方針

1企業として構えての活動はまだやれていない。
2個人的なつなかりから派生するミニ活動か主である。

3フ アッシヨンは文化産業であると認識しているので、支援活動に意欲は捨てない。
4当面は経常赤字でむすかしいが、健全な企業体としてはメセナを視野に入れていかなければならないと考え

ている。
す 壇彬 額

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
'́次

的 物的 場所 そ(所回支援目的お奎島

劇団未来劇場 演劇   1    3     1
音楽座ミュージカル 濱劇   1    4    1
三田文学 文学

ワールドプラザ 他

レンゴー株式会社 紙・パルプ
資本金田 売上高日 経常利翻■ 設立1909年  従業員3609人 予算決

メセナ活動基本方針

1企業かはたすべき社会的責任の一つとして、利益を社会に選元する。
2社会から信頼され、尊敬されるに足る風格のある企業たるべく、芸術・文化の奥隆に寄与する。

吉 爆 形 能

活動名                芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

″'1釣
 物的 場所 その他]支援目的 湯笙爵

管弦楽団「オーケストラ・アンサンブル 音楽
・金沢」支援

2・ 91・2  1 1   3   2

ベーゼンドルフアー・ビアノを岩井市へ 音楽

寄付
1・2  1 1。 2・ 3

9

2

「大阪フィル八―モニー」支援 音楽   3   1 2・ 9

「関西フィル八―モニー」支援 音楽   3   1 2'9

「日本の100冊翻訳の会」支援 文学 5。 10

全米日系人博物館建設支援 10

サン・ヴィゴール・ド・ミューネし拝堂プロ 美術
ジェクト支援

文歴

5      6 2・ 7・ 8

10

●

伊勢神宮 遷宮資金寄付 文歴   1 8

市川猿之助 欧州公演支援 演劇   1 2・ 8。 10  (D
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上方文化芸能協会への寄付 出捐   1 1・ 2・ 8

(財)日本民俗工芸技術保存協会への寄 出捐

付

1・ 2・ 8

ローム株式会社 電気部品

資本翻口 売上高日 経常利翻口 設立1958年 従業員2793人  ※広報室文化事業グ′い―プ(2人・1991年設

置)予算決

メセナ活動基本方針

企業活動を通して文化の進歩向上に員献することか、当社の基本理念であり、メセナ活動もその考え方をもと

に実施している。
む諄影鮨

活動名            芸術分野 支援対象 ジャンルi資金

´

駄的 物的 場所 そα也]支援目的お電島

(財)ロームミュージックフアンデーシ 出捐

ョ ン

1   3 1・ 2・ 3・

4・ 5。7'

9。10

京都。国際音楽学生フェスティパル  音楽   1   1 1  3 1・ 4・ 5

9・ 10

ロマンチック・コンサート 音楽   1    1 1   3 2・ 5

ニューヨークトリオ・コンサート 音楽   1    1 1  3 2・ 5。 9

室内楽のタベ・コンサー ト 音楽 3 1・ 4・ 5

(財)京都市音楽芸術振興財団 1・ 4・ 5。

9■0

株式会社ワコール 繊維

資本金口l 売上高口l 経常利益口l 設立1949年  従業員5187人  ※社長室 予算決

メセナ活動基本方針

「世の女性に美しくなってもらうことによって、広く社会に寄与することこそ、わか社の理想であり、日標であ

ります」
す経::多出

活動名                 芸術分野 支援対象 ジャンル〔資金
・

人的 物的 場所 その他]支援目的お奎3

5'7・ 8'

11

(財)京都服飾文化研究財団の運営   出捐 1   3 1・ 2

京都国際映画祭 映像 7・ 9'10

京都市コンサートホール建設寄付第2回 音楽
。第3回

2 9

(財)フ アッション産業人材育成機構  服デ

(財)日本室内楽振興財団寄付 音楽 7

平安建都1200年 広場協賛 他 9

スパイラル(文化施設)の運営 楽

術

音

美

1'2

1。 2・ 4

2

1'3・ 4・

5・ 6

3

2

演劇・舞踊 1。 2

クロア

7
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特集にあたって

世界のメセナ事情を探る手がか りに

企業メセナ協議会は1995年 5月 22・ 23・ 24日 の 3日間にわたり、設立 5周

年を記念した「国際メセナ会議'95」 を開催 し、欧米・アジアなどから27カ

国、延べ1400名 の参加者を迎えた。本年度白書の特集「世界のメセナ」は、

世界のメセナ活動の現状 と問題点を探 り、21世紀へ向けて新たなメセナの発

展をうながすという会議の開催趣旨に基づいて企画されたものである。執筆

は、欧米・アジアの企業メセナ協議会にヨーロッパ企業メセナ委員会を加え

た16団体 と、協議会の存在しない国については政府機関、現地企業、国際交

流基金などに依頼し、 4月 末には、おおむねそろった原稿を企業メセナ協議

会事務局文責で訳出、編集した。

レポー トは次の 4項目を含むものとした。①メセナの起源と歴史 ②メセ

ナの現状 と問題点 (優遇税制、メセナの成功例、日本企業によるメセナな

ど)③公的芸術文化支援の役割 ④今後の芸術支援への展望

和訳 にあたって

「メセナ」とは芸術文化の擁護を意味するフランス語である。が、今日「企業メセナ」と

いう言葉が何を意味するのか、国際的なコンセンサスがあるわけではない。
。本レポートでは、なんの見返りも要求しない「寄付」からマーケティング的要素の強い

「協賛」まで、あらゆる形態を含む芸術文化支援全般をさすものとした。今回海外から寄

せられた報告のほとんどが英文であるが、英語では一般に企業の支援を「スポンサーシッ

プ」と呼び、メセナというフランス語が用いられることは皆無にひとしい。スポンサーシ

ップという言葉は、資金援助をはじめとするさまざまな形の支援全般をさすようになって

きているが、狭義には企業が明確な見返りを期待する「協賛」をさすもので、「寄付」と

はあくまで一線を画す。訳文では、「スポンサーシップ」という言葉が広義の意味で用い

られている場合には「メセナ」と訳したが、寄付や財団設立などと対比して狭義の「協

賛」を意味する場合には、「協賛」あるいは「スポンサーシップ」とした。これはもちろ

ん過渡的な措置で、今後日本のメセナが成熟してゆくなかで、両者の使い分けが確立する

ことも考えられる。

。各国の企業メセナ協議会の名称はさまざまだが、基本的に「企業メセナ協議会」で統一

した。ただし、これまで日本でたびたび紹介された機関 (ア メリカの BCA、 EUの

CEREC、 英国の ABSA、 フランスのADMICAL)お よび厳密には企業メセナ協議会と

呼べないものは、名称を原文に忠実に訳出した。

180
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世界メセナ事情概観

多様化する企業メセナの役割

ローマ帝国末期の大臣、マエケナスという人物の名を永く残すこととなっ

たメセナは、市民社会の発展とともにその姿を変えてきた。20世紀に入ると、

「裕福な個人」による芸術文化支援は企業へと引き継がれ、さらに今日、地

方・中央政府との協力など、企業メセナの役割は多様化し、期待されるもの

は大きい。また、ボーダレス・エコノミー時代を迎え、企業の多国籍化が進

むにともない、企業メセナも国境を越えて相互に影響を及ぼし合うようにな

ってきた。以下、各国のレポー トから世界のメセナ事情を概観する。

芸術文化支援の 2形態
―

官主導型と民活型

世界各国の芸術支援はそのにない手によって2つの形態に大別される。西

欧諸国では、芸術支援は公益事業とみなされ、国家の責任において、すなわ

ち「政府主導型」で遂行されてきたのに対して、米国などでは、芸術支援は

民間の自由意志にゆだね、政府の介入は優遇税制を整備する程度にとどめる

「民間活性型」のシステムを基本としている。近年、この 2つの形態は歩み

寄 り、あるいは融合し、よりよい芸術支援形態の模索が続いている。

「政府主導型」の芸術支援の歴史をもつ西欧では、各国がそれぞれ明確な文

化政策を掲げて文化省を設置し、芸術文化への助成のほとんどを国家あるい

は公的機関が行ってきた。また、主要な芸術 。文化機関は国 。公立で、予

算 。人員など、その運営全般を手厚 く保護する国は数多い。各国の文化省の

予算や公的な文化支出を単純に比較することは危険だが、国民一人あたりの

支出額、民間の文化支出との比較などから、西欧各国の芸術文化における政

府の役割の大きさは容易に理解されよう。

政府がイニシアティブをとることは、安定した支援を意味する一方で、支

援が一元化してしまうことの危険もある。昨今、官主導文化支援の代表であ

るフランスでも、民間の支援が社会的に容認、さらに奨励されてきている。

この動きは、国家予算の頭打ち状態を打破するべ く資金源を多元化する方策

であると同時に、価値観の多様性を芸術文化支援にも導入させようという試

みでもある。

また、ひと口に「官主導」の芸術文化支援といっても、中央集権型、地方

分権型など、支援のシステムはさまざまである。たとえば、英国では「アー

ムズ 。レングス」の原則に基づき、国家が地方の公的機関などを通じて助成

する形態をとり、政治的中立性を保持している。このシステムは、コモンウ

ェルス傘下のオース トラリア、シンガポール、香港、さらにはカナダにも影

響を与えてきた。一方、連邦制を徹底させているドイツは、中央の政府に文

181



182 化省を置かないが、各州に「文化省」が存在し、州ごとに独自の文化政策を

展開している。これは連邦制をとる国に共通した芸術への取 り組み形態であ

り、「地方政府主導型」ともいえよう。

米国では、芸術 。文化における連邦 。地方政府の影が薄 く、民間の支援に

よって芸術が存続してきた、といっても過言でない。また、民間の支援のう

ち、個人による支援総額が企業のそれをはるかに上回っている。この背景に

は、建国以来の「小さな政府」の伝統と、それを支えてきた自立 。自助の精

神がある。芸術を含む多くの分野で、 2万以上の非営利団体 NPOは 自発的

に組織され、市民 (企業)がその活動を支援 してきたのである。

こうした非営利で活動する芸術団体への支援 。寄付が、アメリカのメセナ

の出発点であるが、政府の役割は寄付金控除など、あくまで間接的な支援に

とどまる。たとえば、企業が芸術団体を含む非営利団体に寄付をする場合、

税引き前純利益の10%ま でが控除の対象として認められており、NPOと し

て芸術団体を組織する場合も比較的容易に認定を受けることができる。

「民活型芸術支援」の場合、多様で柔軟な支援形態が期待できる一方で、安

定性を欠いてしまうおそれもあることは否めない。とりわけ企業による芸術

支援の場合、景気の動向に左右されずに、メセナ活動の規模を維持すること

はむずかしい。しかしながら、企業や公的機関、芸術団体が従来の支援シス

テムの再検討をしながら、新しい試みや協力体制が生まれつつある。

「官民」の協力は多数の国で顕著な傾向であるが、長びく不況下で限られた

財源を有効に使うための方策であると同時に、上述した 2つの芸術支援形態

の不安要素をそれぞれ補おうという意図の表れでもある。たとえば英国では、

84年に政府が企業の芸術支援に対して助成額の一部を上乗せする「BSIS―
企業メセナ振興制度」 (現在「国民文化省ペアリング制度」と改名)を創設

し、政府みずから企業の芸術支援を奨励 し、官民のゆるやかなパー トナーシ

ップが築かれつつある。アメリカでも、連邦政府レベルで唯一の芸術助成機

関 NEAは民間とのマッチング・ グラントにより、一種の奨励制度的な機能

をもつ。

官民いずれがイニシアティブをとるにせよ、税制の問題は、文化のインフ

ラを改善する鍵 として、西欧各国および日本でも論議の的になっている。個

人・企業から芸術団体への寄付を免税 とする、あるいは免税枠を広げる、ま

た、宣伝広告としての協賛 (ス ポンサーシップ)に経費控除を認めるなどを

目標に、各国でロビー活動が展開されている。しかしながら、いずれの国で

も、寄付税制については米国ほどの進展はみられない。



20世界のメセナ事情楓観

企業メセナ協議会設立の動きとその使命

1967年、米国に世界初の企業メセナ協議会 BCAが誕生した。創設当初は、

社会貢献予算の平均 2%を芸術支援にあて、見返 りを求めない企業が大多数

であったが、80年代初頭のコーズ 。リレーテッド・マーケティングの登場以

来、経営戦略の一環 として芸術支援が活用されるようになった。設立以来

BCAは、企業が芸術を支援する際に非営利の立場で助言し、情報を提供 し

てきた。こうした BCAの活動は数年の時差を経てヨーロッパ、アジアにイ

ンパクトを与え、各国に企業メセナ協議会が組織されていく。

西欧では、不況が長引 くなか、公費削減=公的支援の減少を補完するもの

として企業メセナが注目され、76年には英国に企業メセナ協議会アプサが設

立された。政府は「BSIS(ペアリング制度)」 の運営をアプサに委託し、政

府との共同責任で英国でのメセナ推進役として活動している。79年には、フ

ランスにも企業メセナ協議会アドミカルが設立された。世界でも有数の「強

い」文化省の国フランスに、企業メセナを推進する団体が設立された意義は

大きく、民間の支援が社会的に認知されていく契機となった。こうした企業

メセナの進展に呼応して、87年にはメセナに関する法律、90年には企業財団

に関する法律が制定された。また、アドミカルは芸術 。文化だけでなく、医

療 。福祉など社会貢献活動全体を「人道的 (連帯)メ セナ」としてメセナの

対象分野に取 り上げている。

1980年代は好調な経済の波に乗り、各国で企業財団の設立があいつぎ、80

年代後半には、西欧の国々で企業メセナ協議会が続々と設立されていく。
*

今日、メセナはビジネスにおける成功とも貢献しうるとの認識が浸透しつ

つあり、企業がメセナをコミュニケーションツールとして積極的に活用する

国が増えている。また、メセナには懐疑的だったスウェーデンでもようや く

芸術、企業の双方がメセナの有効性に気づきはじめ、ギリシャでは地方自治

体・企業・オメポの三者間協力、オランダのスポンサリング・ コー ドの制定

など、さまざまな新事例 も報告されている。91年には、EC委員会が各国の

メセナ協議会の調整機関・情報センターの設立を呼びかけ、欧州企業メセナ

委員会セレックがロンドン (現在ブリュッセル・加盟11カ 国)に発足した。

全欧的な情報サービスの充実やネットワークの拡大を目的に、税制問題の調

整や欧州全域にまたがったメセナのサポー トなどに取 り組んでいる。

欧米諸国での活発な企業メセナの影響を受け、日本と韓国でそれぞれ90年、

94年に企業メセナ協議会が設立された。日本では文化に高い関心を持つ企業

トップらの呼びかけによる設立だったが、韓国では、金大統領が経済界のリ

183
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―ダーに政治献金の代わ りに芸術文化を支援するよう要請、政府主導の形で

協議会が誕生 した。アジアでは、 このほか、90年に香港企業メセナ協議会が

設立され、またシンガポールでは政府が中心 となって協議会が検討されてい

る。

* 86年ギリシャ (オ メポ)87年 オーストリア (IwK)88年 スウェーデン企業メセナ協議会、アイルランド

(コ テュ)91年 ベルギー企業メセナ協議会。ごく最近、スペインにもアエ ドメが誕生した。近 くポルトガル、

デンマーク、ルクセンプルクでも協議会設立が予定されている。

近年の企業メセナの傾向

企業メセナは昨今の経済不況の洗礼を受けて、どのように変化したのだろ

うか。以下、近年顕著に見受けられる傾向をいくつかあげる。

① 不況の影響を受けて経営の見直しを始めた企業の大半が、社会貢献プロ

グラムの見直しもはかるようになった。「良き企業市民」という概念がメセ

ナの原動力である米国では、地域貢献が再検討され、芸術支援プログラムも

地域活性化や教育 と結びついたかたちで、地域社会 との共生 という観点から

取 り組 まれるケースが登場 している。一方、英国をはじめとするヨーロッパ

では、支援先の決定にマーケティングを適用 した り、芸術団体の協力を得て

支援活動の広報キャンペーンを展開するなど、伝統的な寄付行為から、より

経営戦略に直結 したメセナヘの発展を模索している。

② 依然として資金援助が主流ではあるが、不況下の今日、製品・サービス

などの現物供与が増加している。また、カナダや英国で大きな成功を収めた

「ビジネス・イン・ ジ・アーツ」は、財務 。経営 。法律などのエキスパー ト

が芸術団体でボランティアを行う人的支援で、同様にアイルランドでは企業

の研修に芸術団体のマネージャーを参加させる画期的なプログラムが成功を

収めている。こうした資金以外の援助は今後ますます発展が期待される。

③ 企業は従来のように支援要請に応える受け身の姿勢から、より積極的な

姿勢に転じ、「参画型メセナ」を行う例がかなり現れている。前述のような

芸術団体の経営にア ドバイスを行う人的支援をはじめ、都会から離れた遠隔

地での公演機会提供、従業員向けの公演による観客創出、製品のデザインの

依頼など、その形態はさまざまだが、いずれも単発型支援から長期プログラ

ムの傾向を生んでいる。こうして企業と芸術団体との連携がより緊密になり、

双方が得るメリットも多様化しつつある今日、メセナに従来以上の熟慮とプ

ロフェッショナリズムが求められていることは先進国に一般的な傾向である。
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④ また北米や西欧に共通してみられる、地方の中小企業による地域密着型

メセナの増加は心強い傾向である。

旧共産圏諸国における芸術文化支援の現状

経済の混乱が続 くロシアでは、公的支援が充実することは当分望めそうも

ない。そうしたなか、さまざまな民間の文化振興団体が設立され文化振興や

国際交流に多大なる貢献をはたし、企業メセナも生まれてきている。たとえ

ば92年に設立された国際文化振興協会は、すでに「メセナ・ コンクール」を

行いメセナ企業を顕彰している。

独自の社会主義市場経済を歩みはじめている中国、ベ トナムでは、社会主

義国の常として、文化は国家の強い統制 と手厚い庇護のもとに置かれてきた。

そのため長年育まれた依存意識が災いして、創造性は低下し、国家の予算削

減や急激なインフレなどで芸術団体の自立が求められても困難な状況である。

中国では、市場原理の導入で自由な創造性が刺激されると期待される反面、

市場原理では成 り立たない芸術に対する支援の必要が増している。しかし、

ここでも企業メセナが生まれ、活発な貢献を行っている。ベ トナムでも「刷

新 (ド イモイ)」 政策で芸術表現の自由が拡大し、私営組織も生まれているが、

企業にはまだ芸術支援の余力はない。公的支援の減退 とソ連 。東欧 という

「パ トロン」 と「市場」を喪失したベ トナムでは、大衆や観光向けの文化は

活性化するものの、伝統芸術や純粋芸術は危機的状況にある。

アジアの文化状況

1980年代から高い経済成長を続けているアセアン諸国では、社会の急激な

変化が文化にも大きな影響を及ぼしている。特にバンコック、ジャカルタな

どの大都市では、外来文化の影響と中流層の勃興により新たな都市文化が育

ちつつあるが、そうした文化を支えるうえで重要な役割を演じているのが企

業など民間セクターである。しかし、新たな国民文化形成の途上において、

新興の文化と固有の文化の軋鞣、都市文化が地方に残る伝統文化に与える影

響、重 くのしかかる植民地支配の遺産など、それぞれの国がアイデンティテ

ィ・ クライシスに直面しつつあるのも現状である。また、主に宗教的な理由

から表現の自由が規制され、検閲が行れている国も多い。

伝統文化の保存に政府が力を入れている国もあるが、伝統文化を観光資源

として活用するのは諸刃の刃ともいえる。そうしたなかで、伝統文化の調

査・保存、現代文化振興の双方に大きな役割をはたしているのが欧米諸国や

185
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日本の文化交流機関および財団である。

施設などのインフラ整備は全般にいまだ途上の観があるが、インドの映画

振興は日本をはるかに上回り、インドネシアでも中央 。地方政府の文化振興

策が充実し、大規模な国際芸術祭も開催されている。特に注目されるのはシ

ンガポールの文化インフラ整備で、アーツ・カウンシルが民間企業の協力を

得てさまざまな支援プログラムを開発している。シンガポール政府は、今世

紀末にアジア最大の複合文化施設をオープンさせ、文化の貿易拠点 となるこ

とを国策としているが、華やかな都市型消費文化を享受するまでに国を発展

させた「開かれた社会主義」は、緩やかな言論統制を敷いており、ここでも

真の国民文化の形成には軋蝶がともなうことが感じられる。

しかし、豊かな文化的土壌を持つアジアが、社会の変動によって生じるこ

うしたさまざまな摩擦をバネに、多彩な現代文化を生み出す可能性は十分に

ある。各国に進出している日本企業も、すでにさまざまな貢献を行っている

が、それぞれの国の文化状況を十分に把握したうえで、今後の支援活動を充

実させていくことが望まれる。

(国際メセナ会議担当 :林はる芽、岩井千鶴子、熊倉純子)
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メセナ・ワールド・レポート

海外24カ 国からのメセナ最新情報

ヨーロッパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
セレック [CEREC/ヨ ーロツパ企業メセナ委員会]日 本渉外担当

アンヌ・ ヴァンハーヴア~ベツク

「芸術家の目標は、人びとが買いたいと思う

ことを提供するのではなく、自分のやりたい

ことを人びとに買ってもらうことである」

一レフ・ ドーディン、マールイ劇場支配人

いう言葉を用いたことは興味深い。
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メセナとスポンサーシップ

ヨーロッパではいまだに企業の芸術文化支

援を表すことばとして「メセナ」と「スポン

サーシップ」のどちらが適当かという議論が

なされている。アングロサクソンや」駆欠諸国

では一般的に「スポンサーシップ」を使う慣

習があり、そこでは支援企業に対する芸術団

体からの見返りが明確化され、両者は対等の

立場に立つパートナーという意味合いが含ま

れている。特に、イギリスでは企業が寄付や

社会貢献としてではなく、スポンサーとして

企業名と支援活動が公表されることを望んで

きた。その理由の一つとして、イギリスの税

制では協賛金は経費として認められるため

100%非課税となるのに対し、慈善目的の寄

付金は免税対象となることがむずかしいこと

があげられる。逆にフランスでは企業、政府、

芸術界も同じような企業行動を「メセナ」と

表現するが、フランスの場合、企業に対する

見返りがイギリスほど明確化されていない。

フランス政府は、民間セクターによる社会貢

献活動を最もアピールしやすい、財団の設立

を好んでいる。

また、わずか設立5年目にして世界最大規

模の芸術支援推進団体の一つとなった日本の

企業メセナ協議会がその名称に「メセナ」と

不況下におけるセレックの活動

このような言葉の微妙なニュアンスの区別

も、ヨーロッパや日本を襲っているこの驚く

ほど長く深刻な不況,下 においては意味がなく

なっていくかもしれない。

セレックは、現在11カ 国一
オーストリ

ア、ベルギー、フランス、 ドイツ、ギリシャ、

アイルランド、イスラエル、オランダ、スペ

イン、スウェーデン、イギリスー のメセナ

協議会で構成されているが、これらの国でも

不況のプレッシャーのなかで芸術支援予算を

保持するためにたいへんな努力がなされてい

る。フランスにおいては、数多くの大企業の

民営化が不況の時期と重なり、メセナの予算

と内容に大きな変化をもたらしている。これ

ら伝統的なメセナ企業は現在予算削減を行っ

ており、たとえばフランス最大の企業財団の

一つ、エルフ財団は原油価格の下落を理由に

1995年の芸術支援予算を60%削減すること

となった。ヨーロッパの最大手企業の一つで

もあるクレディ。リヨネ銀行では、経済的理

由から役員らの同意を得ることができず、芸

術分野へのヨーロッパ全域での支援方針を取

り下げることなった。評論家のなかには、企

業は財団を閉鎖したり芸術との関係を断ち切

るようなドラスティックな行動をとるより、

むしろ不況の先行きが不安定な間は、現状を

維持するか一時的に活動を縮小させたほうが

得策であるという意見もある。
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とはいえ、全体的にみると芸術支援は予想

されていたほどに大きく減退したわけではな

い。経済的困窮は結果的に、企業の支出の合

理化、支援対象の絞り込み、長期プロジェク

トのみの継続、活動に対する派手な広告の減

少をもたらした。資金援助を行う企業のなか

には単独協賛にこだわらず、他社― 特にメ

ディア関連の企業や物的支援を行う企業一
と共同で1つのプロジェクトを支援する例が

みられる。たとえばクレディ。ローカル・ド

ゥ。フランス(CLF)は、関連団体のアリア

ンス。オペラを通して地方のオペラハウス専

用の作品を共同製作している。CLFは作品

の内容や選択には関与せず、経済的な安定の

ため、最低4カ所のオペラ団と共同製作し、

それぞれ費用の2割を負担している。最近の

リヨン・オペラ座における「フィガロの結

婚」の製作 (1994年 12月 )の 際には、エー

ル・アンテール航空とラジオ局のフランス3

(フ ランス・ トロワ)と 手を組んだことによ

り、現金300万 フランの支援に加え、年間

600枚の航空券の提供と公演の宣伝媒体の確

保が可能となった。

セレックは全欧州におけるメセナの推進団

体である。ヨーロッパにおけるメセナの円卓

会議のような役割をになうセレックは、欧州

各国における企業メセナ協議会のネットワー

クの中心的役割をはたしている。1991年 3

月にロンドンで設立されたが、さらなる全欧

州的な情報サービスの充実、文化機関との関

係強イヒ そして各国の協議会のネットワーク

の拡大を目的に、先頃プリュッセルに本部を

移転した。また最近バルセロナで設立された

アエドメ (AEDMDを あらたに迎えたが、

まもなくポルトガル、デンマーク、そしてル

クセンプルクでも協議会が没立される。セレ

ックはまた、EQ欧州財団センター、欧州

協力基金、フランス財団などと共同で、メセ

ナ企業や財団に関する全欧州規模の情報を広

く一般に提供するデータベース情報サービス

の開発や、さらには会員向けの月干1僻呈報誌や

研究報告書の発行も行っている。各国の協議

会を通じて現在では1200以上の企業会員や

さらに多くの芸術団体会員が存在し、この会

員や企業のネットワークによってセレックは

支えられているのである。

現在ヨーロッパにおける企業メセナ活動は

1つの決まった傾向や方法によって行われて

いるわけではなく、むしろ各国の多様な企業

スタイルや助成システムが大きく反映されて

いるといえる。が、ヨーロッパ各国に共通し

て現れている1つの傾向は、芸術支援におけ

る官民の提携である。この傾向は特に「地方

(県 )」 レベルで顕著だが、こうした自治体は

一様に、日本の都道府県のように芸術文化予

算の自立性が強い。たとえばバスク自治州と

ビルバオ市は地元企業と共同で、建造物保存

と文化活動を含む都市拡張。再開発プランの

実現のために「ビルバオ。メトロポリタン

30」 を開発した。

芸術が企業支援を得るためには、環境、教

育、社会福祉といったほかの分野と競わなく

てはならない。これは大きなチャレンジで、

実現のためには、通常、芸術団体がプロフェ

ッショナルな財源開発部門をもち、企業と芸

術団体のより開かれた関係を構築する必要が

ある。スペインの銀行ラ・カイシャの所有す

るヨーロッパ最大の財団のディレクター、ル

イス・モンレアル氏は、最近『ジ・アート』

誌で次のように語った。「取り上げるべき社

会問題や環境問題は非常に多く、私たちもほ

かの多くの財団も道徳的観点から芸術以外の



分野――たとえばエイズ撲滅や環境保護――

に投資をつづけるでしょう。」同財団の1993

年の予算は6764万 ドルで、うち美術に助成

されたのは93年が1187万 ドル、94年が1900

万ドルであった。

以_ヒにカロえ、 ヨーロッパの芸術‐界・全体には

さらなるチャレンジが訪れている。メディア

がメセナ企業の名前を報じないことに対して

企業がいらだちを覚えているのだ。国際メデ

ィア業界のトップに立つピアソンPLCの広

報部長、クレア・ペデル氏は「報道が企業メ

セナを認めないとは気ちがいざただ。企業に

お世辞をいえといっているのではない。ただ

ページの片隅に一言入れるだけでよいのに、

なんと短期的な視野なのだろう」と発言して

いる。

ヨーロッパ各国にはそれぞれ異なった税制

が存在しており、ヨーロッパ連合レベルでの

統一の見通しは立っていない。現在のところ

メセナ活動はその企業が本拠地をおく国の税

法に従って行われている。つまり複数の国に

またがった巡回展が各国の企業による支援を

受けた場合、国の数だけ税金の処理が発生す

る。ヨーロッパ議会でのヨーロッパ財団の法

人格や税制上の扱いをめぐる議論はこうした

問題を顕在化させる結果となった。

欧州機関が行っているもう一つの興味深い

提案は「商業コミュニケーション緑書」であ

る。ECの市場担当議長のイニシアティヴに

よってすすめられている同書は、欧州全体を

一つの市場としてとらえ、いかに効果的にビ

ジネスを展開するかという点に焦点をあてて

いる。これには、メセナ、宣伝、マーケティ

ング、広報、ダイレクトメールやスポーツ支

援も含まれている。緑書はコミュニケーショ

ン産業に対する広範囲にわたる調査に基づい

30メセナ・ワールド・レポート

て行われているという点で画期的である。セ

レックが合同会議でECに指摘したように、

緑書の制作者には、芸術支援の特徴を認識し、

一般に芸術支援とは基準が異なり、予算規模

も大きいスポーツや放送関連の協賛と混同じ

ないよう留意してもらいたい。

企業が掲げる芸術支援の基準の数々

どの企業も芸術支援を行うにあたってさま

ざまな基準や目的をもっている。それは、イ

メージづくり、顧客やオピニオン・リーダー

の接待、社会貢献、従業員やその家族にチケ

ットを配ることによって社内コミュニケーシ

ョンの充実をはかる、などである。経費削減

のなか、これらの基準をうまく結合させた素

晴らしい例がいくつかある。

東芝は最近ロンドンのICA(現代アート

センター)に対して、向こう3年間にわたる

設備費を含めた合計50万ポンドの支援契約

を結んだ。そのかわりICAは東芝に対し、

すべての広報印刷物にICA/東芝のロゴを

明記することを約束した。非常に宣伝効果の

高いこのやり方に一部で批判がおこったが、

ICAと東芝はともにこの提携に満足してい

る。

ドイツでは、家電、産業機械やコンピュー

タの製造会社、シーメンスがマルチメディ

ア・アートにおける芸術的。技術的功績に対

し顕彰事業を行っている。1994年 における

顕彰総額は10万 ドイツマルクであった。同

社のそのほかの支援は学校や大学のコンピュ

ータ。アートのワークショップに対して行わ

れている。

イタリアにおける珍しい支援例として、ま

だ若い食品会社 (創立10年目)、
パルマコッ

トをあげたい。同社は急成長をとげ (収益は

189
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199昨の50哺 リラ拿から1994には120艦

リラに増加した)、 コミュニケーションに重

点をおいてきた企業である。パルマコットは

1990年の時点ですでに芸術支援を行ってい

たが (パルマのサン。ジョヴァンニ・エヴァ

ンジェリスタ教会のコレッジオのフレスコ画

の修復)、 さらに興味を引くのはローマのサ

ン・ジョヴァンニ。イン・ラテラーノ聖堂の

サンクタ・サンクトラム礼拝堂の修復である。

この礼拝堂はキリスト教において最も神秘的

で近よりがたい場所のうちの1つであり、バ

チカンがその修復に民間からの支援を受け入

れた、はじめてのケースであった。またシス

ティーナ礼拝堂の修復はある日本のテレビ局

の資金で行われたが、メセナとしてではなく、

金銭的契約としてなされたことは注目すべき

事実である。

ヨーロッパ全域にまたがるような協賛の場

合、決定基準は次のとおりである。言語の障

害を超えたコミュニケーションがはかれるも

の、政治面でも質の高いエンターテイメント

で新しいヨーロッパ連合にインパクトを与え

るもの、多国籍企業の各国の支社を創造的に

巻き込めるもの、そして社内コミュニケーシ

ョンのはかれるもの。たとえばパナソニッ

ク・ヨーロッパは、1989年以来協賛してい

るヨーロッパ共同体バロック・オーケストラ

に対する支援を、上述の基準に照らして更新

した。

アーサー・アンダーセン社の協力によって

実施されたセレックの調査によると、回答企

業 (主 としてヨーロッパに拠点をおいている

大手多国籍企業)は芸術セクターから次のも

のを期待すると指摘した。質の高いプロジェ

クト、芸術関係者としての専門性、実現可能

な約束、オープンなコミュニケーション、情

報の伝達の充実、そして報道での取り上げら

れ方の改善である。

将来の企業メセナの方向性

支援者と被支援者のこれらすべての期待を

かなえるには、これから数年間多大な努力を

せねばならない。1つ ここで述べておきたい

のは、回答企業が「質の高いプロジェクト」

を最も多くあげたことである。エクセレンス、

新しいアプローチ、そして魅了したいと思っ

ている観客層を引きつけることができるとい

う自信、これらの3点を併せもつ芸術プロジ

ェクトが成功をおさめる可能性は大きい。企

業のメセナ活動は、今後、芸術的かつプロフ

ェッショナルな仕事として、よリー層その質

とオリジナリティが問われるようになるだろ

つ。

政府や地方自治体も、クリエイティヴな発

想を持て|よ 民間企業と芸術をより強く結び

つけるあらたな要素を生み出すことが可能で

ある。はじめてメセナを行う企業に対する奨

励策の策定、ボランティア・プログラムの奨

励、税制のクリエイティヴな活用 (た とえば

空ビデオとカセット販売税)、 そして芸術産

業の活動規準の制定など。

オランダはメセナに対する正式な国家規準

がある、いまだに数少ない国の一つである。

その規約は1993年 11月 に、芸術における質、

多様性、アクセスを維持すべく厚生。文化省

によって発行された。規準の必要性が認めら

れたということは、過去20年 にわたって芸

術への資金提供に企業が重要な役割をはたし

てきたことを表しているともいえる。芳慰軽の

概要は以下のとおりである。

●支援を行う活動が、芸術的オリジナリティ

をもち、ある程度のレベルに達していること



●アクセス :支援を受ける活動は、広く一般

大衆にふさわしいものでなくてはならず、支

援企業によってそれが妨げられてはならない

●運営面での自立性 :芸術団体は可能な限り

自主的に運営されていなくてはならない

●支援企業と芸術団体のあいだには適度なギ

ブ・アンド・テークがなくてはならない

将来の企業メセナは、質の高いプロジェクト

に対してだけではなく、先端技術がもたらす

影響に芸術とビジネス双方が鋭い認識を持っ

たプロジェクトに対して行われるようになる

3● メセナ・ワールド・レポート

だろう。このような例の1つ としてあげられ

るのが、Karawane(キ ャラヴァン)プロ

ジェクトである。このプロジェクトはEU
日本専門部門によって召集された芸術文化の

専門家たちによって立ちあげられ、1998年

に日本で実施される予定である。このプロジ

ェクトは、日本列島に今日のヨーロッパで最

も優れた才能を1紹介するとともに、′伝達、広

報、マーケティング、イベント記録作成にお

いて最先端の技術を導入する予定である。

*100リ ラ=5.12円
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オーストリ/
オーストリア企業メセナ協議会

ブリギッテ・ ケスナー

経済的成功へのツールとして

オーストリアにおいて、民間からの芸術支

援はその影響力を増している。効果的なマー

ケティング・ツールやコミュニケーション・

ツールの開発は企業にとって必須だが、多く

のオーストリア企業は世界中の芸術ブームの

影響でその重要性を認識し、ここ数年でメセ

ナははなはだ重要なものとなった。いくつか

の大企業でマージナルな地位を与えられてい

たにすぎなかったメセナが、今日ではオース

トリアの文化的生活になくてはならない存在

となったのである。

芸術支援の発展をたどってみると、現在の

形にいたるまでの歩みには長い歴史がある。

ローマのガイウス・クリニウス・マエケナス

(70Bc-8AD)は 当時の最も優れた詩人たち

を擁護し、彼の名はのち数世紀にわたって芸

術支援を鼓舞することとなった。

今日のメセナ (ス ポンサーシッフ)は、フ

ィランソロピー (社会貢献)、 つまり見返り

を期待しない寄付を意味するものではない。

スポンサーシップとは、芸術団体への支援を

意味し、この支援によリターゲット・グルー

プやマスメディアなどによる宣伝という形の

見返りを求めることを表す。スポンサーシッ

プは企業文化やコーポレート・アイデンティ

ティ (cI)を高め、社員と顧客の関係、さ

らにその都市の文化風土を改善し、また企業

の社会的責任を表明するものでもある。

ジョン・ナイスビットがかつて「芸術の新

しいルネッサンス」について語ったように、

10年先には、芸術はスポーツよりも人気を集

め、芸術文化は企業界においてより重要性を

増すだろう。今日の企業にとって、企業文化

とcIは経済的成功への非常に重要な2つの

要素といえる。
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オーストリアにおける傾向と発展

大手企業はかねてより芸術支援を行ってい

るが、コミュニケーション・ツールとしての

芸術支援に対する中小企業の開さもますます

高まっている。

芸術支援を行う企業の援助なしでは、もは

やオーストリアにおける文化への幅広い要求

を満たすことができないことは、文化の側の

人びとも、経済および政治の世界の人びとも

異論のないところである。今日、人びとはま

すます多くを求め、生活のあらゆる場面にお

ける要求が高まってきている。彼らは、自分

たちが欲するものを― 文化的イベントもそ

の例外ではなし―
‐早く安く消費することを

マスメディアから学んでおり、そうした要求

を満たすにはもはや企業メセナが不可欠なの

である。

オーストリアにおいて企業メセナを推進し

ているのは、オース トリア産業協会

(voI)と オーストリア商工会議所 (WO)

である。これらの経済団体は中小企業の協賛

も促進している。不況で大手企業の支援が減

少するようなとき、中小企業の支援は大きな

意味をもつが、とりわけ芸術支援においては

それが顕著である。

オーストリアでは広告代理店がクライアン

トに芸術支援のコンセプトを紹介するケース

が増えている。企業による芸術支援をあつか

い慣れているプロのコンサルタントやマーケ

ティングの専門家が増えれば、企業と芸術の

コミュニケーションはスムーズになり、芸術

側の人間も企業に慣れ、相手のニーズや要望

がわかってくる。

多くのオーストリアの企業は支援プロジェ

クトを綿密に計画することの重要性を認識し

はじめている。支援する芸術プロジェクトは

企業イメージや企業文化に合致せねばならず、

良い結果を得るためには正確さが問われ、企

画にも時間をかけねばならない。

オーストリア放送局 (ORF)は企業メセ

ナの重要な推進者のひとつで、当協議会と共

同で行っているオーストリア企業メセナ賞

「マエケナス (MAECENAS)」 は今年でも

う7回目を迎える。この共同企画で、オース

トリアの企業メセナは当初から強く奨励され

たのである。

1995年 にオーストリアはヨーロッパ連合

の加盟国となる。オーストリアは古い伝統を

もつ芸術文化で世界に知られている。そうし

た洗練された古い伝統は他国でのオーストリ

ア企業の位置づけに重要な役割をはたし、イ

メージ向上や現地で有利な立場に立つための

格別の可育旨性を提供する。観光を重要視する

新しいヨーロッパにおいては、多様多彩な文

化が緊急の課題であり、そのため地元企業の

支援による新しい地方文化事業がますます重

要となる。

オース トリアにおける企業メセナ :

続計にみるその実情

オーストリア政府の公的文化支援は世界で

も類のないものだ。これほど国家によって芸

術文化が支えられている国はほかに存在しな

いだろう。92年の芸術への公的支援は合計

で132億 As(オーストリア・シリング+)。

そのうち45億 As(34.5%)は 舞台芸術、

28億 AS(21.5%)は 教育と研修、13億 AS
(9.9%)は美術館や美術コレクション、フ

ェスティバルに2朧250万 AS(1.7%)、

視覚芸術に1億7510万 As(1.3%)、 文学

に1億3460万 AS(1.0%)そ してその他の



文化団体、財団などに2760万 AS(0.2%)

が割り当てられた。

オーストリアにはさまざまな形の企業メセ

ナが存在する。寄付や協賛による資金援助、

製品・サービスなどの現物供与、マネージメ

ントのノウハウの提供、機材の提供、従業員

によるボランティア、個人のパートナーシッ

プ
ー 。このように芸術支援の種類が多いた

め、芸術支援やその方法、戦略に関する良い

情報はとても重要である。

ここ数十年、オーストリアでは芸術よりも

スポーツヘの協賛が多かった。しかし90年

にわれわれが調査を行ったところ、オースト

リア大手企業トップ500社のうち50%以上が

スポーツよりも芸術への協賛に関心があると

答えた。その50%以上はすでに何らかのス

ポンサー活動に携わっており、そのうち44

%は芸術を、39%はスポーツを支援してい

る。

94年に協議会が再度出版したオーストリ

ア大手企業トップ50磁土の支援活動について

の調査報告によると、芸術への支援はまたし

ても最も人気があり (24.5%)、 それに次い

でスポーツ (23.5%)、 環境 (20.3%)、 社

会貢献 (16.7%)、 そして科学 (13.2%)で

あった。

オーストリアの企業が支援する芸術のなか

で最も人気が集中しているのは視覚芸術

(62.2%)で、次いで舞台芸術 (56.2%)、

音楽 (50%)、 文学、建築、デザイン、その

他といった順である。

オーストリア企業メセナ賞「マエケナス」

1994年度のマエケナス賞には25の代理店

と163企業から23研牛の応募があった。第 1

部門の「最も優れた初めてのメセナ賞」には

3● メセナ・ワールド・レポート

1001牛、第2部門「最優秀メセナ・プロジェ

クト賞」には11研牛の応募があり、第3部門

「オーストリアの文化的伝統を保護する最優

秀メセナ賞」には2研牛のエントリーがあっ

た。

マエケナス賞に応募した企業のうち、

21.5%は製造業、17.2%は 銀行、14.7%は

貿易、そして12.3%は通商であった。第 1

部門に応募した企業の支援総額は、約4000

万 ASにのぼるが、応募企業の4分の1以

上が支援金額の公表を拒んだ。視覚芸術がや

はり最も人気のある芸術分野で、音楽と舞台

芸術がそれにつづく。

89年には42社、計51件の応募があったマ

エケナス賞だが、応募企業数は次第に増え、

92年には137社、1691牛の応募があった。支

援金額も89年 の 1億 ASか ら94年 の 4億

ASに まで上昇した。

1993年にわれわれはマエケナス賞に応募

したオーストリア企業30“土、561プ ロジェ

クトの調査を行い、次のような結果がでた。

63.4%が メセナは企業の文化や哲学の一

部であり、入念な戦略を有すと答えた。

85.4%は企業イメージの向上にメセナを

活用しており、55.5%は顧客と従業員の関

係を向上させるために活用している。54.7

%は社会における認知度を高めたいと答えた。

75.2%は支援した活動に従業員を参加さ

せている。

67.2%は プレスリリースや顧客の意見を

みて、支援効果をコントロールしようとして

いる。

94年、困難な経済状況にもかかわらず、

オーストリア企業の芸術支援活動は増加した。

特に、中小企業が手はじめに地域でのメセナ

に参入するというのが新しい傾向だが、これ

193
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はきっと他国でも同じことである。これらの

中小企業は主として個人的支援やノウハウと

現物供与による支援をしている。こうした展

開は支援活動の数が増えたにもかかわらず、

その支出額が増えなかったことを裏づけるも

のだ。

オーストリア企業メセナ協議会の活動

オーストリア企業メセナ協議会 (IWЮ

は、企業と芸術の豊かな協力関係を築こうと

する企業が集まった、独立した協議会である。

IWKは 1987年にマルティン。シュバルツ氏

によって設立され、国際企業メセナ協議会の

規定に従って運営されている。IWKは ヨー

ロッパ連合の公式の企業メセナ委員会である

セレック (CEREC/ヨ ーロツパ企業メセナ

委員会)の設立メンバーでもある。

IWKの目標は、芸術振興に関する情報を

提供し、企業と芸術の有意義な協力を促進す

ることだが、民間の芸術支援の正当な権利と

正当な税制の確保のために国に働きかけるこ

ともその職務の一つである。IWKは情報提

供をめざして、毎年オーストリア企業メセナ

賞「マエケナス」を授与するとともに、企業

に効果的で長期的な戦略の情報を提供するさ

まざまなシンポジウムやセミナー、芸術イベ

ントを行っている。また、支援の手引き、税

務処理の案内、国際的傾向と発展の研究、

cIお よび企業文化の研究など、メセナに関

するガイドラインも数多く出版している。

この2年間でIWKは国内のおもな新聞や

ビジネス誌、芸術雑誌で取り上げられ、約

2600万人の読者に向けてアピールすること

に成功した。こうしてオーストリアではメセ

ナは広く知られた概念となり、さらに多くの

企業がこの有効なコミュニケーション・ツー

ルを使ってみたいと関心を抱くようになった

のである。

*|オ ーストリアシリング=8.77円

ベルギー
プロメテア財団事務局長

アンヌ 。ジョットラン

公共団体と企業の相互補完の関係

「芸術。文化は社会を一体につなぎとめるセ

メントである」

この言葉はベルギーのフランス語圏の文化

大臣が述べた言葉であるが (ベルギーは最近

連邦国家となり、フランス語圏にある地域の

芸術活動はフランス語圏政府とフランス語圏

地方および市町村の管轄にある)、 プロメテ

ア財団設立の背景がこの言葉のなかに凝縮さ

れている。プロメテアの小さなチームはこの

言葉を信じて1991年以来芸術文化と企業と

の共存をめざして努力している。

プロメテア財団は芸術文化を支援する公共

団体と民間のスポンサーを仲介する組織であ

る。

ベルギーでは公共団体 (国、地方、市町

村)はつねに芸術文化を支持してきたといえ

る。しかし、いわゆる文イロ文策というのは第



二次大戦中にロンドンに樹立されていた亡命

政権によって策定され、終戦後実行された。

ベルギー国立劇場とフラマン語圏のフラマン

国立劇場などはこの時期-1945年以降一に

設立されたものである。

国はより多くの人が芸術文化活動に参加で

きるようにすることを主たる目的として芸術

文化を支援している。

経済成長の時代を経て、70年代にはじめ

て芸術文化活動への公的支援は危機を迎えた。

が、公費の削減は民間支援をうながす結果と

なった。コカコーラ、カルテックス、フィリ

ップ。モリス、IBMな どの米系企業がベル

ギー国内でのコミュニケーション手段として

芸術文化支援を利用したのに習って、徐々に

ベルギーの大手企業も芸術文化支援を行うよ

うになった (ク レディ。コミュナル銀行、パ

リバ銀行、ペトロフィナ、ジェネラル銀行な

ど)。 とはいっても、一般的には芸術文化支

援は公共団体の責務だと認識されている。ゆ

えに補助金 (フ ランス語圏地域で年間50億

ベルギー・フランネ
相当)は必須であり、民

間企業の支援は国の芸術文化支出の約8%相

当だと推測されている (こ の数値を裏づける

正確なデータはない)。

ベルギー映画祭やヴィレルス・ラ・ヴィル

祭のように、宣伝によって広く知られている

イベントは、企業の出資が予算の60%に達

することもあるが、これは例外である。

ベルギー企業のメセナ動向

近年、企業による芸術文化支援の方針に変

化がみえはじめている。過去には、アーティ

ストやプロジェクトの選択は一時的なインス

ピレーションによる場合が多かったが、最近

はもう少し検討を重ね、熟慮した末に選ぶよ

3● メセナ。ワールド・レポート

うになったのである。支援の目的は、企業内

の団結を促進すると同時に、競合他社との差

別化をはかり、顧客の信用とサービスを向上

させることにある。現在ではメセナは企業全

体の経営方針に組みこまれている。

企業の各部門 (管理部門からマーケティン

グ部門まで)は、明確に定義・計画された一

貫性のあるプロジェクトには共感を覚え、ま

たそのようなプロジェクトにのみ関心をよせ

る。プランド商品の宣伝では企業利益と結び

つけられやすいのに対し、メセナは内外で信

頼および信用のイメージを印象づけるのに一

役買う。ほかのコミュニケーション手段に比

べて芸術文化支援は個別のメッセージを内包

し、ターゲットを絞った顧客に対しては一層

効果的な点がメリットである。

税制優遇措置

このような企業のメセナ活動を推進するた

めに大蔵大臣は企業に有利な税制をあらたに

導入した。以下はその内容を簡単にまとめた

ものである。

a)企業がメセナによって直接の利益を得た

場合 (例 :社名またはマークの明示)はその

費用を広告経費とみなすことがきる。経費に

上限はない。

b)企業がメセナによって直接の利益を得な

い場合 (例 :寄付)、 その費用は利益から控

除される。ただし、支援の対象は国立美術館

または市町村、もしくは認定を受けた文化機

関に限られる。また支援額は純利益の5%、

あるいは2000万ベルギー・フランを超えない

ものとする(物品の寄贈は対象とならない)。

C)新 しい建築物にベルギー在住の芸術家に

よるレリーフや彫刻などを採用した場合には、

建設費の2%を限度に損金処理をすることが
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できる。

企業メセナ活動の成功例

いくつかの例をあげるにあたっては、長期

的な芸術方針を持つ企業を選び、その継続的

なコミットメントを強調したい。

【ソシエテ・ジェネラル・ ド・ベルジック銀

行 (SGB)】

同行の社会貢献の支援対象分野は次の4つ

である。芸術文化、科学研究、文化遺産の保

護、生活保護者援助。社会貢献費用は、1株

あたり0.33ベ ルギー。フランの割合で自動

的に補充されている。

1994年 には、系列会社のトラクテベルと

ユニオン・ミニエールの2社 とともに、ロン

ドンのロイヤル・アカデミー。オブ。アーツ

で開催された質の高い展覧会を支援した。こ

の展覧会は1880年から1900年 にかけて活躍

したベルギーの印象派や象徴主義の画家たち

を英国に紹介するものであった。

【プリュッセル・ランベール銀行、ブル】

1991年 にこの2社は、フランスで活躍中

のベルギー人指揮者の一連の帰国コンサート

を共同で支援した。この指揮者フィリップ・

ヘルウェーヘ氏の母国への帰還は、継続的に

コンサートを支援してきた両社のおかげとい

える。

【IBM】

1993年に同社は「コンフロンテーション」

というベルギー作家による絵画と彫刻の展覧

会を開催した。現在、同展は国内を巡回中で

あるが、1997年 までに米国やカナダ、南ア

フリカなど、海外を巡回する予定である。同

展はベルギー作家を広く紹介し、同社が

1994年 にプロメテア財団から大企業部門で

カイウス賞 (メ セナ賞にあたる)を受賞する

きっかけにもなった。

以上紹介した3社以外に国営メディア・ベ

ルジュ放送とラ・ リーブル・ベルジック新聞

社は、芸術文化活動の告知を無料もしくは割

引価格で放送・掲載しており、プロメテア財

団の重要な会員でもある。

将来の展望

多くの大企業が地域社会における役割を認

識していることは確実であるが、中小企業は

どのように対応しているのだろうか。中小企

業も目的にあったプロジェクトを選択するこ

とで小規模ながら、芸術文化を通して地域内

でのイメージ向上をはかることができる。プ

ロメテア財団は中小企業を応援するために特

別の賞を設けている。

以下いくつかの受賞例を紹介する。

【レ・パルファン・ギィ・デルフォルジュ】

ナミュールにあるこの小さな香水会社はプ

リュッセルの国立ラ・カンブル美術学校を卒

業したばかりの若い彫刻家の展覧会を開催し、

研究所の脇の庭園に彫刻を展示したところ、

多くの鑑賞者と報道の注目を集めた。

【トラベル・ギャラリー】

プリュッセルにあるこの小さな旅行会社は、

1994年 にトスカーナ地方のピエトラサンタ

出身のイタリア人彫刻家たちの展覧会を開催

した。1995年 には、今度はベルギーの彫刻

家たちがイタリアで展覧会を行う。これは小

さな会社のイニシアティヴによる欧州域内で

の文化交流の好例である。

このほかにも、現物提供という協力がある。

中小企業も、コンピュータや会場、プロジェ

クターの貸出やポスターなどの印刷、飲料提

供などを通して芸術文化活動を援助している。

このようなメセナは大歓迎で、もっと積極的



に行われるべきであろう。

在ベルギー日系企業の役割

欧州の中央に位置するベルギーの立地条件

のよさから、プリュッセルに進出している日

系企業は1991年現在で30併土を超える。

1989年 に開催されたユーロパリア。ジャ

パンは非常に大規模なプロジェクトで、その

主たる目的はさまざまな展覧会やイベントを

通じて日本の芸術文化の豊かさを幅広く紹介

することであった。

このプロジェクトヘの支援には、ベルギー

に事務所を構える日系企業の本社と、日本と

密接な関係にあるベルギー企業が名乗りをあ

げた。

企業による芸術文化支援という概念が日本

ではまだ耳慣れないにもかかわらず、外国で

円滑にビジネスを展開するために積極的に支

援を行う企業も少なくなかった。この支援を

通して、はじめて西洋における「日本式メセ

ナ」の展開が試みられたといえよう。

日系企業の支援なしには成り立たなかった

このプロジェクトは、ベルギーにおける日系

企業のメセナ活動を促進するきっかけとなっ

30メセナ・ワールド・レポート

た。

1995年の展望はどうだろうか。景気の低

迷にともない、メセナは後退していくという

見方もある。日系企業はベルギーのプロジェ

クトよりも日本人アーティストの欧州巡回や、

教育および青少年向けの事業を優先する傾向

がみられるようだ。プロメテア財団は目的に

あった支援プロジェクトを日系企業に紹介し

ていきたいと思う。

結論一より良いパートナーシップを

企業によるメセナ活動は、芸術文化団体と

より建設的な関係を確立しつつある。企業が

より積極的に支援プロジェクトにかかわる一

方で、芸術文化団体も企業の意志を反映した

活動を行うよう配慮するようになっている。

「芸術文化支援を行うということは、すなわ

ち、無知、利己主義そして俗悪なものの増幅

に対して、芸術文化が最も効果的な歯止めと

なると信じることである。」というラ・リー

プル・ベルジック紙の言葉に多くの者が賛同

しているのである。

*100ベ ルギー・フラン=298.90円

197

フラン
アドミカル「ADMICAL/フ ランス商工業メセナ振興協議会]会長

ジャック・ リゴー

企業メセナ認知に至る経過

今日のフランスの企業メセナは、文化や人

道主義、社会貢献のためのものもあれば、研

究、環境、教育、さらにはスポーツとさまざ

まな形があるが、すでに確固たるものとして

異論の余地なく社会に認知されている。しか

しこれは最近のことであって、15年前には、

熟考を重ねた明確な戦略で対象を選択し、一

般市民のために多大な資金を投じるような企

業は、まだきわめて少数であった。しかもそ
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れは、公益に資する事業に対し、ごく目立た

ない形で寄付や拠金をするのがせいぜいであ

った。当時はまだ、社会全体の利益を見定め

その実現をはかることは国家の専有事業であ

るとの考えが支配的な時代であり、企業の活

動は商工業における各自の事業分野という狭

い範囲にとどまっていた。企業が公益のため

にみずから務めをはたし、知的で芸術的な生

活のパートナーとなりうるなどということは、

とりわけ突拍子もない、それどころか怪しげ

な考えのように思われていたのである。

この15年間の変わりようは、いみじくも

私たちの社会とメンタリティーが根底におい

て変容したことを示している。西洋における

ほかの大多数の先進国とくらべて、フランス

が企業メセナに目覚めるのが遅かったのは、

おそらくは昔から一 ことに文化や社会貢献

の領域で― 最も国家管理の徹底した国であ

り、どこにもまして企業が生産という最低限

の役割にのみとどまっていたためであろう。

企業メセナが認知されるにいたったのは、社

会における企業の役割や位置づけについての

反省のたまものであり、また、国家の至上権

や干渉主義があらためて問題視された結果で

もある。

企業メセナは自発的な現象として表れた。

1979年、国は文化省の主催する文化遺産年

への企業参加を募ろうと手をつくしていたが、

結果ははかばかしくなかった。おりしもアド

ミカルカ鴻ll設され、私は要請を受けて発足と

同時に会長の任に就いた。その私が誓ってい

うが、この協議会はまったくの自由意思に基

づいて率先して行動してきたのであり、いか

なる時も政府に「陰で操られる」ことなく、

それどころか、当初は行政当局からかなりの

不信感をもって見られてさえいたのである。

その後は当協議会のほかにも、形態も目的

もさまざまな組織が現れ、企業に社会貢献活

動を呼びかけオーガナイズしてきた。政府、

特に文化省も、企業メセナが承認と奨励に値

するものであると理解するようになった。こ

うして1987年にメセナに関する法律ができ、

さらにそれを補完するものとして、1990年

7月 4日企業財団に関する法力滞」定されたの

である。企業メセナが認められ受け入れられ

るようになった現在、その「親権」を主張す

る声も多数にのぼるが、これはむしろ好まし

い兆候であろう。悪い考えはつねに孤立して

いるものだ。とはいえやはり、私はアドミカ

ルこそメセナを推進した最初の機関だといい

たいのである。

文化の領域を手はじめとして、当協議会が

短い年月で人びとの考え方を変えることがで

きたとすれば、それはいくつかの要因がから

みあった好都合な背景があったためである。

まず、1981年の左翼政権の誕生が逆説的で

はあるが企業の復権を助長し、その結果企業

が国と企業との関係をいっそう明確かつ積極

的に定義するようになり、企業の存在目的お

よび企業内外のコミュニケーションについて、

さらにつきつめて考えるようになったことが

ある。それと並行して、政府の文化政策の建

て直しとともに地方分権化カギ子われ、地方自

治体が広報や地域開発政策において、地域の

文化的アイデンティティの位置づけを意識す

るようになったことも一因である。最後に、

文化側の責任者も、資金源の多様化こそが独

立と多元性を保証するのだという、新たな信

念を持つようになったことがあげられる。

社会の利益と企業戦略

私たちは企業に働きかける際、何らかの社



会的罪悪についての自覚をうながして、その

償いにはメセナ活動こそがふさわしい、など

という説教じみたいい方はしたことがない。

企業に新たな義務を押しつけたり、いわんや

メセナを追加の税金のようにみなすなどはも

ってのほかである。メセナというものは本来、

単独にせよ共同で行うにせよ、あくまでも自

由な行為として、また、趣味や適性、ひいて

は選択の表現として考えられるべきものなの

である。私たちは企業に対し、社会全体の利

益となる活動をすれば、それがより豊かで洗

練された、予想外のコミュニケーションをも

たらす媒体となりうること、そしてまた、同

じ社会に生きる男1雁iの組織とパートナーを組

み、経済以外の諸分野で活動することを通じ

て、企業人の感性や経験、行動を豊かなもの

にしうることを証明しようと努力してきた。

それは実際に、文化をはじめとするさまざま

な領域において起こったことなのである。企

業メセナは無私無欲の行為ではなく、またそ

うはあり得ない。メセナは企業の戦略のなか

におけるその位置づけと正当性を見いだす必

要があるが、ただし即座に収益につながると

期待してはならないものなのである。

15年間で企業メセナは進歩した。文化面

においては特に音楽や造形美術、美術館に力

点が置かれているものの、芸術表現たるもの

は何 1つ としてないがしろにはしていない。

また、公営。民間の別をとわず、あらゆる規

模の企業がメセナ活動をおこなっており、そ

の業種も、銀行が首位を占めているとはいえ

きわめて多岐にわたる。しかしなによりも注

目すべきことは、フランスにおけるメセナが

経済危機やそれにともなう景気低迷によく持

ちこたえ、メセナが二過性の流行ではなかっ

たことを裏づけた点にある。

3● メセナ・ワールト・レポート

当協議会が有する最新の統計によれば、

1993年度において企業メセナは文化に約10

億フラン・を「還元した」。それ以前の数年と

比べてやや落ち込みが認められるものの、不

景気による文化面での減少分は、社会貢献の

ためのメセナの伸びによって相殺されている。

10項目に見られるメセナの傾向

メセナは発展しつづけ、すでにいくつかの

傾向も生じているが、そのなかには現在の経

済的苦境を乗り切るための答えが含まれてい

る。

1)企業クラプの創設

地域圏、県、あるいは都市レベルにおいて

企業の連合体がつくられ、共同でメセナを実

践している。

特定の文化施設 (た いていはオーケストラ

や美術館、劇場)を支援するにせよ、学際的

使命を標榜するにせよ、こうした企業クラブ

のおかげで、会員は低コストで選択した分野

との関係を保ちながら、その企業の発祥の地

または所在地である地域のイメージを高める

ことができるのである。

2)高 まる社会貢献的支援

文化支援は、恵まれない人びと、さらには

社会から疎外された人びとを社会に同化させ

るためのものとしてとらえられる傾向が強ま

りつつある。

病院の小児科に図書館を設置したり、聴覚

障害者に美術史教育をして美術館の解説ガイ

ドとして養成する、あるいはまた、恵まれな

い環境にある青少年が読書にいそしめるよう

助成する―
こうした活動はいずれも、メセ

ナ企業の支援を受けている。

3)社内コミュニケーションの必要性

企業トップはメセナ活動の方針について、

199
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その正当性を確立するためにも、社員にもっ

と情報を提供する必要性を感じている。なか

には、経営者が従業員の意向を調べたうえで、

貢献分野を選択して行動に移るケースもある。

また、自社の社員による慈善や文化支援のた

めの「労務提供」やボランティア活動を奨励

するケースもある。

4)本場点により密着したメセナ

資金が乏しくなると、企業は時として財政

的援助をサービスの提供に切り換えることが

ある。こうした現物またはサービスの提供に

よる援助も、場合によっては多大なものとな

る。たとえばフランス電力公社は、いろいろ

と調査検討を重ねた結果、ルーヴル美術館の

クール (広場)・ カレおよびクール・ナポレ

オンの照明用電気代を無料にしたのである。

5)メ セナは企業にとって、革新のための実

験室

メセナを通じて文化への窓が開かれること

は、しばしば企業の製品やサービスに影響を

及ぼす。製品の形や大きさ、色へのこだわり

が強まったり、芸術家を起用してワインやミ

ネラルウォーターの瓶のラベルをデザインさ

せたり、本社の新社屋建設に際して有名な建

築家に依頼したりする動きは、経済と文化と

の交流の高まりを示す頼もしいきざしの一端

である。

6)プロの職業としてのメセナ

メセナ活動は、いきあたりばったりででき

るものではない。今日において芸術文化の擁

護者であることは、企業そのものや企業文化

について熟考し、どのような企業イメージを

望み、またどのような価値観を掲げて世に広

め支持したいと願うのか、深い考察をおこな

ったうえで、 1つ または複数の活動分野を選

択することである。

以上から察せられるように、企業メセナは

素人にできる活動でもなければ、深い感動を

求める経営者の道楽でもない。メセナとはそ

れなりの規則と技術、そして倫理に支えられ

たプロの仕事なのである。

7)契約と継続性

契約を交わした継続的支援は、最近の特徴

の1つである。メセナ企業はあらゆる分野に

参加する時期を経て、最近は専門分野を選び、

数年にわたってパートナーを支援することを

約束するようになった。

アドミカルの会員企業について見る限りで

は、その60%が協約に署名する形で、支援

先の文化団体との数年間にわたる関係を築い

ている。

8)成果の評価

芸術文化の擁護者であることはまた、メセ

ナ活動の効果を評価する能力を持つことだが、

この場合の効果とは広告や販促のキャンペー

ンのような数量化できる成果と同時に考える

ことのできない、質的なものである。つまる

ところ、それはメセナに関するコミュニケー

ションの管理能力にかかっているのであり、

企業がいかにしてメセナ活動を生かすか、し

かも文化事業の質や芸術家の威信を損なうな

どと非難されぬよう、十分な機転と判断力を

もっていかに生かしていくか、にかかってい

るのである。

9)メ セナの国際化

経済の「グローバル化」を反映して、時に

国際的規模でのメセナカ濤十画実行されること

もある。フランス企業ではエルフやカルティ

エなどの場合がそうである。また日本の企業

グループでも、資生堂や朝日新聞社がわが国

の文化活動にめざましい貢献をはたしている。

10)貢献型から主導型のメセナヘ



メセナと聞いてまず第一に思い浮かぶのは、

ある企業を抱え資金を求めている芸術家や文

化団体のことである。メセナ、特に企業メセ

ナは、そうした問題に対する1つの答えとな

る。メセナは、よそから舞いこんだイニシア

ティヴに対する協力や貢献なのである。

まさしくメセナは過去において、また今な

お広く一般に、こうした形で行われてきた。

しかし私には別な形のメセナ、つまリイニシ

アティヴを握る主導型のメセナが現れてきて

いるように思われる。それは企業が支援分野

を選択するにとどまらず、行動なり方法論な

り、「文化方針」とも呼べるようなものを定

義し、この方針をうまく実現するための貢献

のあり方を追求していく形である。参加型メ

セナと主導型メセナは、両者ともその効果に

変わりはない。いずれも資金はパートナーシ

ップの精神に基づき、企業から文化へと流れ

る。しかし主導型メセナにおいては、企業は

より積極的かつ自主的な、しかも多くの場合、

より革新的な役割をになうことができるので

3● メセナ・ワールト・レポート

ある。

アドミカルのはたす役割

規模も性格も千差万別の12併土余りの企業

を擁するアドミカルは、なによりもまずクラ

ブー それぞれの経験を考察し、意見交換を

行い、比較する場一―である。また、経済界

と文化界の交流の場でもあり、メセナ活動を

メディアに広報したり、メセナ企業と政府と

の橋渡しをする機関でもある。アドミカルは

いっさいの権力から独立し、企業メセナとい

う概念全般を推進するための手段であり、個

別の企画に対する資金援助はもとより企画の

選別さえも、その目的とするところではない。

アドミカルは、会員企業の要請に応え、次第

にメセナの分野を文化から人道的メセナヘな

ど、ほかの分野へも拡大し、その一方でこの

10年間に諸外国で設立された同等組織ともつ

ねに交流をつづけている。

*|フ ラン=約 17円
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ハウス・オイロパ [ヨ ーロッパ・ハウス]芸術財団会長

ルパー ト・ シュ トラクヴィッツ

ドイツにおける企業メセナ推進組織

セレック (CEREC/ヨ ーロッパ企業メセ

ナ委員会)のなかで、ハウス・オイロパ芸術

財団は例外的存在といえるだろう。というの

も、他国に見られるような企業との協力関係

をもつ協議会ではなく、財団、しかも特殊な

財団だからである。

ハウス・オイロパ芸術財団は、ヨーロッパ

でネットワークをつくり、文化における民間

のイニシアティヴを統―ドイツに普及すると

いう主な設立目的のもと、1日東ドイツ政府に

よって1990年 に設立され、現在セレックの

ドイツ代表でもある。かつてはドイツエ業連

盟の文化サークル (ク ルトゥールクライス)

が代表をつとめていたが、同団体はヨーロッ

パにおけるネットワークも、狭義の意味での
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企業スポンサーシップもその活動主旨ではな

かった。ヨーロッパのなかでもっとドイツの

声を高めるべきだと感じられるいま、確固と

した企業メセナ協議会が設立されるまでの過

渡期、「ドイツの声」としての役目をになう

こととなったことをわれわれは光栄に思って

いる。

芸術振興にたずさわる全国レベルの民間組

織の不在は、決して突然起きたことではない。

そこにはドイツの歴史的背景が関与し、 ドイ

ツ的現象の一例を示すものとなつている。そ

の理由は追って触れるカミ ドイツでは、歴史

的にみても芸術が国家の関′とヽ事であったこと

はない。ほかのヨーロッパ諸国に比べ、首都

における芸術施設の数力りF常に少ないのに反

し、郊外の町や地方の市町村には多く存在す

るのは、このような歴史的背景がもたらした

ものである。こうした現象を誇りにさえ感じ

る一方で、芸術における国レベルの機関は、

存在したとしても全般に非常に貧弱なもので、

きちんと機能しておらず、その影響力の弱さ

は他国とは比較にならないほどである。

もう一つ念頭に置いておくべき重要な点は、

企業のイニシアティヴによる芸術振興を考え

たとき、 ドイツはまだまだ保守的な立場を取

っているという点である。古くから市民が芸

術家のパトロンとして芸術振興に寄与したこ

とは諸外国と同じだが、一般的には、公的支

出が占める割合は他国を上まわると考えられ、

実際政府の助成のおかげで天国のようにみら

れることも多い。この点については「芸術ヘ

の資金援助」の項で検証する。そして、企業

メセナの全体像がほかのヨーロッパ諸国と異

なるのは当然だが、企業が抱える具体的な問

題に焦点をあてる前に、この全体像を多少詳

しく分析しておく。

芸術支援の歴史

ドイツは、現在にいたるまで連邦制的メン

タリティを有していた。中央集権国家という

概念はフランスにおいて発達し、ほかのヨー

ロッパ諸国にも波及したが、 ドイツの政治思

想にはほとんど影響を与えなかった。18世

紀になると、神聖ローマ帝国は、統轄してい

たドイツ、オーストリア、チェコ共和国、ポ

ーランド、ルクセンブルグ、フランス、リヒ

テンシュタイン、およびイタリアの全域、あ

るいは一部を2000に分け、それぞれに主権

を与えた。そして、それぞれの地域は芸術を

アイデンティティの表現や PRの ために活

用した。おびただしい数の小君主たちは、城

や別荘、また、教会や美術館、劇場などを競

って建設し、納税者の税金の大半はこれらの

建物の維持運営費としてあてられた。このよ

うな歴史的背景を通して、 ドイツでは、フラ

ンスのような国全体としてのまとまりはつい

に得られず、また、イギリスとは違い (ア メ

リカとの違いはいうまでもなく)、 地方自治

体の活動が活発なため (そ して、パトロンの

可能性の希薄さによって)民間が率先して活

動する余地はほとんど残されなかった。視覚

芸術家、音楽家、画家たちは、政府のために

その活動を行うことに誇りを持っていたよう

だ。実際、13世紀の詩人、ヴァルター・フ

ォン・デル・フォーゲルワイデの有名な詩に、

喜びに満ちあふれた一節で始まるものがある

が、これを原文に忠実に訳すと、「私は政府

の助成をもらった !」 という具合になるだろ

つ。

芸術支援におけるドイツの現状を決定づけ

たのは、一つには地域ごとの顕著な多様性で

あり、また他方では、(芸術に)契約や雇用、



資金をもたらす主要源としての政府であった

ということにも言及しておくべきだろう。

今日の芸術環境

歴史がつくりあげたこのような伝統は今日

も生きつづけている。過去200年の間、ドイ

ツの地図は何度も塗り替えられ、国内の自治

区分も現在は16に まとめられたが、連邦制

には変わりはなく、憲法によって中央政府と

地方自治体の権限が相互に規制されている。

ドイツ10州 の最重要課題は、1990年以前の

西ドイツ憲法 (1949年制定)の もとでも、

また統一後のいまも教育と文化の推進である。

しかし、文化省に相当するものはなく、国家

レベルの文化機関もごくまれにしかみあたら

ない。かつての州所有の芸術機関の大半は、

いまだに州によって維持、運営され、一部の

みが市町村に移された。これらの地方自治体

は、もともと独自の文化活動を推進しており、

自治権を失った場合も文化活動の権限はひき

つづき握っている。そのため、文化施設は量

的にも多く、その観客数の多さもいうに及ば

ない。例をあげれば、ドイツ国内には約

5000の美術館があり、そこで開催される展

覧会には年間約1000万人の人びとが訪れる。

しかも教会や無料で入れる文化施設などは観

客数を記録していないので、この数字には含

まれていない。一言つけ加えると、サッカー

の試合を観戦に行く人よりも美術館に行く人

のほうがはるかに多いのである。美術館以外

の芸術施設や文化事業を加えれば、政府の援

助を必要としている芸術にかかる予算をすべ

て賄うことは、とうてい納税者の手には負え

ないことがすぐ理解されるだろう。

過去50年にわたり、州政府は多少なりと

も文化予算を優先させる政策を推しすすめて

30メセナ・ワールド・レポート

きた。具体的には、文化遺産を維持し、社会

における芸術の創造性を活性化し、市民の文

化活動への参加を促進することを優先的に行

ってきた。全体的に重点が置かれてきたのは

文化のインフラの維持と拡張であって、資本

金の運用やこれからの文化のにない手へのマ

ッチング・グラント'1な どはなされてこなか

った。こうした政策は、これまでの考え方と

あわさって、政府の必要以上の指導力や支出

を期待させてしまうものだが、ここにも「重

要な文化組織は政府のもの」という認識がい

かに広くいきわたっているか、その歴史的状

況を裏づけるものがある。

管理責任者はじめ芸術団体で働く人のほと

んどすべては公務員で、その特権を満喫し、

それを失うことに強い危惧を抱いている。彼

らは、どちらかというと保守的な傾向があり、

方法や施策の変革に懐疑的なことで有名で、

企業の介入を必ずしも大手を広げて歓迎して

いないこともうなずける。さらに悪いことに、

何年もの間「金は歓迎、介入は無用」という

雰囲気が二般的で、これは企業にとってもも

ちろん魅力的ではないが、芸術活動にとって

も好ましいものではなかった。しかし、社会

において誰がなにをすべきかという役割分担

の再考や政府の補助金の減少が、少しずつ否

定的な考えを変えつつある。がその一方で、

今日でさえ芸術家のあいだには、企業から資

金援助を受けることは道徳に反するというよ

うな声がまだまだ聞かれる。民間の支援、特

に企業の支援が将来、日の目をみるためには、

この事実を受け入れ、理解すること力りF常に

重要である。

芸術文化の主要な収入源

これまで述べてきたことから、 ドイツにお

203
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ける文化的支出のほとんどが納税によるもの

であるかのように思われたかもしれないが、

それは事実に反する。最近の調査では、 ドイ

ツ人が芸術のために費やした700億マルク摯2

の65%は、書籍や絵画、チケットなどの購

入によるものだと報告されている。芸術の2

番目の収入源で全体の16%を 占めるのは、

利用する、しないにかかわらず視聴者が納め

なければならないラジオやテレビの公営放送

の受信料で、これはドイツの国民性をよく表

している (理由はともかく、公営放送は文化

的なものだと考えられている。実際、公営放

送は憲法に基づいたものである。)

芸術の3番目の収入源 (全体の15%)が、

年間約140億マルクの公的助成金である。そ

の内訳は、50%が市町村の自治体、35%が

州政府、残りの15%が中央政府となってい

る。連邦国家にしては中央政府の占める割合

が著しく大きいのは、過渡期にある旧東独ヘ

の資金援助を通常以上に負担していることに

よる。

これに対し、民間の助成金は、財団による

もの、個人の寄付金、企業からの寄付や協賛

などを含めても年間約6億マルクにすぎない。

この数字は公的助成金の5%に も満たない。

つまり政府以外の援助は取るに足らない金額

だといっても過言ではない。しかしながら、

後述のように、民間支援の重要性はその質に

あるといえるのだ。

公的支援の減少と待たれる税制改革

政府からの助成金 (よ り正確には納税者の

金だが)の大部分は、政府が所有し、管理運

営しているいくつかの大規模な主要芸術施設

に与えられる。一例をあげれば、1991年 に

旧東ドイツで芸術施設のために支給された政

府の補助金総額9億マルクの3分の2が、オ

ペラハウスと劇1賜計、およびォーケストラなど、

わずか5つの団体に対してのみ支給された。

また、ミュンヘンのバイエルン州立オペラハ

ウスの予算をみると、約1億マルクの必要予

算額の3分の1はチケット収入、そして残り

の3分の2が政府の助成金によって賄われて

いるが、今日にいたるまで、ほかの収入源の

可能性はまったく模索されずにきた。このよ

うな政府の助成金を頼りにした財政システム

の利点は、もちろん資金集めに奔走すること

に時間を浪費せずにすむこともあるが、長期

的展望に立って目的をはたすことが可能だと

いうことがあげられる。また、文化的使命を

一般の人びとの理解が薄いなかで遂行してい

くには、営利主義が浸透していない環境のほ

うが都合がいい。しかしその一方で、公的支

援、公的管理、公的経理の3本立てがもろい

のも事実である。こうした昔ながらの構造は、

長年維持されてきたがために別の問題を引き

起こしている。芸術を運営し振興していくは

ずの立場の人間が、大衆を忘却の彼方に押し

やって排斥してしまい、その結果、収入源を

小さくするだけでなく、芸術家と大衆の関係

に亀裂が入り、芸術家自身の成長や、社会の

発展に芸術家|力功口わることを妨げてしまうの

である。

しかしながら、ここ3、 4年の間にいくつ

かの変化がもたらされた。芸術団体の多く力ヽ

民営化、あるいは、半民営化される一方、政

府の予算が削減され、なかには民間の資金に

頼ることを余儀なくされた芸術団体もある。

有名な例に、ベルリン市 (特別州)が、資金

難を理由に劇場を閉鎖しなければならなかっ

た例がある。しかし、このような危機のさな

かにあっても、他国とはちがい、芸術とその



潜在的資金源である企業など民膚賠『門との間

にはいまだになんら関係が確立していない。

原則もガイドラインもないことや、企業側の

経験不足、アート・マネージャー側の資金集

めについての教育の欠如、専門的コンサルタ

ントの不足など、否定的な事柄が人びとをま

すます躊躇させているようだ。

しかし、最大の障害物は政府の税制で、こ

こでもわれわれは憲法レベルのジレンマにぶ

つかる。税制を握っているのは連邦政府だが、

連邦政府の責任範囲ではないことのために減

税してもさほどメリットがないからである。

企業の寄付は、民法の定める慈善寄付枠にし

たがって、さまざまな規定や限度枠はあるも

のの、個人の課税収入同様、税金控除に該当

する。が、現在、企業および個人が芸術活動

に寄付する場合、10%ま でしか税控除が認

められず、これは早急な改革が必要である。

しかし、必要経費として計上された企業協

賛金に関する法的基盤は何もない。単なる企

業の宣伝の一つとみなされ、ほかの必要経費

と同じ規則が適応される。1992年 に発布さ

れた特別規定には、芸術活動への協賛は、ス

ポーツヘの協賛よりも厳しい規約が設けられ

るべきだという指摘が盛り込まれており、こ

れが協賛を受ける側にとって重荷になってい

る。国税局は、これらの協賛金を芸術猥||の収

益とみなし (広告収入)、 合法と認めつつも

課税の対象にしているのだ。

民間による芸術支援方法

明らかに、個人や企業による資金援助のな

かで最も重要なのは、チケットや書籍、絵画

を購入し、オペラやコンサートを聴きに行き、

演劇を観に行き、美術館や文化遺産を訪れる

などといった、個人としてのかかわりである。
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とはいっても、もちろん芸術への政府以外の

助成はほかにも多くの方法があるし、不利な

税制にもかかわらず、芸術に対する一般市民

や企業などの強力な支援はつねに存在した。

実際、フランクフルトの市立美術館やハンブ

ルグのクンストハーレ (アートセンター)な

どのドイツ屈指の美術館は、民間の積極的な

参加なしには存在しえなかっただろう。

奇妙なことに、民間の援助者はこれまでど

ちらかというと政府の芸術機関を支援してき

た。というのも、(著名な文化組織のプレス

テージを借りた)規模の拡大やイメージ。ア

ップを望んでいるからである。が、近年は、

非政府系機関の助成希望者もだいぶ地位を高

め、市民と政府の関係そのものが議論の的と

なることが増えるなか、芸術家の意見が重要

視されるようになってきている。新しいパー

トナーシップが築かれ、古い偏見がなくなっ

たため、民間からの芸術支援はまったくその

質を新たにしたばかりでなく、民間の芸術制

作や組織形態も刷新された。いまだに多くの

企業が芸術界の世界的ビッグ。ネームの威光

との結びつきを重要視しているとしても、お

そらくこれから先そうした傾向は、市民や企

業の社会へのより直接的なかかわりを反映し

た、新しいパートナーシップにとって代わら

れるであろう。

民間の助成は、大まかに4つの方法がある。

このなかには、チケット販売や作品の売り上

l大 また福利厚生費から拠出される社員のた

めのコンサートといった間接的なものは含ま

れていない。(社員向けコンサートの芸術家

への謝礼や出演料は、彼らにとっては重要で

あろうが、企業にとっては副次的な意味しか

もたない。)

第一の、そして最も重要な民間支援は、個
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人の寄付金である。その額は、年間少なくと

も1億マルクに達し、芸術団体へ直接、ある

いは友の会を通じて寄付される。個人寄付者

は、税金における特典を受けられる。控除枠

の上限に達するにはほど遠いため、芸術団体

のなかにはこの収入を拡大しようとする動き

もある。通常このような寄付金は、特別な目

的や使途の指定がないという大きな利点があ

り、アート・マネージャーなら誰しも個人の

寄付をマーケティングの標的の中心に据え、

最優先させるべきだろう。

これは、企業による寄付 (年間総額約2億

マルク)についてもあてはまる。寄付は企業

にとって、いまだに伝統的に慣れ親しんだメ

セナの形式である。時として、ドイツエ業連

盟内の文化サークルは企業メセナ機関だと思

われてきたが、実際は経営者や企業の寄付プ

ログラム担当幹部の集まりにすぎない。奇異

なことに、こうした寄付プログラムは非専門

的な運営に悩んでいることが多い。大企業の

なかにすら、会長夫人が支援先を決めてしま

うという昔話のような話がいまだにまかり通

っているところがあるのだ。

3番目の方法は、企業協賛 (ス ポンサーシ

ップ)によるものである。 ドイツほど寄付と

協賛をはっきり区別している国はないだろう。

先にも述べたとおり、必要経費としての協賛

の税控除には制限がある。多くの誤解と国税

局の規制強化によって、中堅企業や、また大

企業でさえ、広報活動の一つとして企業協賛

を導入することを敬遠してしまった。さらに

は、 ドイツーの大企業であるダイムラー・ベ

ンツまでが、一時的にせよ、こうしたやりか

たを中断してしまった。さらに、マスコミが

非協力的なことやエージェントの力のなさ、

またいくつかの重大な失敗例もますますダメ

―ジを大きくしたといえる。しかしこのよう

な状況のなかでも、芸術活動は約2億マルク

の企業協賛を受けている。が、 ドイツ企業全

体で、広報費に約220億マルクをかけている

ことを考えれば、企業協賛の枠がもっと広げ

られてもおかしくないはずである。そして、

実際、この問題を真剣に考えるようになった

企業も増えており、また、政府の理解の欠如

にもかかわらず良い結果を生んでいる企業も

ある。よい支援の機会が存在するのは明らか

なのだが、不思議なことに、そうした機会を

積極的に活用しているのは外資系企業である。

外資系企業は世界中で経験を積んでいるから

かもしれないが、逆にドイツの企業のなかに

も、母国では積極的なメセナ活動を行わず、

むしろ海外でその国の芸術振興の支援をする

ようなケースが出てくるかもしれない。

最後に財団による支援がある。 ドイツには

芸術に助成する財団が1000近 くあり、なか

には独自の企画を行っているところもある。

たとえば、約50の財団が美術館を所有。運

営し、また、貴重な美術品を所有している財

団や、芸術家に賞や奨学金を与えている財団

もある。また、助成金を芸術団体に支給して

いるところもあり、こうした事実は、実際の

支給額よりも重要な点である。新しい展開を

試みたり、受け入れられにくい表現や、反政

府的な色合いが濃く出ている芸術などは、こ

のような民間財団の助成にほぼ全面的に依存

している場合がある。近年企業も、財団によ

る助成力琳t金面でもマーケティング面でもメ

リットの多いことを記:識 しはじめており、格

好の支援方法と、企業財団を設立する例も見

受けられる。

企業メセナの事例



ドイツの大企業は、これまでもそしてこれ

からも芸術のあらゆる分野から支援を求めら

れるにちがいない。企業側も戦略的なアプロ

ーチのほうがはるかに良い結果につながるこ

とがわかってきた。政府の予算削減で需要が

高まる一方で社内の予算的締めつけもあり、

何を優先し、どのように取り組んでいくかの

2点を明確にする必要が生じてきており、メ

セナは徐々に企業の社会貢献の一部として正

しく受けとめられるようになった。

その最も良い例がハイポ銀行である。銀行

の資産を多様化するという理由で、長年、芸

術作品に投資してきた同行は、過去に購入し

た絵画を一般に公開してきた。1985年、銀

行の創立150周年を記念して財団を設立する

ことになったとき、それまでの美術界との良

い関係が生きてきた。今日では、同行の展示

エリアはその展示内容の質の高さで世界的に

有名であり、財団や展示スペースを娯楽プロ

グラムやメセナ活動に使うことを同行は誇り

に思っている。熟考された数々の支援策を利

用し組み合わせたことが、質の高い芸術プロ

グラムを生み出すのに役立っている。

ドレスナー銀行も財団を設立した。毎回本

体の銀行を当てにせずとも種々の企画をおこ

なうことが可能なためである。日U例のハイポ

銀行とは違い、ドレスナー銀行は若い芸術家

の企画を支援したり、社会文化的企画に多く

取り組んでいるが、財団設立を通して成功し

ているという点では、ハイポ銀行と同様であ

る。

またごく最近では、95年の2月、ドイツ

最大のドイツ銀行が独自の芸術財団を設け、

1億マルクの基金を出捐した。ここ数十年で

ドイツ銀行が収集した現代美術コレクション

はこれまで一度も一般に公開されたことはな
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いが、同行力ヽ もっと一般の人びとに見える

形で芸術援助をするほうが広報面で有益だと

考えたことは明らかである。はたしてこの努

力が実を結ぶかどうかは、もう少し先になら

なければわからない。

ほかのドイツの大企業にも、一貫した芸術

支援プログラムを展開しているところがある。

ダイムラー・ベンツは、過去、数々の大規模

な展覧会を支援し、さらにポッダムのサンス

ーシ城近くの中国茶室の復興費用を全額支給

するという壮大な支援もおこなった。アウデ

ィは、社員のためにコンサートを1回おこな

うという条件つきではあるが、ミュンヘン交

響楽団に対し大きな支援をしている。ルフト

ハンザ航空は、しばしばオーガナイザーや芸

術家などに無料航空券を提供する現物支給に

よって大がかりなミュージカルや美術展など

を
・
支援している。

現在ドイツに拠点を持つ700あ まりの日本

企業のほとんどは、今までのところ積極的に

芸術雨動を支援するにはいたっていない。今

年の2月 におこなわれた調査によると、日本

の企業は、日本の芸術文化組織や日本関連の

企画には援助をしている。たとえば、デュッ

セルドルフに建築中の日本の寺の建設に東京

銀行が積極的に資金援助をしているのがその

一例である。日本企業は、日独協会、日独ク

ラブ、あるいは、日独商工会議所などと協力

して、地域の小さなプロジェクトに上述のよ

うな団体を通して支援することが多いようで

ある。ドイツに関連会社を持つ日本のある大

企業は、 ドイツ国内のさまざまな文化活動に

目を向け、協賛によるパートナーシップを結

ぶ可能1生を探ったが、残念なことに― また、

理解に苦しむところだ力■――最終的には、ス

ポーツ支援に切り替えてしまった。このほか
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には、ソニーが、 ドイツのいくつかの芸術団

体とパートナーシップの歴史を築いてきた。

支援したのがどれも音楽関係の団体であるこ

とはいうまでもない。

ドイツ企業がどちらかというと保守的な姿

勢で消極的な支援しかしていないことを考え

ると、 ドイツに進出している日本企業にとっ

ては、彼らに先んじてメジャーな芸術団体や

文化事業とパートナーシップを築く絶好の機

会である。必要な手順を踏むだけの価値があ

る規模と展望をかねそなえた支援の機会は十

分にある。

企業メセナ推進に向けての課題

企業や個人による芸術活動への寄付税制は、

現在、いくつかの重要な方法論的改善に向け

て見直しが進められている。たとえ|よ 控除

を受けるためには寄付金が公的機関を通過し

なければならないことなど誰も覚えてはいな

いが、寄付者にとっては時間ばかりかかる役

所の諸々の手続きはしばしは障害になる。実

際、芸術団体に寄付が届くまでにかなり時間

がかかることも多い。現政府は、民間からの

寄付に関する規制を検討することを約束し、

また、ハウス。オイロパ芸術財団を含むいく

つかの組織。団体によって形成されている特

別委員会は、新しい法律にこの件に関しての

改善策を盛り込むようロビー活動をしている。

控除率の引き上げもまた、大切な目標の1つ

である。

より早急に解決されるべき問題は、企業協

賛に対する国税局の政策である。大蔵大臣の

新規定により、国税局は企業協賛の利点をよ

り広く認めることが可能になるかもしれない。

政府の助成金削減を考えると、企業が芸術支

援を必要経費としてもっと処理できれば、芸

術が必要としている支援を、より安く、より

効果的に支給できるのである。企業と芸術団

体のパートナーシップから得られるものは、

直接的な財政面での便宜だけではない。パー

トナーシップの避醍量において、アート・マネ

ージャーは運営面でアシストをうけたり、

「他の世界」を洞察することて育旨力が向上し、

資金の使い方もうまくなる (つ まりは政府の

肩の荷が軽 くなる)。 そして同時に、企業の

社員の生活も豊かになるのである。

もう1つの急を要する問題は、上述したこ

とにも関連するが、メセナをもっと広報し、

売り出すことである。とくに、8万にものぼ

る中規模のオーナー企業は、社会貢献の一環

としてのメセナの利点をもっと理解すべきだ

ろう。こうしたことは、もちろん関係者がま

ず努力すべき問題だが、マスメディアもバッ

クアップできるはずである。これまで芸術関

係のメディアは、企業が芸術に対し影響力を

持ちすぎることを懸念して、企業メセナにあ

まり好意的ではなかった。しかし、このよう

な姿勢は現在良い方向に変化しつつあるので、

マスメディアが企業と芸術の提携やパートナ

ーシップの形成に大きな貢献をする日も近い

と期待される。

八ウス・オイロパ芸術財団の責務

現在、ハウス。オイロパ芸術財団は、積極

的に議論に参加し、これまで述べてきたよう

な現状の問題点を改善すべく活動している。

それだけでなく、今年の7月 には、「必要経

費としてのメセナ」というテーマで会議を開

き、そのホスト役をつとめる。その会議では、

ヨーロッパ委員会、 ドイツ以外のヨーロッパ

諸国のメセナ協議会、最近発表されたメセナ

に関する2つの調査報告の著者たち、大蔵省



の役人などがおもなスピーカーとして発表す

る。企業側からは、メセナの専門家たちが参

加し、なかには事例報告をする者もある。こ

の会議の目的の1つは、将来ドイツにおける

企業メセナ協議会に発展していくようなドイ

ツ企業メセナクラプの中核をつくることであ

る。

企業は今後も支援プログラムとともに寄付

をつづけていくだろう。またメセナの一策と

して、財団の設立もつづくことが望まれる。

ドイツでは、スポンサーシップ (協賛)と い

う形が、企業と芸術の唯一あるいは主要な橋
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渡しに数えられることはまずないだろう。い

ずれにせよ、3つの形態のメセナがみなひと

しく重要性を勝ち得て、個々の企業がさまざ

まにこの3形態を活用し、時にそれらを組み

合わせて、企業と芸術、双方にとって不可欠

な相互依存関係を確立していくことに、われ

われも寄与できれば幸いである。

*| マッチング・グラント:民間などから

集めた資金の同額あるいは一部を政府など

が上乗せするというメセナ推進策

*2 1ド イツマルク=60.94円

209

ギリシ l′

~

オメポ [OMEPO/ギ リシャ企業メセナ協議会]事務局長、支援プロジェクト責任者

マ リア・ペレカナキ

2500年 におよぶメセナの歴史

私たちオメポは、1986年 に経済人と知識

人らのグループによってアテネで設立された

非営利機関である。メセナという
'既

念はオメ

ポの設立によって2500年 もの歳月を経てギ

リシャに再生することになった。

古代でも現代のギリシャ語でもメセナ/ス

ポンサーシップを意味する「コレギア」とい

う言葉が、すでにBC6世紀の中頃にはアテ

ネで使われており、BC6世紀末には立法化

されていたことは広く知られている。そして

BC5世紀の民主主義最盛期に、コレギアはそ

の効力を最大限に発揮した。コレギアは都市

国家やその住民に芸術作品のたぐい稀な傑作

を与える一方、他方では「コレゴス (支援

者)」 の名を褒めたたえ、不朽のものとした。

コレギアの制度は公式に存在し、ヘレニズ

ム時代 (BC335～ BC34)、 アレクサンダー

大王の治世以降、世界の隅々まで普及したが、

にもかかわらず当時のアテネでは廃止されて

しまった。

ギリシャ文明はローマ文明の形成に根源的

な影響を与え、ギリシャ。ローマ文明 (*ロ

ーマの治世下のギリシャ)においてもコレギ

アはさまざまな形で花開いた。たとえばペレ

ポネウスのパトラス市ではアルテミス・ラフ

リアの祝祭があった。硬貨や碑文にしるされ

ているように、「コレゲ (支援者たち)」 は、

アウグスタリス局から任命を受け、アウグス

トスやその後の皇帝に敬意を表するさまざま

な競技会を支援・運営する義務を負った。ア

ウグスタリス局はまた、皇帝や神々の栄誉を

たたえる記念碑の制作や、寺院、祭壇、相貫R
浴場、橋、道路の建築や修復のための重要な
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資金源でもあった。

ローマ帝国の末期 (Bc31年～AD4世紀)、

この制度は競馬やサーカス、あるいはローマ

の属州であることを象徴するような実用的な

行事ばかりを支援するようになったため、道

徳や精神の低下というイメージを持つように

なった。が、その当時マエケナスという人物

が出てこの制度を有効に活用し、輝かしい模

範例としてその名を永久に残すこととなった。

ローマ帝国の衰退後キリスト教が普及し

(4世紀～14世紀)、 西ヨーロッパが中世の

暗い影におおわれる一方で、西暦395年 には、

7つの丘をもった美しいコンスタンチノープ

ルーー偉大なるコンスタンティノス皇帝の都

― を首都とした、ギリシャ正教のビザンチ

ン皇帝が出現した。そして、ローマの支配下

でもギリシャ人たちが使いつづけてきたギリ

シャ語はラテン語とともに再び帝国の公用語

となった。歴史的文献や碑文によると、当時

の宮殿や帝国の役人、裕福な家族や信心深い

人びとは修道院や教会の建設、現在われわれ

の手元や博物館にイコンとして残っている傑

出した芸術作品の創造のために、あるいは社

会貢献として、多額な資金を提供、いやむし

ろ寄付したと表現するのが適切であろう。

ただ、キリスト教の初期から5世紀までは、

寄付は経済的。社会的な上流階級と結びつい

た概念として、エリート的行為と解釈されて

いたため受け入れられてはいなかった。後に

は上,さのように認められるようになったが、

その場合の寄付行為は慎ましく謙虚に、神の

名のもとにおこなわれなければならなかった。

1000年 もの繁栄の後、1453年 5月 23日 に

コンスタンチノープルは蛮族の攻撃に抗しき

れず、オスマントルコによつて征服され、ギ

リシャ全土やほかの欧州の国々もつぎつぎに

イ正|1長された。

その結果、最悪の事態を避けるために、侵

略から生き延びた修道士、哲学者、科学者、

知識人、芸術家そして実業家たちはヨーロッ

パ、とくにイタリアに逃れた。彼らは知の精

神をヨーロッパに持ち込み、ルネッサンス

(15世紀～16tttDの誕生をうながした。

その輝かしい年月は、イタリア、フランス、

オーストリア、 ドイツなどで最も有名な幾人

かの芸術擁護者を生みだし、ダ。ヴィンチ、

ミケランジェロ、ラファエロ、 ドナテッロら

の傑作を世に送り出した。

オスマントルコ帝国の400年 にもおよぶ抑

圧の後、ギリシャは1821年 の勇敢で死をも

恐れぬ血のギリシャ革命によりようやく自由

を獲得し、新生ギリシャが誕生した。19世

紀と20世紀初期には、国際的地位を築いた
.多

くの裕福な商人や実業家が出現した。彼ら

は「偉大なる貢献者」と呼ばれ、若き国ギリ

シャに多額の富を提供した。優秀な芸術家や

世界的に有名な建築家や科学者が起用され、

著名な学校、大学、教会、病院、博物館、諸

機関、記念碑、美術品のコレクションなどが

創設された。また、貢献者の名前にちなんで

諸機関や通りなどに名がつけられ、彼らの立

像や胸像がつくられた。

1912～ 19M年、19“～196年に起きた2

つの世界大戦と1946～ 1949年 の内乱にもか

かわらず、それほど富裕ではない貢献者たち

も、奨学金、教会、道路建設、学校、コンク

ション、記念碑などのマイナーな地元プロジ

ェクトに寄付をつづけた。企業メセナが普及

した現在でも彼らはこうした行為をつづけて

いる。

しかし最初にも触れたように、メセナとい

う概念が「文化と企業」という観点から現代



の価値観によって再び定義され、今日の人類

や社会のニーズに応えるための高等技術とし

て再びギリシャに戻ってきたのはオメポ設立

の後であり、その隆盛は1990年以降のこと

である。

'90年代におけるメセナ活動

現在のギリシャにおける企業メセナの現状

を示すにあたって、当協議会で収集した資料

やおおまかな統計を紹介し、1992～ 94年に

かけての簡単な比較分析を試みる。

1992～ 93年の企業メセナの総額は30億 ド

ラクマ・に達する。

特に1992年 はフィリップ。モリス・ヘラ

スとフィリップ。モリス社の素晴らしい支援

によって輝かしい年となった。文化省、国立

美術館、考古学博物館との協力により、2つ

の展覧会――アメリカで開催された「ギリシ

ャの奇跡」展とアテネで開催された「エル・

グレコからセザンヌまで」展――を実現させ

たのである。両展とも大成功であったが、特

に後者はギリシャの基準からすると膨大な数

の観客を集めた。両展の予算は概算で10億

ドラクマで、この年の美術に対する企業メセ

ナの総額は18億 ドラクマにはね上がり、メ

セナ総額に占める割合は60%に のぼった。

それに次ぐ音楽に対する支援は8億 ドラクマ

で、全体の27%を 占めている。

1993年 は、資金規模と社会的プレゼンス

において前年ほどの文化的イベントは実施さ

れなかった。この時期に特徴的なのは、中小

企業、零細企業、個人企業のメセナが驚異的

に増加したことである。このような現象は、

アテネやテサロニキなどの大者1市をはじめと

して、ほかにも人口10万人規模の都市で見

受けられる。

30メセナ・ワールド・レポート

チャニア (人口7万人)、 レシムノ (人口

6万人)、 ヘラクレオ (人 口13万人)、 カラ

マタ (人口5万人)、 パトラ (人口20万人)、

ラリサ (人 口14万人)、 ボロス (人 口11万

人)、 カテレネ (人 口4万5000人 )、 ロアン

ニナ (人口7万人)、 そしてカヴァラ (人口

7万人)と いった街では、前年に比べ1993

年にはメセナ活動が約300%増加した。

この現象は、自動車業界をはじめ、さまざ

まな産業の大手スポンサー数社に悪影響を及

ぼした不況の悪影響に逆らって現れてきた。

こうした状況は、メセナという概念が社会

に与えた大きなインパクトによるものだとわ

れわれは理解している。インパクトを与える

ことに成功した理由の一つはオメポの努力が

実を結んだためだが、もう一つは豪華なアテ

ネ・コンサートホールができたことである。

このホールは、不況の影響を受けなかった企

業の多くを励まし、そして惹きつけた。さら

にもう一つ理由をあげるとすれlよ このホー

ルをまねて、明らかに規模はもっと小さくと

も、つぎつぎとホールが設立されたことであ

ろう。

この年、スポンサーが第一に好んだ芸術分

野はあらゆるジャンルの音楽――‐クラシック

音楽、現代音楽、外国の音楽、ギリシャのポ

ピュラー音楽や伝統音楽、ロック、ジャズな

どである。企業メセナの対象分野は音楽が全

体の65%を 占めている。つづ く美術が

20～25%を占め、考古学と文化財がそれに

次ぐ。

1994年の企業メセナ活動は、前年と同様

に社会的。経済的要因の影響を多かれ少なか

れ受けたが、以下にあげる3つの大きなメセ

ナ活動は合計25億 ドラクマの支援を行った。

また1994年度の企業によるメセナ総額は55
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億ドラクマであった。
。第一に、リリアン・ヴードゥリス財団によ

る、アテネ・コンサートホール内ギリシャ

音楽図書館創設のための10億 ドラクマの

支翔艶
。第二に、ギリシャ銀行連合による、コリツ

ァの大聖堂建設のための5億 ドラクマの支

仇

・第二に、ロンドン市内の古代ギリシャ文化

センターの創設と運営のための約10億 ド

ラクマの支援。支援したのは、レベンティ

ス財団、船主のロアンニス・ラトシス氏、

ファファリオス貿易会社、キプロス銀行、

マイケル・マークス財団、プライベート・

バンク&ト ラスト、収集家のイオアメー夫

妻である。

アート・マネージメントにおいて1994年

に活発化したのは募金運動で、これは、芸術

イベントをとおして文イk環境、社会問題の

ための資金とモラル・サポートを確保する活

動である。資金はスポンサーもしくは文化団

体自身によって提供されるが、つねに支出を

上回る資金を獲得することが目標でなければ

ならない。募金運動で成功した2つの例を紹

介する。
。メリナ・メルクーリ財団とSKY100.4ラ

ジオ月|カラ醐■ ,こ営したオリンピック競:技

場でのイベント。唯一のスポンサーである

インターアメリカン保険から6500万 ドラ

クマの援助を受けた。芸術家たちも無償で

参力陀 このイベントにより7万人の観客が

集まり、アクロポリス新博物館の建設のた

めに2億 ドラクマの資金が集まった。博物

館の建設が終わり次第、現在大英博物館が

所蔵しているパルテノン神殿の大理石フリ

ーズはギリシャに返却される予定である。

。もう一つ、規模は小さいが似たような例が

ある。ヴェリー・スペシャル・アート・ヘ

ラス (VSAH)に よる、「人びとと文筆」

と題した独創的かつ魅力的な出版活動であ

る。このプロジェクトはシルヴァー&バリ

テ。オンス鉱し業のキティ。キリアコプーロ

ス夫人とヘレニック・ポトリング3E社、

そしてVSAH友の会の資金援助によって

実現した。

このほかに記述すべき事例は以下のとおり

である。
。まもなくクリスティーズによって訪ザ

=に
か

けられるエル・グレコの絵画「聖ペテロ」

の獲得に向けた国立美術館の活動に対する

支湖艶

・イゲイア病院による、環境をテーマとした

絵画と詩の本「ことばと色」の2500部 の

発行。本の売上収益はジェニー・カレツィ

財団に寄付された。

・アテネ・コンサートホールにおけるバロッ

ク音楽 (17～ 18世紀)の コンサー ト。ヘ

ンリー・パッセル生誕300年記念のイベン

トとしてベナキ・ ミュージアム友の会によ

って企画された。コンサートの収益は、同

ミュージアムによって寄付された。

・聖アナルゲレ癌病院友の会によるアテネ・

コンサートホールにおけるライプチヒ青少

年楽団のコンサート。収益は病院に寄付さ

れた。

・1)粧麻痺患者協会の単独スポンサー、メル

セデス・ベンツの支援によるアテネ。コン

サートホールでのベルリン。フィルハーモ

ニア四重奏団とジョン・ヴァカンリスのピ

アノ・ソロのコンサート。

募金活動に関するアテネや他都市からの情

報はまだ完全にはそろっていないが、集まっ



た合計金額は約5億 ドラクマにのぼる。つま

り、企業メセナや募金活動などを合わせると、

(1994年度の)芸術、文化財、文イLそ して

環境の分野に対する資金援助額は60億 ドラ

クマに達することになる。

オメポの機能のなかでも基本的かつ実用的

なものは、この募金活動に関するノウハウや

情報、方向性を、それを必要としている団体

に提供することである。もう一つの機能は、

広く社会に資するような方針を策定すること

である。オメポは、文化や環境団体を支援す

るプログラムや、文化う謎 および現代ギリシ

ャ文化を支援するプログラムにスポンサーの

関心をより強く引きつけるよう、いっそうの

努力を行っている。オメポの今後の方針は以

下のとおりである。

a。 芸術の地方分散。地方や開発途上地域の

住民の文化を享受するオ断 llを再確認し、そう

した地域で芸術にインセンティヴを与え、選

択肢を増やす。

b。 現代ギリシャ文化の海外への紹介。国内

においては文学、詩、美術、音楽などが盛ん

だが、これまでは内向的な姿勢から国際交流

がはかられなかった。

この方針に関連して、62の さまざまなプ

ロジェクトに関する「ヘレニズムとスポンサ

ーシップ」という調査記事が経済雑誌に掲載

され、1995年 3月 末までに7万部配布され

る。

1994年 における各芸術分野への企業メセ

ナの内訳は以下のとおりであった。

1.音楽              34%
2.ギ リシャ文化と文化遺産の振興  25%
3.美術関連            lo%
4.青少年関連 (例 :子ども劇場、美術、

博物館、その他音楽を除いた活動)8%

30メセナ・ワールド・レポート

5。 自然。環境関連とその刊行物   7%
6.演劇 (子 ども劇場を除く)    4%
7.吻               3%
8.刊行物 (美術および自然・

環境関連を除く)        3%
9。 映画およびドキュメンタリー   2%
10。 考古学             1%
lLダンス             o.5%
12その他 (フ ェスティバル、会議など)

2.5%

1992年はフィリップモリス社の美術に対

する莫大な資金援助があったため、美術が1

位であったが、1993年 と1994年 には、明ら

かに音楽が最も企業に好まれた分野であった。

これは、先述の、威光に満ちたアテネ・コン

サートホールの設立によるものだ。アテネ。

コンサートホールは内外のレベルに照らして

も非常に美的で洗練された機能を持っている。

またその運営の良さで、観衆をもスポンサー

をも魅了し、古くからの音楽ファンを引きつ

け、新たな音楽ファンをうみだしている。こ

の成功の大部分はアテネ・コンサートホール

友の会会長のクリストス・ラムプラキスの献

身と才覚によるものだ。

政府 。自治体との協力関係

一方、文化省は毎年国家予算の0.3%(約

332億 1600万 ドラクマ)と いう不十分な額に、

国営宝くじから得た約100億 ドラクマと公共

投資から得た約120億 ドラクマを加えてやり

くりしている。結果、1994年の文化省の予

算は約550億 ドラクマであった。

さらに悪いことに、国家予算のわずか0.3

%であるにもかかわらず、予算のほとんどは

スポーツーそれも陸上競技ではなく主として

サツカーとバスケットボールーにあてられる
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ので、最終的に芸術文化と文化財に残される

予算はさらに少ない額なのである。

数少ない例外は除いて、地方自治体などは

おおむね派手なフェスティバルやスポーツ・

イベントを好む。さらに自治体は、さまざま

な種類の、しかも毎年異なった対象に予算と

労力と才能をばらまいてしまう。このように

して地方自治体は、地域に与えうるポジティ

ヴな文化的インパクトの可能性を消してしま

うのである。

通常オメポは、自治体から要請があったり

企業のメセナが絡んでいる場合には、支援や

ノウハウ、情報を提供し、協力している。そ

うした要請は文化省のいろいろな部門からも

頻繁に寄せられており、公的資金が足りない

場合、プロジェクト実現のためのスポンサー /

探しの手助けをオメポに求めてくる。

企業メセナをさらに推進するために、われ

われは以下のことを行わねばならない。

・対外面

I.以下の内容を実現するために政府と公共

機関に対してロピー活動を展開する。

1.物的援助に対する税控除

2.メ セナの税控除枠 (企業純益の15

%)の維持もしくは拡大

3.メセナの実施に要する官僚的事務手

続きの簡素化

4.アート・マネージメントや文化経済

学の概念と基本的な専門知識を国税

庁や役人に理解してもらうために、

現

'易

でのトレーニングやセミナーを

開催する。そうすれば理解が進み、

障害を取り除くことができると思わ

れる。

II.協議会の公的イメージを抜本的に高め、

経済界に新たなアプローチを行う。これ

には戦略を要する。

Ⅲ.メ セナに関する¬晰子物を増やし、記事、

会議、トークショーヘの出演など、新

聞・雑誌や電波などのマスメディアに頻

繁に取り上げられることをめざす。

Ⅳ。社会に広く貢献し、認知を得やすい募金

プロジェクトを年間 1、 2回企画する。

。対内面

I。 年収と臨時の運営援助を増やす。

IL編相潤 を設置し、大学と提携して調査

チームを設ける。

*100ド ラクマ=37.7円

アイルラン
コテュ [cOth`/ア イルランド企業メセナ協議会]事務局長

ジェリー 。ワ トソン

意気盛んな芸術復興運動

アイルランドにおいて企業の芸術支援は新

しいことではない。一般的にはごく一部の大

企業に限られるとはいえ、すでに何十年も前

から行われてきている。

とはいえ、過去5年ほどの間に、経済界全

般において芸術支援に対する関心が驚異的に

深まったことは事実である。

このような認識の深まりを企業にもたらし

た主な要因は2つ存在する。まず第一に、



80年代にアイルランドに起こり、90年代に

入ってもその勢いの衰えない芸術復興運動で

ある。このルネッサンスによって、今日アイ

ルランドの芸術は非常に盛んとなった。全国

の都市や市町村において、芸術は人びとの生

活のあらゆる場面に刺激と創造性をあたえ、

生活を豊かにしている。

アイルランドは、演劇と文学で最もよく知

られている。偉大な作家や詩人、w.B.イ ェ

ーツ、ジョージ・バーナード・ショー、オス

カー・ワイルド、ジェームズ。ジョイス、サ

ミュエル・ベケットなどは世界的に有名であ

る。そしてこの文学の伝統は今日も受け継が

れ、シェーマス・ヒーニー、プライアン・フ

リール、ジョン・バンビル、そしてロディ・

ドイルは現代の英文学の頂点に立っている。

こうした歴史からみて、アイルランドにおい

て演劇が盛んなのはごく自然のことであり、

予想されていたことである。過去にはアビ

ー・シアターやゲート・シアターといった国

立劇団だけが喝宋を浴びていたが、現在は小

規模だが完全にプロフェッショナルな劇団が

全国で何十も誕生しており、いまや演劇は都

市、田舎町、芸術センター、学校の演劇プロ

グラムなどで盛んに上演され、そして若い劇

作家に大きな刺激を与えている。アイルラン

ドの作家は以前よりも多作となり、書店の本

棚は新作で埋め尽くされている。アイルラン

ド人はまた、ヨーロッパのどの国の人びとよ

りも一人当たりの本の購入冊数が多い。

しかし今日の大きな変化は、盛んな芸術分

野が文学や演劇だけではなくなったというこ

とである。音楽の人気の上昇ぶりはめざまし

い。「まじめな」つまり「クラシック」音楽

に対しては非常に多くの聴衆が存在していた

が、最近になって学校でさまざまな音楽入門

3● メセナ・ワールド・レポート

プログラムカ桁われたり、合唱曲や古い音楽

そして現代音楽専門のフェスティバルが開催

され、聴衆の幅が広がつてきている。他方、

このような「まじめな」音楽の隆盛と並行し

てアイルランドの伝統音楽に対する関心がこ

こ十数年で驚異的なリバイバルをとt大 国内

のみならず、いまでは国際的な評価と人気を

獲得している。

美術も大きく開花し、すでに評価されてい

るアーティストも若手の芸術家 (その多くが

女性である)も 、密度の濃い、深みのある作

品を制作している。彼女たちの作品は「国際

的」に通用するよう口当たり良くすることを

避け、アイルランドのアイデンティティを強

く表現し、自分がアイルランドの伝統やアイ

ルランドらしさに「根づいている」ことへの

自信を表している。美術作品の買い手やコレ

クターも増え、多くの画廊がオープンし、国

立美術館もかなりの公的資金をつぎ込んで拡

充され、アイルランド近代美術館も設立され

た。

同様のことがオペラ、博物館、国内各地の

芸術フェスティバル、わが国の歴史と文化に

とって重要な建造物や国家の記念碑について

もいえる。

つまり、芸術はアイルランド社会において、

より中心的な役割をにないつつあり、全国で

より大きな観衆を引きつけてきている。これ

は明らかに90年代が向かいつつある方向だ

が、このダイナミックな芸術環境は、スポン

サーが芸術団体と協力して価値ある芸術支援

プロジェクトを生み出す機会を多くしている。

企業と芸術をつなぐコテュ

経済界が芸術支援に対する認識を広めた2

つめの要因はコテュ (cOth`/ア イルラン
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ド企業メセナ協議会)の活動である。

1988年 に小さな企業の集合体によって創

設されたコテュは、現在、アイルランドのほ

とんどの主要大企業と多くの中小企業によっ

て構成されている。現在の企業会員数は約

15“土で、これは国際的にみてもかなりの数

だが、アイルランドの経済規模からするとコ

テュの会員数は世界のどの協議会よりも大き

なものだといえる。経済界へのめざましい浸

透により、コテュは芸術支援の利益を企業に

強く認識させることに成功したのである。

コテュはさまざまな方法でこれを成しとげ

た。まず第一に、ほかの多くの国の企業メセ

ナ協議会と同様に、企業の倉ll)宣的かつ効果的

なメセナ活動を奨励する顕彰事業を創設した。

この「芸術スポンサー賞」は、ビジネス界の

注目を集め、芸術支援によるマーケティング、

宣伝、広報の効果をより広く認識してもらう

ためにたいへん役立っている。

われわれはまた、会員企業にさまざまなサ

ービスを提供している。まず会員企業やその

広報コンサルタントに対して、メセナの機会

や支援プログラムの運営についてアドバイス

をおこなっている。また琳鍵銅副系にはたらき

かけ、企業メセナが芸術にも社会一般にも重

要な貢献を果たしていることを広く報道して

もらうよう、キャンペーン活動を展開してい

る。われわれはECお よびヨーロツパ議会

の動向にもつねに目を光らせている。アイル

ランドは1973年以来ヨーロッパ連合の正式

メンバーであり、プリュッセルの決定事項は

われわれにとっても重要である。さらにコテ

ュは企業と芸術の出合いを仲介しており、両

者を分け隔てるさまざまな障害を取りのぞく

ため、定期的に会員向けの特別な文化イベン

トを開催し、企業と芸術の相互理解を促進す

る機会を与えている。

われわれはさらにアート・マネージャーや

アート・アドミニストレーターを対象にマネ

ージメント研修やビジネス研修をおこなうユ

ニー クなプ ログラム を開発 した。

「INFORM―芸術のためのビジネス研修」

と題されたこのプログラムは、芸術団体の管

理・運営は複雑なもので、アート・マネージ

ャーが経営やビジネス関連の専門知識を深め

ることは、企業人にとってと同じくらい必要

かつ有効であるとの認識から始まっている。

INFORMプログラムは、アート・マネージ

ャーやアート・アドミニストレーターが、コ

テュの会員企業の研修部門で開催されるさま

ざまな短期ビジネス研修コースに無料で参加

できるものである。芸術関係者が会員企業の

参加者と席を並べて受講するので、両者の間

の壁を打ち破る効果もあるようだ。同プログ

ラムは、ダプリンで会員企業9社による研修

から始まり、3年目に入った今では、参加企

業鯰社、全国 6カ 所で行われている。

INFORMの成功は反響を呼び、コテュは現

在さまざまな方面でより発展的なプログラム

を開発している。

ビジネス上の対等関係をめざして

これらの活動やイニシアティヴは経済界に

おける芸術やメセナに対する認識を深めるう

えで大きな役割をはたした。信頼性のある統

計データはそろっていないが、われわれは過

去5年間でアイルランドにおけるメセナは3

倍に増えたと推測している。そしてこのよう

な成長・拡大の大部分は、劣悪な経済環境に

逆らって達成されたものなのである。芸術支

援の拡大においてもう一つ重要な側面は、そ

れが昔から有名なメセナ企業に限定されてい



ないことである。逆に、潤沢な予算を持つ新

たなスポンサーの参入は増えつづけており、

小規模な企業もたくさん参入している。有名

なスポンサー同様、これらの新スポンサーた

ちも芸術支援のもたらす利益を認識するよう

になってきている。

メセナの利益について語ると、アイルラン

ドではかならず道徳論がでてくる。これに関

してコテュは、支援とはスポンサー企業と芸

術団体とのビジネスであることを強調する。

われわれはメセナの費用を企業の寄付予算か

らマーケティング、宣伝・広報予算へと移し

たいと思っている。コテュにとってメセナと

は、マーケティングやブランド・イメージづ

くり、社会認知度向上プログラム、良き企業

市民としてのプログラム、労使度脈改善プロ

グラム、そして企業に娯楽を提供するプログ

ラムなどにおいて何らかの役割をはたすもの

なのだ。

会員企業は、メセナが自分たちにとって価

値があると認めれば、継続して的確なコミッ

トをするとわれわれは考えている。それによ

ってメセナの予算は増加し、経済的、財政的

危機におちいった場合の予備金確保の助けに

なると思われる。そしてもちろん、このよう

な方法でメセナカγ子われた場合、この支出は

経費とみなされ、税控除が可能となる。アー

ト・マネージャーの立場になって考えると、

以上のようなアプローチによって彼らは物乞

いのような立場から、企業と対等に支援の交

渉を行えるようになるとわれわれは信じてい

る。

急速に進展する公的文化支援

しかし一方で、メセナの役割は、国の充分

な助成にとってかわることではなく、むしろ

3● メセナ・ワールト・レポート

それを補完するものであるとわれわれは確信

している。ヨーロッパではどの国でも国が芸

術に公的な投資をすべきと考えられており、

コテュもこの原則に賛成である。幸いにも、

ここ数年、芸術文化に関する行政機関の環境

は大きく改善され、アイルランドでははじめ

て芸術文化大臣が内閣に加えられた。芸術文

化大臣は根気づよく活動し、国家計画に文化

をしっかり組み込むために大きな影響力を発

揮した。その結果、「芸術 3カ 年計画」が採

択され、アーツ。カウンシルヘの資金も40

%増加し、文化のインフラ改善のために莫大

な資金が投じられた。地方政府も地域の芸術

文化プロジェクトヘの資金援助により積極的

になった。やるべきことはまだまだたくさん

あり、芸術はいまだに資金不足に悩まされて

いるとはいえ、公的な文化支援は急速な進展

がなされたのである。

代表的メセナ事例の数々

それではこのような状況のもとで、アイル

ランドの企業はいかにして芸術を支援してい

るだろうか。ほんのわずかな例ではあるが企

業メセナの多様な事例を紹介したい。

【エア・リアンタ】

空港管理会社。「ダプリン空港芸術祭」と

いう総合的アートフェスティバルを自社で

企画・運営している。空港に人間らしさを

与え、それがPRに つながり、また、従

業員の生活を豊かにすることで労使関係も

よくなる。

【テレコム・エイリアン】

国営電話会社。各学校の合唱活動への支援

を通じて社会とのコミュニケーションをは

かっている。

【アイルランド銀行】
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企業の知名度を高めるためにテレビ放映さ

れるプロムナード・コンサートに協賛。

【タイルスタイル】

セラミックタイルのサプライヤー。アイル

ランド王立建築協会を核とする文化活動ヘ

の協賛を通じて建築家とのコミュニケーシ

ョンをはかる。

【ガラハー (ダブリン)】

たばこ会社。良き企業市民プログラムの一

環として、ジョージ5世時代の重要建造物

の修復を支援。

【電力供給会社】

家族に焦点を合わせた文化的支援を積極的

に行っている。その範囲は、学校演劇への

支援から、18世紀のダプリンの生活をテ

ーマにした博物館の設立にまで及ぶ。

【AIBグルーラ旬

アイルランドで最も大きな銀行グループ。

歴史的建造物での音楽祭、ダプリン国立コ

ンサートホールにおける夏季ランチタイ

ム・コンサートや美術展を支援。これらの

支援は、銀行名を公表し、また企業人に娯

楽の機会を提供している。

【ガーディアン】

一流保険会社。知名度の高い「ガーディア

ン・ダプリン国際ピアノコンクール」をス

ポンサーし、多大なPRメ リットをねら

,。

【アルスター銀行グルーラ句

ヨーロッパ最大の「アルスター銀行音楽

賞」を提供している。この協賛は、顧客と

潜在的顧客への広報活動として、グループ

が教育分野に力を入れていることをPR
するものである。

【ワング・アイルランド】

アピー劇場の切符売場の包括的なコンピュ

―ター化事業に協賛し、それと引きかえに

アビー劇場が発売するすべてのチケットに

同社プランドの宣伝が入っている。

まだまだ例はある。ある保険会社は「アイ

ルランド詩歌賞」をスポンサーしている。田

舎のパプが屋外劇場をスポンサーする一方で、

別のパプはランチタイム劇場の会場を提供し

ている。小さな公認会計士事務所は地元のア

ートフェスティバルを支援し、他方で大きな

公認会計士事務所が青少年の芸術を支援して

いる。国際的なコンピューター会社が国立美

術館における教育的なマルチメディアの展示

に協賛する一方で、別のコンピューター会社

は青少年向けの大きな国立音楽祭に協賛した。

銀行や金融サービス会社は演劇、音楽、美術

を支援している。酒造メーカーやたばこ会社

はオペラ、ジャズ、映画、大衆的なエンター

テイメント、国の文化財プロジェクトを支援

している。薬品会社や電気メーカーは、公共

彫刻、美術展や地方のアートフェスティバル

を支援している。

そして多くの日本企業もメセナに積極的に

取り組んでいる。トヨタはアイルランド国立

青少年オーケストラを支援している。三菱は

ダプリンの古いバイキング街にある文化財セ

ンターダプリニアに、大規模な現物供与を行

った。資生堂は国立合唱団を支援している。

1993年 の「コテュ芸術スポンサー賞」は、

日本の5都市を巡回したアイルランド国立美

術館が所蔵する古い絵画の展覧会を協賛した

東京新聞社が受賞した。

これらのすべてのメセナは芸術にとって有

益なものである。実際、企業の支援がなけれ

ば多くの芸術活動は実現しなかったはずだ。

しかし、メセナは支援した企業に対しても有

益であり、この相互の利益こそ、企業メセナ



が拡大するための本質的な要因であるととも

に、メセナが、芸術と支援企業、そして社会

30メセナ・ワールド・レポート

全体の利益のために、さらなる前進をしてい

くための起動力なのである。
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オラン
オランダ広告協会芸術スポンサー委員会事務局長

ジュリアン・ フランスマン

官民によるメセナの歴史と背景

第二次世界大戦後オランダでは、芸術支援

は、国、地方、市町村など公的セクターが主

導してきた。政府がインフラを整備し、芸術

機関の存続に責任感を持つべきと考えられて

きたのである。これは芸術ばかりでなく、教

育、健康、福祉でも同様であった。

ここ数十年、芸術はさまざまな政府機関か

ら、毎年国民1人当たり約20ギルダー拿の助

成を得てきた。その額は、 ドイツの2倍、イ

ギリスの5倍、フランスの3倍に相当する。

これは、文化機関が企業メセナを必要としな

いことを意味した。ほかの西欧諸国に比べ、

わが国で企業による芸術文化支援が始まった

のが比較的遅いのは、主にこうした理由から

である。

われわれの概算では、1980年の企業支援

総額はわずか150万ギルダーにすぎなかった

が、1995年 には少なくとも7000万 ギルダー

に増加すると思われる。ここ十数年、芸術支

援における民間支出は爆発的な増加を示して

おり、このことは、企業支援が芸術の財政に

とってますます重要な要素となっていくこと

を表している。また、こうした民間支援は、

芸術ばかりでなく、健康、福祉、教育、環境、

市民・地域活動などの分野でもますます増加

するものと思われる。

80年代初頭、景気後退から政府はその役

割の見直しを追られた。しかし時を同じくし

て芸術側からの要請も高まったのである。こ

うして、一般論ではあるが、社会全体に経済

界の支援能力や意欲に過大な期待を抱く傾向

が生じ、今では公的支援の減少を正当化する

のに「民間から補填すればいい」という論理

がいつも用いられるようになった。

こうして1993年、スポンサリング・コー

ド (規範)がつくられた。芸術団体と経済界

(芸術スポンサー委員会)が署名したこのコ

ードは、良き芸術支援の原則を提示し、斡旋

条項も制定された。幸い今のところ、芸術側

からも企業側からも大きな異論は出ていない。

政府は、企業のスポンサーシップにポジテ

ィヴな姿勢をとっている。文化省は文化機関

に助成する際、民間からも資金調達するよう

奨励する方針である。民間からの臨時収入が

あっても、政府援助がその分減額されること

はもはやない。こうした方針は1990年代も

つづくと思われる。

芸術支援の現状

実際オランダでは、いかなる企画もその規

模の大小にかかわらず、企業の資金援助なし

では成立しない。大半の芸術組織は国立ある

いは市立だが、企画を実現させるためには企



220

*3t lsI Efi,/)tgf

業支援の獲得が不可欠なのである。これは、

音楽や演劇、ダンス、オペラといった舞台芸

術も美術館も同じことである。わが国の企業

メセナの幅広さを示すためにそれぞれの芸術

分野からいくつかの例を紹介しよう。

18世紀オーケストラ (ト ン・クープマン

指揮)と アムステルダム・バロック・オーケ

ストラの例はよく知られている。どちらも現

在では有名なオーケストラだが、まず IBM、

つぎにデルタ。ロイド保険に支援をあおいだ

時点では、もはや存続はむずかしいと考えら

れていた。これらの企業が、その当時まった

く無名のオーケストラの支援にあえて踏み切

ったことはメセナの好例としてあげられよう◇

12年前の当時、両社の貢献がこれほど大きな

意味をもつとは、だれも予想できなかったの

である。

先の例とは対照的に、ロイヤル・コンセル

トヘポーヘのINGグループとサラ・リー社

およびキヤノンによる支援はよリオーソドッ

クスなものだが、オーケストラ、企業、双方

にとって成功した支援例といえよう。この支

援のもう一つの目的は、企業名をオーケスト

ラの名声に結びつけるというものである。

音楽における別の規模の支援例として、コ

ンバッティメント・コンソルト・アムステル

ダムヘのバッケニスト社の支援を紹介しよう。

同社はオランダのメジャーな経営コンサルタ

ント会社の一つで、高い芸術水準を持つ先端

的な団体を求めて大規模な調査を実施したが、

その際、団体の規模や名声はまったく問わな

かった。同社は、コンソルトヘの支援に加え、

音楽理論の研究にも助成した。バッケニスト

社の支援への熱意は強く、支援は数年間に及

んだ。

3M社は、3M音楽賞を創設。10万ギルダ

― (約 5万 ドル)の賞金を出し、独立した審

査委員が審査を行った。受賞したのは、芸術

的質が高く、公的援助を受けにくい分野で活

動をしている音楽家たちであった。この賞は

初期には、新聞・雑誌やラジオ・テレビなど

に盛んに取り上げられたが、数年たつと記事

などのあつかいはごく短いものになってしま

った。結局、3Mは中止を決定し、オランダ

の音楽界から惜しまれることとなった。この

ことはメディアでの取り上げ方が企業メセナ

に与える影響をよく示しているが、報道の自

由力滞部章された社会で、このことに善しあし

の判断をすることはできない。ただ、厳然た

る事実として紹介する。

メセナは音楽分野に限られていると思われ

るかもしれないが、けっしてそうではない。

ドメルシュ。ビールは、国立演劇フェステ

ィバルのメインスポンサーである。このフェ

スティバルでは、前年にオランダとベルギー

のフラマン語圏て市」作された演劇作品のなか

から、演劇批評家が交代制で委員となって選

んだ優秀な作品の再演カギ子われる。このメセ

ナの成功は、近代的なドメルシュというプラ

ンドが若い観客層をつかんだフェスティバル

と結びついたことである。

ダンスの分野では、企業支援を受けている

いくつかの小さなダンスカンパニーは存在す

るが、ほとんどの場合は、スポンサーという

より寄付を受けているといったほうがよいだ

ろう。他方、ネザーランド・ダンス・シアタ

ーはAT&Tの援助を受け、ハーグで専用劇

場の建設にこぎつけた。ダンス専用につくら

れたこの劇場には、スポンサーの名前がつい

ている。

昨今は、オランダにおいても、寛大な企業

の支援なくしては、大きな展覧会の実現は不



可能である。たとえばヴァン・ゴッホ展は

KLMと サラ・リー社とVsB銀行、レンプ

ラント展はABNア ムロ銀行、モンドリア

ン展はVSB銀行といった具合に、スポンサ

ーの果たした役割は明らかである。有名なコ

プラ派のコレクションを所蔵するアムステル

ヴェーンの近代美術館の建設も、当地にオラ

ンダ本社を置くいくつかの企業の支援なくし

ては不可能だっただろう。さらに、多数の企

業が重要な美術コレクションを持っている。

ING銀行、ラボ銀行、NCM保険、そして

たばこ会社のロスマンズのピーター・ステュ

イヴサント・コレクションなどがその例であ

る。

また、かなリユニークな企面として、レン

プラント・ リサーチ・プロジェクトがある。

DSMと いう大きな化学薬品会社は、このプ

民主化が促進した企業メセナの流れ

ここ10年の間にスペインにおける企業の

芸術文化支援はめざましい成長をと|六 スペ

インはこの分野でいまや世界で最も発達した

国々と肩を並べるまでになった。1992年 に

スペインでイテわれた世界的に有名なイベント

の数々も企業の支援なくしては実現不可能で

あった。しかし、大規模に行われている支援

も、高度に発達した企業の組織や経営のレベ

ルに見合ったものとはいえず、それゆえに最

近、企業支援を促進するアエドメが設立され

た。

3● メセナ・ワールト・レポート

ロジェクトに助成金を出しただけではなく、

自社の研究所でレンブラントの作品の調査を

することでも支援している。その目的は、さ

まざまなもののなかから、レンプラントの材

質が何であり、絵の具はどのような組成をし

ているかを見つけることである。これは、資

金的な協力だけではなく、実際に互いに恩恵

を与えあうリサーチ・プロジェクトである。

DSMは、非常に独特な方法でコミュニケ

ーション・ターゲットー 特に投資家一 を

増やそうとしているようである。すべての調

査結果は1998年 まで発表されないのである

から、この支援は勇断ともいえるだろう。そ

して、基礎調査が何をもたらすか、まったく

不明なのである。

*|ギルダー=54.41円

スペインにおける企業メセナは、過去20

年の政治、経済、社会の分野で起こった多く

の急激な変化を知らずには理解することはで

きない。また、当然、芸術文化支援も、より

幅広い一般的な支援の枠組み― 地域対策事

業、企業寄付、地域参加と呼ばれている分野

のもの一一のなかで理解されねばならない。

スペインはもう一つ、ほかのヨーロッパの

国 、々特にイタリアとよく似たある特徴をも

っている。預金貿 予力ヽ その法的地位のため

に、資金援助のすべての面において決定的な

役割をはたしているのである。だからこそ、
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預金銀行を含む金融界全体に何か変化が起こ

り、前述のようなさまざまなことと重なると、

その影響は倍増することとなる。ここで忘れ

てはならないのは、スペインの預金銀行は金

融システム全体の半分を構成しているという

ことである。

今年、スペインはEUに加盟して9年目

を迎えるが、20年前にはまだ民主的な憲法

を有しておらず、法体系。経済体系も近隣の

諸国とはまるで違ったものであった。ここ

20年間にスペインに起こった変化のうち最も

重要なものは以下のとおりである。

。1978年 に制定された民主的かつ進歩的な

憲法において芸術文化はすべての国民の権

利であり、国はそれを振興する義務がある

とされた。しかし、他国でみられるような

国家が芸術文化の独裁権を握ることを懸念

した反発を招くことはなかった。

。さまざまな規制や国内労働への政府の介入

力〕緩和されたことにより、経済システムの

自由化が起こった。これは、預金銀行を含

む金融システム全体にとくに影響を及ぼし、

海外資本の導入と競争をもたらしたため、

新しい経営慣行が生じた。

。EUと の親交関係が進められ、1986年 に

はスペインのEU加盟が実現した。

・教会が伝統的にになってきた、教育や福祉、

人道的分野での活動が激減し、カトリック

教会と市民の間で深刻な不和が生じるなど、

さまざな慣習が急激に変化した。

・スペインの新憲法は17の 地域に自治権を

持つ州組織を設置した。どの州もそれぞれ

に秀でたものがあリー様ではないが、芸術

文化に関する政策はどこも最初に制定した

ものの一つであった。その背景には建築な

どの文化遺産を大切にする国民的。地域的

な感情があった。同時にこうした自治権は

政府と地域住民や地元企業との距離をちぢ

め、メセナをうながした。

・州のなかでも州政府の自治は新しく、実際

は市町村のほうがかつての非民主政権のと

きよりも大きな役割をはたすようになった

といえる。このレベルの自治体はどこもみ

な公共赤字に悩んでおり、それゆえに事業

を支援してくれる企業を探している。特に

頼りにされるのは、もともと地元自治体を

顧客としている企業である。こうした企業

には金融機関や建築会社が多く、通常、宣

伝や広報活動の一環として支援を行ってい

る。

州政府は時折、経済。社会現象の大きな枠

組みを無視して断片的で局地的な視野しか持

たないことがある。このこと力ヽ なぜ、最近

アエドメが設立されるまで、全国規模で企業

メセナを推進する組織の必要性を誰も認識す

ることがなかったのか―一国際社会において

は驚くべきことだが一―を説明してくれる。

アエドメ設立を支えた社会状況

アエドメ設立のほかの要因も述べるに値す

る。その一つとして、いくつかの地域では、

裕福で文化的な階層による個人パトロネージ

とともに、さまざまな社会的。文化的な目的

をもつボランティア団体が伝統的に活動して

きたことがあげられる。カタロニア地方はそ

の方面で長年先駆的役割をはたした、アエド

メの設立にも積極的であった。カタロニアで

は、個人や集団が文化団体や建築物への支援

を行ってきたが、そのなかには19世紀に完

成した教会のファサードもある。このような

背景を持つ人びとが地元企業の幹部となり、

やがてより力のある多国籍企業の幹部となれ



lよ 自然にそうした発想を企業に導入し、メ

セナの利点をすぐに認識するようになる。こ

こまではいかずとも、ほかの地方でも同様の

ことが起こっている。ロックフェラーといえ

ば銀行業や不動産業よりもフィランソロピー

活動をまず思いうかべるのと同様に、今日の

スペインでマーチといえば一族が所有する銀

行よりも財団が思いうかび、ラモン・アレセ

スといえば、彼の所有する全国規模でビジネ

スを展開する′jV売業の巨人、エル・コルテ。

イングレスよりも彼の財団がまず思いうかベ

られる。

そのほかの80年代の重要な出来事は、個

人であれ企業であれ産業や投機の利益が急激

に増大したことである。このような多大な利

益を手にすれ,よ 企業が寛容にも利益の一部

を社会に還元すべく芸術支援を思い立つのは

いたって自然の成り行きで、この時期、非常

に多数の財団が商業銀行や預金銀行によって

設立された。

スペインよリメセナが発達し確立されてい

る国々とは対照的に、経営方針として「啓発

された自己利益」をあげる企業は、スペイン

ではまだまれである。よって企業の支援は、

労使関係はじめ企業のあらゆる面に影響を及

ぼす「企業市民」戦略というよりは、社会貢

献の精神や宣伝・広報の範疇で行われている。

かくしてスペインにおける企業支援は、いく

つかの重要かつ興味深い例外をのぞいて、不

定期でしかも専門的には組織されていないも

のが多い。

「スペイン年=1992年」に見た

メセナ活動

「スペイン年」であった1992年 は非常に特

殊な状況をうみ、数々 の大きなイベントが開

30メセナ・ワールト・レポート

催された。そのなかには、コロンプスのアメ

リカ大陸発見500周年記念、セビリア万博、

欧州文化首都マドリッド、バルセロナ。オリ

ンピックなどがあった。オリンピックに対す

る企業支援のシステムは特殊なのでここで詳

細には触れないが、バルセロナ市議会がオリ

ンピックに対して示した積極的な姿勢と取り

組みを、芸術文化の振興や歴史的建造物の修

復にまで発展させたことは特筆に値する。

スペイン社会にとって、1992年 という輝

かしい年の終結は必ずしも軟着陸といったも

のではなかった。スペインは過去30年間で

最悪の経済不況に直面したのである。しかし

同時に、それはこれまでで最短の不況でもあ

った。急速な復興は、スペインで神の恩恵と

されていた雇用の安定を犠牲にしてとげられ、

結果、失業が増え、雇用に対する不安が増大

した。

こうしたムードは、企鮮Sa髪やボランタリ

ーなサービスに飛び火した。国内のチャリテ

ィ活動や海外向けの国際的な支援活動のプー

ムが起こり、カタルニア自治州でスペイン初

のテレソン (マ ラソン・テレビ)力坊畑央され、

予想をはるかに上まわる寄付を集めた。非政

府組織 (NGO)はかつて教会がになってい

た役割の一部を引き受けたのであり、かつて

ないほど人々は寄付を行い、あるいは募金を

する結果となった。このような状況では企業

も傍観しているわけにはいかず、社会的な気

運の高まりに助けられながら、 2、 3の例外

はあるものの、環境保護の分野において第 2

位の栄誉に輝いた。(ス ペインは、自然や環

境を愛することが国民的性格の一部となって

いるような国に比べると、ふつう環境問題に

はあまり関心を示さない。)

一般的に企業支援、特に芸術に対する支援

223
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の量を間接的な方法で推量することはつねに

議論のもとで、あつかいにくい問題である。

が、スペインの預金銀行の場合、推量する必

要はない。というのは、彼らの業界団体であ

るスペイン預金銀行連盟 (cECDが、支

援に関する統計から分析にいたるまでを掲載

した興味深い年報を出版しているからである。

直近のデータである1993年の統計によれば、

預金銀行のメセナ総額は260億ペセタ・をこ

えている。そのほかの業種によるメセナに関

しては、調査のプロとして信頼性の高いアン

ダーセン・コンサルティングによって発表さ

れた推計しかない。それによると、1990年

が支援のピークで、支援総額は150億ペセタ

であったが、1991年には115億ペセタまで減

少した。調査には、当然のことだが、1992

年のデータは含まれていない。なぜならその

年は、スペインにとって三度とは起こりえな

いほど特別な年であったからだ。1991年 の

支援額減少の傾向は1993年 もつづいている

ものと思われる。その原因として、1992年

にさまざまなイベントに対して多大な支援が

行われたこと、企業の利益減少が広報費や宣

伝費の削減を招いたこと、また、支援対象が

社会的かつ慈善的な分野へと多様化したこと

があげられる。また、国会での新法制定の準

備の立ち遅れが寄付奨励策の策定にさらなる

ブレーキをかけたことも一因といえよう。

公的助成の実体とアエドメの役割

スペイン文化省の行った最近の調査によれ

ば、1993年の芸術文化に対する公的助成は、

中央政府が650億ペセタ、州政府が870億ペ

セタ、そして市町村が1500億ペセタであっ

た。公的機関がメセナの推進役となることに

対して疑念を抱く市民はおらず、また企業が

メセナを行うことに対しても反対の声はない。

前出のアンダーセン・コンサルティングに

よる調査によれ|よ メセナに最も熱心な業種

は、順にあげると、(消費財)メ ーカー、サ

ービス業、薬品、原料産業、金融業、つづい

て公共サービス、流通産業、飲料食品、建設

業、製造業である。また、最も企業メセナの

恩恵を受けている芸術分野は、クラシック音

楽と絵画となっている。

1994年 11月 24日 に発布された新しい法律

は、かねてよリスペインの法律の特徴である

寛容さを保っており、将来新しく制定される

法人税法に興味深い可育旨性を与えるものとな

った。これが実現すれば、今後の企業メセナ

は大きな変化を被ることなく、安定的に持続

することが可能となるだろう。

短期的には、われわれアエドメの最も重要

な任務は、企業社会のなかに支援に対するプ

ロフェッショナルな姿勢をもたらすことであ

り、メセナを経営方針の一部とみなすように

説得することである。不定期で焦点の定まら

ないことの多い企業の支援活動が、持続性と

継続性をもったプロフェッショナルなものと

なるように、イI)謡且合やビジネススクールに

働きかけることを優:先 していくつもりである。

しかしながら現在の企業メセナのなかには、

継続性のある例や大きな予算をもつ例、また

オリジナリティがあって上手に運営されてい

る例もいくつかあることを忘れてはならない。

ほかにも興味深い例はあるだろうが、ここで

いくつかを紹介しておくと、まずビルバォ・

ヴィスカヤ銀行、またそれぞれ独自の支援方

針を持つヴィンタートゥール、マッフル、カ

タラナ。オクシデンテの3つの保険会社、レ

プソル、エンデサ、ガス・ナトゥラル、イベ

ルドローラなどのエネルギー企業、大手預金



銀行とならんで財団を持つエル・コルテ・イ

ングレス、テレフォニカ、ネスレ、コカコー

ラ、BMW、 シーヴアス。リーガルの各社、

そして預金銀行の財団のなかで最大のものを

いくつかあげるとラ・カイシャ、カハ・デ・

マドリッド、カイシャ。デ・カタルニアなど

がある。

スペインの日本企業は、他国の例とちがい、

共同してメセナ活動を行って市場戦略とする

ようなことはなかった。が、個々に意義深い

支援を行っている企業もあり、すべてを網羅

することは無理だが、いくつかの企業にハイ

30メセナ・ワールト・レポート

ライトをあてたい。クラシック音楽教育の振

興に寄与しているソニー、さまざまな活動を

支援している富士通、演劇・音楽。文化遺産

の分野で支援を行っている日産、文化遺産を

支援している日立とセイコー、写真支援のニ

コン、そしてエンターテイメントを支援して

いるそごうの各社である。さらに、特筆すべ

きは、スペインにおける日本企業のほとんど

が製造業であり、最近の経済不況の影響を深

刻に受けているということである。

*100ペ セ タ =69.03円
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スウェ
スウェーデン企業メセナ協議会事務局長

カリン 。ア ドレン

スウェーデンにおけるメセナ
ー

80年代を振り返って

80年代初頭、スウェーデンの企業と文化

団体は、お互いほとんどかかわることのない

別世界に生きていた。とはいえ、古くから良

き企業市民であったいくつかの企業は、その

ころもやはり従業員や地域の環境に対する配

慮を怠らず、またビジネスを展開する地域の

文化遺産にも関心を抱いていた。このような

企業の姿勢はスウェーデンの地方の文化活動

によって、歴史的に非常に重要であった。

多くのヨーロッパ諸国と同様、スウェーデ

ンでも80年代から芸術に対する公的助成の

削減が始まり、現在もその傾向はつづいてい

る。スウェーデンの文化団体はそれまで実質

上公的機関によって支えられてきたのである。

こうして文化団体は、スウェーデン経済界に

その財源を求めざるをえなくなった。当時、

アメリカン・エキスプレス、ユーロカード、

IBM、 シェル石油などの多国籍企業は、展

覧会やコンサートの支援を通じて、すでに芸

術協賛を導入していた。

一方芸術団体は、経済界に対してむしろ逆

の感情をもっていた。芸術は支援を必要とし

ながらも、企業に利用され、芸術子活動の尊厳

や自立性が脅かされることを恐れていた。メ

ディア上でも、経済界に対して、芸術関係者

による批判の矢が向けられた。自社の貢献が

好意的に受け入れられない状況下で、スウェ

ーデン企業が文化プロジェクトの支援を躊躇

したのはいうまでもない。当時は、企業と芸

術の関係がもたらしたであろう価値と利益の

大きさには決して触れられることがなかった

のだ。
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こうしたネガティヴな反応の原因の一つは、

社会全体において企業の芸術支援に対する理

解と経験が欠けていたことである。さらに、

人びとはスポンサーシップと寄付を混同し、

スポンサーシップは両者が村等ではじめて成

り立つ商業的な関係だということを知らなか

った。スウェーデンでは、企業の芸術支援を

表す際、寄付や寄贈を意味する「メセナ」と

いう表現はけっして使われたことがない。

19世紀に、いろいろな芸術支援を行った名門

一族がいくつか存在したが、スウェーデンで

はこれが本来の「メセナ」の意味であると考

えられている。

企業メセナの現状

企業の芸術支援は80年代初頭以降増えつ

づけているが、国内における芸術援助総額の

なかでは微々たるものである。正式に公表さ

れた数値ではないが、スウェーデンにおける

企業支援総額 は約 1億5000万 SEK° 1

(uss2000万)と されている。経済界から支

援額に関する情報を得ることはむずかしい場

合もある。

現在のスウェーデン企業による芸術支援に

は、以前よリポジティヴな空気と態度がうか

がえる。多くの企業がメセナの有効性に気づ

きはじめ、実際、支援対象をスポーツから芸

術など別の分野に移行させつつある。企業は、

他国で昨今見受けられるドーピングなどのス

ポーツ界の問題にかかわりたくないのだ。

90年代は社会と生活の質に重きがおかれる時

代であり、企業がメセナを行うのも、現在で

はイメージアップが主な目的となった。

地方における企業メセナの高まりも重要な

傾向である。文化活動は「地域でのアイデン

ティティ」という、事業投資に重要な意味を

もつものを企業にもたらすが、これは中小企

業とて例外ではない。こうして企業は地域の

文化活動の活性化が重要だと認識しはじめ、

「良き市民」の伝統を引き継ぎつつあるとい

える。

これに加え、長期的な支援プロジェクトが

多く見受けられるようになり、単発イベント

の支援が少なくなってきた。

もう一つの傾向は、物的支援の増加である。

景気後退のため、多くの企業力滋土員を解雇せ

ざるをえなかったが、資金援助がむずかしく

なってもほとんどの企業は支援をやめず、そ

の代わりに運搬。製品・サービスなどを提供

する支援が増えたのである。

ストックホルムの国立美術館が1992年 に

200周年を迎えた際、また1994年 に「太陽と

北極星」展を開催した際に数社から受けた支

援は物的援助のみであった。スカンジナビア

航空は、年間を通じて、いろいろな展覧会の

出展作品の搬送者に無料の航空券を提供し、

さらに絵画を置くための席も用意した。また、

スウェーデンの日刊新聞The Svenske

Dagbladetは 広告のための紙面を無料で提

供し、グランドホテルは貴重な作品の搬送者

に部屋を用意した。

政府による税制措置

現在のスウェーデン社会民主党政府は、も

っかのところ、企業メセナを奨励する優)鋤

制をとる考えはない。芸術支援が事業費や必

要経費として認められれば支援は控除される

が、スウェーデンの企業法によると、経費と

みなすには何らかの形で直接的な見返りを得

たことが証明されなくてはならない。最近、

数社が文化支援に関する税制調査を受けてい

る。税務担当官はスポーツアリーナのまわり



の巨大広告など、スポーツ支援の例しか知ら

ないため、芸術支援とスポーツ支援の違いを

認識していない。当初、これらの企業の芸術

に対する資金提供は税控除が認められなかっ

た力ヽ この調査の最終決定が否定的なものに

なれば、多くの企業は今後メセナに取り組む

ことを躊躇するようになるだろう。欧州連合

においても重要課題となりうる企業メセナに

対する税制措置の問題は、今後歩み寄りが不

可欠である。

企業メセナの成功例
。セメンタ

文化遺産プロジェクトーヴィスピーの古壁

セメンタ社は、5年間にわたってバルト海

に浮かぶゴットランド島の中世の町ヴィスビ

ーを取り囲む古壁の修復支援を行った。支援

のねらいは、ダメージを受けた企業イメージ

の回復であった。ゴットランド島にあるセメ

ンタの工場がひき起こした公害がメディアで

報道されたのである。いかなる広告キャンペ

ーンもそのイメージを払拭することは無理で

あり、またキャンペーンを打つには多大な資

金が必要との考えから、この支援プロジェク

トが決定した。島に設置されたセメンタの調

査部門は、この支援を通じて、壁が建設され

た中世当時の原料に似た特別のセメントを開

発することに成功した。

セメンタの行った金銭的。物的。人的支援

は同社にあらたなポジティヴなイメージをも

たらした。セメンタは、ヴィスビーや周辺の

町で、夏の伝統文化活動の期間中さまざまな

歴史イベントも開催している。セメンタは、

この素晴らしい支援の功績が評価され、

1993年、スウェーデン企業メセナ協議会が

毎年授与する賞を受賞した。

3● メセナ・ワールト・レポート

・ トランスウェード航空

1994年の同賞は、ノーザン。オペラをは

じめとするスウェーデン北部の音楽団体に対

する支援が評価され、 トランスウェード航空

に贈られた。同社は、ノーザン・オペラに足

を運ぶことのできない遠隔地の住民が公演に

来られるようにはからい、また、ノーザン・

オペラのスウェーデン北部巡回ツアーを支援

した。 トランスウェードの事例は、ある限定

した地域における芸術支援の好例であり、今

後こうした支援が増えることが望まれる。

・ トリッグ・ハンサ

保険会社のトリッグ・ハンサはストックホ

ルムのロイヤル・シンフォニー。オーケスト

ラを8年間にわたって支援し、最近その契約

をさらに更新した。同社は楽団の国内ツアー

や、大切な顧客のいる日本を含めた諸外国の

ツアーを支援してきた。契約条件には従業員

向けの特別コンサートの開催も含まれ、これ

はとても人気が高い。当初あまり人気のなか

ったこのコンサートも、今ではほとんどすべ

ての従業員力Y子きたがり、毎年数回コンサー

トを開かねばならないほどだ。楽団はコンサ

ートに行ったことのなかった従業員という新

しい観客を開拓したといえよう。この相乗効

果はスウェーデン中の文化団体から注目され、

従業員のみならず顧客に対しても良い影響を

与えている。
。日本企業によるメセナ

スウェーデンにおける日本企業の芸術支援

の例は現在のところ報告されていない。

スウェーデン政府の文化政策

1993年度の政府の芸術助成総額は、芸術

文化以外の教育なども含めて約39億 SEK
(us$5億)であった。社会民主党政府は
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1974年 に文化政策の特別規定を打ち出し、

これをもとに現在再度審議力浙子われており、

その結果は今年発表の予定である。再考され

ている論点の一つは増大しつつある企業メセ

ナだが、芸術側の需要に応えるためには多元

的な思考が必要であろう。

74年の文化政策規定が発表された結果、

地方自治体も、この耳慣れない分野である企

業メセナについての情報を求めはじめた。

企業メセナと協議会の将来

スウェーデンの企業メセナ協議会は、

1988年 10月 に設立され、以来積極的にスウ

ェーデン企業の芸術支援を推進・奨励してき

た。現在、協議会は企業と文化団.体双方から

構成される125の会員を擁している。

政治家やほかの政策決定者、また芸術団体

や経済界の企業メセナに関する知識や情報は

いまだ不十分である。また、支援内容につい

ても、質と継続性の追求を啓蒙することは協

議会の大事なつとめである。

また企業メセナをいっそう活性化すべく、

イギリスのマッチング・グラント制度、

Bsls拿
2を スウェーデンに導入することも強

く望まれる。しかし、こうした制度は政府が

イニシアティヴをとるべきものなので、そう

したロビー活動も不可欠である。

当協議会に文化団体の会員がいるというこ

とは、企業と文化団体の相互理解を深める可

能性がより開けるということである。定期的

に開催する会合で意見や経験の交換をするこ

とが相互理解を深める一つの方法といえる。

このような活動を多く持つことが企業の芸術

支援を促進するのに非常に重要な役割をはた

すだろう。

企業メセナの価値をメディアに認識させる

ことはむずかしい課題である。経済界も文化

団体も、メディアに文化事業やイベントを取

り上げてもらうことを頼りにしている。

また、より多くの企業に、地域にとって文

化活動の隆盛がいかに重要か、そしてそれが

企業や地域全体にとってどれほど価値あるも

のかを理解してもらうこともわれわれの抱負

の一つである。

企業メセナはスウェーデンに定着し、今後

も肯定的な雰囲気のなかで確実に増えつづけ

るだろう。ここまでいたるのに時を要したが、

このポジティヴな進展に協議会は明らかに貢

献したと自負している。

ホ | |ク ローネ =||.58円

*2  3SIS==Business Sponsorship incentive

Scheme.企業メセナ奨励制度。P232参照。

アプサ [ABSA/芸術支援企業協議会]事務局長

コリン・ トゥイーデ ィ

政府の芸術文化政策

英国では、芸術は約50万人が従事する国

家の主要産業で、英国経済に年間100億ポン

ドをもたらすといわれる。ロンドンだけで、

毎夜、劇場、映画館、コンサート・ホールな

ど約6万人分の席が供され、同市だけでも芸



術は19万人の雇用を創出し、市の総生産の

5。 7%にあたる75億ポンド拿1の収入がある。

中央政府の芸術文化政策は、「舞台芸術、

視覚。造形芸術などの芸術振興」を目的に国

民文化省が決定するが、とりわけ舞台芸術ヘ

の支援は、「芸術振興のための好条件の整備」

という広範な目的のもと、以下のように定め

られている。

1.全国的な水準の向上および芸術文化活動

の発展

2.「革新」の奨励

3. a)資金およびアドバイスの提供

b)民間セクターとの積極的なパートナ

ーシップによる資金源の拡大を通じ

た、人びとの芸術へのアクセスなら

びに享受の促iヒ

理論的には、芸術文化に政府が援助すると

いうことは、芸術の方向性や表現に非公式で

も大きな影響を及ぼしたり、芸術の正当性の

定義に、容認できる、できないといった制限

を加えることもありうる。現に、他国、たと

えば米国やフランスではすでにそのようなこ

とが起きているのである。しかし、英国政府

はこうした危険性に対し非常に敏感で、相手

の団体の運営や経営への干渉を避けるよう、

いつも慎重な態度を示してきた。資金援助と、

運営への関与や代理行為とのあいだに一線を

画すために、国民文化省は公共団体やさまざ

まな機関のネットワークを通じて助成を行う

という独自の方法をとっている。これらの機

関は、資金の多くを公的基金から受けるが、

運営管理をつかさどる中央政府とは「アーム

ズ・レングス」
o2と よばれる距離を持ち、そ

の政治的中立性を保っている。政府は「国

立」の芸術団体にさえ直接資金の提供はして

いない。ただ、博物館や美術館に対する援助

30メセナ・ワールド・レポート

は舞台芸術への助成とは対照的で、ごくわず

かの団体が国立機関として指定され、助成分

配機関よりむしろ、国民文化省から中央政府

の直接助成を受けている。

国民文化省は、1995年度には国内の芸術

文化団体に対し10億100万ポンドの予算を計

上している。助成を直接行うのは、まず、博

物館・美術館委員会をふくむ17の機関と、

大英博物館、テート・ギャラリー、ビクトリ

ア&ア ルバート・ ミュージアム、ナショナ

ル・ギャラリーをはじめとする国立美術館、

博物館である。図書館も直接助成を受けるが、

予算の大半はロンドンのセント・パンクラス

地区にできた大英図書館の新館に対するもの

で、95年度の助成額は4億9600万 ポンド。

また、歴史博物館や城、国家的に重要な遺跡

などを管理・保存するイングランド文化;露

基金にも1億570万 ポンドが付与される。王

立公園も2470万 ポンドの助成を受ける。

上記の数字はイングランドのみで、スコッ

トランド、ウェールズおよび北アイルランド

の芸術文化支援は、それぞれの地域を統括す

る省が直接行う。

中央政府の文化支出は、アーツ・カウンシ

ル (芸術評議会)、 英国映画協会、クラフ

ト・カウンシル、博物館・美術館のネットワ

ークを通じた間接助成を合わせても、英国の

公的支援のほんの一部にすぎない。公的セク

ターの芸術支援において大きな役割をはたし

ているのは地方自治体である。

地方政府による1993年度の文化支出額は、

イングランドとウェールズだけで2億ポンド

を超えるが、ここ数年、地方政府は予算減少

の圧力をかなり受けており、当分、芸術文化

支援の増額はありえないと思われる。

イングランドのアーツ・カウンシルは、助

229
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成を仲介する1機関としては最大の年間予算を

もち、中央政府の基金ならびにほかからの芸

術支援を分配する1欄関の筆頭ともいえる力ヽ

政府からはアームズ・ レングスの距離を保ち

つつ助成する芸術団体や文化活動を決定し、

また10の イングランド地方芸術評議会に資

金援助を行っている。93年度までは、スコ

ットランドやウェールズのアーツ・カウンシ

ルには援助をしていたが、94年 4月 1日以

降、それらのアーツ・カウンシルヘの資金付

与は、直接、スコットランド省およびウェー

ルズ省:力当iテ うこととなった。

英国においては、中央政府が芸術支援政策

をうちだしたの1計1較的最近のことである。

アーツ・カウンシルが、メイナード・キーン

ズを初代会長として王立憲章により創設され

たのは第二次世界大戦末期である。英国の芸

術助成や文化政策は、いつもその場しのぎの

もので、どの政党が政権についても文化政策

には積極的姿勢をみせず、一から十まで文化

の創り手や受け手にまかせきりであった。

1994年、英国政府は公営のくじを開始し、

年間10億ポンドが見込まれるその収益で芸

術文化などの社会事業支援を計画している。

芸術文化セクターは、94年度以降 この

公営くじの収益から年4～ 5億ポンドの補助

金を得ると推定される力ヽ ここからの助成は、

芸術団体の事業予算ではなく、主に基本財産

の補瞑にあてられる予定である。公営くじの

助成規約には、事業予算として申請する場合

には、助成金の2(卜50%にあたる額を、自

治体や企業・個人といった民間セクターから

の寄付でマッチング●3すべしとしている。こ

のように、公営くじ収益による助成制度は、

英国の芸術文化支援に劇的な効果をもたらし、

多くの建築物の修復や、あらたな重要文化施

設の建設を可能にすると思われる。

企業メセナの代表事例の数々

この20年で、民間セクターの芸術支援は

ますますその重要度を増してきている。公的

支援が減少の途にあるというわけではないカミ

今日の芸術活動の活況は、中央および地方政

府からの助成だけではありえなかったものだ。

新たな活動は民間からの支援を受けるケース

が増えており、なかには民間のみの支援で行

われるものも出てきている。英国では個人や

信託基金、財団などがかなりの芸術支援を行

つている。

個人による寄付において、英国はアメリカ

ほど成功したとはいえない。が、政府はアプ

サに、将来さらにどの程度の資金援助が個人

から得られるかという調査を依頼してきてお

り、現在われわれは英米両国において調査を

行っている。個人に対する税金上の優遇は英

国ではそれほと認められていない。しかし、

199 3     1991
協賃金
総資金援助■に占める割合

f〕57.577.317
88.26,`86.4996 86.38'6

コーボレート・メンパーシップ'E7.616,936 -3.07% E7.858.415 E7.882.577
総資金援助額に占める割合      13.51%          13.62%   12.04%
資金援助の総額       E56.378,698 -2.28%E57.693,072E65,459,894

E6.164,658 +98.25% o3 109 398
096 +50.90,6 E4

E65,427.234E74,

71



1回限りの寄付であれば、現在「ギフト・エ

イド (寄付・援助)」 という新条項のもと、

一定の条件が整えば税金控除の対象となりう

る。

企業によるメセナは、容易に税金控除の対

象となる。企業メセナの最もポピュラーな方

法は、広告宣伝活動としての協賛 (ス ポンサ

ーシップ)である。つまり、企業名の商品の

宣伝のために企業が芸術機関に支出するので

ある。これは社会貢献や寄付というより、双

方にとってのビジネスである。金額は必要に

応じて多くも少なくもできるし、1回限りも

しくは何回か継続することも可能である。企

業にとってこうした支出は、金額が純粋に商

業目的と認められれ|よ 必要経費として利益

から控除されるので、歳出ではなく歳入とな

る。

多くの新しいスポンサーは、スポンサーシ

ップとパトロネージの違いを認識し、両者の

寄付税制がいささか混乱を招きやすいと考え

ている。そこでアプサは、アーサー・アンダ

ーセンの資金援助を受けて、複雑な寄付税制

を企業向けに解説したガイドブックを作成し

た。企業がスポンサーシップのさまざまな面

倒を避けて、純粋に寄付をしたいという場合、

近年の法律では、個人、企業を問わず控除に

大きな進展があり、今や1回限りの寄付なら

「寄付援助 (ギ フト・エイド)計画」のもと、

恩恵が認められるようになっている。

強調すべき重要な点は、大半の企業が、芸

術に「寄付」よりは「協賛」を行っているこ

とだ。1976年 にアプサがヨーロッパでは初

の、世界でも2番目“の企業メセナ協議会と

して創設されて以来、企業による芸術支援は

劇的な成長をとげた。芸術に対する企業メセ

ナの総額はアブサ設立時の60万ポンド (推

3● メセナ・ワールト・レポート

定)か ら93年度には5630万 ポンド (ア プサ

調査)へと増加している。

アプサが毎年行っている国内企業のメセナ

活動実態調査は、93年度は現物供与や寄付

も対象とするグローバルなものに拡大され、

そのため支援総額は約6950万 ポンド、前年

比6.2%増 という数値を示したが、資金援助

額はやや落ち込み、約2.2%ダウンとなって

いる。

現物供与による支援が約98%増 という事

実を注目に値し、明らかに英国企業が芸術に

対する製品・サービス・技術の提供を増やす

傾向にあることを示している。アプサは近年、

「ビジネス・イン。ジ・アーツ」という、企

業人がその専門技術を芸術にボランティアで

提供することを奨励するプログラムを開発し、

大きな成功を収めている。しかしながらアプ

サは、企業は現物供与とならんで資金援助も

つづけるべきだと危瞑し、最悪の不況を背後

に抱えながらも、スポンサーシップをはじめ

とする企業のさまざまなメセナが発展をつづ

けることを願っている。

上記の数1直は、英国の企業が不況.で困難な

時期にありながらも芸術支援をつづけている

ことを不している。ビジネス界も芸術界もこ

の不況に苦しんでいる。多くの業界が予算の

凍結やカットを強いられ、芸術団体はますま

すメセナを得ることがむずかしくなってきて

いる。多くの企業は支援を減らしており、な

かには完全に支援をやめてしまったところも

あるが、この数値は、大半の企業が支援をつ

づけており、予算を増やしている企業さえあ

るということを明確にあらわしている。また

重要な点は、はじめて芸術支援を行おうとす

る企業の数である。その多くは、アプサが国

民文化省に委託されて運営している、政府の
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「企業メセナ奨励制度 (Bsls)」 の恩典を利

用したものだ。この制度は、創設から10年

以上が経過した現在、「国民文化省ペアリン

グ制度」と改名された。

企業メセナ奨励制度の成功

この10年間、BSISは英国におけるメセナ

をリードし、3000を超える企業にマッチン

グを行ってきた。84年の発足以来、この制

度は芸術へ新たに8300万 ポンドをもたらし、

企業からの5600万 ポンドの支援に3700万 ポ

ンドのマッチングを与え、企業に参画をうな

がすに充分な誘因となってきた。

この制度を利用すると、企業がはじめて支

援を行う際には、その額と同額が政府から助

成され支援額が倍になる。芸術団体は、マッ

チングされた額の一部で、追加公演や特別な

マーケティング、広告宣伝などを行って、企

業にとって支援効果が増大するようはからね

ばならない。こうしてメセナはより魅力的な

ものとなるのである。企業は、はじめてのメ

セナで成功すれば、さらに何年か継続する可

能性力りF常に高いとアプサは信じている。こ

れが過去10年にわたってこの制度が大成功

をおさめてきた理由の一つである。

この制度の10周 年を記念して、新しいロ

ゴとともに新たなCIが練られた。国際的な

デザイン・コンサルタントであるウォルフ・

オリンズが、新名称「ペアリング制度」と新

しいCIを考案し、95年の新会計年度にむけ

て新制度が船出したのである。新会計年度の

予算は、前年 (94年度)比 75万ポンド増の

550万 ポンドだが、さらに大臣はアプサに対

し、歴史的建造物 (大聖堂や教会、城郭、歴

史的価値をもつ家屋や庭園)へのメセナを開

発するテスト・プロジェクトのために20万

ポンドの追力]予算を与えた。

テスト・プロジェクトは、イングランド北

部で始められ、成功すれば全国展開される予

定である。これまでは歴史的建造物は、展覧

会や舞台芸術のような活動とは異なるとして、

本制度の対象外とされていた。

このペアリング制度は、フィランソロピー

と違い、商業的な目的をもった支援にあうよ

うに計画されている。世界的傾向に比べると、

英国企業の大半は支援における商業的傾向が

強い。しかしながら、多くの企業は支援にお

いてプロフェッショナルなアプローチをとっ

ておらず、その恩恵を最大限に活用できるよ

うな追加支援の用意がない。1994年、アプ

サは、企業と芸術が支援の効果をいかに評価

しうるかについてのガイドラインを記した本

を出版した。これは、1990年 に出版した良

き芸術支援のガイドラインにつづくものであ

る。

メセナが企業にもたらすメリット

伝統的に、メセナは製品よりはむしろおも

に企業イメージを高めるものと見られてきた

が、今やそれが大きく変わろうとしている。

最も成功している芸術支援プログラムは、ド

イツのビール会社、ベックス・ビールのプロ

グラムである。ベックス・ビールは現代芸術

のみを支援しており、製品は可処分所得の高

い若者むけのものである。

企業は、芸術との緊密な連携から大きな利

益を受けており、その素晴らしい例としては、

製品そのものがほとんどアートとなっている

アプソルート・ウォッカがある。有名なスウ

ェーデンのウォッカメーカー、アプソルート

社は、先端をゆくアーティストたちに依頼し

て、独自のアーティスティックなボトルを作



らせてきた。なかでも最も有名なのはアンデ

ィ・ウォーホールだ。ボトルの独特の形が、

アーティストたちにインスピレーションを与

え、アプソルート社は一大コレクションを持

つようになった。1995年同社はロンドンの

サーペンタイン・ギャラリーやナショナル・

ギャラリーに協賛した。

筆記具メーカーのモンプランは、芸術支援

者のためのモンプラン文化賞を倉l啜:した。毎

年、歴史上の偉大な芸術支援者の名にちなん

で限定版のペンがつくられる。今年はヨーロ

ッパ賞も設立され、ベンの名前は「リージェ

ント皇太子」(ジ ョージ3世の息子、ジョー

ジ4世 )。 3本の純金の特製ベンカミ北米、

ヨーロッパおよびアジアの3人の受賞者のた

めにつくられた。アジアの受賞者は東京芸術

大学平山郁夫学長、ヨーロッパ賞はジャン・

カルロ。メノッティ、北米賞はジェーン。ア

レクサンダーで、ジャン・カルロ。メノッテ

ィはスポレート・フェスティバルを創立し、

ジェーン・アンクサンダーはワシントンの全

米芸術基金理事長である。こうして高級筆記

具メーカーであるモンプランは、芸術支援の

最高峰にたつ人びとのイメージと結びついた

のである。

異例ながら興味深い例として、ロンドンに

ある一流のフットボールクラブ、レイトン・

オリエント・フットボールクラブが劇団を支

援した例がある。ヨーロッパでフットボール

(サ ッカー)が抱える最大の問題は一 特に

英国では― 人種差別だが、このフットボー

ルクラプは、本瘍慰也のスタジアムがあるロン

ドン北部の学校向けに新作を書き下ろして巡

回公演を行った劇団に助成。フーリガンの問

題をあつかったその関を観た若者たちに、人

種偏見が悪いことだと教えるに一役かった。

30メセナ・ワールド・レポート

東芝は、ロンドンのICA(現代アートセ

ンター)の主要スポンサーとなり、3年間に

わたって50万ポンドを提供してきた。新し

いロゴが ICAのためにつくられ、東芝の名

前がロンドンの現代アートシーンの中心と直

接結びつくものとなった。異例のことだが、

東芝はICAのロビーに自社の新製品を展示

した。こうした行為は、特に現代アートセン

ターということもあって、物議をかもしたが、

訪れた人びとは、ICAで繰り広げられる文

化活動と同様、東芝の新技術にも興味を抱い

たようである。こうして東芝は、最もモダン

な芸術を支援する、近代的ハイテク企業であ

るというイメージをつくりだすことができた。

東芝の例は、イメージ戦略に芸術をどう利

用できるかを不している。イメージ戦略には

さまざまな形態が考えられるが、ロンドンに

本店を移転したばかりの香港上海銀行

(HSBC)は、ロンドンの金融界にその存在

を示したいと思い、市内で働く人びとに無料

コンサートを提供するロンドン・シティ。シ

ンフォニーのコンサート・シリーズに協賛す

ることを決定した。これは、金融業界で働く

人びとに上質の音楽を楽しむ機会を無料で与

えたばかりでなく、HSBcが良き企業市民

であることを示す機会でもあった。

この支援は、ペアリング制度のマッチング

を受け、大規模な広告がロンドンの地下鉄で

も行われ、無料コンサートのみならずスポン

サーのロゴの宣伝にも役立った。

メセナは、消費者やクライアントを喜ばせ

たいと願う企業にとってもたいへん魅力があ

る。世界最大の会計事務所の一つであるアー

ネスト・ヤング社は、多くのライバル企業と

同様、英国での協賛活動にかつてほんの少々

かかわったことがある程度であった。同社が
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協賛した1994年のテート・ギャラリーのピ

カソ展は、30万人の入場者数を数え、13回

のテレビ。シリーズでさらに数百万の人びと

の目にふれた。同展の広告媒体費は500万 ポ

ンドにのぼり、その30%をアーネスト・ヤ

ングがスポンサーとして負担した。同社は、

同展と関連して「国際的であることの術

(The Art of being lnternationaD」 と題

した、空港での広告キャンペーンを展開し、

コア・マーケットの一つである国際的なビジ

ネス旅行者をターゲットとすることが可能と

なった。12週間の展覧会会期中には数多く

のコーポレート・ディナーが催され、世界中

の同社のパートナーたちが顧客や関係者を接

待しようとロンドンに飛来し、新しいコネク

ションや顧客の開拓に大きく功を奏した。協

賛の全費用は、新規ビジネスの開拓により短

期間で回収された。アーネスト・ヤングは、

この支援に非常に満足し、96年春にテー

ト・ギャラリーで開催されるセザンヌ展を支

援することをすでに承諾している。

同じようなサクセス・ストーリーの国際版

としては、野村證券がロイヤル・ナショナ

ル・シアターによるシェークスピアの「リア

王」と「リチャード3世」の東欧公演を支援

したケースがある。野村證券は、チェコ共和

国だけでなくハンガリーでの公演にも協賛す

ることができ、自社を世界最高峰の劇作家の

イメージと結びつけることに成功した。また

プラハでの公演後、バツラフ・ハヴェル大統

領をディナーに招き、その際、同社はチェコ

政府の財政顧間に任命された。

英国の主な日本企業は、だいたい小規模な

芸術支援を行っている。アプサは、資生堂社

長で日本の企業メセナ協議会理事長の福原義

春氏にアプサの諮問委員会のメンバーになっ

ていただいたことを光栄に思っている。

1991年のジャパン・フェスティバルは大成

功をおさめ、日本の企業界から1000万 ポン

ドが集められた。アプサは、さらに多くの日

本企業のアプサヘの参加を歓迎したい。また

同時に、日本でメセナを行う英国企業がもっ

と増えることを願う。英国での電通の活動は、

日本企業のメセナの促進に非常に役立ってき

たし、ニコンやトヨタはアプサの良きスポン

サーであリメンバーでもある。

英国で最も成功している劇団の一つに、ロ

ンドン北部のアルメディア・シアターがある。

その最も有名な公演の一つであるシェークス

ピアの「ハムレット」が現在ニューヨークで

かかっている。「シンドラーのリスト」や

「クイズ・ショー」の演技でいまや世界的に

有名になったラルフ・フィーネスの主演だ。

AT&Tに よる「ハムレット」への支援に

よって、劇団は、これまでの200席の劇場か

らロンドンのハクニーと呼ばれる地域にある

1000席の劇場へ進出できた。ハクニーはロ

ンドンでも恵まれない貧しい地域だが、切符

は完売した。AT&Tは また、地方にある学

校の一連の教育プログラムに助成し、子ども

たちが生まれてはじめてシェークスピアを鑑

賞する機会を与えている。     ・

錐 の展望
―

芸術をより多くの企業へ

企業は、より多くの人に芸術をもたらすこ

とができる。そしてアプサの役割は、芸術を

より多くの企業へともたらすことである。ア

プサは、英国7ケ所に事務所を持つ世界最大

の協議会で、われわれの3つの主要な活動は、

会員企業へのアドバイスおよびサービス、中

央政府のペアリング制度の運営、そして企業



ボランティア・プログラム「ビジネス・イ

ン・ジ・アーツ」である。現在330の会員企

業がいるが、ぜひその数を増やしたいと願っ

ている。「アプサ開発フォーラム」はアート

界の資金調達・財源開発の専門家たちの会員

制クラブで、全国に500人以上のメンバーが

いる。毎年総会を開催し、今年のテーマは、

芸術と国内外の観光に焦点をあてている。

アプサにとって最も重要なのは、芸術支援

がマーケティング予算の重要な一部だという

ことを、企業に確信してもらうことだが、英

混迷する文化支援状況

日本をはじめ「西側」のみなさまの関心に

応え、ポスト・ソビエト時代におけるロシア

をはじめとする旧ソ連邦諸国の文化状況と、

われわれの社会での新しい企業メセナという

動きについて、以下に報告する。

残念ながら、現在、そして近い将来も、ロ

シア政府は期待されているような文化支援を

行える状態にない。(ロ シア共和国の文化に

関する基本立法によって)文化支援には共和

国予算の最低2%を拠出するはずのところを、

1994年度には1%以下の予算しか配分され

なかった。しかし、実際はこの数字の半分を

少し上回る程度の5兆5670億ルーブル・、つ

まり、1億2000万米ドルが芸術文化に使わ

れた。インフレそして予算削減を考慮すると、

1995年度には1994年のさらに半分の支出し

か見込まれていない。地方レベルとなると、

3● メセナ・ワールト・レポート

国では今後、コマーシャルなロジックカ法術

支援の発展に欠かせないものとなるだろう。

*| |ボ ンド=138.16円

*2 アームズ・ レングス :ア ーツ・ カウン

シルなど、中央政府の助成分配機関が政府

から一定の距離を保ち、政治的中立性 を保

証されていること。

*3 マッチング :P209参 照。

*4 原文 まま、 2番 目の企業メセナ協議会

として、 1974年 に CBACが設立 されている。

必要最低限の文化支援を満たすにもほど遠い。

法で定められている「地方予算の6%を芸術

文化にあてる」という数字が達成されること

はまれである。

こういった状況だからこそ、19世紀から

20世紀にかけて国立文化基金の設立にあたっ

てユニァクな役割をはたしたメセナ活動を復

活させることは非常に重要なのである。 トレ

チアコフ、シューキン、バルーシン、マモン

トフ、ソルダテンコフ、モロゾフ、そしてそ

のほかの有名なロシアの個人メセナの功績に

より、たいへん貴重な書物や芸術作品の大コ

レクションがロシアに集まり、劇1膨手、美術館、

図書館などの文化生活の中心となるセンター

が設立された。このなかには、世界的に有名

なトレチアコフ・ギャラリー、プーシキン美

術館、モスクワ芸術劇場などがある。

しかし、過去の豊かな伝統にもかかわらず、
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ロシアの企業メセナは一から出直すこととな

った。

それはなぜなのか ?

まず、基本的資本の蓄積が特徴である現在

の市場経済において、文化の社会的役割がロ

シアの商業、産業構造のなかで過小評価を受

けていることは確実である。過去70年、国

家の独占的文化支援に慣れてしまったため、

潜在的な個人や企業メセナは政府と同じレベ

ルで文化を保存し、その豊かさを何倍にも増

やすこと、つまりはロシアの未来に対する責

任を完全にはたせずにいる。

第二に、ロシアの市場が発展途上にあるこ

と、生産競争の欠落、また文化への投資をも

たらす実質的資本の欠如などにより、メセナ

の発展は限られたものとなっている。それで

も、芸術文化支援力淋土会的名声だけではなく

商業的利益をもたらすということが徐々に認

められてきている。そのため、わが国におけ

る企業メセナ活動は古典的なパトロネージよ

りも協賛制度が主にとられている。

3つめの重要な要素として、文化支援のみ

ならず、一般的に企業の慈善行為を限定して

いるのが国の税制である。ロシア大統領の行

政命令によって、1994年 1月 1日 から文化

支援の税控除として認められる額が、企業や

組織は5%、 銀行や保険会社は3%まで引き

上げられたのだが、多くの財界人によると、

これはメセナ活動の発展をうながすほどの経

済的利益にはいたらず、貢献活動の範囲を狭

めているという。しかしながら、政府が与え

たこの制度をロシア企業が芸術文化支援を含

めた貢献活動に活用するにはほど遠いのが現

実である。

ロシアにおけるメセナ活動が、この国の政

治、経済、そして社会生活の複雑かつ矛盾し

た制度を反映しているのは当然である。たし

かに、企業によるメセナはまだ自然発生的か

つ突発的なものだが、しかしそれなしでは過

去数年間の重要な文化イベントは実現しなか

った。

メセナ復活と財団設立の推移

わが国のメセナの事例として、まず毎年授

与される「トライアンフ」賞の設立に参加し

たラゴヴァズ合弁証券会社をあげよう。同賞

は文学、演劇、音楽、映画、テレビ、そして

美術の分野の功績に対して授与される。設立

されてまだ日は浅いが、同賞はロシアでも最

も権威ある賞の一つとなった。製作者慈善財

団とユニコム銀行は共同で、スターズ。イ

ン。ザ・クレムリン祭を開催した。これはク

レムリンの博物館で現代の優秀な音楽家のコ

ンサートを開き、後の世代のためにそれをビ

デオ収録するというものである。また、ロシ

ア、ウクライナ、そのほかの旧ソ連婦諸国の文

化生活の重要な一端にになっているイベント

「国際クリミア・ヴェルヴェット・シーズ

ン・フェスティバル」は、当協会が、ロシア

政府、ウクライナ、クリミア、モスクワのそ

れぞれの政府の協力と、さまざまな企業協賛

を得て企画しており、今年で3年目をむかえ

る。国内外で有名な「ニュー・ネームズ慈善

プログラム」はたいへんユニークなプログラ

ムで、ロシア文化財団と国際平和基金協会に

よって設立され、若い才能の育成と支援を目

的に行われている。このプログラムは、個人

によるメセナや国内外の企業協賛なしには実

現できなかったものである。

上記の例にみられるメセナ活動の復活は、

文化と企業を結びつける組織の設立をうなが

した。



ロシアのメセナ推進のための組織づくりは、

1992年わが国際文化振興協会の設立に始ま

った。設立にあたってはいくつかの主要な企

業から支援を受ける一方、国の重要な文化セ

ンターの支援も受けた。協会の第一歩を記す

事業として、フランスの企業メセナ協議会、

アドミカルの協力を得、「フランスにおける

産業・商業の芸術支援の経験から」というセ

ミナーを開催した。その重要性は多大なもの

で、フランスの同胞たちの経験をもとに、現

在われわれはメセナ活動の条件整備のための

法制を実現しようと、議会と政府に対しロビ

ー活動を行っており、特に非営利団体や貢献

活動の新しい法律の制定に力を入れている。

今日、わが協会以外にも、演劇、音楽など

の個別芸術分野、文化施設、フェスティバル、

展覧会、そのほかの文化イベントを支援する

財団や組織が多く存在する。ほんの一部をご

紹介すると、ディアギレフ・センター、キノ

タフル、メセナ・クラブ。インターナショナ

ル・レリー・センター、国際デミドフ財団、

国立ロシア劇場財団、リヴァイルド・プロヴ

ィンス財団、ボリショイ劇場慈善財団、マリ

ーン・シアター・ガーディアン財団、保存財

団、ウラジミール・ヴィソッツキー財団、ロ

ーラン・バイコフ財団、イワン・コズロフス

キー財団、ナタリア・サッツ財団、などがあ

る。

メセナ活動の情報バンク

現段階では、メセナの諸問題に関する学問

的研究はなされていない。というのも、現実

を見ても、多くのロシア企業は支援活動に関

するデータを公表したがらないからである。

そのため、最も手に入りやすい情報源はマス

メディアに時おり掲載される支援活動の情報

30メセナ・ワールド・レポート

で、そこからロシアと旧ソ連諸国におけるメ

セナ活動の発展の傾向がみてとれる。また、

わが協会がオスタンキノ。テレビやビジネ

ス。ワールド、イズベスチアの両紙と共同で

開催している「メセナ国際コンクール」が文

化の分野で行われている支援活動に関するさ

らに多くの情報をもたらしてくれる。このコ

ンクールのおかげで、今では500以上の個人

や企業の主なメセナの情報が得られる。それ

らのなかには国家機関や国営企業、合弁会社、

民間企業、財団、個人が含まれており、これ

らが過去2年間に支援した芸術文化団体やイ

ベントは計100研牛あまりとなる。しかしな

がら、わが国のメセナ活動の発展の完全な情

報を得るにはまだほど遠いことは明白である。

今日、メセナにおいて最も活躍しているの

が、主要な商業銀行や強力な民間企業である。

そのなかには、インコム銀行、クレド銀行、

モスビスネス銀行、モースト銀行、LLD銀
行、アフトファズ銀行、ガガーリンスキー、

モストロイ銀行、ストリキニー、サンクトペ

テルスプルグ開発銀行、ナロドニー銀行、ユ

ニコム銀行、トヴェルユニヴェルサル銀行、

ヴォルゴ・カムスキー銀行、シベリア貿易銀

行、ウラルインヴェスト、アゾヴォ・チェル

ノモルスキー釘薫
.〒

そのほか、そして製χ襲反売

業としては、ガズプロム、セヴェロ・ヴォス

トキナヤ。ネフト、モスコヴィット、インツ

ーリスト、またアエロフロート、 トランスア

エロなどの航空会社も含まれる。

メセナ活動の内容は多様である。クリエイ

ティヴな組織や人材に対する短期的資金提供、

賞や奨学金の設立、フェスティバルやコンク

ールの支援、展覧会場やコンサートホールの

賃貸料の支払い、そして博物館への歴史的遺

産の寄贈などが行われている。メセナの支援
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対象分野には、文化遺産、文学、音楽、演劇、

デザイン、写真、映画、バレエなどがある。

前出の「メセナ・コンクール」は、音楽

(28%)、 演劇 (24%)、 美術館と博物館 (21

%)と いう、メセナ活動の支援先の優先順位

を示している。地理的な分布も同じくらい興

味深い。まず、モスクワやサンクトペテルス

プルグなどの首都における文化活動が上位を

占める。特筆すべきは、ここで開催されるイ

ベントは、これら都市の企業から支援を受け

るだけではなく、ロシアのほかの地域や他国

からも支援される傾向がある。これ以外にロ

シアやロシア以外の国の都市からも興味深い

情報が得られる。たとえば、オムスク、エカ

テリンブルグ、サマラ、 トリアッチ、サラン

スク、キスロボーヅク、ベンザ、プスコフ、

スモレンスク、ニズニー・ノプゴロド、リア

ザン、ボログダ、ムルマンスク、ウファ、イ

バノバ、 トゥーラ、ペルミ、ウラジオストッ

ク、キエフ、ハリコフ、ドネーツク、ドニエ

プロペトロフスク、シンフエローポリ、オデ

ッサ、 ミンスク、ヤルタ、などである。

また、ロシア国内に進出している外資系企

業も大きな支援をしている。われわれのデー

タによると、過去2年間に100以上の大規模

なイベントカヽ 外資系企業の協力で開催され

ている。これら企業のうちいくつかをあげる

概論
一

文化大国アメリカ

アメリカの芸術文化産業における雇用は

と、ドイツ銀イ子、イースト・ウエスト・ユナ

イテッド銀行、ルールガスAG、 モンタナ、

バンカー、スミルノフ、コカ・コーラ、そし

て多くの航空会社などがある。日本企業の多

くもロシア文化を支援している。なかでもパ

イオニアは伝統あるチャイコフスキー音楽コ

ンクールの支援をしており、音楽の振興に寄

与している。

わが協会は、単にメセナ活動を記録するだ

けの団体ではない。われわれの情報バンクに

は、支援を必要としている芸術団体やイベン

トの情報が徐々に蓄積されている。またこの

意義深い活動に対する海外資本の参加もわれ

われは歓迎している。われわれにご連絡いた

だければ、喜んで芸術文化の分野で支援者の

方がそれぞれに合ったユニークなプログラム

を推薦し、満足していただくことができると

思う。

限られた誌面でロシアにおけるメセナ活動

の特徴をできるだけこ〕理解いただけるよう努

力したが、この説明だけでは充分ではないこ

とも承知している。ポスト・ソビエト時代の

メセナ活動はすでに始まっている。わが協会

の現段階における目標は、現在のこのポジテ

ィヴな動きを継続させ、さらに強化していく

ことである。

*100ループル=1.67円

320万人で、GNPの 6%を 占めている。こ

こでいう芸術文化産業とは、6800の 美術館、

アメリカ合衆国――――――――――――――――――――――――――
BCA[芸術支援企業委員会]事務局長

ジュディス・ A・ ジェ ドリカ



650の交響楽団、600の劇団、350のオペラ団、

900のダンス・カンパニーをはじめ、多くの

舞台芸術施設や劇場、芸術フェスティバル、

工芸、民俗芸能の団体を含む広範かつ多様な

ものである。アメリカの主要な芸術文化団体

や施設は、その多く力ヽ 芸術を愛し、地域社

会におけるその重要性を確信する個人によっ

て設立されたものである。今日、芸術文化団

体は年間の活動を維持するための費用の約

50%を入場料やチケット収入から得ているが、

残りの50%は、個人、企業、政府、財団な

どの多種の財源から集めなければならない。

そのなかで最大のパーセンテージを占めるの

は個人で、企業、政府、財団がそれにつづく。

企業メセナ30年間の流れ

1966年、全米産業協議会の発足50周 年記

念の会合で、当時チェース・・マンハッタン銀

行の会長であったデヴィッド・ロックフェラ

ー氏は企業にとって芸術文化がいかに価値あ

るものかを説き、社会貢献予算の一定額を芸

術文化にあてることを奨励すべく、BCAの

設立を企業リーダーたちに呼びかけた。

1967年 のBCA設立当時、それを実行して

いる企業はわずかしか存在しなかった。当時

これらの企業は、年間の社会貢献予算の平均

2%を芸術文化支援にあてており、その総額

は2200万 ドル・であった。

1960年代末から19701年代にかけて、 BCA
の努力は実を結びはじめた。芸術団体の年間

活動や特別プログラムに対して助成を行う企

業が増えてきたのである。これらの企業は通

常、支援に対する見返りはわずかしか要求せ

ず、プログラムやパンフレットに社名を掲載

してもらつたり、支援した展覧会や公演の開

催時に招待客のための特別ンセプションを開

30メセナ・ワールド・レポート

いてもらう程度であった。1970年代にフィ

リップ。モリスが、自らの支援する展覧会の

広告キャンペーンを全国規模で行い、企業メ

セナに新たな局面をもたらした。今日では、

多くの企業がフィリップモリスにならって、

自社の製品やサービスの広告の代わりに、支

援を行っている芸術活動の広告をうつように

なった。

1980年代の初頭、アメリカ企業は人口統

計学やターゲット・マーケティングに関心を

持ちはじめ、アメリカン。エキスプレスは芸

術支援プログラムにコーズ。リレーテッド・

マーケティングという革命的な概念を応用し

た。同社は一連の広告で、アメリカン・エキ

スプレスカードを使って買物をしたり、新し

いアメリカン・エキスプレスの口座を開設し

たりするごとに、一定額を特定の芸術団体に

寄付することを公約したのである。これによ

ってアメリカン・エキスプレスは3000万 ド

ル以上歳入を増やし、関連した芸術団体に数

百万ドルの新たな寄付がなされた。これを機

に、多くの企業で芸術支援はフィランソロピ

ー部署を超えて、宣伝、広報、地域社会関連、

人事などほかの部署でも行われるようになっ

た。

1980年代を通じて、企業メセナは年 増々

加し、特に宣伝、広報、地域社会関連、人事

の部門て増加した。加えて、企業が支援する

芸術分野も、ダンス、工芸や民芸、文芸、舞

台芸術施設、公共の (非商業的な)テ レビや

ラジオヘと拡大していった。が、1980年代

も終わりに近づくにつれ、アメリカ経済は不

況に向かい、企業の芸術文化支援の増加は止

まった。多くの企業で社会貢献の予算が減少

し、経営戦略の見直しが始まった。

1990年代の初頭には、主要企業のほとん
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どで不況を乗り切るために経営戦略の再編成

が行われ、その過程で企業の地域社会におけ

る責任や社会貢献プログラムも見直された。

その結果、本業のめざすところと社会貢献活

動を関連させることが重視されるようになっ

た。それに加えて、教育、厚生事業、芸術文

化、環境といった従来の分野に対する寄付を

やめ、地域社会のニーズに応えるまったく新

しい分野に対して寄付を始めた企業もあった。

これらの分野には、貧困層の成人や子どもヘ

の支援、暴力や虐待の撲滅運動、環境保護な

どが含まれる。また時を同じくして、多くの

企業が人的。金銭的資源を全国教育再編制運

動にささげた。このような変化と収益の減少

のために、企業の芸術支援はほとんど増加し

なかった。

BCAの全国調査がこのことを明白に示し

ている。この調査によれば、企業の芸術支援

の総額は1989年 には6億3400万 ドルだった

のが、1991年 には5億1800万 ドルに減少し

ている。BCAは現在、全米の企業を対象に、

1992年から1994年の間に行われた芸術文化

支援の状況をあきらかにする調査を行ってお

り、結果は今秋発表の予定である。また、

1993年から1994年 にかけては、会員企業の

なかで、古くから芸術文化との協力関係構築

に中心的な役割をはたしてきた2社を対象に

小規模な調査をし、両社の芸術文化支援がこ

の2年の間変わることなく行われていたこと

がわかった。実際、全国平均では企業の芸術

文化支援額は社会貢献費用の年間予算の11

%であるのに対して、BCAの会員企業の平

均は14%である。

芸術文化を含む非営利団体への寄付をさら

に促進するために、1992年 に連邦所得税法

が改定された。が、この改定が功を奏したと

はいいがたい。新しい税制下では、企業は連

邦税の減額と引きかえに、毎年、税引き前純

益の10%ま でを非営利団体に寄付すること

ができる。1992年 までは、税引き前年間純

益の5%までしか寄付として税控除の対象と

されていなかったが、現在、アメリカの企業

は総じて、1992年 同様、税引き前年間純益

の2%弱しか非営利団体に寄付していない。

変化をみせた企業と芸術との関係性

ここ2、 3年の間に、企業メセナの性質や、

企業と芸術文化の関係は大きな変化をとげた。

単にこれまでどおり芸術文化活動からの支援

要請に応えるというだけでなく、企業と芸術

団体の双方の目的にかなった利益をうみだそ

うと、また芸術文化をより本業に取り込もう

と、芸術団体とともに共同作業を行う企業が

増えた。

たとえば、福利厚生プログラムの一環とし

て、ダンディー・コーポレーションはフォー

トワース芸術評議会と共同で、本社のあるテ

キサス州フォートワースで開催されるさまざ

まな芸術文化イベントのチケットを従業員と

その家族に割引料金で提供した。その結果、

ダンディーの従業員は特別な福利を受け、芸

術団体側は新しい顧客を開拓することができ

た。ミネソタ州セントポールの保険会社セン

トポールカンパニーは文化的に多様な社員を

有しており、地元の芸術団体と共同で「芸術

と多様性の教育普及プログラム」を企画した。

このプログラムは、地元芸術団体やその公演、

イベントに対する関心を呼び起こしながら、

地域社会や企業内におけるさまざまな人種間

の相互理解と協力を促進するものである。

インディアナ州インディアナポリスの電機

メーカーPSIエナジーは、地元の大学や地



域社会グループと共同で、PsIの顧客や田

舎に住む人びとに生演奏会をはじめて体験す

る機会を提供しようと、全州規模のコンサー

トシリーズを企画した。このシリーズは消費

者のロイヤルティーを高め、音大生に公演の

機会を提供した。ペンシルバニア州のピッツ

バーグに本社をもつ医薬品、ヘルスケア、イ

メージング技術の会社、マイルスは、理科系

の大学生が将来社会に出たときに広範な教育

を受けているようにと、ピッツバーグ交響楽

団とともに「マイルス交響楽の夕べ」シリー

ズを催している。このプログラムは、将来マ

イルスの従業員にもなりうる理科系の大学生

に割引料金のチケットを提供して演奏会に来

てもらい、その後のレセプションでマイルス

の役員や音楽家たちと将来の職業について語

り合うというものである。ニューハンプシャ

ー州コンコードにある保険会社チャップ。ラ

イフ・アメリカは、環境保護の重要性に対す

る間とヽを従業員と地域社会の間で高めるため、

州に住む映像作家と共同で、環境保護に焦点

を置いた特別展を開催した。

企業の芸術文化支援におけるもう一つの変

化は、中小企業の参加が増えたことである。

年間の歳入が2億5000万 ドル以下であるこ

れらの企業は、大企業が何年も前から認識し

ていた、芸術文化は企業と地域社会にとって

良いものであるということを今学びはじめて

いる。たとえば、カリフォルニア州のセリト

スにある不動産会社、イェーガー開発は、都

市型アートセンターを設立しようと率先して

努力した。このセンターは、ロサンジェルス

中南部に住む人びとに芸術的な体験を提供し、

経済的に落ち込んでいたこの地域の生活環境

を改善し、地価を上昇させることを目的とし

て建設された。テキサス州ヒューストンの
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I.W.マ ークス宝石店は、地元で開催される

さまざまな芸術教育プログラムやイベントを

支援することにより、眼の肥えた消費者を彼

らの宝石店に引き寄せた。フロリダ州タンパ

の広告代理店、ウィナー・コーニグ&ア ソシ

エーツは、持っているノウハウを利用して無

料広告をつくったり地元芸術団体の広告キャ

ンペーンを打ったことで、あらたなビジネス

を獲得した。

グローバリゼーションは企業と芸術文化の

関係にも影響を及ぼした。多くの主要企業は

ビジネスを展開しているヨーロッパや環太平

洋の国々てオロ当な資金を芸術文化に費やして

いる。このために、企業は国内の芸術支援予

算とは別の予算を設けたり、国内の芸術支援

予算の一部を海外での活動にまわすようにな

った。どちらの場合にも、アメリカの芸術団

体に提供されたかもしれない資金が削減され

ることとなったわけだ。AT&T、 チェース、

フィリップモリスをはじめ、技術。通信産業

における企業のほとんど力ヽ 国際市場におい

て芸術に投資している。というのは、進出国

で自社の存在を確立したり、政府や企業のリ

ーダーと会ったり、その市場における潜在的

な消費者のネットワークを発展させるのに役

立つからである。反対に、イギリス、オラン

ダ、カナダ、フランス、日本に本社を持つ企

業が、同じ理由でアメリカの芸術文化活動に

対して支援を行っている。たとえば、東京銀

行、日立、日本航空、ミノルタ、三井、三越、

野村證券、清水建設、ソニーを含む1鉢土か

らなる企業集団は、1991年にはじまったリ

ンカーン・センターでの2年間にわたるプロ

ジェクト、モーツァルト生誕200年記念コン

サートに10万 ドルずつ助成をした。また、

この企業集団のうちトヨタは、最近ワシント

241



242

*3r I st E:natt1-

ンD.C.に あるスミソニアンのアメリカ先住

民博物館の教育プログラムにさらに5万 ドル

を提供した。現在、 トヨタはニューヨーク市

サウス。プロンクス地区の公立学校の生徒の

ための芸術教育プログラムの開発に対して支

援しており、またレクサスは全国の交響楽団

の主要な支援者となった。

変化に対応し、企業の芸術への参与を継続

的なものにするために、BCAは より多くの

企業が芸術文化にコミットし、将来ビジネス

リーダーとなる世代が企業の経営戦略に芸術

を取り込むことを奨励するプログラムをいく

つか新しく開発した。中小企業と地元芸術団

体との共同作業を促進するための「芸術のた

めの企業と企業のパートナーシップ」という

プログラムでは、すでにメセナを行っている

企業が地域における芸術プログラムを支援す

る際、メセナの経験がない企業をパートナー

として活動に巻き込むというものである。同

時に芸術団体に、中小企業がどのように経営

を行っていて、どうしたら彼らに芸術に参加

してもらえるかについて理解を深めてもらう

プログラムも行っている。また将来のビジネ

スリーダーたちにビジネスにおける芸術文化

の価値を理解してもらうよう、国内の主要な

ビジネス・スクールでBCA理事が講演する

プログラムも開発した。今後は、全国の主だ

った実業団体のメンバーに対してもBCA理

事の講演会を予定している。

企業の芸術文化支援と同様、財団の芸術文

化支援もここ数十年の間に変化した。1970

年代から80年代初頭にかけて、フォード財

団、ロックフェラー財団、メロン財団、サー

ドゥナ財団、リリー基金など、多くの主だっ

た財団が芸術文化の重要な資金源であった。

が、近年、財団の助成対象分野は芸術文化か

ら、国際プログラムや恵まれない階層の需要

に応じるプログラムに移ってきている。この

ような侮i向に反して、ライラ・ウォレス・リ

ーダーズ・ダイジェスト基金は、地域社会の

文化的生活の向上と、芸術文化が日常生活の

なかの重要な一部となることを目的に助成を

行っており、芸術文化支援におけるリーダー

的役割をはたしている。1993年 に同基金は

全国の美術、舞台芸術、文芸に対して合計

3200万 ドルを拠出した。

小規模な公的文化支出

他国と違い、アメリカの政府機関は芸術文

化にわずかな支援しかしていない。実際、

1960年代にワシントン、ニューヨーク、ノ

ースカロライナ、カリフォルニア、ミズーリ、

ヴァージニア、ネブラスカにはじめて州のア

ーツ・カウンシル (芸術評議会)が設立され

るまで、芸術文化は政府の支援を受けたこと

がなかったのである。1965年 までには、す

べての州にアーツ・カウンシルが設立された。

これらの機関の年間予算のほとんどは州政府

から支給されており、うちいくつかのカウン

シルは全米芸術基金 (NEA)か ら補助を受

けている。1994年 に州のアーツ・カウンシ

ルは合計2億4700万 ドルの助成を行った。

連邦政府の芸術文化支援は、NEAが議会

の決定によって設立された1年後の1966年

に始まった。連邦政府のなかでも最も小さな

機関の一つであるNEAは常設の機関では

ない。議会が3～ 5年ごとにその存続を決定

し、毎年の予算も投票によって議会で決めら

れる。1995年 のNEAの予算は1億 6740万

ドル、国民一人当たり64セ ントである。今

年、NEAは全米の芸術団体、アーティスト、

芸術活動のために1億260万 ドルの助成を行



テ予1定で、 また3960万 ドルがSAA(州芸術

機関)に支給され、残りの2520万 ドルが運

営費として使われる。

いくつかの地域の芸術団体は、LAA(地
域芸術機関)と いう、第3の公的助成を受け

る可能性をもっている。LAAはたいてい市、

地元の財団、企業、個人から財源を得ており、

SAAや NEAの助成を得ている場合も多い。

一般にLAAは地域レベルの芸術文化振興や

芸術イベントに助成を行っている。1994年

の時点では国内に3800の LAAが存在し、

その合計予算は6億 ドルとなっている。

NEAと SAAおよびLAAが共同で行う

活動は非常に限られている。芸術団体がこの

うちの1つの機関から助成を受けたからとい

って、ほかの機関からも助成を得られるとは

限らない。これらの機関からおりる助成金は

たいてい少額で、助成を受ける芸術団体は、

助成金と同額あるいはそれ以上の資金を自ら

集めることが多可:牛 となっている場合が多い。

変化に対応する芸術団体の模索

このような支援環境の変化に対応するため

に芸術団体は、組織の再編成、運営費の削減、

現存の資源の最大限の活用などを始めている。

こうした見直しの結果、スタッフの人員削減、

芸術文化施設の開館時間の短縮、公演回数の

減少や展覧会、ツアー、新作発表の延期など

をこころみているところもある。それに加え

て芸術団体は、ショップの営業やグッズの通

信販売、自分たちの専門性を生かしたサービ

スなど、新たな収入を生みだす方法を模索し

ている。公演やイベントにより多くの人を引

きつけることを願って、地元の商工会議所や

ビジネス関連の協会などに加入する団体もあ

る。また、今日の厳しい支援環境のなかで潜
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在的な支援者により効果的にアピールすべく、

芸術文化がいかに地域社会の経済発展や若者

の教育、職場における創造性や生産性の向上

に貢献しているかということを数字で示すこ

とができるよう、多くの芸術団体が調査を行

っている。

今後の展望

芸術団体を含む非営利団体に対する支援は、

現在、変化のただなかにある。予算削減を検

討している政府も、基本財産力耳申び悩んでい

る財団も芸術文化に対する支援を減らす可能

性があるが、予言をするにはまだ早すぎる。

が、長く深刻な不況から経済が回復するにつ

れ、個人や企業の支援が増加するであろうと

いうきざしが見えはじめている。個人の寄付

の増加率は不況の間やや伸びなやんでいたが、

個人所得が増え、財政的な安心感と国の経済

復興に対する信頼が回復するにつれ、徐々に

増加していくと期待されている。企業の支援

も増加が見込まれているが、個人の寄付より

はゆっくりとしたペースであろうと思われる。

支援の増加率は各々の企業の成長率に直接か

かわってくる。一般に、企業メセナの増加は、

アメリカの実業界でも最も早く成長し、最も

収益をあげることが可能な中小企業からまず

起こってくるだろうと見込まれている。これ

から数年の間に芸術と企業の関係がどのよう

に展開するかをはっきりと予想することはむ

ずかしいが、アメリカの企業は今後も芸術に

対して投資をつづけていくだろう。なぜなら

彼らは、国内各地で展開しているビジネスや

その地域に、芸術文化がもたらすものの価値

を認識しているからである。

*1米 ドル =84.25円
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CBAC[カ ナダ企業 メセナ協議会 ]、 CBACニ ュース編集員

アイリーン 0ラ ヴ

歴史あるメセナ活動をもつカナダ

カナダには、[創造性]が国家の心であり

魂であると信じる、ヴィジョンを持った男女

がつねに存在した。彼らこそが芸術のパトロ

ンとしていつの時代も活躍したのだ。

わが国の巨大企業、カナディアン・ビール

社を創設したジョン・モルソンは、1825年

モントリオール初の劇場であったロワイヤル

劇場を建設した。また、かのマッセイ・ハリ

ス・ファーガソン社の大株主、ハート・マッ

セイは、1800年代後期のフィランソロピス

トとして名を残し、1894年 にトロントに初

のコンサート・ホールを寄贈したことで知ら

れている。そして、19世紀後期にニュー・

プルンズウィックで育ったビーヴァープルッ

ク卿は、フレデリクトンの町に劇場と美術館

を、自身の素晴らしい絵画コレクションとと

もに寄贈した。

多くの裕福な個人 (そのほとんどが実業家

である)がカナダの芸術家と文化活動を支援

してきたが、1974年 にカナダ企業メセナ協

議会 (CBAC)が発足するまでは、ほとん

どの企業が芸術に対する明確な支援方針を持

っていなかった。

1960年の調査によると、企業による寄付

総額は3860万 (カ ナダ)ド ル組となってい

るが、そのうち文化活動にあてられたのはわ

ずか2.1%で あった。これに対し、1993年の

企業寄付総額は4.76億 ドル、うち12.3%が

芸術に拠出された。

現在、芸術に対する援助金は、公的機関す

なわち政府と地方自治体からもかなりの額が

拠出されている。CBACは毎年、国内の主

要な舞台芸術団体と博物館・美術館に対して

調査を行っている力ヽ それによると、203の

舞台芸術団体と149の博物館・美術館の年間

収入は以下のような結果となっている。

舞台芸術団体 (1992-93)
事業収入 48.1916

政府による援助     33.4%
民間による援助 18.5%

博物館・美術館 (1993-94)
事業収入 17.1%
政府による援助 75.7%
民間による援助 5.9%
大学からの寄付 1.3%
(*本 調査の対象 には、24の 大学付属 の 博物館 や

美術館が含 まれている)

削減に向かう政府の芸術予算

政府による芸術支援は、アームズ・レング

ス●2の政府機関としてカナダ・カウンシルが

設立された1950年代半ばごろから始まった。

カナダ。カウンシルは、1957年、議会で

「芸術の研究。鑑賞、作品制作の奨励および

推進」を目的に設立が可決された。当時のカ

ナダには、同様の芸術助成機関としてはサス

カッチェワン芸術評議員会があるのみであっ

た。

政府の芸術助成機関が発足してほどないう

ちに、地方自治体も同様に芸術への助成を専

門とする部署、またはアームズ。レングスの



機関をつぎつぎと設置していった。

カナダ・カウンシルの設立は国内のあらゆ

る地域で芸術団体や機関の増加をうながすこ

ととなった。60年代は、67年の建国100周年

を祝してさまざまなプロジェクトが開催され、

美術館、ギャラリー、舞台芸術センターが町

のあらゆるところに設立された。若者の芸術

への参加を奨励しようと、新たな助成プログ

ラムも導入され、芸術にとっては開花の時期

だったともいえる。

が、今日では多くの芸術団体が生き残るた

めに苦闘している。国の助成は近年減少をつ

づけ、95年 2月 に発表された国家予算では、

向こう3年間、文化遺産省の予算を23%削

減することとなったが、文化遺産省こそ、カ

ナダ・カウンシルやほかの芸術助成プログラ

ムを担当する機関なのである。地方自治体も

予算配分のバランスというプレッシャーから、

国家予算の削減分を埋め合わせることはとう

てい無理であろう。

中小企業による地域メセナの台頭

こうした状況ゆえに、今後、芸術団体は企

業スポンサーの獲得により力を注がぎるをえ

ない。そして、同じように助成を削減された、

芸術以外の分野の非営利機関との資金争奪も

激しさを増すことは明白である。

ところが、ここ数年の不況の影響で、これ

までメセナの推進役をつとめてきた企業がそ

の勢いを失いつつある。IBM、 インペリア

ル石油やシェル石油のような石油会社、ドフ

ァスコやステルコといった主要な鉄鋼会社も、

収益減や業界内の競争激化のため寄付予算を

削減せざるをえない状況にある。

こうしたなかで興味深いのは、芸術支援に

おける中小企業の台頭である。

30メセナ・ワールト・レポート

以前と比べると、明らかに今の企業は、地

域経済を健全に保つために芸術が重要である

との認識をあまねく有している。また、芸術

団体が大企業以外の新たな支援者を積極的に

探し求めていることも確かである。これ以上、

産業界の巨人のみに頼ってはいられないとい

うわけだ。

1978年よりCBACは、カナダで最も購読

者数の多いビジネス新聞「ファイナンシャ

ル・ポスト」と、カナダの芸術家たちの代弁

者的団体「カナダ芸術協議会」とともに、毎

年、企業のメセナ活動の顕彰を行っている。

本年の「地域支援賞」の受賞企業は、プリ

ティッシュ・コロンピア州のプリンス・ジョ

ージで小規模のビジネスを営むハーヴィー

ズ。マッフルセンターであった。マッフルセ

ンターの経営者は、地元オーケストラなどの

芸術団体に寄付を行うにとどまらず、彼とそ

の家族はみずからショッピング。モールなど

でオーケストラのチケットを売り歩いている。

カロえて彼はポランティアで芸術団体の理事を

つとめ、地元の芸術団体の公演には欠かさず

足を運んでいる。

地域で芸術文化のリーダー的役割をはたし

ているマッフルセンターの事例は、力強いメ

ツセージとしてほかの中小企業に伝わり、各

地の地元企業がこうした活動に賛同した動き

を見せはじめている。たとえば、オンタリオ

州キングストンのある劇団は、自前の移動劇

場――平底で屋根のついた屋形船のようなボ

ートで、カナダから北アメリカの水路沿いに

さまざまな町を訪ねながら公演を行うもの一

―を建築中であるが、地元企業から、資金援

助のほかに、溶接。電気機械、帆布、プロペ

ラ羽、そして舞台用の特別な厚板の提供を受

けた。企業メセナにおける革新的なファン
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ド・レイジングが、いま新たなカナディア

ン・シアターの誕生に寄与しているのだ。

ウィニペグでは、マニトバ。テレビ。ネッ

トワーク (MTN)が、今の子どもたちが最

も理解しやすいメディア、「テレビ」を通じ

た地域の子ども向け (彼 らは未来の芸術鑑賞

者でもある)芸術教育普及という、画期的な

サポート・プログラムを実施した。MTN
は、マニトバ子どもミュージアムの館内に、

子どもたちがその日のトピックをどう思うか

表現できるような、ビデオ・プースの設置を

提案した。「say wha」 ブースと呼ばれる

この設備は、娯楽としても十分楽しめるうえ

に、自分を表現し、自分に自信をもち、また

自分を尊重することをうながしている。ある

小さな来館者によれば「このミュージアムの

なかではMTNのが一番楽しいね」という

ことだ。

カナダにおける日本企業の活躍

カナダのアート・シーンのなかでは、日本

企業も重要な役割を演じている。

ソニーはメセナ企業としては古株だが、と

くにこの10年間、ピアニストのグレン。グ

ールドが急逝した後に設立されたグレン・グ

ールド財団と深くかかわっている。87年に

は、国際的な「グレン・グールド、音楽コミ

ュニケーション賞」の設立を記念してCD
を制作、財団に運営資金や専門スタッフを提

供し、92年の「グレン・グールド、音楽と

コミュニケーション世界会議」では45万 ド

ル相当の自社機材と技術を提供した。

オンタリオ州エトビコークに製造工場を持

つカナダ松下電器は、当地で18日 間にわた

って開催される芸術祭に力を貸すことで、地

域社会に対するコミットメントを示した。

1100人以上の芸術家が参加し、1万人以上

の地元住民や観光客が訪れるこの芸術祭に、

松下は継続的な支援をしており、その年間援

助額も、91年の1万 ドルから94年の2万 ド

ルにまで膨らんだ。

1992年、レクサスは、世界的に有名なキ

ーロフ・バレエ団のカナダ4都市巡回公演に

協賛した。これはキーロフ・バレエ団始まっ

て以来の大規模なツアーであった。支援の一

環としてレクサスは、カナダ国立バレエ学校

の有望な学生2名に「レクサス奨学賞」を贈

呈。引きつづき翌年には、カナダ国立バレエ

団の西カナダ巡回公演にも協賛し、ダンスに

対する支援を継続した。92年 には、モント

リオール美術館で大成功をおさめたミケラン

ジェロ展を支援、また過去4年間、 トロント

交響楽団の「生涯宝くじキャンペーン公演」

に協賛した。国内に広く点在するレクサスの

ディーラーたちも、地元の交響楽団やバンエ

団、劇団の熱心なサポーターである。

トヨタのレクサス担当剖:ド書のヴァイス・プ

レジデント、ウェイン。ジェフリー氏はこう

語る。「私どもは最高の製品を持ち、顧客の

みなさまは最高のイベントを享受する。キー

ロフ・バレエやトロント交響楽団におけるト

ヨタのプレゼンスが、私たちと顧略のみなさ

まを繋いでいるのです。私どもの協賛はどれ

も入念に計画されたものです。レクサスにと

って芸術支援とは、ごく単純に、良きビジネ

スなのです。」

この言葉から「寄付より協賛」というカナ

ダの企業メセナの最近の傾向がうかがえる。

80年代後半から、企業がメセナにマーケティ

ングをからませる傾向が顕著になり、芸術団

体は企業に支援を頼む際、寄付金をもらうの

ではなく、相手企業に「ふさわしい」ような



協賛事業を示さざるをえなくなっている。芸

術団体においては、「ドカンと大儲け」すべ

く企業と仕事ができる財源開発担当者こそ、

最も貴重なスタッフとなったのである。

「協賛金」が、寄付よりも概して予算規模が

大きいマーケティング予算から出されること

は芸術団体も知っている。が、心すべきは、

「協賛」というものが多くの場合、企業にと

ってある特定の時期に効果的に宣伝を行うた

めのイベントー たとえば何かの記念事業の

ような― の、「一度きりの約束」にすぎな

いということである。

企業と芸術の関係は継続的に育まれること

が大切である。が、そのためには寄付者にと

ってもっと有利な免税措置の必要性が痛感さ

れる。現行の税制では、非営利団体に寄付を

行うと、課税対象収入の20%ま でが免税と

なるが、最近、政府に対し芸術団体が共同で

課税対象収入の50%ま で寄付を認めるよう、

所得税法改正の請願書を提出した。この請願

書には、政府がこのまま芸術に対する直接的

な助成を削減しつづけるなら、間接的な支援

を増やさないかぎり、芸術産業は健全な状態

を保つことは不可能であると書かれている。

現在のところ、この請願に対する政府の見解

は発表されていない。

今後の展望と課題

カナダ国内の芸術が非常に厳しい時期を迎

えていることに疑いの余地はない。CBAC
の直近の統計によれば、調査対象となった

352の舞台芸術団体、博物館、美術館の累計

赤字は33,145,110ド ルとなっている。

これまでは、深刻な財政困難におちいった

芸術団体はなんとか「救出」されてきた。が、

そうした救出に乗り出そうとするセクターは、

30メセナ・ワールト・レポート

もはや官民どこにもなくなってしまった。し

かしいま、新たなアプローチが試みられてい

る。これは「芸術の安定イロ と呼ばれる支援

プログラムで、比較的規模の大きい芸術団体

の運営や財務に関する長期的なプランやシス

テム、プログラムに対して助成を行うもので

ある。助成を受ける団体は、助成期間である

5年間、毎年、運転資金を黒字に維持するこ

とが要求される。申請を希望する芸術団体が

要請すれば、プロのアート・マネージャーが

送り込まれ、申請資格をみたす団体となるべ

く理事や運営スタッフとともに努力するとい

うサポートが用意され、また助成決定後も必

要とあれば同様のサポートが可能とされてい

る。

このプログラムは民間セクターのイニシア

ティヴで始められ、企業も当初から芸術団体

が長期的な展望に立ち、財政計画を立てられ

るようになるならと、好意的な反応を示し、

政府もまた基本的に応援すると表明した。

現在カナダでは、政府の赤字と予算削減が

ニュースを独占している。CBACと しては、

企業セクターが企業本来の目的に集中すると

ともに、ビジネスを展開する地域とそこに住

む顧客や社員らの健全な生活を保つうえで、

芸術の重要性を軽視せぬよう働きかけなくて

はならない。なんといっても芸術は、巨大な

経済効果を有している。カナダ人材育成機構

の最近の研究によれば、カナダの文化産業は

国内に36万人の雇用を提供し、150億 ドルの

直接的経済効果をもたらしているという。ま

た直接的・間接的な効果を合わせると、その

もたらす利益は49万人以上の雇用と220億 ド

ルであるという。

CBACは、かくも重要な産業に企業の支

援が増すことを切望している。そのためにわ
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れわれはこれまでもたゆまず努力してきたが、

若く、新しいビジネス。リーダーたちが企業

内で責任ある立場に進出してきている今日、

こうした願いはさらに大きな挑戦となりつつ

ある。この世代は「ME世代」と呼ばれる

世代だが、はたして彼らが個人としてまた企

業責任者として、地域に還元。投資すべきと

いう強い信念を持ちあわせているだろうか。

が、そのような信念を抱いてもらうことが、

CBACの役割である。公的支援が削減され

たいま、国内の芸術が、企業のリーダーシッ

プとコミットメントを必要としていることを

ビジネス界に気づいてもらわねばならないの

である。

CBACはメセナに関するセミナー (芸術

団体の財源開発担当者や企業のマーケティン

グ担当者対象)や、若い企業経営者らが芸術

団体に理事として参加するプログラムを通し

て、企業人とアート・アドミニストレーター

に対し相互利益の大きさを啓発しつづけなく

てはならない。

ビジネス・スクールの4鰺肯生たちはビジネ

スの最低線は理解しているが、CBACは、

彼らに国家の創造的才能の価値も理解しても

らわねばならないと思っている。

聖書にもあるように「ヴィジョンのないと

ころでは、人びとは滅びる」。ヴィジョンが

与えられてはじめて、人間ばかりでなく、芸

術も繁栄するのである。

*l lカ ナダドル=62.5円

*2 アームズ・レングス :P235参 照

オーストラリ
オーストラリア・カウンシル/オーストラリア文化振興財団ディレクター

クラ ドック 。モー トン

70年代以降の文化動向

オーストラリアの文化状況は、この20年

で、文化イベントヘの参加者が増えたこと、

ならびに芸術活動がいちじるしく多様化した

ことにより、まったく様変わりしてしまった。

1971年 から1991年の20年間で、芸術団体

の数は400%増加して179か ら894と なり、そ

のカテゴリーも、音楽、演劇、視覚芸術、民

族/多文イL地域社会、文学、工芸、アボリ

ジニ芸術、ダンスという具合に広がっていっ

た。今日、オーストラリアの芸術家は4万 4

千人以上にのぼる。

この20年間で、オーストラリア人の生活

における芸術や知的活動の重要性について、

政府の認識も次第に高まってきたと思われる。

芸術や知的活動は、オーストラリアの経験が

ほかに類のないものであることをわれわれの

みならず世界全体に対して明らかにし、さら

に自国経済への貢献もはたしていることが認

められたのである。

90年代には、オーストラリアの文化産業

は、60億 (豪)ドル°
(以下すべて豪ドル)

産業となり、12万人以上のフルタイムの雇

用と多数のパートタイムまたは短期就労者を

生んでいる。これは、賃金にして17億 ドル

以上、税金で3億 ドル以上の創出に貢献して



いることになる。

オーストラリア人は、毎年8億3000万 ド

ル分の書物を購入している。1992年 から

1993年 の12ヵ 月間に、博物館および美術館

は、1650万 ドルの入場料収入をあげた。年

間3億 ドルを藤↓場およびコンサートのチケッ

トに消費し、年間1億6000万 ドル分の楽器

を購入、成人の65%が余暇活動の1つ とし

て癬 をあげている。

昨年行われた国勢調査によれば、芸術およ

びレジャー産業は、近年、新しくブームを呼

んだ職業分野として全労働人口の9%か ら

12%へ と成長を記録している。

各政府レベルによる芸術への

公的助成推定額
(91年 、単位 :百 万 ドル )

1973¨ 74 1988-89

連邦 13.7 71.6
13.0 50.6

地方 1_0 17.0

合計 27.6 139_2

連邦政府による芸術支援創始期

オーストラリアでは1950年代まで、芸術

への資金援助は連邦政府が一定の責任をもつ

分野だと考えられていた。また政府が責任を

有するのは、芸術家たちに対してではなく、

圧倒的に観客に対するものだとみなされてい

た。

連邦政府の芸術家支援は、1908年の連邦

文学基金の創設に始まる。この基金の当初の

目的は貧しい作家を援助することであったが、

のちには、傑出した著作の出版費用に使われ

るようになった。つづいて1912年、連邦政

府芸術諮問委員会が設置され、1943年 には

音楽・美術推奨評議会と呼ばれる民間団体が

3● メセナ・ワールド・レポート

設立された。それは、1946年 にオーストラ

リア芸術評議会 (Arts Council of Aus‐

tralaと なり、地方および辺境地域で演劇

を振興した。また、1940年、オーストラリ

ア放送委員会交響楽団が各州に設立された。

1954年、オーストラリア。エリザベス・

シアター基金が、政府および民間からの援助

によって設立された。この基金のもと、オー

ストラリア・オペラ、オーストラリア・バレ

エ団、また6つの州にそれぞれ州立の劇団や

オペラ、バレエ団、オーケストラカ増ll設 され、

1967年には、作曲家支援諮問委員会が設立

された。

1968年、新たにオーストラリア芸術評議

会 (Australian Council for the A■ s)が

設立され、はじめは連邦政府の諮問機関とし

て上iおの諸団体を通して資金援助を継続的に

行っていたが、1973年、新生のオーストラ

リア・カウンシルに吸収され、現在の委員会

に近いかたちの専門委員会を持つようになっ

た。唯―の例外は、フィルム&テ レビジョン

委員会であったが、それは1976年 に廃止さ

れ、その機能は、新しくつくられたオースト

ラリア映画委員会へと移管された。

芸術家に対する支援システムの開発と並行

して、連邦政府は、長年かけて多数の文化収

集・教育機関を設立し、圧倒的な量の資金を

提供しつづけている。そうした機関を列挙す

ると、国立図書館、国立美術館、国立博物館、

国立科学技術センター、国立映画・音響資料

館、国立肖像画美術館、国立海洋博物館、国

立演劇研究所、オーストラリア・バレエ学校、

国立映画・テレビ。ラジオ学校、アボリジ

ニ&ト レス海峡島民研究所などがある。昨年、

連邦政府は、州や準州との協力のもと、オー

ストラリア・アボリジニ美術館、国立音楽ア
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カデミー、国立先住民舞台芸術研究所を創設

すると発表した。

オーストラリア・ カウンシル

芸術家に直接資金を供与することは、今で

も主にオーストラリア・カウンシルの仕事で

ある。

今日、オーストラリア・カウンシルの資金

供与や方針の決定機構は3段階に分かれ、 1

つの評議会、7つの委員会および16の 芸術

分野男Иマ委員会から成る。委員会は、各芸術

分野の方針と優先順位を決定し、小委員会の

仕事を監督する。各委員会は、数名のフルタ

イム・スタッフにサポートされており、それ

らが申請の相談に来る者にアドバイスをし、

委員会および小委員会が決定した資金供与や

方針を遂行する。小委員会は、助成申請者の

審議決定を行い、委員会へ方針を上申するの

である。

93年度に連邦政府からオーストラリア・

カウンシルに拠出された資金は5820万 ドル

にのぼる。そのうち5050万 ドルが芸術活動

の財政支援に直接使われた。

政府がオーストラリア・カウンシルを通し

て文化産業に出資することは、一種の文化の

リサーチおよび開発と考えられる。過去20

年間、オーストラリアは創造性や革新性に富

み、質の高い芸術に投資しつづけた結果、大

きな利益を得たといえる。

オーストラリアの倉11)置活動は劇的に増えて

おり、70年には、博物館や美術館での展覧

会がわずか201牛であったものが、91年 には

106イ牛に達した。68年度にオーストラリアが

輸出した芸術作品は、オーストラリア・バレ

エのアジア・ツアーと音楽グループによる3

つのツアーだけであった。

オーストラリア・カウンシルは、現在、舞

台芸術の海外公演に、毎年100f牛以上の助成

を与えている。60年代後半には、たった 1

つの大きな劇団がオーストラリア演劇を支え

ていたが、過去5年間で合計520本のオース

トラリアの戯曲がオーストラリアの劇団によ

って上演されている。70年 には、オースト

ラリア人の′」ヾ党は8冊出版されただけであっ

たが、90年には、200冊 を超えるフィクショ

ンが出版されている。

しかしながら、芸術家と芸術団体の助成金

への依存度は非常に高い。93年度、オース

トラリア・カウンシルは、2万 300f牛、合計

約1億7760万 ドルの助成申請の相談を受け、

結果として549引牛の正式申請がなされ、

2800f牛 が助成獲得に成功している。が、政

府支出が増加したにもかかわらず、平均助成

額は73年よりも低くなっている。

このような事情を背景として、定期的に見

直されているとはいえ、大部分70年代と変

わらない機構やプロセスを維持しているオー

ストラリア・カウンシルは、オーバーホール

する必要性があるのではないかという論議が、

政府および芸術界に起きている。オーストラ

リア・カウンシルは、目下この問題に取り組

んでいる。

省庁管轄の芸術文化奨励策

連封切υ子は、オーストラリア・カウンシル

を通じた直接の芸術支援に加えて、各省庁の

管轄による幅広いプログラムによる支援も行

っている。
。貸出図書著作権制度 :資格を有する著者に

対して、その著書が公立図書館で閲覧され

る際の印税の損失を補填する制度。すでに、

約2500万 ドルを交付した本制度は、日下、



学校図書館へも拡大されようとしている。

。「プレイング・オーストラリア」:舞台芸術

に対し、商業的に成り立たない地域へのツ

アー支援を行うプログラム。93年 1月 か

ら、すでに約500万 ドルを支援。このプロ

グラム補完のため、連邦政府が昨年発表し

た新たなプログラムに、「フェステイバ

ル・オーストラリア」や、視覚芸術の巡回

計画「ヴィジョンズ。オーストラリア」な

どがある。
。「アートバンク」:美術作品を購入し、国内

外の公的あるいは民間施設に展示用に貸し

出す機関。脚光を浴びているオーストラリ

ア人アーティストの作品を購入することで、

現代作家を支援・奨励している。80年 に

設立され、92年からは自己資金で運営を

しており、7000を超える作品を収集して

いる。

・「オウスミュージック」ほか :現代音楽の

支援プログラム。そのほか、これに関連し

て音楽の輸出プログラムがある。

還夢|,政府は、さらなる創造活動および投資

奨励のため、著作権関連の法制Иヒを進めてい

る。一例をあげると、昨年、連邦政府は100

万ドルを拠出して、芸術家がその作品の二次

使用に対して適切な使用料を支払われるよう、

視覚芸術の著作権料を徴収する機関の設立を

援助した。

政府によるメディア産業育成策

映画やテレビは、連邦政府がオーストラリ

アの文イ鵬」造者を援助するためにかなりの出

資をしているもう一つの分野である。本稿で

すでに触れた映画機関に加えて、オーストラ

リア・フィルム・ファイナンス・コーポレー

ション (FFC)、 オーストラリア映画委員会
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(AFC)、 フィルム・オーストラリア保有会

社およびオーストラリア児童テレビ財団など

が主催するさまざまな援助プログラムを通し

て、連封弱研子は周史画、 ドキュメンタリー、テ

レビ番組の制晰乍に貢献している。

たとえば1988年 に設立されたFFCは、オ

ーストラリアの映画およびテレビ番組に4億

ドル以上の投資をしてきたが、支援を受けた

プロジェクトの総予算額は約 8億3000万 ド

ルである。FFCは、民間セクターにプロジ

ェクトヘの参加を求め、プロジェクト全体に

要する資金の40%の負担を要請した。また

FFCは、共同製作契約で作られた映画にも

出資している。

連邦政府はまた、国営放送のオーストラリ

ア放送 (ABC)お よびスペシャル・プロー

ドキャスティング・サービス (SBS)の 資

金として、約 6億 ドルを計上している。

ABCは創造力ある人材を登用し、ほかの局

より文化的番組の放送に努めている。ABC
は、毎年1側時間を超える質の高いドラマに

加えて、自主企画のドキュメンタリーや独立

系映画会社から依頼された番組も制晰乍してい

る。ABCラ ジオは、多くの専門家たちのネ

ットワークを有し、オーストラリアの芸術を

発展させ、放i差することに寄与してきた。た

とえば音楽であれば、高いレベルのオースト

ラリアの作曲作品や演奏を放送することをみ

ずからに課している。

sBsは、多文化社会の聴衆に向けて質の

高いラジオおよびテレビ放送を行っている。

政府は、昨年、追加資金として1300万 ドル

を投じて、オーストラリアの多文化社会を反

映する高品質番組の制作をSBSに依頼した。

同時に政府は、民間テレヒヽ個で国産の番組を

増やす援助資金として、民営テレビ業界に
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6000万 ドルを投じた。 ・

オーストラリアは国営・民営の放送局を統

括するうえで厳しい規則を設けている。広義

には、放送局は最低50%は国産の番組を放

送し、また初放映の国産番組制作本数も低限

が決められている。たとえば、有料テレビの

場合、ドラマ予算の10%は国産での初放映

のドラマに使われなければならない。

さらに政府は、文化セクターの発展はコミ

ュニケーション技術の発展と歩調を合わせる

べきだと考えている。実演芸術とほかの技術

が結びついたプロジェクトは、近い将来ごく

あたりまえのこととなるだろう。

大きな意味をもつ新たな表現方法や、知

的・創造的財産の宝庫にアクセスする新しい

方法を国民に提供するため、政府は昨年、国

内および海外向け国産ソフトを制作するダイ

ナミックなマルチメディア産業を創設しよう

と8400万 ドルを投じることを決定した。こ

のプロジェクトには、①双方向のマルチメデ

ィア製品・サービスの開発・商業化に対して

資金援助をするマルチメディア企業の設立

②教育。研修・争肝何施設をもつ多数の協同マ

ルチメディア・センターの立ち上げ資金の提

供 ③オーストラリアの文化的試みや芸術活

動ならびに文化遺産を幅広くおさめたCD―

ROMの制作に出資する「オーストラリア・

オン。CD」 プログラムなどの構想が含まれ

ている。

データが示すメセナ事情

企業およびNGO(非政府組織)に よる芸

術支援にはいくつかの形態がある。まず、オ

ーストラリアの文化遺産は、歴史的建造物お

よび遺物などその多くが私有財産である。民

間セクターはまた、映画やテレビの施設・映

画館、商業画廊など、芸術のインフラヘの主

要な出資者である。さらに映画やテレビ番組、

文学、舞台芸術、音楽などの芸術ソフトウェ

アにも出資しており、資金、サービス、機材

の提供を通して芸術に貢献している。

1989年から1993年にかけて (企業メセナ

に関する直近の調査が行われた期間)、 オー

ストラリアにおける企業支援は、特に芸術に

とってはけっして良い年ではなかった。

・89年、企業の13%がなんらかの方法でメ

セナを行ったが、93年 までの間にその数

は9%に まで落ち込んだ。

・企業による支援は、主として大企業 (従業

員250人以上)からの支援が低下したこと

でその勢いを失った。89年 には、そうし

た企業の43%がメセナ企業であったが、

93年には34%に減少し、平均援助額も10

万6000ド ルから8万 6000ド ルヘと落ち込

んでいる。

・全メセナ企業の割合は、この期間中に大企

業が41%か ら28%へ と減少し、中規模の

企業 (従業員数50～250人)が31%、 さら

に小規模の企業 (従業員数20～50人)が

41%を しめた。

ニュー・サウス・ウェールズ州とヴィクト

リア州が企業支援のほぼ3分の2を 占めたが、

クィーンズランド州は、メセナの成長エリア

として浮上した。

金融、保険、法律および不動産セクターが、

引きつづき資金援助の中心的存在で、小売業、

卸売業、製造業はほかの業種より遅れている。

下の表が示すとおり、人気のある支援方法

は依然として企業協賛である。一方、無条件

の助成金支給や寄付は、86年の半分以下に

落ちている。



企業メセナの形態
カテゴリー 1986  1989  1993

サービス提供

作品の購入     20  21   5
製品および資材提供   5   2   7
宣伝広告支援 10

その他

合計 100   100   100

資金援助全体をみると、89年から93年に

かけての期間は、86年から89年の期間に比

べ、落ち込みをみせているが、これはオース

トラリアの企業が直面しているむずかしい時

期を反映しているためと思われる。

・作品購入を除いた企業の芸術への支出は、

開年が50"万 ドル、%年が5700万 ドルで、

4年間で12%の増加となっている。これ

は、86年から89年にかけての27%と いう

増加率をはるかに下回るものである。
。作品購入を含めると、89年から93年にか

けての企業支援は実質上減少し、下表が示

すように、6480万 ドルから6030万 ドルヘ

と7%の落ち込みとなる。

企業 による芸術支援  (単位 :百万ドル)

支援年度    1986年 11989年 1993年

総支援額1     41.6  50.9  57.2
芸術作品の購入  9.6  13.9  3.1
合計 51.2  64.8  60_3

以下は、オーストラリア・カウンシルが行

った調査「企業メセナ1993」 の結果である。

1.企業がメセナを行う動機は過去4年間一

貫して同じである。支援の主な理由は重要

度順に、地域貢献、企業イメージの向上、

質の高い活動との連携、社員や顧客向けの
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娯楽、地域や州や市の芸術活動への参鳳

経営者の個人的趣味となっている。

2.支援者の73%は、企業は芸術支援にお

いて非常に重要な役割をになっていると依

然として信じており、全体として、企業人

のほうが芸術産業の流行に関心が深く、か

つ意識が高い。

3.支援者のうち83%は、芸術団体が努力

をして企業人が芸術に親しみが持てるよう

にすべきとの意見である。一方、67%は、

芸術団体が単に企業からの支援を期待して

いるだけだと主張している。こうした数字

は、オーストラリアの企業が芸術団体にメ

セナを得られるよう一層の努力をしてほし

いと望んだ初期の態度をさらに強めている

ことを示す。

4.芸術側が企業のニーズを理解していない

と感じる企業人は減少している (89年 の

68%に対し57%)。 芸術を敬遠しがちとい

う経営者の数にも減少が見られる (54%

から42%)。

しかしながら、芸術動衡珂がなんらプロフェ

ッショナルな提案や直接的な見返りを与える

努力もせず、単に支援を期待しているだけだ

という事実を嫌悪する企業人もかなりいる

(64%)。 こうしたアンチ・メセナの人びと

は、芸術を支援するのは政府の役割だと信じ

込んでいるようである (支援者8%に対し

33%)。 同様に、芸術は自立してやっていく

べきであると考える人の割合は、メセナを行

う人たちに比べ2倍 となっている (48%対

26%)。

民間メセナを奨励するために

政府は、民間セクターが、個人であれ企業

であれ、芸術への資金供与に重要な役割をは
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たしていると確信している。税金上の恩典は、

民間セクターの参与を奨励し、文化のコスト

をシェアさせるうえで重要な方法である。優

遇税制では、政府の支出は、民間からの寄付

もしくは出資があってはじめて励起し、民間

支出がなされた分野にのみ行われる。企業の

メセナに対する税金上の恩典は、下記の事項

にわたっている。

・所得税評価法第10条 B項および10条 BA
項、映画製作への投資に対する税金控除。

・芸術保護優遇税制 :文化遺産を収集する公

立団体への寄贈に税控除を認める制度。

78年以来、この制度により1万600研牛、

総額1億600万 ドル相当の寄付が集まった。

新しい遺贈制度が近く補完のために法制化

される予定である。
。文化団体への登録 :登録の際に支払われた

現金寄付は税金控除の対象となる。この制

度は、91年の施行以来、1800万 ドルを超

える資金を集めてきた。

・芸術家および芸術団体の売上収入に対する

税金控除。

・所得税評価法第23条、文化団体に対する

所得からの税金控除。

政府はさらに、企業の文化産業などへの資

金援助を促進するため、会社法を変更し、映

画支援優遇税制の事業要綱の条項に部分的な

減税装置を与えた。

企業メセナを強化する必要性を訴えるため、

政府は「創造的国家」局の管轄のもと、オー

ストラリア文化振興財団という新組織を設立

した。その役割は、1つには、芸術文化事業

および個々の研究者や芸術家に対する民間か

らの支援を活性化することにあり、また、企

業と公共セクターのパートナーシップを奨励

することもその目的である。

オーストラリア・カウンシルが最近行った

「94年版芸術に対する世論調査」が明らかに

したように、世論は芸術団体への支援に賛意

を表している。94年には、オーストラリア

人の56%が、芸術団体はチケットの売上げ

だけで自活していく必要はないと述べている。

さらに芸術団体は、よリプロフェッショナル

で洗練されたイメージをビジネス。エグゼク

ティブに与えつつある。前述の93年の調査

でも、支援者、非支援者とも、芸術とオース

トラリアの企業との関係に関して、はるかに

良い認識を抱いているのである。

*|オ ーストラリア・ ドル=約 63.3円

香港政府文化・ レクリエーション局長

レイチェル・ カー トランド

香港政府の文化政策の推移

香港は文化的に貧しく、枯渇しているとい

う見方から「文化の砂漠」とも評されてきた。

香港における芸術文化活動は、海外の文化に

明るく海外渡航の経験も豊富な一部の高学歴

のエリート向けのものをのぞいては、一般的

に大衆向けの娯楽性の強いものに限定されて

いたからである。



しかし経済発展と生活水準の上昇にともな

い、香港では1970年以降舞台芸術の高級志

向化がすすみ、環境も変わってきた。香港政

府は芸術文化に対する需要に応えるために、

まず文化施設の提供と、各種の舞台芸術団体

の公演助成の2点を芸術文化支援のための基

盤づくりの柱として打ちだした。香港芸術祭

協会、香港レパートリー・シアター、香港中

華交響楽団、シティ現代舞踊団、チャンヤン

劇団などはこの時期に結成された舞台芸術団

体である。さらに政府は舞台芸術団体への補

助金充当などを含めたさまざまな行政に対す

る諮問機関として1982年 に香港芸能実演家

評議会を設立した。

政府による支援のほかには市政局評議会と

区域市政局評議会との2つの市政評議会によ

る支援がある。2つの市政評議会は中央政府

からは独立し、財政的にも自立した団体であ

るが、政府または議会が建設した文化施設の

運営とバランスのとれた芸術文化諜 プログ

ラムの提供、そして各種舞台芸術団体 (香港

フィル、香港中華交響楽団、香港舞踊団な

ど)への資金援助を政策の一部としている。

中央政府による芸術文化支援の資金は直接税

と間接税による一般歳入から拠出されている

が、この2つの市政局評議会は不動産税など

それぞれ条令によって調達された資金を充当

している。

香港政府の文化政策の特徴は、各種の芸術

文化事業は2つの市政評議会に委任し、政府

は芸術文化促進のための環境づくりと社会基

盤の整備をになうといった役割分担をしてい

る点である。市政評議会は香港における最大

の芸術文化事業提供者であり、香港全域の芸

術文化支出のなかで重要な位置を占めている。

香港政府と市政評議会による芸術文化支援規
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模は別表Aに表した。

1993年に香港政府は文化政策の見直しを

行った。そのなかで新たに香港芸能実演家評

議会に代わって、芸術文化の享受や参加およ

び育成計画を実行する文化発展評議会の設立

が提案された。また対象とする芸術文化の領

域が舞台芸術中心から美術や文学にまで拡大

された。文化発展評議会への財政支援策とし

て政府は1282万米ドル相当の一時金と毎年

の継続的財政支援を約束した。1994年 の設

立以来、文化発展評議会は180あ まりの芸術

文化事業に対して合計132万米ドル相当の助

成を行い、さらに、6つのプロの劇団支援の

ために500万米ドル相当の助成を行ってきた。

現在では、この評議会が香港における芸術文

化支援の中心的役割をはたしている。

文化発展評議会は、現在、香港の芸術文化

の計画、育成、推進および支援の総合的かつ

明瞭な方針を打ち出すため5カ年計画を立案

中である。そのなかで政府と民間の協力体制

の強化に関する提案力γテわれることが期待さ

れている。また、同評議会は将来の財務計画

の指標となるような公費と民間からの助成金

との比率をできるだけ現実的な水準で提示す

ることとなっている。

民間セクターの参画

近年、民間企業による芸術文化への助成活

動が注目を浴びている。1990年 9月 に香港

芸能実演家評議会は2つの市政局評議会と香

港芸術文化事務局と共同で「芸術文化と企

業」という企業メセナに関する会議を開催し

た。英国の企業メセナ協議会にあたるアプサ

のコリン・ トゥイーディ氏が開幕のあいさつ

をし、200人あまりの参加者は、企業活動に

おけるメセナの戦略的利用方法や、メセナ活
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用によって企業と芸術文化力斗目互にメリット

を享受する枠組みの模索などを議論した。会

議の成功はもとより、メセナはますます人気

を高めるにいたった。

香港政府も企業による支援を奨励している。

実際、主要な舞台芸術団体は政府から助成金

をもらってはいるものの全体の事業規模の一

部を満たすにすぎず、不足分はチケットの販

売や民間企業からのメセナによって賄ってい

る。ゆえに、民間企業側も支援の機会はいく

らでもある。別表Bは香港の主要な舞台芸術

団体の事業予算のなかに占める政府助成金の

割合を示したものである。

1990年政府は芸術文化団体が民間企業に

支援を求めやすいように、マッチング・グラ

ント制度ウを導入した。マッチングは1ド ル

単位で行われるが、2万5600米 ドルの上限

がある。この制度は香港芸能実演家評議会か

ら文化発展評議会へ移管 されたが、

1991～ 94年の間に民間から合計68万米ドル

相当の支援を獲得した。トゥイーディ氏は香

港政府から企業メセナ戦略に関する報告書作

成の依頼を受け、そのなかにマッチング・グ

ラント制度の改善案を盛り込んでいる。香港

政府と香港芸能実演家評議会はこれらの改善

案を受け入れ、検討することとなった。

やは り同 じ1990年 には、「商藝涯率

(BFA/香港企業メセナ協議会)」 という非

営利団体が設立され、芸術家や芸術文化団体

が企業から資金援助を受けるための仲介や補

助活動をする一方、企業側の芸術文化への理

解を深めてもらうための啓蒙活動も行ってい

る。

香港の民間企業は、現在、メセナに積極的

である。主要な芸術文化事業の支援・後援の

一覧には、特に銀行や航空会社の名前が目立

つ。1992年 にカナダで開催された「フェス

ティバル香港'92」 はこのような支援の成功

例の1つであり、香港政府が経費の半分にあ

たる513万米ドル相当の援助を行ったが、残

りの経費は民間企業の支援によって賄われた。

現行の制度では企業メセナに対する税制上

の免税措置はない。しかし芸術文化団体が慈

善事業団体もしくは公的性格をもった信託団

体に該当すれば、「寄付した個人には一定の

限度をもって税金の優遇措置が許される」と

いう市1度を利用して税1告 1_」匠遇される。

近年、香港政府と2つの市政評議会は積極

的に芸術文化を支援してきた。これからも文

化発展評議会の協力を得て支援をつづける方

針である。幸運にも香港の民間企業からの積

極的な支援協力で公費以外からの資金も確保

できる。このような恵まれた環境が整備され

た現在、香港はもうすでに「文化の砂漠」で

はなくなったといえよう。

*マ ッチング・ グラン ト:P209参 照。

[別表A]2つ の市政局秤議会と中央政府の芸術文化助成推移
(1990/91～ 1993/94(単位180万米ドル)

市政局評議会

44_38
03 17_36 26.17

92ノ/93年 21.33 21_95 96_65

93ノ′941F 77_24 37.22 26.18 140.64
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[別表B]主要芸術文化団体支援状況                0994～ 95)

団体名        助威金(単位100万米ドル)予算のなかで政府からの助威金の占める割合
香港パレエ団 1.63 39.4%
シティ現代舞踊団             0.79                 44.5%
チャンヤンロ団              0.76                 68.8%
探険劇団 0.49 58.6%
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歴史かはぐくむ芸術支援の土壌

インドは長い歴史のなかで、さまざまな文

化を誕生させてきた土地である。インド亜大

陸に最初に住んでいたのはオーストロ。アジ

ア語族とシナ・チベット語族であったと思わ

れるが、紀元前3500年 頃には西北部からド

ラヴィダ語族が侵入し、インダス文明を築い

たのちインド亜大陸全体に広く住むようにな

ったといわれている。そのドラヴィダ語族は、

紀元前1500年 ごろのインド・アーリア語族

の侵入に相前後して、インド亜大陸南部に移

動した。こうして南はドラヴィダ語族、北は

インド・アーリア語族、最北部や最東部には

シナ。チベット語族、そしてそのあいだに飛

び地のようにオーストロ。アジア語族カギ主む

という、今日の言語分布がほほできあがった

のである。これら4種の言語系統を基盤とし

た文化は、互いに影響し合い、一部で混血を

起こしながら今日まで存続している。それら

を縦軸に、仏教文化、ヒンドゥー文化、そし

て10世紀末から侵入を繰り返し、1206年 に

デリーに王朝を成立させたイスラーム勢力の

文化が横軸となって織りなされたのが、今日

のインド文化であるといえる。多様性に富む

これらの文化は、優れた芸術を多方面にわた

って生み出し、近隣諸国にも大きな影響を与

えた。

インドにおいて芸術は、古くから寺院、為

政者、そして富裕層という3つのパトロンに

よって庇護されて発達をとげ、人びとの生活

のなかに深く根をおろしている。まずヒンド

ゥー教では、神々への祈りの儀式に音楽と舞

踊は欠かせぬものであり、大きな寺院はたい

てい楽手と舞踊手を抱えていた。現在インド

古典舞踊の代表格となっているバラタナーテ

ィアムは、南インドの寺院に所属するデーヴ

ァダーシーと呼ばれる踊り子の舞踊から発達

したものである。バラタナーティアムは主と

して南インド東岸のタミル地方で継承されて

きたが、その北にあるオリッサ地方の舞踊オ

リッシー (オ ディッシーとも1発音される)も 、

寺院での奉納舞に起源を発している。

また、時の為政者によって芸術が庇護され

ることは世界各国共通であるが、インドでは

特に1526年に成立したムガル帝国時代にそ

の隆盛を見た。現在、インド古典音楽の楽器
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として日本でもよく知られているシタールや

サロードの音楽もこの時期に完成した。北イ

ンドの音楽がヒンドゥスターニー音楽と呼ば

れるのに対し、南インドの音楽はカルナータ

カ音楽と呼ばれるが、これも前述の寺院のほ

か、南インド各地に成立した王朝の宮廷にお

いて、発達をとげた。舞踊のなかでは、北イ

ンドの代表的な古典舞踊であるカタックが、

イスラーム王朝の宮廷舞踊として発達したこ

とがよく知られている。

18世紀なかば以降インドを統治しはじめ

たイギリスは、1877年 にインド帝国を成立

させ、以後70年間インドを直接支配下に置

いた。ムガル帝国はなくなったが、各地に残

る藩王国や大地主、商人そして新興の企業家

などは芸術擁護の伝統を受け継ぎ、古典音楽、

舞踊の火は消えることがなかった。大地主が

みずからの邸宅にホールを設け、著名な音楽

家や舞踊手を招いて演奏会を催す風景は、サ

タジット・レイ監督の映画『音楽ホール』

(1958)な どにも描かれている。

1947年の独立以後は、主として政府が芸

術移出の庇護者の役割を継承し、今日にいた

っている。インドの場合、芸術は人びとに親

しまれ、楽しまれるものであるばかりではな

く、遺跡とともに観光の大きな目玉であり、

外貨獲得のためにも重要な存在となっている

ので、政府の保護・振興政策にも力が入って

いる。政府のほか、企業や商人、あるいは市

井の人びとが芸術活動を支援することもあり、

そこには、芸術文化に対する庇護の歴史が生

きているのが感じられる。以下、現在のイン

ドにおける芸術振興の現状を、個々にみてみ

よう。

音楽、舞踊、演劇に関しては、1953年 に

国立の音楽。演劇アカデミーが設立され、さ

まざまな活動を行っている。音楽祭、舞踊祭、

演劇祭などの公演やセミナーの開催、賞の授

与などみずから主催する活動のほか、団体や

個人への助成金の交付も実施している。助成

金は、公演やワークショップの開催や、各地

の音楽、舞踊、演劇の学校の運営に対して交

付される。そのほか古典を教えている音楽家、

舞踊家などへの援助金や、学生への奨学金も

交付している。

音楽。演劇アカデミーは、ニューデリーの

カタック舞踊センターと、東部インドのマニ

プル州インパールにあるジャワーハルラー

ル・ネルー・マニプリ舞踊アカデミーという

2つの舞踊学校も傘下に持ち、次代の踊り手

を育成している。これらの古典芸術のほか、

民俗芸術の保護や振興にも力を注いでおり、

各地に残る人形劇や影絵芝居あるいは少数部

族民の芸術の調査研究なども行っている。

また、演劇に関しては、1959年 に国立演

劇学校がニューデリーに設立され、3年間の

コースで演劇人の卵たちが勉強している。こ

この演技者コースからは、80年代以降テレ

ビや映画畑で活躍する人材を多く輩出するよ

うになった。演劇は、伝統的なサンスクリッ

ト語の劇や民衆演劇のほか、現代演劇も各地

で盛んに行われており、特に東のカルカッタ

を中心とするベンガル地方と、西のボンベイ

を中心とするマハーラーシュトラ地方では現

代演劇の公演が多い。

音楽家の育成は、各地に存在するそれぞれ

の流派で師弟制度により行われるのが一般的

だが、大学のなかには音楽学部を設けている

所もある。これは、今世紀初頭に音楽の大衆

化をめざして音楽学校を設立したバートカン政府と民間の 2人 3脚



デーらの影響を受けたもので、音楽家の収入

の場を保証する役目もはたしている。また、

国営放送である全インド放送 (All lndia

Radio)は、各地の局で古典音楽の番組を数

多く放送しているが、原則としてレコードで

はなく音楽家の演奏を局で録音したものを使

っており、音楽家にとってパトロン的存在と

なっている。

音楽、舞踊、演劇は、このように政府によ

って手厚く庇護され、振興がはかられている

が、もちろんそれだけでは十分ではなく、実

際の公演に際しては、民間のスポンサーが重

要な役割をはたす。とくに古典芸術の公演は

ほとんどが何らかの形でスポンサーがついて

おり、観客が負担する入場料はごく少額か無

料である。公演の主催者に「○○会」「〇〇

協会」などと名前があがっていることがよく

ある力ヽ この会は芸術家と、評論家や研究家、

そしてパトロンから構成されている場合が多

く、パトロンにはお金を出せる人ならば誰で

もなることができる。

パトロンは商人や企業家が多いが、公・演の

たびに負担金を出し、それで芸術家の出演料

や滞在費、会場費などすべてが賄われる。そ

の見返りとして、公演のプログラムには商店

や企業の広告が掲載されたり、謝辞が載せら

れる。なかにはカルカッタで毎年開催される

「ドーヴァー横町音楽会」のように、町内会

が主催者となって大規模なコンサートが数日

間にわたって行われる例もあり、ごく普通の

人も気負わずに芸術のパトロンになれる雰囲

気がインドには存在する。

このような「○○会」形式のほか、一企業

の主催で公演力髯子われる場合もある。マドラ

スを本拠地にする総合商社スピック社

(Spic Macaい は、古典音楽や舞踊の若者
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向け公演をインド各地で主催しており、大学

などを会場にして人気を呼んでいる。たとえ

ば少 資々料が古くなるが、デリーの情報誌

『シティ・スキャン』1986年 9月号の月間催

し物一覧で見ると、スピック社主催の音楽と

舞踊のコンサートは、3カ所の大学で合計 9

回行われている。また、これら催し物力浙子わ

れるホールは、ボンベイのタタ実験劇場のよ

うに、企業家や商人の寄付によって建てられ、

その名を冠した所も見受けられる。

以上のような上演芸術以外の芸術分野でも、

政府による振興政策が行きわたっており、美

術では1954年 に設立された美術アカデミー

が、文学ではやはり同年に設立された文学ア

カデミーが、その中心となっている。美術ア

カデミーでは展示やセミナーなどの開催のほ

か、フェローシップ制度による研究奨励金の

支給、賞にともなう賞金の授与などを行って

いる。美術アカデミーはニューデリー、カル

カッタとガリーに美術家養成スタジオを持ち、

その他数力所の都市にもセンターを持って活

動している。インド各地には国公立の博物館

や美術館も多く、それぞれに仏教美術や各派

の細密画、現代美術などのコレクションを誇

っている。また、博物館や美術館のなかには、

プネーのラージャー。ディンカル・ケールカ

ル美術館のように私人のコレクションを公開

したものもあり、美術の面でも民間のパトロ

ンは重要な役割をはたしている。

世界一の映画王国を

支える力としてのメセナ

芸術のなかでは最も新参者である映画は、

発明されてから今年で100年を迎えるが、イ

ンドでは当初から現在にいたるまで、大衆娯

楽の王者として絶大な人気を誇っている。イ
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ンドでは1912年から映画の製作が開始され、

翌、1913年 に国産映画の第1号『ハリシュ

チャンドラ王』が封切られた。神話や伝説が

豊富なインドでは、それまで伝統演劇でおな

じみだったそれらの題材をスクリーンに移し

かえることから映画はスタートした。こうし

て映画はたちまちのうちに人気を獲得し、ポ

ンベイ、カルカッタ、マドラスの3都市を中

心に映画産業が発達していく。1931年 のト

ーキー化当時に、すでに200本以上の映画が

製作されているが、独立後インド映画の製作

本数は年 増々加し、現在では800本から900

本の映画が毎年作られている。製作本数の最

高を記録したのは1990年で、948本 という数

はアメリカや日本の製作本数の3倍近くにあ

たる。

この約900本の映画のうち、9割以上の映

画は「商業映画」「定型映画」あるいは「娯

楽映画」とよばれる、歌と踊りが入ったもの

で、欧米映画のジャンル分けでいえば「ミュ

ージカル」にあたる。しかしながら、 トーキ

ー化以降インド映画は一貫してこのスタイル

を維持してきており、インドでは映画といえ

ば必ず歌と踊りが入るものという考え方が一

般的である。現在の「娯楽映画」には5、 6

曲の歌が入り、それらの歌は歌謡曲、ヒット

曲として音楽市場も席巻している。

これらの「娯楽映画」はインド国内で圧倒

的な支持を受けているほか、海外にも多く輸

出されている。シンガポールやマレーシアな

どインド系住民の多い東南アジア各国や、自

国の映画産業が未発達のアラブ、アフリカ諸

国、そして社会主義国として友好関係にあっ

た旧ソ連、東欧諸国に加え、近年は中国も重

要な輸出先になってきた。また、映画のほと

んどはビデオ化され、世界各国に輸出されて

インド系住民を中心に楽しまれている。さら

にここ数年でめざましい変化をとげた国営テ

レビや衛星テレビ放送は、多くの映画関連番

組を持っており、ソフト提供料などが映画に

流れ込んでいる。

このように一大産業として成り立っている

「娯楽映画」に対し、日本で一番知名度のあ

るサタジット・レイ監督の『大地のうた』

(1955)の ような作品は「芸術映画」と呼ば

れ、採算ははじめから度外視されている。サ

タジット・レイ監督の作品にしても、ベンガ

ル地方では映画館で上映されるものの、ほか

の地域では一般公開されることはまずなかっ

た。70年代に入ると「芸術映画」は「ニュ

ー・シネマ」とも呼ばれるようになり、娯楽

的要素も取り入れて一般公開される作品も出

てきたが、ほとんどの作品は国内外の映画祭

で上映されるのみにとどまっている。

「芸術映画」の製作費は、監督やプロデュー

サーが個々に資金調達をするか、国や州政府

の出費に頼ることも多い。州政府のなかでは、

左翼政権が何度も誕生している西ベンガル州

が、州民啓蒙のために積極的に映画を製作し

ており、州外の監督も起用して優れた作品を

生み出している。国の機関では、映画金融公

社とインド映画輸出公社が1980年 に合併し

てできた映画開発公社 (National Film

Development Corporation=NFDC)力 ヽ

映画製作への資金援助を行っている。

NFDCの製作資金援助の方法は何通りか

あり、製作資金の低金利貸し付けや、製作資

金提供の見返りに国内外の配給権をNFDC
が持つ、といった方法から、NFDC自体が

プロデューサーとなって映画を製作するやり

方まで、監督側の意向を尊重して決められて

いる。NFDCの関係者によれば、出費する



場合は脚本審査をするが、それは脚本の出来

不出来を検討するだけであって、内容は間わ

れないという。事実、NFDC制作の映画の

なかには、鋭い政府批判が込められたものも

数多くある。

NFDCとならんで、映画振興をになう中

心となっているのは、毎年国際映画祭と国内

映画祭を主催し、国内映画祭では優秀映画賞

をはじめとする各種の賞と賞金を授与してい

る映画祭事務局である。95年に第26回を迎

えたインド国際映画祭は、毎年各都市のもち

まわりで開かれ、州政府や地元の映画産業界

もさまざまな形で協力している。また、国際

映画祭で上映されたり、国内映画祭で賞を授

与されたインド映画は、映画館で上映される

場合入場税が免除される。インドの映画料金

ジャカルタ日本文化センターの役割

当センターは、日本と諸外国との文化交流

の実施機関である国際交流基金 (The

Japan Foundation)が世界16都市 (1995

年3月現在)に設置してきた海外事務所の一

つとして、1979年 インドネシア共和国の首

都ジャカルタに、図書館や日本語教室、展示

ホールなどの付属施設を持つ日本文化センタ

ーとして開設された。以来、そのインドネシ

ア語訳であるPusat Kebudayaan Jepang

の名前でインドネシアの人びとの間で親しま

れている。

その事業の中心は日本文化のインドネシア

ヘの紹介や日本語普及、日本研究の促進にか
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は、現在高い席で30ルピー中
、安い席で10ル

ピーであるが、そのうちの約4割が税金とな

っている。無税になれば料金は半額近くとな

り、たとえ「芸術映画」でも客を映画館に招

き寄せることができるわけである。

このほか、映画関連の国立の機関としては、

映画の保存と研究を目的に設立されたインド

国立映画資料館、映画人を養成するための映

画・テレビ研究所、政府広報映画やニュース、

ドキュメンタリー映画などを制晰乍する映画局、

子供向け映画の制作。配給。上映を行い、児

童映画祭も主催する児童映画協会などもある。

世界一の制‖乍本数を誇るインド映画の隆盛は、

こういう政府の保護・振興制‖乍にも支えられ

ているのである。

*|イ ン ドル ピー =3.04円

かわるものだが、近年はその活動範囲を徐々

に広げ、インドネシア文化の日本への紹介や

インドネシア国内文化振興、さらには他国

(と くに近隣のアジア諸国)と の間の文化交

流への協力なども実施するようになってきた。

インドネシアの文化を支援する機関の一つと

みなされるようになり、日々 寄せられるさま

ざまな分野にわたる要請書からそのニーズの

大きさを実感する次第である。

ここでは、こうした日本文化センターのさ

まざまな事業や活動を通じてかいま見たこの

国の芸術文化をとりまく状況を、簡単に記し

てみた。とくに本格的調査を実施したわけで

はなく、必ずしも全体像をとらえたものでは
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ないが、インドネシアの文化。芸術に関する

1つの情報となれば幸いである。

芸術文化をとりまく時代状況

首都ジャカルタの変貌

約1億8000万人といわれるインドネシア

共和国の人口のうち、約6レ ―ヾセントの人

びとが密集するジャワ島に位置する首都ジャ

カルタは、それ自身で1000万近くの人口を

擁する。1980年代後半からの急激な経済発

展が、この東南アジア随―の大都市の景観を

時々刻々と変えつつあるが、これにともない

人びとの暮らしぶりや生活様式にも著しい変

容が生じ、それが社会のさまざまな面に現れ

てきたのが90年代の状況といえる。

西はスマトラから東はイリアンジャヤまで、

1万3000を超える島々からなるこの国は、

ジャワ人、スンダ人、プギス人、 ミナンカバ

ウ人、バリ人等々、固有の歴史と伝統文化と

言語をもつ250以上の民族から構成されてい

るが、その首都ジャカルタは、共和国独立宣

言後50年を経過した今、国内各地のさまざ

まな民族が集まり定着するなかで、同国内で

も独特な文化的位置づけを得るに至っている。

こうした要素が絡み合い、現在のジャカル

タにはたとえば次のような新たな文化状況が

生まれている。

・インドネシア語が、ジャワ語やスンダ語。

英語。ジャカルタ方言その他さまざまな要

素を取り込みつつ、ジャカルタでの各民族

間 (中国系インドネシア人を含む)の共通

百語としての地位を確立し、これを前提と

した独自の都市文化が成立しつつある。
。これが、テレビやラジオ番組。映画・歌謡

曲。漫画。雑誌。新聞などを通して、知識

層や富裕層だけでなく大衆層まで浸透する

とともに、ジャカルタが発信地となり全国

規模でインドネシア語による情報が同時的

に広まっていくようになった。

・経済の活況と中流層の拡大により、ジャカ

ルタでは、近隣のアジアの大都市と共通の

都市文化としてのライフスタイルカミイメ

ージとして現実のものとなってきた。同時

に、アメリカや日本などの外国文化がテレ

ビ番組や映画・音楽・アニメ・漫画・ファ

ーストフードなどを通じて大量流入し、と

くに若者の間の娯楽の中心となっている。
。経済の急激な発展により貧富の格差が拡大

するとともに、高い購買力をもつ富裕層を

対象とした芸術文化の商fシ lヒがIニイ子してい

る。例 :国内外の美術作品の価格の高騰、

外国有名歌手のコンサートやディナーショ

ウのチケットの沸騰、プロードウェイミュ

ージカルのシンガポールヘの観劇ツアーの

人気、など。
。上記のような状況が進行するとともに、1親

の世代が地方からジャカルタに出てきた、

いわゆる2世 。3世の層が増大するにとも

ない、ジャカルタにおいては地方文化の存

在感が次第に希薄になってきている。その

一方、全国のさまざまな民族の伝統文化が、

舞台芸術や結婚式などの形をとって表現さ

れ、ジャカルタが一種各民族文化のショウ

ケース的場として機能している面もある。

地方文化の状況

ジャカルタでの状況の変化と軌を―にして、

地方都市や農村でも、経済開発の進展が景観

の変化や共同体的社会の変質をもたらすとと

もに、マスメディアを通じたインドネシア語

文化の浸透と、
‐
首都から流入する都市文化の

強い影響がみられるようになってきた。各地



方でそれぞれの言語文化のもとに代 伝々承さ

れてきた伝統芸術文化のなかには、こうした

社会変化の波をのり越えテレビに取り上げら

れたインドネシアの代表的芸術文化として盛

んに海外に紹介され派遣されるようになって

きたものもあれば、その波をもろにかぶり社

会的存在基盤や観客を失って衰退の危機にさ

らされているものもある。が一様にいえるこ

とは、地方におけるこうした変化も1980年

代後半以降きわめて急激に展開しており、一

部の知識人やNGOな どが強く意識し警告を

発したり調査を試みたりしているものの、多

くの場合気づかれぬうちに状況がもはや後戻

りできないところまで進んでいると考えられ

る。

その一方で、バンドンやジョグジャカルタ、

ソロ、バリ、パタンなどでは、固有の伝統文

化をベースにそれぞれの個性を保ちつつ表現

活動をつづけている芸術家も多く、重要な現

代芸術の働きも次々に生まれ、むしろ首都の

急激な変化から一歩距離をおいたところで芸

術文化活動の充実がみられるのがインドネシ

アの黎H数ともいえよう。

芸術文化支援

次に、こうしたなかでのインドネシアの芸

術文化支援の現状について、公的セクターと

民間セクターとに分けて触れてみたい。

公的セクター

インドネシアの芸術文化政策は、共和国政

府と州政府が中心となって進めている。また、

公的資金援助により設立された文化センター

や文化機関が芸術文化の各分野での具体的な

支援活動を行っている。

・教育文化省文化総局

3● メセナ・ワールト・レポート

中央政府部内で芸術文化政策を扱う中心的

機関は、教育文化省文化総局である。同局は、

歴史的伝統文化局、芸術局、博物館局、考

古。文化遺産局、唯一神信仰振興局の5つか

らなり、現代芸術 (舞台芸術・美術など)は

芸術局が担当している。ちなみに1994年度

の同省の予算は国家予算全体の7.7%、 その

うち文化総局予算は約3%と なっている。

1994年 4月 に始まった第6次国家開発 5カ

年計画のなかには、教育文化における重点政

策として、中学校の義務教育化の推進ととも

に、自国の優れた文化や伝統的価値の保護・

振興とそれに基づくインドネシア国民文化の

確立がうたわれている。それによると、経済

発展による社会変化を見越し、国民の一体感

やアイデンティティの確立と国家の安定のた

め、全国各地の豊かな伝統文化の保存・振興

や相互交流を進めるとともに、自国文化の発

展に資する外国文化の摂取を目的とした文化

交流の促進などにより、国民文化の発展をめ

ざす、とのことである。

教育文化省は全国27州に支部を持ち、上

記の目的に従ってさまざまな文化振興事業を

行うほか、主要都市にある国立芸術教育機関

(ISI,ASTI,ASKI,ITBな ど)を通じ伝統

芸術。現代芸術両方の教育。研究を実施して

いる。このうち、唯一の国立総合大学である

IsI(ジ ョグジャカルタ)は、美術学部 (純

粋芸術、デザインなど)、 舞台芸術学部 (ガ

ムラン、ワヤン、演劇、舞踊、民族音楽、洋

楽)、 記録芸術学部 (テ レビ。写真)の 3つ

から構成されている。

また、文化総局は、毎年ジャカルタで全

27州の伝統音楽・舞踊が一堂に会して行われ

る民族芸能祭を主催しているほか、国立博物

館や美術館などで民族文化や美術の展覧会を
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開催している。さらに、本年 (1995年)は、

独立50周 年を記念して文化総局が2つの大

型国際芸術祭 (非同盟諸国現代美術展および

アート・サミットー 舞踊音楽芸術祭)を主

催する計画が進められている。

国の芸術文化施設としては、国立博物館と

美術館があるが、国立劇場はない。また、他

国に見られるような国立民族舞踊団といった

ものは、つくられていない。

なお、教育文化省のほかにも、観光通信省

などが間接的に文化振興に携わっているが、

特に映画・ビデオ・アニメーションなどの映

像芸術と放送 (テ レビ・ラジオ)については、

新聞・雑誌などのマスメディアとともに情報

省が管轄し、検閲と振興政策を実施している。

・州政府と地方都市のタマンプダヤ

全国27州がそれぞれ独自の文化振興政策

を実施している。とくに力点のおかれるのは

固有の伝統文化や言語文化の保存・振興と考

えられる。地元の芸術家 (特に民族芸術グル

ープ)の海外や首都での公演に際しては、州

政府が援助することも多い。

一方、タマンプダヤと呼ばれる芸術文化セ

ンターが各州におかれ、舞台芸術や映画上映、

展示、セミナー、ワークショップなど芸術文

化活動の場になっている。その事業内容はま

ちまちだが、近年目立った例としては、中部

ジャワのソロのタマンブダヤが1993年全国

演劇会議を開催したのにひきつづき、1994

年にはパフォーマンス・アートと現代美術を

中心とした現代芸術祭を実施、シンガポール

やマレーシアからも参加を得て大きな注目を

浴びた。同94年、隣りのジョグジャカルタ

では、恒例の美術ビエンナーレの一環として

国内の若手作家によるインスタレーション作

品力ヽ時集されたが、同年スマトラ南部ジャン

ビのタマンブダヤでは「全スマトラ美術展」

が開催された。バリ州政府がバリ・アートセ

ンターを舞台に毎年開催するバリ芸術祭は島

内各地から伝統芸能の腕自慢が参力欧 観光客

にも人気の高い行事となっている。

・ジャカルタ市の文化支援

ジャカルタ特別市 (DKI)は、1960年代

後半にTIM(タマン・イスマイル。マルズ

キ ジャカルタ芸術センター)、 そして1975

年にはシネマテーク・インドネシア (SI)

という、当時の時代背景から考えれば先駆的

ともいえる芸術文化機関を設立し、現代芸術

の振興と芸術家の育成および映画芸術の保

存。振興のための支援に着手した。これらの

機関は、当初全面的に市の援助を受ける形で

運営されていたが、その後特に1980年代以

降これが大きく制限され、組織形態や財政基

盤の変容を経ながらも、ジャカルタそしてイ

ンドネシアの芸術文化にとり重要な存在とし

て今日まで積極的な役割をはたしている。

また、ジャカルタ市立博物館のうち、ワヤ

ン博物館や染織物 (バティックなど)博物館

などでは、伝統芸術の保存・紹介事業力γ子わ

れている。

このほかに、ジャカルタ市は青年演劇祭を

定期的に開催しているほか、ジャカルタ国際

ジャズフェスティバル (JAK JAZZ)やジ

ャカルタ。ビエンナーレ (現代美術展)、 イ

ンドネシアン・ダンス。フェスティバル

(IDF)、 ジャカルタ国際舞台芸術祭など、

市内で■われる主要な芸術祭に資金援助をし

ている。

一方、オランダ植民地時代につくられ、共

和国独立後は映画館として利用されていたジ

ャカルタ芸術劇場が、1987年 にジャカルタ

市の援助により舞台芸術のための劇場として



本格的な活動を開始、現在国内外の舞踊芸術

公演を活発に行っている。

・タマン・イスマイル・マルズキ (TIM)

とジャカルタ芸術財団 (YKJ)

インドネシアの代表的現代文化センターと

いえば、TIMであろう。TIMは、ジャカ

ルタ市長により1968年 に設立された現代芸

術および伝統文化のための総合芸術文化施設

で、公園のなかに4つの劇場、3つの展示会

場、文学資料館、プラネタリウム、芸術家の

ための宿舎、そしてレストランや売店があり、

多様なジャンルの事業が活発に行われている。

事業内容の多くは、映画・音楽・美術・演

劇。文学など各分野の芸術家が運営するジャ

カルタ芸術評議会 (DKJ)の決定にまかさ

れ、ジャカルタや地方から集まる新進・ベテ

ランの芸術家の表現の場または実験の場とし

て、過去25年余にわたリインドネシア現代

芸術の展開の舞台となってきた。また、隣接

して、ジャカルタ芸術大学 (IKJ 美術学部、

舞台芸術学部、映画テレビ学部からなる私立

大学)がやはリジャカルタ市の財政援助によ

りつくられ、各分野の第一線で活躍するアー

ティストが直接指導にあたり学生たちが日夜

創作活動に励んでいる。

前述したように、TIMは当初ジャカルタ

市の全面的支援を受けて運営されていたが、

その後援助が大幅にカットされ、1980年代

には財政的にきわめて困難な時代を迎えた。

1989年からは、TIMと IKJの財政基盤の

強化を目的としてジャカルタ芸術財団

(YKJ)が設立され、より自由に民間の資金

援助が受けられる形になっている。現在では

市の補助金はその運営経費の一部にとどまっ

ており、維持費や広告費、各事業の制作費を

捻出するために、施設のレンタルや商業映画

30メセナ・ワールド・レポート

館・レストランの導入、事業ごとの民間スポ

ンサーの募集、年会費制による会員制度の導

入 (個人・法人対象)、 外部スポンサーとの

共催による芸術祭の企画など、さまざまな経

営努力を行っている。こうしたなかから

TIMと しては、経常経費以外に個別事業の

制作経費の約2割を負担するかたちで、芸術

グループ支援をしている。

1980年代後半からのジャカルタの社会変

化に対応すべく、TIMも 事業内容と運営の

両面においてシフトチェンジを求められてい

るといえよう。

・外国文化機関の役割

プリティッシュ・カウンシル (英 )、 ゲー

テ。インスティテュート (独)、
エラスムス

ハウス (蘭 )、 CCF(仏 )、 や国際交流基金

ジャカルタ日本文化センター (日 )な どはい

ずれも自国の文化紹介と言語普及を第一義的

な目的としている外国文化機関であるが、イ

ンドネシアではむしろ現代芸術振興や伝統文

化保存といったインドネシア文化の支援に比

重を置いた事業が行われる場合が多い。自前

のホールがインドネシア芸術家の発表の場と

して頻繁に活用されているのみならず、ワー

クショップやセミナー、舞台公演、展示、映

画、専門家の派遣、自国への招聘、出版その

他を通じてより積極的な文化支援活動が展開

されている。芸術文化関係者にとっても、資

金的裏づけをもつ外国文化機関への期待は大

きい。

また、先進各国政府がインドネシアで実施

している経済援助のなかにも、劇場などの文

化施設の建設、照明・音響機材や書籍・映画

などの保存機材の提供などといった、広い意

味での文化協力。文化支援が含まれていると

いえよう。
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民間セクター

近年は民間セクターによるスポンサーシッ

プの割合が高まり、ジャカルタなどの大都市

では企業名の入った宣伝用垂れ幕やTシャツ、

ポスターなどを目にすることが日常的光景と

なっている。その中心は、テレビ番組や大規

模なスポーツイベント、有名歌手による大型

コンサートツアー、ジャズクラプでの外国ミ

ュージシャンのライヴなど、都市に住む富裕

層や中流層をおもなターゲットにしたもので

ある。

なお、本年はインドネシア共和国独立50

周年にあたり、これを祝賀するさまざまな行

事が民間スポンサーにより華々しく展開され

る可能性もあろう。

ここでは、芸術文化の分野に絞った民間セ

クターによる文化支援の事例をいくつかあげ

てみたい。

・マスメディア

数多く発行されている新聞や雑誌のあいだ

で、さまざまな形の芸術支援力γ子われている。

たとえば、次のような例がある。

【コンパス紙】ジャカルタとジョグジャカル

タに独自の文化ホールを持ち、美術展や漫画

展、セミナーなどを主催。また、伝統文化と

現代芸術の融合を試みた舞台芸術などを支援。

出版部門は、インドネシア文学の出版を積極

的に行っている。

【レパブリカ紙】現代舞踊や現代演劇公演、

詩の朗読会やワヤン上演、インドネシア映画

の上映などを含む芸術祭 (ス ニマニア)を

TIMにて主催。

【ジャカルタポスト紙】インドネシアのオー

ケストラの公演をスポンサー。

【フェミナ誌】舞踊公演などをスポンサー。

民間の財団

米国のフォード財団が、幅広い分野で文化

支援や文化保存協力をすすめているほか、 ト

また、女性をテーマにした芸術祭の開催を計

画。テレビやラジオも、:番組を通した紹‐介だ

けでなく事業そのものを主催したり支援した

りする場合もある。特に大型コンサートでは、

RCTIや SCTVな どの民放テレビ局やFM
ラジオ局の協力が二般的となっている。
。一般企業

最も多くみられるのは、たばこ会社による

スポンサーシップである。近年TIMで実施

されたベンケル劇団やコマ劇団などの著名劇

団の公演は、いずれもたばこ会社力滅こ援する

形でイ予われた。また、数万の若者を動員でき

るジャカルタの年中行事 となったJAK
JAZZ(ジ ャカルタ国際ジャズフェルティバ

ル)も 、たばこ会社の大ロスポンサーがつい

ている。

また、子ども向けの催しをスナック菓子会

社がスポンサーする例もある。財閥・銀行な

ども、広告を出すなどの方法で支援すること

は多い。

映画の分野では、TPIな どのテレビ局が

支援したり外国のフィルム会社が協力したケ

ースがある。

ガルーダやスンパティといった航空会社の

協力により、国内外の巡回が可能となるケー

スも、文化支援の一形態といえよう。

また、外国企業が支援する外国の芸術グル

ープ (オーケストラほか)の コンサートなど

も時折ジャカルタで実施されている。

これらの例のほかにも、さまざまな形態で

の財界による芸術家支援が行われていると考

えられ、今後の展開が斑府される。



ヨタ財団や住友財団などがその助成プログラ

ムを通じ間接的な形での文化支援、研究協力

を行っている。また、インドネシアの財団で

あるロンタール財団やスジャティ財団のよう

に、自国の伝統文化や各民族文化の保存・振

興、記録などに力を入れ、そのためのスポン

サー集めなどを行っているところもある。民

族文化や伝統文化の保存・振興については、

イスラム教を中心としたものを含め、さまざ

まな角度から支援活動を行っているNGOな
ど民間団体が各地に存すると思われる。

・芸術の受け手としての客

地方の共同体社会においては、芸能や民族

文化はとくにお金を払って楽しむものではな

く、生活の一部や儀式の一環として現在まで

そのまま受け継がれている場合もあると思わ

れるが、都市部では、芸術文化も基本的には

代金を払って享受する形で存在しており、客

の側も入場料を支払ったり作品や本を購入し

たりすることで文化支援の一端をになう形と

なる。とくに最近のジャカルタでは、美術作

品の価格やコンサート、映画、舞台芸術の入

場料の上昇が著しいが、高いお金を払ってで

もその公演を観たいとか作品を買いたい、と

いった経済的ゆとりのある層が増えてきてお

り、一部の富裕層にとどまらないより幅の広

い層の客 (ま たは享受者)に よる芸術文化の

経済的サポートという現象が、徐々に現実の

ものとなりつつある。

支援を受ける側のおかれた状況

以上、芸術文化支援の現状を
'概
観してきた。

では、インドネシアの芸術文化をになう人び

との側からみた場合、文化支援の現状につい

てどんなイメージが描けるだろうか。

まず、表現および言論の自由が制限されて
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いることに起因する問題がある。開発をキー

ワードに経済優先政策を採ってきたインドネ

シア政府は、次第に表面化する社会の歪みや

急激な状況変化にともなう痛みに敏感な問題

意識をもった芸術家の表現活動に、厳しい対

応を示している。映画は検閲を受けなければ

ならず、展示・公演なども事前の催し許可が

なければ実施できない。これにより、芸術家

の表現が自己規制を余儀なくされているとい

えよう。経済的な文化支援もこれと無縁では

ない。公的セクターの支援はもちろんのこと、

民間セクターによる支援も、こうした危険

(催 し許可の取消しや上映。発行禁止など)

のないものに限られがちなのは、ある意味で

は必然的なことともいえる。

つぎに、多くの国でいえることだが、公的

文化支援は増大するニーズに対しては十分で

なく、一方、民間スポンサーは人気のあるも

の、著名なもの、または多数の動員が見込め

るものに集中する傾向がある。マスメディア

にのりにくい伝統文化の保存や各言語文化の

振興、現代芸術の新たな試みや実験、倉引乍活

動などといったことには、なかなか支援が得

られにくい。

インドネシアは、日本軍による占領から解

放された直後に独立を宣言してから、今年で

50年目を迎える。イスラム教を中心とした宗

教的価値観の保持や、国民文化の確立、伝統

文化の保護。振興などが求められる一方、衛

星放送や映画・漫画・雑誌などを通して流れ

込む外国文化や急速な経済発展が、インドネ

シアの芸術文化を取り巻く状況を否応なしに

大きく変えようとしている。

いろいろな課題を抱えつつも、新たな環境

を積極的に取り込み、よリダイナミックにそ

してより魅力的に発展していくインドネシア
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の文化の豊かさを信じて、わがジャカルタ日

本文化センターもインドネシアの人びととと

もに、息の長い文化支援のありかたを探って

いきたい。

*なお、インドネシアの各芸術分野の状況に

関しては、ここでは触れないが、ご関心のあ

る方は、当基金アセアン文化センターの種々

の情報をご利用いただきたい。

(1995年 3月 高畑律子 言D

韓国企業 メセナ協議会事務局長

金 致坤

韓国政府の文化政策

1948年の建国後ほどなく、大韓民国は朝

鮮戦争 (1950～1953)に よる荒廃に直面し

た。にもかかわらず、建国当初より、国家に

とっての文化や芸術の重要性は強く認識され

ていた。朝鮮戦争のさなかでさえ、政府は

「文化保護法」を制定し、いくつかの芸術文

化団体を組織した。以来今日まで、中央政府

は文化政策を制定し、実施してきた。

1960年代の政府の政策は、伝統的な文化

史跡や建造物の復旧、国際的な音楽や映画の

フェスティバル、国内の民族芸能コンテスト

の開催、そして地方の芸術や文化行事の支援

に重点を置いていた。1970年代に、韓国政

府は長期にわたって芸術文化を振興する計画

を立てるとともに「芸術文化振興法」を制定

した。それらは国の文化〕証 をベースとして

韓国文化の育成をはかるものであった。また、

1990年 に文化省は「文化振興10年計画」を

策定し、国民が文化芸術活動に参加し、享受

する機会を提供しようとした。

1995年度の国家予算は、全体では前年度

より15.4%の びたが、文化予算は21.4%上

昇し、年間予算の0.5%に達した。金泳三

(キ ム・ヨンサム)大統領は、彼の任期中に、

それを1%に まで増加させることを約束して

いる。また朱撤植 (チ ョー。ドンシク)文化

スポーツ大臣は、新ルネッサンス運動を遂行

すると語っている。

芸術文化に対する公的支援

1994年に、6490億 ウォン拿が、韓国文化芸

術振興院の文化芸術基金のために拠出され、

その30.2%が芸術振興に、12.3%が映画に、

47.8%が投資運用の増加に当てられた。ま

た、韓国放送広告公社は、テレビとラジオの

広告手数料を放送や新聞のためばかりでなく、

芸術文化プログラムのためにも使っている。

海外における韓国研究への援助は、韓国国

際交流財団の主要な活動の一つである。当財

団は、海外のアーティストの韓国への招聘や

韓国の芸術の海外での展示に対する援助も行

っている。映画振興公社は、韓国政府と韓国

文化芸術振興院から映画産業援助のための資

金を得ている。オペラ。演劇や音楽の上演、

美術や書道の展示に関しては、ソウル・アー

トセンター (通称「芸術の殿堂」)が、その

施設を使って、さまざまな芸術文化事業の企



画や援助をすることでアーティストを助けて

いる。

企業の芸術文化支援

1940年 まで、韓国の企業の社会貢献は、

自然災害の救済を目的とする寄付に限定され

ていた。とはいえ、韓国の発展は継続し、よ

りいっそう多くの企業が、企業イメージの向

上をめざす努力の一環として、文化財団を設

立していった。

ソウルで開催された1986年のアジア大会

と1988年のオリンピックはともに、韓国企

業が芸術支援にまじめに取り組む絶好の機会

を提供した。この2つのスポーツ大会に付随

しておこなわれた芸術文化プログラムの総経

費の26%を経済界が提供したのである。

企業メセナは、主として以下の4つの方法

でなされている。第一は、企業による文化財

団の設立である。―夕」として、三星 (サムス

ン)グループが設立した三星美術文化財団を

あげることができる。三星グループのメセナ

の1つに、湖厳 (ホアム)美術館 がある。同

美術館は、有史以前の作品から現代まで、2

万5000を越える所蔵品を持ち、そのなかに

は、韓国政府によって指定された90以上の

国宝が含まれている。また20年以上にわた

り当財団は三星文学賞を授与しており、さら

に韓国映画の振興を目的とした大鐘賞 (テー

ジョンサン)映画祭の援助もしている。三星

グループは、世界的に著名なビデオアーティ

ス ト、ナム。ジュン。パ イクの「The

More,The Better」 と言う1300台のテレビ

を使ったビデオアート作品をソウルの国立現

代美術館に常設展示という形で提供している。

そしてさらに、ロンドンのヴィクトリア&ア

ルバート・ミュージアムのなかに韓国作品の
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常設展示室を創設するための資金を寄付した。

第二は、企業による文化施設の建設である。

韓国には、企業によって設立された23の美

術館が存在する。多くの美術館は、年間 5

～6つの展覧会を開催し、作品の収集や顕彰、

創作活動の育成などを行っている。韓国には、

美術館のほかに、156の博物館施設:があり、

そのうちの8%、 つまり13施設が企業によ

って運営されている。政府は、経済界がその

ような博彩強訪缶設を認むIしたり、ビジネスと

関連する同様の施設を設立することを奨励し

ている。

近:年、いくつかの大企業は、本社ビル内に

多目的ホールを建設した。それらの施設は中

,こ績『に位置し、広く一般向けに開放されてい

る。

これまでに41の企業が国内のさまざまな

都市に51の一般対象の図書館を建設し、

近々、さらにいくつかの図書館が建設される

ことになっている。

第三は、音楽、ダンス、演劇の公演、美術

展、そのほかの現代文化プログラムヘの資金

援助である。非常に大きな資金が、年間

3000を越える音楽の公演に提供されている。

そのなかには、26の芸術団体の、費用のか

かるオペラ公演が含まれている。

1988年のソウル。オリンピックの折のソ

ウル・オリンピック彫刻公園の建設は、韓国

を代表する企業グループによる共同事業の成

功を表している。現代 (ヒ ュンデ)、 大宇

(デーウ)、 三星、LG、 鮮京 (サ ンキョウ)、

双竜 (サ ンヨン)の 6つの企業グループは、

国陽寧秒'1彫刻シンポジウムと、シンポジウム

期間中に創作された36の作品を含む193の作

品からなる招待展示の費用を共同して負担し

た。なお、193の彫刻作品は現在もソウル・
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オリンピック彫刻公園に展示されている。

第四は、企業による芸術団体の運営や文学

雑誌の出版などの直接的参加である。大韓

(テーハン)教科書株式会社は、メセナ活動

の長い蓄積がある。韓国がまだ朝鮮戦争によ

る荒廃のさなかにあった1955年、同社は

「現代文学 (ヒ ュンデ・ムンハク)」 誌の創刊

号の出版費用を全額を負担する決定をした。

それ以来、とぎれることなく毎月号の費用を

負担しつづけており、1995年 3月 には実に

483号 日となる。この月刊誌を通して、528

人におよぶ小説家、詩人、批評家、随筆家が

世に出た。

現代文化プログラムヘの企業支援には、税

制上のインセンティヴが与えられている。企

業が文化財団へ寄付した財産や資金に対して

は、重相続税や贈与税が免除される。文化財

団が、営利事業が生んだ資金を文化的プログ

ラムに使う場合、利益の60%が税控除の対

象となる。企業が、特定の文化団体やプログ

ラムヘの使用を指定して「文化芸術基金」に

拠出した資金もまた税控除となる。企業が

「博物館・美術館振興法」に従って文化施設

を建設した場合、取得税、登記税、固定資産

税のような、地方税が免除される。

韓国企業メセナ協議会の設立

過去10年ほどの間に韓国の企業は、企業

イメージを向上させるために、芸術文化への

関心を高めていった。この傾向はとくに大企

業になるほど顕著である。しかしながら、韓

国経済界は、メセナ活動という純粋な貢献活

動にかならずしも満足しているわけではない。

なぜなら、他者のために行う行為は隠徳をよ

じとする伝統が残っており、また支援を受け

る芸術団体側もその事実を公表したがらない

ということがあるからである。また、メセナ

の増加にもかかわらず、そのような支援は必

ずしも生産性と完全には結びつかず、費用効

果が薄いという批判が存在する。

このような状況下で、ほかの多くの国々に

あるような、メセナを拡大し、実行するため

の組織を求める声が次第に高まった。1980

年代には、メセナを促進するための普及活動

が計画され、「文化芸術振興委員会」が設立

されたが、ほとんど成果をあげられなかった。

1990年代にも、国内にメセナを紹介する

努力はつづけられた。「韓国芸術文化団体総

連合会」は、経済界と芸術文化の長年の課題

について4つのシンポジウムを開いた。韓国

文化芸術振興院は、海外のメセナ活動の資料

を集め、その調査結果を出版し、韓国企業に

配布した。

1993年 12月 、金泳三大統領は、国民生活

をあらゆる観点から見直し、改革することを

主張した。そして、経済界のリーダーたちを

大統領官邸に招き、政治献金を中止し、その

かわりに資金を芸術文化支援に使うようにう

ながした。彼らはすでに芸術文化支援を行っ

ていたが、金大統領に勇気づけられ、1994

年4月 18日、韓国企業メセナ協議会を発足

させた。協議会には、現在167企業が参加し

ている。会員企業が芸術文化への支援を促進、

拡大するために、協議会は芸術文化団体のニ

ーズについての情報と資料を会員企業に提供

し、企業と芸術文化団体の協力関係の構築を

手助けしている。

韓国企業メセナ協議会は、「一企業、一芸

術文化プログラム」キャンペーンを実施し、

企業が特定の芸術文化プログラムを継続して

援助することを勧めている。企業の継続的な

支援を実現するためには、政府と協力して、



芸術文化を支援した企業に恩典を与えるべき

であると、協議会は確信している。協議会は

また、優秀で継続的なメセナ活動をしている

企業を定期的に顕彰することで、芸術文化の

振興への貢献力坤土会的認知を得られると考え

ている。現在、韓国企業メセナ協議会の基本

方針は、企業と芸術文化の継続的な関係を確

30メセナ・ワールト・レポート

実なものとするために、確固とした土台を築

くことである。ゆっくりとでも持続する支援

を発展させるためには、メセナ運動は一時の

きまぐれではなく、韓国の芸術文化シーンの

なかで不変的な一要素とならなければならな

い。

*100ウ ォン=10.918円
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マレーシ
クアラルンプール 日本文化センター

堀内文知

多様性のなかでの統一

クアラルンプールの中′Lヽ地、九セランゴー

ル競馬場の広大な敷地には、96年末に完成

すればシアーズ。タワーを抜いて世界一の高

層ビルになる88階450mの ペトロナス・ツイ

ン・タワーが建設中である。すでに半分がせ

り上がったツイン・タワーの偉容はまさに現

在のマレーシアの発展を象徴している。

建国37年を経過した多民族国家マレーシ

アでは、マレー人、中国人、インド人の三大

民族が政府与党 (BN/マ レーシア国民戦

線)を構成しているが、BNは現在東部のタ

イと国境を接するクランタン州をのぞく全州

を掌握し、マハティール首相のもとで安定し

た国内政治体制を維持し、西暦2020年 の先

進国入りをめざしている。4月 24、 25日 の

両日実施された第9回総選挙で、大方の予想

どおりBNが下院192議席のうち162議席を、

また、州議会394議席のうち339議席を獲得

して日到券した。

第6次マレーシア・プランの最終年にあた

る今年も経済は引きつづき好調で、94年の

経済成長率は8.7%、 一人あたりの所得は

3406米 ドル、物価上昇率は3.7%、 失業率は

3%で、高度経済成長のもとでのゼロ・イン

フレが可能であることを理論的に証明してほ

しいという首相の要請も真剣に取り組まれて

いる。

インドネシア、マレーシア、タイの成長三

角地帯では、労働集約型工業は南タイ、北ス

マトラに徐々に移行し、ハイ・テク産業はペ

ナンに集中している。この結果、100万人の

外国人労働者と200万人の密入国者がインド

ネシア、バングラデシュ、タイ、フィリピン

から流入し、医療費の不払い、5万 2000人

にのぼる移住者の子弟の教育費の支払いなど

深刻な社会的・経済的問題を引き起こしてい

る。政府は経済的な競争力を維持するため、

意図的に外国人労1動者を雇用しており、また、

彼らがいなければプランテーションは成り立

たず、消費者は自分でガソリンを入れなけれ

ばならず、子供のいる女性は外で働けなくな

るという現実の前に大きなジレンマを抱えて

いる。
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マレーシアには世界の植物相の10%、 動

物相の6.5%があるといわれ、「環境に優し

い質の良い開発」が求められている。しかし

ながら毎年40ヘクタールの森林が伐採され、

河川は年々汚染され、高原リゾートやゴルフ

場建設のため生態系は崩れ、「発展というコ

インの醜い裏側」である環境破壊は着実に進

行している。また、学校へ行かず、盛り場に

たむろする青少年は17万人を超える麻薬中

毒者の予備軍であり、政府も「ラカン・ム

グ」(ス ポーツ。文化活動を通じ青少年の健

全な発展をはかろうとする計画)を提唱して

いるだ効果は今一つである。現在マレーシア

では、教師と教室不足のため、小。中学校の

70%が二部授業であるが、次世代をになう青

少年の教育には細心の注意と多大の関心が持

たれている。小学校における理科の再導入、

中学校における創意工夫の奨励、高校では6

年次が廃止されジュニア・カレッジが設立さ

れる予定である。外国への留学生7万人、外

国からの留学生3000人 というアンバランス

是正のため、高等教育レベルでは英語の奨励、

外国の大学の分校設立も予定されている。ま

た、事実を暗記する力より知的技術や創造力

や精神面での能力を測るため、西暦2000年

までに小。中学校で試験に教科書を持ち込ん

でもよいとする大胆な試みも進行している。

95年度予算では4000億円が教育関係予算で

ある。

マレーシアの芸術・文化活動

昨年6月、61年に設立されたマレーシア

作家協会の主催でアジア作家会議がクアラル

ンプール近郊で開催され、中国、:米国、タイ

シンガポール、韓国、フィリピン、 ドイツ、

インドネシア、インドの作家とともに、日本

からは青野聡が招かれた。開会のスピーチで

アンワール副首相は、「現代アジアの大きな

皮肉は、偉大な′思想家とその作品はまず西欧

で評価されてからアジアの国で認められる、

ということである。20年前偉大な日本の作

家川端康成は、21世紀はアジアの世紀にな

るだろうと予言したが、アジアが世界文明の

主要なにない手になりつつある現在、意義深

いものであった。」と述べ、アジアのルネッ

サンスを提唱し、アジアの文明。アジアの価

値の再認識を強く訴えた。

マレーシアは憲法にも規定しているとおり、

議会制民主主義に基づいた立憲君主国である

が、イスラム教を国教としており当然芸術文

化活動に対しても宗教的価値が優先する。映

画のみならずテレビ、ラジオ、雑誌など印刷

物では暴力・ホラー・セックス (VHS)の

描写は禁止されている。情報省の検閲は外国

の映画などはもちろん、国内のテレビ番組も

その対象となっている。昨年7月、当地で開

催された日本映画祭で上映予定だった大島渚

監督の「青春残酷物語」が16カ 所のカット

を要求され上映されなかったケースや、最近

民放テレビの人気トーク・ショーに出演した

映画監督が、卑猥な言葉を使用したとして番

組そのものが放映禁止になってしまったケー

スもその一ワIである。

芸術文化活動は、映像関係など一部をのぞ

き文化。芸術・観光省および青年・スポーツ

省が実施しているが、文化的なインフラはま

だまだ整備されていない。たとえば、一昨年

8月 に初演した国立交響楽団は資金不足に苦

しんでおり、また、国立図書館は1975年 の

設立構想から20年をかけ、ようやく昨年12

月に完成した。国立劇場も当初の計画では来

年末の竣工が見込まれていたが大幅に遅れて



おり、完成は97年にずれ込む模様である。

国立劇場には音楽専用のコンサート・ホール

も付設され、国立交響楽団は国立劇場専属の

オーケストラとなる予定である。現在、政府

の所有する劇場は2カ所、いずれも400人前

後を収容する規模であるが、コンサート・ホ

ールがないため劇場で音楽会を実施している

状況である。冒頭で紹介したセランゴール競

馬場跡地開発計画には、97年末に800人収容

のコンサート・ホールの建設計画も含まれて

おり、あるいは民間のコンサート・ホールが

先にできるかもしれない。文化・芸術。観光

省は教育省、人事院と協力し、昨年7月ナシ

ョナル・アーツ・アカデミーを設立し、本格

的なアーティストの養成に乗り出した。音楽、

ダンス、舞台、クリエイティプ。ライティン

グの4学科に第 1期の学生61人が登録し4

年間のコースが始まり、2年制のコース、社

会人のためのコースの設置も予定されている。

この卒業生のなかから将来国立交響楽団のメ

ンバーとなる逸材も輩出されるだろう。また、

ごく最近の動きとしてマハティール首相は、

文化交流のための機関を創設する構想を発表

し、文化交流事業に本格的に乗り出した。

高い日本のプレゼンス

昨年8月、クランタン州のコタ。バルにオ

ープンした第2次大戦記念館の設立の一つは、

真珠湾を攻撃した1時間前に日本軍がコタ。

バルの海岸に上陸したという歴史的事実を広

く日本の人に知ってもらい、日本からの観光

客を誘致しようというものであった。記念館

には上陸地点に今も住むマレー人の写真と談

話が掲示されているが、驚くほど親日的なも

のであった。

今年 1月 の阪神大震災に関しマハティール

30メセナ・ワールド・レポート

首相は「食料水は欠乏したにもかかわらず人

びとは冷静であり、店は倒れたが略奪する者

や不正に儲けようとする者はなく、配給食料

を奪いあうこともなく、非難する政党もなく、

政党を非難するマスコミもない。太平洋戦争

で大敗した日本は現在最も発達した国の一つ

となったが、これはある程度日本人の持つ価

値によるものであり、マレーシアはこれらの

価値、質と態度を見習う必要がある。」と述

べている。

「東方政策」の考えは、82年 クアラルンプ

ールで開催された日本とマレーシアの経済委

員会の合同会議で、マハティール首相によっ

て表明された。マレーシアの国づくりのため、

日本人に見習うこと、とりわけ日本人の労働

倫理と価値観、仕事に対する態度、技術と経

営の実際を学ぶことにあった。83年から始

まった日本への研修。留学生は、現在研修 。

留学中の者を含め、94年末までで4184人 を

数える。「東方政策」では日本とともに韓国

も見習うべき国とされているが、忘れてはな

らないことは、「東方政策」はマレー人優遇

政策の一部であるということである。マラヤ

大学やマレーシアエ科大学に日本政府とマレ

ーシア政府が共同で設置した2年間の日本留

学予備教育プログラム遂行のため、日本の文

部省は教科の教師を、国際交流基金は日本語

の教師を派遣して「東方政策」を支援してい

るが、′恩恵を受けるのはマレー人だけであり、

中国人、インド人はまったくといっていいほ

ど関係がない。皮肉なことに、国際交流基金

の出先であるクアラルンプール日本文化セン

ターにある日本語センターの運営する日本語

クラスを受講する生徒は、その恩恵を受けら

れない中国人とインド人がほとんどである。

マレーシアの貿易額の20%を占める日本

27う
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は、最大の貿易相手国であり、また対外債務

の30%を 日本が占めていることも事実であ

る。たとえば、マレーシアの松下グループ

17社の全従業員は28,000人、グループの輸

出額はマレーシアの全輸出額の3.2%に相当

するといえばいかに日本のプレゼンスが高い

か理解できよう。しかしながら、現在このプ

レゼンス過多の軌道修正が徐々に進行してい

るのではないかと思われる。プロトン、カル

チルに次ぐ第3の国民車プロジェクトがフラ

ンスのシトロエンに決まったのも、日本離れ

が進行している証拠だとみる識者もいる。

APEC域内でのEAECの創設についての

日本の曖味な態度も不満である。今年は終戦

後50年を迎え、日本では8月が近づくにつ

れ戦争遂行責任問題が新聞紙上などでこれま

で以上に議論されるだろうが、マレーシアを

考える場合、以下の論調が参考になるかもし

れない。「マレーシアは、西洋に依存する植

民地政策を脱却するうえで日本と近隣諸国に

大きなお世話になっている。日本はもはやそ

の道義的負債を贖う必要はない。長年の気が

かりを克服する唯―の残された道はEAEC
への加盟である。」(1994年 8月 29日 New

strait Times紙社説)

日本企業の芸術 。文化活動支援

経団連傘下の14土は、マレーシア日本人

商工会議所 (JACTIM)を通じ、マレーシ

アにおける現代日本の理解促進を目的として

91年 1月 マレーシア戦略国際問題研究所

(Isls)内 に設立された日本研究センター

(ス テファン・レオン所長)に 対し、毎年

3000万 円、4年間で総額 1億2000万 円を拠

出した。95年から始まる第2期には、ISIS

支援企業は44土に増え、1社当たり年60万

円、1年の合計2640万 円、98年 までの4年

間に1億560万 円の拠出を決定している。

Islsは83年に設立された民間のシンク・タ

ンクで、政治。経済問題を中心に調査研究を

行い、政府の政策決定に関しても積極的に提

言している。日本研究センターは、研究プロ

グラム、公演シリーズ、ネットワーク・プロ

グラム、図書館の運営、日本に関する年次会

議開催の5種類のプログラムを実施してして

いる。

JACTIMは現在加盟457社 を数えるが、

文化面での貢献活動を目的として来年 1月

JACTIM財団の設立を予定している。傘下

の企業から毎年2400万 円を集め、うち1600

万円を事業費にあて、20年間で2億4000万

円の基金を創設しようとする計画である。事

業内容としては、教育 (ス カラーシップの供

与など)、 医療 (人工透析器の贈与)、 植樹、

国立交響楽団支援を4つの大きな柱とする予

定である。日本政府。政府関係機関の手のま

わらない部分へのきめ細かい支援力編十画され

ている。

また、ペナンでは 1昨年 トーレが 1億

6000万 円を出費してマレーシア・ トーレ科

学財団を設立し、科学。技術分野の著名な業

績に対する表彰、創造的な若い研究者に対す

る助成、中等教育の倉1雌的 。革新的教師に対

する助成などに年間1600万 円を拠出してい

るほか、アジアPHP研究所、日商岩井財団

なども独自に支援活動を実施している。

おわ りに
一

日本研究プログラムの

展開

今年 1月 17日 と18日、マラヤ大学芸術。

社会科学部日本研究プログラムが主催し、国

際交流基金が助成した「開発モデル :日本研



究の役割」と題する国際会議には、タイ、イ

ンドネシア、シンガポール、日本から6人の

スピーカーを含め150人が参力L基調報告は

国際日本文化研究センターの飯田経夫教授の

「日本の発展モデル」であった。日本研究で

は後進国のマレーシアで効果的な日本研究プ

ログラムを展開するにはどうすればよいのか、

日本研究では先進国の近隣諸国からそのノウ

ハウを吸収することも会議の目的の一つであ

った。93年 7月 に発足し、この7月 には3

年目にはいる日本研究プログラムは、過去に

30メセナ・ワールド・レポート

日本研究が根づかなかった苦い経験から、

1・ 2年では日本語を教えず、3年になって

はじめて日本語を必修とするというマレーシ

ア的な特殊カリキュラムを採用している。マ

レーシア人の日本雌 はわずか3人であり、

日本人客員教授の応援を頼まざるをえない状

況ではあるが、確実に日本研究者は育ちつつ

あり、若い有望なマレーシア人のなかに将来

の日本研究者を見つけることはさほどむずか

しいことではないだろう。
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フィリピ
前フィリピン日本大使館専門調査員

本多史朗

多様性に富むフィリピン文化

東南アジアの文化の特徴は、そのカラフル

な多様性にある。フィリピンもその例外では

ない。辺地の山岳地帯を中心に築きあげられ

た先イ主民の文イL南部ミンダナオ島を中心と

するイスラム文イL― 植民者スペインが持

ち込んできたラテン系の文イL次の植民者米

国が持ち込んできたアメリカ文イLそれらの

ラテン文化、米国文化の影響を色濃く受けつ

つも独自のものをつくりあげているマジョリ

ティのフィリピン人 (山岳地帯の先住民、イ

スラム教徒と区別するために平地フィリピン

人と呼ばれることが多い)の文イLそ して、

しばしば忘れられているが、料理をはじめと

するさまざまな側面で強い影響力を持ってい

る華人の文イLこれらの多様な文化から1つ

のまとまりと意味を持つ国民文化を築きあげ

ることは一 均質化され、まとまりの強い国

民である日本人には理解することがむずかし

いことだが一―容易なことではない。

この課題はすべての東南アジアの諸国に課

せられたテーマであるが、しかし、そのなか

でもフィリピンには特別な重荷がのしかかっ

ている。第一に国民文化の軸になりうる、伝

統文化のシンボルがない。あるフィリピン人

の知人が私に次のように語った「インドネシ

アにはボロブドゥールがあり、カンボジアに

はアンコールワット、タイにはアユタヤの遺

跡があり、それぞれ国のまとまりのシンボル

となっている。しかし、フィリピンにはその

ような伝統文化の遺産には恵まれていない」。

第二に、伝統文化の遺産がないため、植民

者が持ち込んだ外来の文化をみずからのアイ

デンティティの中心にすえぎるをえなかった

ことである。フィリピン人のアイデンティテ

ィの中心にあるのは、英語、カトリシズム、



276

*3r I sI u.natu]-

そして民主主義だとしばしばいわれる。また

筆者もそれを実感する場面にはたびたび出く

わした。フィリピンのナショナリズムを鼓吹

しようとする知識人層は、国語としてのフィ

リピン (タ ガログ)語の地位を向上させよう

という運動につとめていた力ヽ しかし、それ

に対しては英語を擁護する、ビジネス・セク

ター、学界をはじめとする広範な層からの抵

抗が強く、フィリピン語の国語化運動の進み

は遅かった。現在もフィリピン国内の主要日

刊紙はすべて英語紙である。また、カトリッ

ク教会の呼びかけに応えた一般市民が非暴力

で当時のマルコス政権を打倒した1986年の

2月政変をみてもわかるように、カトリック

教会は国家を時に上まわる支持を国民から得

ている。

民主主義については、リー・クヮンユー・

シンガポール前首相とラモス大統領の間の論

争力漏働きに新しい。米国に由来する議会制民

主主義が、フィリピン社会においては機能せ

ず、経済成長を妨げていると批判を加えたリ

ー首相に対して、フィリピンにとって民主主

義は犠牲にすることはできないものであると

ラモス大統領は反論した。このように、外来

の、そして普遍的なシンボルをみずからの旗

印に掲げることによって、フィリピンの文化

はアジアでも独特なコスモポリタンで開放的

な性格を持つ。しかし、その反面、ナショナ

リズムに基づく国民文化をつくることはむず

かしくなり、伝統文化の厚みがないことと相

まって、先住民の文化などのフィリピン固有

のものに対する軽視も避けたい。

つけ加えなければならないのは、カトリシ

ズム、英語、そして民主主義といったシンボ

ルは、フィリピン人がみずから選びとったも

のというより、スペイン、アメリカというか

つての植民者がフィリピン人を支配する道具

として持ち込んできたものにほかならない。

この事実もフィリピンの文化の発展に重荷と

なってのしかかる。

このようなむずかしさにもかかわらず、社

会の各分野で文化をつくりあげるために多く

のエネルギーを払っている芸術家たちがいる

のは、フィリピン文化の未来を考えるうえで

の励ましだろう。

小説家では「民衆」、「仮面の群」などで、

貧困、スペイン系エリートの腐敗、都市と農

村の対立といった主題に精力的に取り組むシ

オニール・ホセ。同化の進むなか、みずから

のアイデンティティを捜し求める第二、第二

世代の華人系フィリピン人のセンティメント

を鮮やかな心理描写―魯迅を思わせるという

評もある一で描き出す若き短編レ」ヽ説家チャー

ルソン・オン。映画監督では、日本でも近年

評価が高いキドラット・タヒミック、現在は

寡作ではあるが、1992年 に行われた東南ア

ジア映画祭に出品されたインドネシア、タイ、

日本の映画人とともに制作したオムニバス映

画「サザン・ウィンズ」のなかで、最も異彩

を放った作品「アリワン・パラダイス」を監

督したマイク・デ・レオン。

それから不幸にして1991年 に52歳で交通

事故死したが、名作「光る爪」で知られるマ

エストロ、故リノ。プロッカ監督も忘れるこ

とはできない。

音楽家では、少数民族の楽器、音楽技法を

生かしながら、環境問題、人権殿礎:な どに意

欲的に取り組むグループであるジョーイ・ア

ラヤとバーゴン・ルーマッド。やはり、同様

に社会的イシューに関心の高いスーザン・マ

グノ、カリーナ。ダヴィッド、レスター・デ

メティリョらのグループ。南部ミンダナオ島



に伝わるイスラム系の音楽を取り入れること

に熱心なエドルー・エイブラハム。

歴史家では、その代表作「受難詩と革命」

で植民地期のフィリピン民衆の自由への希求

を叙事詩的に描き出したことで知られるレイ

ナルト・イレトー。

また、ルソン島北部の先住民が多く居住す

る高原地帯にあるバギオ市に本拠地をおき、

モダン・アート、絵画、映画など幅広い分野

で先住民の伝統文化に関心を持つ芸術家たち

の集まりであるバギオ・アーツギルドの存在

も重要だろう (残念なことに、このバギオ・

アーツギルドの中心人物の一人である、国際

的にも高い評価を受けたアーティスト、ロベ

ルト・ヴィリャヌエバ氏は今年2月 に死去し

た)。

これらの人びとの作品は、いずれも、フィ

リピン社会が抱える、植民地支配の遺制、支

配層の腐敗、広範な貧困、人権抑圧といった

問題に直接、間接に取り組むと同時に、フイ

リピンのアイデンティティのあるべき姿を模

索している。

政治的混乱と芸術

これら芸術家たちが最も活発に創作活動を

行ったのは、フィリピン社会の抱える矛盾が

最も劇的なかたちで明らかになったマルコス

政権期、特に1972年 に布告された戒厳令か

らアキノ暗殺を経て、1986年のマルコス政

権の崩壊にいたった時期だろう。1980年代

後半からはアキノ政権による政治的自由化に

もかかわらず、経済再建策の停滞、相次ぐク

ーデターによる政治的混乱、そして冷戦の終

結による′思想的混乱などの理由もあって、文

化的創作活動には以前の活発さがやや見られ

ないような印象を受けた。

30メセナ・ワールト・レポート

しかし、その一方で、また新たな展開もあ

ったように思われる。上記の芸術家たちでも

年長の世代は西洋的な技法を習得して、それ

を用いて、フィリピン社会の矛盾を指摘する

ことに鮮やかな腕のさえを見せていたが、必

ずしもそこにフィリピン独自のアイデンティ

ティは濃厚に表出されてはいなかった。だが、

より若い世代は、同様に西洋的技法を学びな

がら、少数民族のコスモロジー (ロベルト・

ヴィリャヌエヴァ、ジョーイ・アラヤ、バギ

オ・アーツギルド)、 華人の口述伝承 (チ ャ

ールソン。オン)、 イスラム系の音楽 (エ ド

ー・エイプラハム)、 カトリック系常民層の

民俗宗教の伝承 (レ イナルト・イレトー)な

どの伝統文化―それは先に述べたように多様

なものだが―を積極的にみずからの表現のな

かに取り入れるようになっている。これは、

今後のフィリピン文化の発展、フィリピン。

アイデンティティの模索を考えるうえできわ

めて重要な実験と思われる。

政府と企業における芸術作品

しかし、現在のフィリピン文化のにない手

たちのことを考える際に憂慮すべきなのは、

その財政的な困難であろう。1980年代はじ

めまではフィリピン経済の状態は比較的良好

で、また、イメルダ夫人力ヽコ1威発揚のために

芸術活動支援に関心があったこともあり、そ

れなりの支援が政府の側からあったという。

マニラ国際映画祭が開かれたのもこの時期で

ある。

しかし、1983年 のベニグノ。アキノ氏暗

殺以来フィリピン経済は事実上破綻し、この

経済的停滞はアキノ大統領就任後も、政情の

不安定と相まって長く尾を引くこととなる。

悪いことに、政敵のイメルダ夫人が文化への
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パトロン活動に力を入れたことは、逆にアキ

ノ大統領をその種の支援から遠ざけ、結果と

して政府からの財政的支援は1986年 の民主

化以降むしろ低下したという。

1960年代末に設立された国立フィリピン

文化センターは、その当時の日本ですらまれ

にしか用いられることがなかった、最ガ報兜の

コンピュータを利用した劇場照明設備を有し

ていたというが、20年以上が経過した現在

もその設備はほとんど改良を加えることなく

そのまま用いられている。また、国立図書館

からは、ホセ。リサールの自筆の原稿を含む

貴重な歴史的資料が密かに売りに出されてい

るという悲しむべき噂もある。

このような現実に対して、慢性的な財政的

困難に苦しむフィリピン政府からの支援は微

弱であり、今後も当分の間この状況は容易に

好転しないと思われる。これに比べると、む

しろビジネス・セクターの方が文化活動への

支援は積極的である。フィリピン史のジオラ

マを展示していることで知られているアヤラ

博物館を運営するアヤラ・グループ。このア

ヤラ。グループの総帥ハイメ・ゾーベル・

デ・アヤラはみずからも写真家として写真集

を出版している。首都圏のビジネス街マカテ

ィに貴重な公演用ホールを持っているフィリ

ピン国際商業銀行。放送文化振興のための財

団を持つABS― CBNグループ。このグルー

プを経営するロペス・グループは、最新鋭の

技術水準を持つフィリピン最大級の劇場メラ

ルコ・ホールも運営している。

また、学術面では、フィリピン屈指の華僑

の一人であるアルフォンソ・ユチェンコは、

最近、デ・ラサール大学にアジア研究センタ

ーを寄贈した。これらの支援活動は、いずれ

もフィリピンの文化関係者にとって欠かすこ

とができないインフラ・ストラクチュアを提

供している。

しかし、このような支援活動も全体として

はとても十分とはいえない。そこで、重要な

役割をはたしているのが外国系の財団、国際

交流機関である。フィリピン人芸術家の海外

への招聘、外国人芸術家のフィリピンヘの紹

介、若手芸術家への奨学金の提供、あるいは

展覧会、演奏会の後援といった純粋な文化交

流の面ではプリティッシュ・カウンシル

(英 )、 アリアンス・フランセーズ (仏 )、 ゲ

ーテ・インスティチュート (独)、 トマス・

ジェファーソンセンター (米 )、 セルヴァン

テス・インスティチュート (西 )、 オースト

ラリア文化センター (豪)と いった欧米系の

国際交流機関の支援活動がきわだっている。

これらの国際交流機関は、いずれもよく整っ

た図書館、小ホール、AVルームなどの設備

を持ち、フィリピン人芸術家たちの憩いの場

ともなっていた。また学術振興に関しては、

アジア財団、フォード財団などの米国系民間

財団が積極的な支援活動を行っていた。とく

にフォード財団の支援活動には筆者も個人的

にふれる機会が何度かあったが、そのネット

ワークの幅広さときめの細かさには驚嘆させ

られることがしばしばだった。

日系企業の支援状況

日本の諸機関、財団では国際交流基金、住

友財団、 トヨタ財団の活動をあげることがで

きるだろう。国際交流基金のプロジェクトで

は、ジョーイ・アヤラ、ロベルト・ヴィリャ

ヌエヴァ、マイク・デ・レオン、キドラッ

ト・タヒミック、タンハラン・フィリピーノ

(フ ィリピン文化センター付属の劇団)な ど

の主要な芸術家たちを日本に紹介したアセア



ン文化センターの業績はフィリピン人関係者

の間でも高く評価されていた。アセアン文化

センターが取り扱っていない、小説の分野に

おいてもシオニール・ホセ、チャールソン・

オンらの新旧世代をそれぞれ代表するノlヽ説家

が国際交流基金フェローとして近年招聘され

ている。 トヨタ財団も、日本人フィリピン研

究者のアドヴアイスのもと、フィリピン各地

の研究機関における文イヒ 歴史関係の学術研

究を奨励したことを通じて、フィリピン文化

の発展に一定程度の貢献をはたしているので

はないかと思う。ただ、欧米系の国際交流機

関、財団と比べると日系の諸機関は、人的ネ

ットワーク、図書館などの設備、インスティ

チューショナル・メモリー、スタッフの質、

社会活動の活発さなどの面でいまだに見劣り

がするのが現実である。欧米諸国の場合、ま

ず外交団、ビジネス・セクターなどのレベル

でフィリピン人有識者層との日常的つきあい

が、日本側と比べた場合、はるかに密接であ

シンガポールの文化状況

かつてシンガポールは「文化の砂漠」と呼

ばれていたが、いまや誰もそんなことをいう

者はいないはずだ。国内の英字新聞『ザ・ス

トレイツ。タイムズ』の『ホワッツ。オン』

欄に掲載されたものをざっと数えただけで、

平均的な日で一日10本以上の芸術文化イベ

ントが開催されている。

現在、シンガポールで行われている主な芸

シンガポー′
シンガポール・プレス・ホールディング社広報課長/チ ャイニーズ。オペラ協会会長

スン・ ポー・ ヨク

30メセナ・ワールド・レポート

り、また行政、民間を問わず文化面での関係

を強化することが重要であるというコンセン

サスが幅広く共有されている点でも日本とは

格段の違いが見受けられた。この点は国情に

由来するとはいえ、今後日本側の国際感覚の

成熟力γ寺たれる。

現在ラモス大統領のリーダーシップのもと、

混乱のつづいた国内情勢は安定し、過去10

年以上にわたり停滞を続けたフィリピン経済

もようやく回復基調を示しはじめている。こ

れはフィリピン社会にとって久しぶりの明る

いきざしなのはまちがいない。また、まもな

く1996年にフィリピン革命100周 年を迎える

ことになる。これを契機に、私たちがフィリ

ピン文化の抱える課題を理解し、それに対し

て適切な支援をすればその意味は大きい。そ

のためにも、日本社会の側で、フィリピン文

化に対するより深い関心を抱くことが望まれ

よう。

術文化イベントは、「シンガポール芸術祭」

と「アジア舞台芸術祭」、「シンガポール・ア

ート・フェア」、「中華文化祭」、uoB(大華

銀行)の「ペインティング・オブ。ジ・イヤ

ー・コンクール」、「国立音楽コンクール」、

そして「シンガポール映画祭」である。

また近年、「キャッツ」「レ・ミゼラブル」

「オペラ座の怪人」といった国際的な興行も

行われるようになり、それにともなって世界
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中の有名なアーティストたちがシンガポール

を訪れているc

さらに重要なことは、シンガポールのアー

ティストが海外に出ていき、国際舞台で自国

の芸術を世界に印象づけていることである。

「シアター・ワークス」「シンガポール・ダン

ス・シアター」「プラクティス・シアター・

アンサンブル」「ザ・ネセサリー・ステージ」

といったグループカヽ さまざまな国際フェス

ティバノレーーたとえば、エジンバラ芸術フェ

スティバル、カイロ実験演劇国際フェスティ

バル、パース国際フェスティバル、ノルウェ

ーのハマー国際バンド・ミュージック。フェ

スティバル、ウェールズのランゴーレン国際

音楽詩人大会など― に参加してきた。

このような活動の多くは、政府、あるいは

芸術に関心のある個人や企業からの支援なし

には成立しなかったであろう。大企業であろ

うと中小企業であろうと、企業による支援が

増えていることはよい兆候である。

NACの 設立と活動

政府はこれまでずっと芸術を支援してきた。

特に、1991年、「芸術の育成を助け、シンガ

ポールを世界的な芸術都市として活性化させ

る」ためナショナル・アーツ。カウンシル

(NAC/国立芸術評議会)を設立し、今世紀

末までにシンガポールを文化都市として活性

化させるための重要な一歩をしるした。

1993年のアニュアル・レポートによると、

NACの主要な任務は次のようなものである。

「アーティストおよび芸術団体に経済的支援

とインセンティヴを与える。芸術施設の管

理。発展。芸術事業の企画・運営。地域社会

支援と広報プログラムの展開。そして、カウ

ンシルの全般的管理運営」

これに従つてNACは 15の 資金援助計画

を実施し、アーティストや芸術団体をサポー

トしている。以下、その一部を紹介する。

・芸術奨学金制度

ナンヤン美術アカデミー、sIAラ・サー

ル芸術大学または海外において、芸術をフル

タイムで研究する学生が対氣
。芸術家育成助成制度

国内または海外で短期研修を希望するアー

ティスト、および芸術専攻の学生が対2に,

。演劇助成、年次助成、プロジェクト助成制

度

芸術団体の活動に助成することにより、国

内の芸術発展を支援。助成金額は5万～10

万シンガポール・ ドル・。ただしプロジェク

ト経費の不足額の70%を上限とする。

・シード・マネー

プロフェッショナルをめざす芸術団体を対

象とし、そういった芸術団体をさらに増やす

ことを目的とする。
。出版助成金制度

オリジナルな文学作品の出版活動力ゝ l,鮎

・アーティスト・イン。レジデンス助成金制

度

芸術団体が対象。シンガポールのアーティ

ストの水準を高めるため、専門家を招聘し特

別研修を行う。

また、すぐれたシンガポール人アーティス

トには、文化勲章や若手芸術家賞 (35歳以

下対象)が授与される。これらの賞は、

NACの助言に基づき、情報芸術大臣が授与

する。

NACの支援には、もう一つ重要な分野が

ある。芸術団体への住宅供給である。「芸術

住宅供給計画」によって、建物を確保、修復

の資金を提供し、芸術団体にきわめて安価で



賃貸する。しかし、増えつづける芸術団体の

数に比べて施設は限られているため、選考基

準が厳しくなっている。現時点で、34の芸

術団体が9軒の建物に住んでいる。建物には

それぞれ、50～75m2の 部屋があり、活動の

規模によって、 1つのグループに1～ 3部屋

が割り当てられる。

昨年、いくつかの有望な芸術団体に、保存

修復中の建物が提供された。とはいえ、これ

らの建物はすぐ使えるわけではなく、企業ス

ポンサーのさらなる資金援助がなければ住め

る状態にはならない。

前出のアニュアル・レポートによれlよ

NACの総収入の約3%が企業の支援による

もので、67%は政府の補助金が占めている。

この3%と いう数字は特に大きいとはいえな

いが、イギリスやオーストラリアの文化機関

のように政府が資金を全額出資しているケー

スとは違い、NACの運営資金の一部が企業

によって賄われていることは、シンガポール

の特徴といえよう。

飛躍的に増加するメセナ

より重要なのは、メセナが飛躍的に増加し

ていることである。芸術文化イベントヘの支

援や、奨学金制度、芸術の水準を高めたり、

市民の参加を促進するための支援など、その

形もさまざまだ。これはまず、シンガポール

を21世紀の世界的な芸術都市として活性化

させようというヴィジョンに企業が賛同して

いることのあらわれであり、さらにまた、企

業市民としての役割をはたすにあたって、芸

術がほかの慈善対象分野と同様に、価値ある

ものとして認識されていることの表れでもあ

る。

20年ほど前は、主なイベントといえばシ

30メセナ・ワールト・レポート

ンガポール芸術祭しかなかった。1982年 に

国際フェスティバルとなったが、初期の主要

な協賛企業は、モービル、シェル、エッソな

どの石油会社であった。今日では、その協賛

企業の数は10f音にも増えている。

けっして誇張ではなく、民間企業は一般的

に出費に対してそれに見合う価値を求めるも

のだ。つまり、何をスポンサーしようと、で

きるだけ眼に見える形で実績となることを望

んでいるのである。それゆえ、国際的なイベ

ントとシンガポール国内のイベントのどちら

に10万 ドルの援助をするかというと、当然、

国際的な方を選択することになる。

が、幸いなことに、このようなケースばか

りではない。海外の国際的レベルの文化がシ

ンガポールに来るようになり、また自国のア

ーティストが国際的レベルに達し、世界で認

められるようになってこそ、はじめて世界的

な芸術都市が実現されるということに気づき

はじめた企業も多い。

こうして、NACに運営を委託された、企

業の奨学金制度が数多く設立された。以下は

その例である。
。SIA(シ ンガポール航空)/NAC渡航援

助金

シンガポールの芸術とアーティストを海外

に紹介すると同時に、彼らの海外での研修 。

研究のために渡航を援助する。

・シェル/NAC芸術奨学金

アーティストおよび学生が、海外において

芸術をフルタイムで研究するための制1憾モ。
。ライオネス・クラブ′/′NAC奨学金

学生およびアーティストカミナンヤン美術

アカデミー、またはラ・サール芸術大学にお

いて、フルタイムで研究するための制度。

・グッドウッド・ホテル/NAC奨学金
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障害を持つアーティストカヽ シンガポール

または海外において、フルタイムまたはパー

トタイムで研修を受けるための制度。

こうしたNACの支援以外にも、芸術団体

はさまざまな有名スポンサーから支援を受け

ることができる。2つの代表的な支援企業と

しては、シンガポール・プレス・ホールディ

ングとシェルがある。両社とも、最近「パト

ロン。オブ。ジ・アーツ賞」を受賞した企業

である。そのほかに、シンガポール・ トータ

リゼーター。ボード、クー財団、大華銀行グ

ループ、ギネス、フィリップ。モリス・アジ

ア、マンダリン・シンガポールなど力濫新術支

援を行っている。さらに、ウェスティン・ス

タンフォードとウェスティン・プラザも、ホ

テルの部屋をアーティストに提供している。

シンガポール国際財団 (SIDの芸術文化

プログラムには2つの制度がある。一つは

「ヴィジティング・アーティスト賞」で、海

外で,舌動するシンガポールのアーティストに

帰国して作品を上演あるいは展示する機会を

与えるものだ。もう一つの「SIFス ポンサ

ーシップ賞」は、シンガポール人アーティス

トの海外での活動を支援するものである。

さらに「芸術基金委員会」という、シンガ

ポール人の舞台公演を助成する機関も新たに

設立された。リー財団とホンレオン財団もま

た助成を行っている。

もう一つ、ユニークな支援ネットワークに

ついて述べておこう。中華氏族協会は、主に

彼らの支持する芸術団体の活動を支援してお

り、その多くが中国の歌劇と音楽である。

日本のスポンサーのなかで代表的なのは、

日本商工会議所シンガポール財団と、ヤマ

ハ・アジア株式会社であろう。

企業のメセナ活動の認知はすすみ、メセナ

はさまざまな面で報いられるようになってき

ている。たとえば、NACが運営する芸術プ

ログラムヘの支援は税金の優遇措置を受ける

ことができる。さらに、NACの特別口座制

度により、芸術団体が個人や企業から資金提

供を受ける際に、NACの 口座を通すことに

よって免税措置が講じられるようになってい

る。これはまた、個々の芸術団体へのメセナ

を促進するための一策である。この制度がな

ければ、個々の芸術団体は、NAC主催の事

業に対し不利な立場におかれることになって

しまう。

昨年、その芸術支援の功労に対し、情報芸

術大臣のジョージ・イオ氏からパトロン・オ

ブ。ジ・アーツ賞、フレンズ。オブ。ジ。ア

ーツ賞、アソシエイト・オブ。ジ。アーツ賞

を授与された組織・個人の数は、49に のぼ

る。これは、1976年の第 1回 シンガポール

芸術祭以降、メセナがいかに飛躍的に増加し

たかを証明している。49の受賞者のうち、

21の組織・個人は今回初の受賞である。この

ような顕彰事業はメセナの認知度を高める一

つの方法で、これによって、より多くの企業

がメセナに一歩近づくのである。

今年6月 に開催を迎える「アジア舞台芸術

祭」では、発表によると、200万 ドルの資金

援助をする企業が、新たに1僻土表れたとい

う。そのなかには、オーバーシーズ中華銀行、

サンテック不動産とサンテック都市開発が含

まれている。

残された今後の課題

しかし、企業が本気で芸術支援をする気に

なったからといって、芸術団体は、諸手をあ

げて喜んでいいのだろうか? この点に関し

ては、公的セクター (NACはいわば政府の



予算による公共機関である)と民間企業が、

相互に利益をもたらすパートナーシップを築

き、シンガポールを世界的な芸術1都

`「

Fにする

という使命を確:固たるものにする必要がある。

今、企業メセナをより促進するために早急

になされるべきことは何かP 検討すべき2

つの問題について指摘しておきたい。

まず第一は、「マッチ。メイキング (仲

介)」 である。これは別に目新しい提案では

ない。1993年 6月、NACは英国アブサの事

務局長、コリン・ トゥイーディ氏を招き、シ

ンガポールにおいてメセナ協議会を設立する

可能1生について調査を依頼した。調査結果は

まだ発表されていないが、氏は芸術団体との

話し合いのなかで、この「企業と芸術団体の

仲介」という問題を提起した。

正確な資料に基づいているわけではないが、

多くの大企業はさまざまな芸術団体から助成

要請の攻撃にあっているにちがいない。長期

的支援を求めるこうした要請を企業がいちい

ちふるいにかける手間を省くために仲介業務

を行う機関が求められるが、できればそれは

NACがのぞましい。が、仲介業務が機能す

るためには、これからメセナを行う企業、あ

るいはすでにメセナを行っている企業が、そ

れぞれの支援基準をより透明なものにしなけ

ればならない。

この仲介システムによって、結果的には支

援プロジェクトの選考に費やされる事務手続

きや芸術団体との面接時間、そして途方もな

い労力が節約できる。

各企業の支援方針を知ることで、多くの筋

違いの要求から大企業スポンサーを「防護」

できれば、ある特定した分野に支援予算をも

っと集中することができるようになる。同時

に、潜在的な支援企業を啓発し、将来の支援

30メセナ・ワールド・レポート

分野について、より明確に考えさせることに

もなる。

第二の問題は、教育である。西洋の芸術形

態 (近代演劇、バレエ、交響楽など)力ヽ東

洋のそれ (バラサナチャム、中国演劇、バン

グサワンなど)よ り好まれ、大企業の支援を

得る可能性が高いという現象が起きている。

つまり東洋より西洋のほうが、芸術振興にお

いてすすんでいると一般に思われているので

ある。

アジア舞台芸術祭の設立において、NAC
の芸術プログラム担当ディレクターが次のよ

うに言明した。「一般に、シンガポールの人

びとはアジアの芸術に対して好意的でない。

アジアの芸術は西洋の芸術に比べておもしろ

くないという、まちがった神話を打ち1砕かな

ければならない。」

「一般のシンガポール人」のなかには、多く

の企業も含まれるだろう。だからこそ、「も

っとメセナを」という議論のみ力γ予われるべ

きではない。アジアの芸術形態、とりわけわ

れわれアジア人の性格や本質を伝える伝統芸

術へのメセナを促進することにも、焦点を当

てなければならないのだ。

こうした芸術形態の重要性をi認識していな

い企業に対しては、教育活動が不可欠である。

感情論や、あらゆるアジアの古いものに対す

る先入観、またほかの皆がしているからとい

うような理由づけは、どれもなんら根拠はな

い。しかし、この状況は教育によってのみ変

革が可能である。それには、これからメセナ

を行おうという企業や、すでにメセナを行っ

ている企業の芸術観を豊かにするため、定例

会や討論会を開くといった方法が考えられる

だろう。

この教育活動の一環として、芸術育成プロ
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ジェクトを支援することの重要性を忘れては

いけない。たとえば、支援企業にすぐに大き

な成果をもたらすことはないかもしれないが、

劇作プログラムの必要性があげられよう。リ

スクが高いプロジェクトより、「確実な成功」

に大金を投じる企業の方が多いと思われるが、

リスク、つまり不成功に終わるかもしれない

何か新しいことを行う勇気こそが芸術なので

はないか。このことは、シンガポールでもっ

とも尊敬される劇作家・評論家である、ク

オ・パオ・クン氏の言葉を思い起こさせる。

「〈価値ある失敗)は、く平凡な成功〉よりず

っと価値がある」というものだ。

前途は登り斜面を這いあがる闘いのような

ものだ。だが、芸術支援の現)犬が示している

のは、政府と企業、そして芸術団体のあいだ

の、相互受益的かつ実り多いパートナーシッ

プが不可欠だということだ。それが、企業の

興味を芸術支援に引きつけ、実行に移させる

ことにつながる。一方、芸術団体の義務は、

自らの水準とアイディアの絶えざる進歩・向

上であり、企業に対し、支援するだけの価値

があると自ら証明していくことである。

*|シ ンガポール ドル =60.27円

タ
国際交流基金 アジアセンター設置準備室

鈴木 勉

タイの現代文化の特徴

軍事政権の退陣要求に端を発した民衆デモ

が、多くの人命を奪う流血の惨事となった

1992年 の「5月 事件」は、タイ史上に残る

政治的事件であったと同時に、 1つの社会的

現象をわれわれの心に強く刻みつけた。デモ

に参加した多くの人びとはいわゆる中間層の

人びとで、民衆と軍との動きの刻一刻が携帯

電話やファクシミリのネットワークで伝えら

れ、運動は数日の間に全国的規模に広がった。

ここ数年急激な経済成長をつづけるタイに

おいて、それも特にバンコックを中心とした

都市部における中間層の勃興は著しく、文化

の面においてもそうした中間層力薄見代文化を

になう力を確実につけてきている。

現代美術のディーラーを支える広範な購買

者層、一昨年にはじめて出現した民間による

常設の現代演劇専門劇場に来る観客、バンコ

ック市内にいくつもある巨大ディスコに毎夜

集まる若者たち、衛星放送やケーブルテレビ

の英語放送を含め、マルチチャンネル時代を

支える視聴者層、これらここ数年で見られる

ようになった新しい文化現象を支える人びと

は、いずれも中間層の人びとであるといえる。

それではそうした中間層の人びとの支える

タイの現代文化の特徴とは一体どういうもの

であろうか。

まず第一には、都市に生まれ育つ文化の持

つ外来文化に対する貪欲なまでの吸,収力と開

放性・柔軟性であろう。バンコックの繁華街

では有名ブランドのコピー商品を必ず見かけ

るが、外来文イL とくに西洋文化のコピーも

しくは翻案は文化の領域にも広く見られる現

象である。その代表であるポピュラー音楽の



分野では、 トンチャイやクリスティーナとい

ったトップスターを世に送り出したグラミ

ー・プロダクションが、そのビジネス。ター

ゲットを都市の中間層にねらい定め、西洋風

にアレンジしたポップスを次から次へと生み

出しているが、今では中間層に限らず国民の

間で広範な支持を得ている。また映画や商業

演劇の分野においても西洋の名作の翻案とい

ったものは比較的よく見られる。いずれにし

てもそうした西洋のものの翻案文化は、進取

の精神に支えられた現代の中間層の人びとに

とって、新たな時代を象徴する羨望や賞賛の

的となっている。

ただし、ここで一言付け加えなくてはなら

ないのは、そうした外来文化に対する柔軟性

にも、タイ社会におけるさまざまな規範のな

かで、厳然とした限界が存在するということ

である。たとえ|よ マイケル・ジャクソンが

狂気してバンコック市民に迎えられたのとは

対照的に、マドンナの公演が当局の判断によ

り直前にキャンセルとされたことから推察さ

れる性にからむ規範や、ベルナルド・ベルト

リッチ監督の「リトル・ブッダ」が、仏教界

から批判されるといった宗教にからむ規範な

どは、柔軟性のあるタイ社会の非寛容な側面

を表している。

新たなる文化動向

ところで外来文化の受容に対する柔軟性は

一方で、どこかで自国の固有な文化との衝突

を生み出し、いわゆるアイデンティティ・ク

ライシスといわれる状況をもたらすこともあ

る。そして、そうした緊張感のなかから、西

洋文化のコピーでもなく、伝統文化の追随で

もない現代の新しい文化と呼ぶにふさわしい

もの力逍llり 出される。そこでは、外来文化の

30メセナ。ワールト・レポート

旺盛な受容によって生まれるある種普遍的な

ものと、民族の持つ固有なものといった2つ

のあい異なる性質が、お互い微妙にバランス

を取りながら存在しているといってよい。こ

うした特徴も、現代のタイの中間層が支える

文化の持つもう1つの特徴であろう。

たとえば美術の分野では、すでに日本を含

め海外で多くの展覧会の経験があり、いまや

美術界では国際派の先頭をきるモンティエ

ン・プンマーの作品が、その特徴をよく表し

ている。彼はインスタレーション (仮設展

示)と いう外来の新しい手法を用いながらも、

作品の素材として、タイ固有の素焼きの壷や、

農耕器具、伝統的な手漉き紙などを用い、作

品のテーマにも仏教的なモチーフやタイ固有

の価値観を取り入れており、その作品のなか

で普遍性と固有性の調和を見事に実現してい

る。

同様な例は、音楽やモダン・ダンス、演劇

のなかでも見られる。アメリカ人作曲家ブル

ース・ガストンと、ラナート (タ イの本琴)

奏者を中心とした数名のタイ人音楽家より構

成されるフォン・ナームは、タイの伝統的音

楽に現代音楽の要素を取り入れた実験的な演

奏活動で知られる。彼らは伝統音楽を単に継

承するのではなく、新しい外来の音楽のアイ

ディアを借りて、これまでにないタイ音楽の

スタイルを作ろうとしている。また、モスク

ワでモダンバレエを学んだバンチャ氏率いる

バンコック。モービル・シアターは、モダ

ン・ダンスのなかにタイ南部に古くから伝わ

る影絵を実際に取り入れている。影絵は本来

的には人間をかたどるものとして、身体とは

切り離されて演じられるものであるが、彼の

舞台作品のなかでは、ダンサーの生身の身体

に触れて新たな息を吹き返しており、固有な
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文化の新たな解釈として注目される。さらに

演劇では、自らも演技派女優として活躍する

パットラバディーが主宰し、野外劇場まで経

営するパットラバディー・シアターが、タイ

の伝説である “イナオ"のストーリーをロッ

ク・オペラに仕立てた公演もその一例となる

であろう。

こうした中間層が支持する文化にあっては、

まさに民間企業による直接的、間接的な支援

が欠かせない。上記にあげたもののうち、ビ

ジネスとして成立するポピュラー音楽を除く

ものは、多かれ少なかれ、いずれも民間企業

などから何らかのサポートを受けているとい

ってよい。タイではこうした現代文化に対す

る公的助成のシステムは確立されておらず、

むしろ公的機関が主催する文化的催しであっ

ても、予算的制約から民間企業に協力を求め

る場合もある。

ただし敵 化にあっては、無論タイもそ

の保護 。育成に力を入れており、教育省芸術

局が中心となってその任にあたっている。全

国各地の博物館や国立舞踊学校、バンコック

とチェンマイの国立劇場、さらにはバンコッ

クのナショナル・ギャラリーやナショナル・

フィルム・アーカイブなどはいずれも同省の

管轄にあり、同省ではさらに考古遺物や文化

財の修復。保存なども行っている。また同じ

芸術局の傘下にある国家文化委員会では、毎

年「国家芸術賞」を設けて第一級の芸術家を

顕彰するほか、諸外国との芸術交流事業を通

してタイ文化の振興につとめている。これら

公的機関はタイ文化全体から見ればその重要

な保護者であることはいうまでもない力ヽ こ

こではこの国の中間層がになう民間企業の文

化支援に絞って話を進めたい。

文化支援の事例

ここ数年の著しい経済の好況を背景に、企

業側もかなり積極的に文化との接点を探る動

きを見せてきているのは確かなところである

が、タイの民間企業が文化支援に全体でどれ

だけの資金を投入しているのか明確に示す数

字はなく、メセナ協議会といったものも存在

しないためその全体像をつかむのは至難のこ

とである。そこで、ここではいくつかの文化

支援の例をあげることにとどめる。

文化支援の形はさまざまである。まずは文

化のインフラストラクチャーに投資している

例としては、タイ国生命保険が自前の中規模

ホールを運営して音楽会や演劇などの公演に

会場を無料提供している。また、公演や展示

の会場提供という意味では、多くのホテル、

デパート、ショッピング・センターが、場合

に応じて無料提供し、とくに都市部における

現代文化の多様な展開を支えている。

また音楽のジャンルでは、楽団の運営それ

自体に対するバックアップを行っている例も

見られる。たとえば、タイでは数少ない民間

の交響楽団であるバンコック・シンフォニ

ー・オーケストラは、ネッスルの全面的な支

援を受けて活動しているし、前述のフォン・

ナームの場合は、ビールメーカーであるシン

ハ・グループが自社のイメージ戦略のなかで

彼らを起用することにより、結果的にフォ

ン・ナームの活動を支えている。なお音楽と

いうものが企業の広報理念と合致する場合が

多く、一般への還元度が高いためであろうか、

いわゆる冠公演といったものも多々見られ、

その代表例としては、 トヨタが毎年開催して

いる「トヨタ・クラシック」や、ニッサンの

「ポップス・コンテスト」などがあげられる。

さらに、新しい才能を発掘することを目的



とした文化支援の形としては、美術の分野に

おける企業主催のコンペティションがあげら

れる。タイ農民銀行や東芝は、それぞれ毎年

1回ペインティングのコンペティションを開

催しており、公募展の数少ないタイにおいて

は、若手アーティストにとって貴重な作品発

表の場となるとともに、その登竜門ともなっ

ている。なお同じ美術の分野では、数は少な

いながらも企業コレクションといったものが

アーティストの活動を部分的に支えている。

例としては、タイ農民銀行、タイ投資保証会

社 (TIsco)が比較的多くのコレクション

を有するが、私立大学であるバンコック大学

系の民間企業がタイの現代美術を中心とした

コレクションを常設展示する私設美術館の建

設を計画するという新しい動きも見られる。

そして最も一般的な文化支援は、展覧会や

公演といったものの需l晰乍費用に対する部分的

な財政支援であろう。たとえば現在、個展で

あれグループ展であれ、 1つの展覧会を開催

するのに複数の企業サポートを得ることはご

く当然のこととなっており、現代文化に対す

る公的助成システムが確立していない状況で

は、芸術・文化活動に対する企業の助成は、

その存立を支えるのに大きな役割をはたして

いるといえる。

なお企業の文化支援の例として、これを総

合的に推進しているバンコック銀行の事:例を

最後に付け加える。現在東南アジアで最大規

模を誇る同銀行は、アーティストの芸術活動

に対する支援および一般への芸術の普及活動

を目的に、展覧会場や資料室を備えたアー

ト・センターを運営しており、美術では毎年

1回 コンペティションを開催して、その受賞

作品をコレクションするほか、自前のホール

で音楽会や芝居を上演したり、個々のアーテ

3● メセナ・ワールド・レポート

ィストの活動を助成したりしている。こうし

た企業をあげての総合的な文化支援のケース

はまだまだ少ないが、芸術。文化の領域でつ

ぎつぎと新しい動きが生まれるタイにあって、

その役割の重要性は今後もいっそう高まるこ

とが予想される。

社会的問題をとらえた芸術作品

これまではこの国の中間層がになう文化と

その文化支援のことを中心に述べてきたが、

ここでもう1つ、タイの文イu力兄のなかで特

に注目すべき動きについて触れておきたい。

それは、社会的な問題を真正面からとらえ、

作品のなかでそれをストレートに表現すると

いうことが、音楽。映画・演劇・美術などの

各ジャンルにわたって広範に存在するという

ことであり、そのなかには広く大衆の支持を

得ているものもある。

たとえば音楽では、タイ語で “生きるため

の1で'と いわれるジャンルの音楽は、1970

年代の民主化運動の時代を通じて政治的テー

マや社会問題をその歌のなかで取り上0大 学

生や知識人を中心に支持されてきたフォー

ク・ロック系の音楽であるが、昨今では冒頭

で述べた事件を契機にさらに現代の若者に支

持層を広l大 いまなお多くの人びとの心をと

らえている。

また映画では、王族監督として有名なチャ

ートリー・チャラーム・ユーコンは、これま

でにも森林破壊や売春、エイズといった社会

問題を扱った硬派作品を世に送り出してきた

が、93年度の作品で、タイとミャンマーの

国境問題をテーマにした「サルウィン川」、

また94年度の作品で、青少年の非行をテー

マにした「後悔」の2作が、タイにおいて最

も伝統ある映画賞である「金の人形賞」の作
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品賞を連続受賞するなど、あいかわらず高い

評価を受けつづけている。

また演劇における社会派劇団としては、バ

ンコックのスラムを拠点に洵劇を通じたコミ

ュニティー活動や児童の啓発活動をつづける

劇団MAYAが知られており、美術におい

ては、政治や社会における腐敗を直接的なタ

ッチでキャンバスに描くワサン・シティケッ

トや、環境破壊や都市における交通問題をテ

ーマに意欲的な作品を発表する多くの若手作

家たちが存在する。

彼らのテーマとするところは、いずれもこ

の国が急激な経済発展を経験していく過程で

生まれてきたひずみの問題であるが、それを

積極的にアートで取りあげていこうという真

摯な態度は、やはり同時代の変革の波にさら

されて、ある種の不安や緊張を強いられてい

る多くの人びとの共感を得るところとなって

いる。ただし、こうした「社会派」アーティ

ストに対する支援となると、一部のミュージ

シャンや映画監督を除く非常に厳しい状況で

あることはまちがいない。しかしながら、タ

イにも数多くのNGO、 NPOが存在し、そ

のなかにはこうした「社会派」芸術活動に対

する支援するものもある。自らが企画・立案

して事業のオーガナイズまで行う主催型

NGOと しては、セーン・アルーン・アー

ト・センターがめざましい活動をしており、

また助成型NGOと しては、伝統文化から現

代の「社会派」文化活動まで幅広く支援する

チャイヨーン・ リムトンクル財団が、新興財

団ながら積極的な活動を行っている。

日系企業のかかわり

最後にタイの文化支援における日本のかか

わり方を述:べておきたい。まずタイに進出し

ている日系企業のかかわり方についてである

が、すでに民間企業による文化支援の項にお

いてもいくつかの日系企業の名が登場したが、

地場資本やほかの外国資本の民間企業に比較

しても、日系企業の文化支援に対する考えは

おおむね積極的といってよいであろう。現在

タイには、バンコック日本人商工会議所に登

録している企業だけで約100併土あり、この

国の経済発展を支える重要な役割をになって

いる。それと同時に、1970年代前半に吹き

荒れた反日系企業、日本製品ポイコットの教

訓を生かして、現在の日系企業は職場環境の

改善や地域コミュニティーとの交流に率先し

てつとめており、その延長線上にこうした地

域還元の思想に基づいた文化支援策もあると

考えられる。

また直接的なタイ文化に対する支援ではな

いが、日本人商工会議所や日本人会が、日本

大使館や国際交流基金と協力してタイの国家

的文化行事に参加するということがある。一

昨年に行われたシリキット王妃の還暦記念行

事では、東京交響楽団や喜多郎を招聘して公

演を実施しており、今年から2年間の予定で

始まった国王即位50周 年記念事業では、や

はり日本からの大型公演団の招聘を予定して

いる。こうした日本の優れた芸術の紹介は、

タイ文化に対する直接的な支援とあいまって、

タイ文化の振興にとって大きな役割をはたし

ているといえる。

さらに日本の公的機関としては、国際交流

基金が一昨年に開設したバンコック日本文化

センターが、日本文化の紹介のみならず、日

本とタイとの文化創造の接点をめざし、日本

人とタイ人アーティストによる共同告晰'梓再業

を実施したり、タイの文化事業に対する助成

を行ったりして、芸術文化支援の拠点となっ



ている。

いずれにしても現在のロタイ関係は、歴史

上かつてないほどの良好な状況にあるといわ

れているが、そうした状況下にある現在こそ、

ベトナムにおける文化活動

ベトナムは東南アジア文化圏と東アジア

(漢字)文化圏の接点に位置し、さらに近代

になってからはフランス植民地支配の過程で

ヨーロッパ文化の洗礼を受けてきた。また、

第二次世界大戦後には、ソ連。東欧圏の文化

的影響が主として北ベトナムに、アメリカの

文化的影響が主として南ベトナムに及んだ。

一方、その国内には人口の9割を占めるベト

族以外に、チャム、クメール、タイ、ムオン

などの少数民族を擁している。これらの要因

によって、ベトナムにおける文化状況は多種

多彩なものとなっており、また近隣アジア諸

国と共通する要素を持ちながらも、それ自身

の独自性を形づくってもいる。

それら文化活動を便宜的に分類すれ,よ 伝

統的文化、少数民族文化、近代西欧的文化の

3ジ ャンルに大別できるであろう。特に舞踊

や音楽の面では、この3ジャンルのレパート

リーが現在でも盛んに実演されている。また、

絵画においては、伝統的絵画 (墨絵、絹絵、

漆絵など)と 西洋的絵画 (油絵など)、 およ

び両者の折衷、融合型の3形式が実践されて

いる。

ベトナムにおける文化活動は、社会主義国

3● メセナ・ワールド・レポート

タイの今後の芸術文化の発展にはたす日本の

役割を再認識し、支援する側の想像力を働か

せた有効な方法を探っていく必要があるだろ

,。

のつねとして、従来から国家の強い統制と手

厚い庇護の下に置かれてきた。現在でも、そ

の組織的枠組は基本的に変わっていない。

すなわち、中央レベルで芸術文化行政一般

をになうのは、文化・情報省 (以下、文化

省)である。地方レベルにおいては、中央官

庁に対応する文化・情報局が組織されており、

各地方人民委員会 (地方政府)の傘下に組み

込まれている。また、共産党の中央および地

方の文化・′思想担当部局が、各芸術文化活動

における′思想工作を担当している。

主要な楽団や劇団は、すべて国営 (中央政

府もしくは地方政府管轄)であって、その人

件費や活動経費は中央もしくは地方の官庁か

ら支出される。射場もまた、文化省ないしは

地方文化局傘下の国営企業体である。書籍は

国営もしくは公認の出版社を通じて刊行され

る。映画もまた、国営もしくは映画協会のス

タジオで作成される。美術品は国立美術館や、

造形芸術協会直営の画廊に展示される。新入

の養成は、文化省傘下の国立音楽院、美術大

学、舞踊大学、演劇学校、映画学校、サーカ

ス学校、文化大学、そして党中央傘下のジャ

ーナリスト学院などが、国費によって行って

きた。
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主要な芸術家や文化人は、それぞれのジャ

ンルごとに設けられた協会 (中央レベル、地

方レベル)の会員である。そのような中央レ

ベルの協会としては、文学者、映画、音楽、

造形芸術、演劇、写真、建築家、舞踊、そし

てジャーナリズムの各協会がある。ジャーナ

リスト協会は党の傘下団体であるが、それ以

外は文化省の指導と支援を受けている。地方

レベルの協会の場合は、地方政府の指導と支

援を受けている。優れた芸術家に対しては、

国家から人民芸術家や優秀芸術家の称号が付

与される。

なお、ベトナムの特色は、文化省以外に教

育・訓鰊省が存在していることであって、芸

術家養成以外の教育活動一般は、教育。訓練

省が管轄している。また、マスコミ機関 (テ

レビ、ラジオ、通信社)はそれぞれ政府に直

属する国営企業体であって、文化省からは独

立している。各新聞社は党組織や各大衆組織

など力疸営している。このように、文化行政

が縦割りとなって細分化されているために、

教育。文化活動全般を担当する副首相がおか

れている。

ドイモイ後の変化

国家は芸術文化活動について、手厚い庇護

(人件費や活動経費、そして種々の助成金の

支給など)を行うとともに、他方では、国家

の意思に添うかたちで、厳しい統制を加えて

もきた。すなわち、国家は芸術に政治の「侍

女」としての役割を期待し、人民を反帝抗戦

や社会主義経済建設に動員するための手段と

して、また民族的伝統を擁護するための手段

として位置づけてきた。製作されるべき映画、

出版されるべき文学作品、実演されるべき音

楽や演劇は、すべて国家の許可と指導、監督

を必要とした。

しかし、このような従来のパターンは、

1986年末に開始された刷新 (ド イモイ)の

なかで、大きく変化しつつある。

その第一は、芸術文化活動における自由の

拡大である。内容的にいえば、創作や表現に

おける自主裁量が大幅に許容されるようにな

っている。たとえば、絵画においては、社会

主義的リアリズムに基づく作風と並行して、

抽象的な作風なども盛んとなっている。映画

や小説においては、官僚主義や汚職などの社

会悪を鋭く暴く作品や、人民戦争のもたらし

たマイナス面を描く作品なども公表されるよ

うになっている。換言すれば、芸術活動が

「政治」から相対的に分離しつつある。ただ

し、直接的、間接的な検関の制度が依然存続

しており、たとえば、共産党支配体制やホ

ー・チ・ミンを批判するような作品や、あま

りに退廃的とみなされる作品などは、処罰、

批判の対象となりうる。

経営面では、私営的形態が出現している。

たとえば、ハノイやホーチミン市には外国人

観光客相手の個人画廊が、つぎつぎに店を開

いている。劇団や楽団のなかには、名義的に

は公的組織だが、国家からの助成金をまった

くかほとんど得ないで活動する、実質的な私

営組織も数多く生まれている。出版について

も、作家自身が経費を負担して国営出版社か

ら刊行するという、いわば自費出版のような

形態も広がりつつある。

第二は、芸術文化活動に対する国家の庇護

機能の縮小である。そもそも、刷新とは、国

内経済面でいうならば、従来の統制経済シス

テムを改めるかわりに、各経営主体が市場経

済メカニズムのなかで自活することをうなが

すものである。それは、国家からの助成金を



削減または撤廃することを意味する。

たしかに、芸術文化活動については、その

他の営利的経済活動とは区別され、依然国家

の庇護対象として扱われている。しかし、イ

ンフレ基調の経済のもとでは、国家から支給

される補助金や人件費、学生に対する奨学金

などは、目減りを余儀なくされている。音楽

院では、1つの古ぽけた楽器を数人の学生が

共有している。美術学校では創作実習用の資

材が不足している。国立舞踊学校では、栄養

失調ぎみの学生たちが、床の抜けそうなスタ

ジオで、けなげにレッスンに励んでいる。国

家から劇団に支給される人件費は、団員すべ

ての生活を維持する額には程遠い。経済的効

率を重視すべきだとの風潮は、国営の劇団や

劇場、音楽スタジオ、出版社の経営にも反映

されている。

目先の経済を優先する民間企業

公的支援が減退するなかで、それにかわる

ようなメセナ活動を展開できる実力と余裕を、

民間が持つにはいたっていない。そもそも、

企業の多くは依然国営であって、その大半が

慢性的赤字を抱えている。民間企業にしても、

日先の経済的実利を追求するだけで手いっぱ

いである。また、メセナ活動を奨励するよう

な政策 (税制上の′鳳恵など)も 、未確立であ

る。

このようななかで、芸術文化活動には、日

のあたる部分とあたらない部分への両極分離

が進行している。つまり、市場経済のメカニ

ズムの浸透とともに、大衆受けするもの、ま

たは外国人受けするものが、芸術・芸能活動

のなかで活性化し、そうではないものが衰退

しつつある。たとえば、文学や映画において

は、国家から支給される補助金が目減りする

3● メセナ・ワールド・レポート

趨勢のなかで、純文学作品の刊И子や文芸映画

の製作が困難となっている一方、独立採算の

可能なジャンル、すなわち恋愛ガヽ説やノウハ

ウ物の刊行や、カンフー映画やメロドラマの

製作カリト常に活発となっている。美術界にお

いては、彫刻よりも絵画、絵画のなかでは伝

統的絵画よりも油絵に芸術家たちが殺到して

いる。ステージでは、たとえばロック音楽が

超満員の客を集めるのに対して、 トゥオンや

カイルオンなどの伝統演劇が衰亡の危機に直

面しつつある。

生活のために、画家は自分の創作したいも

のよりも、外国人バイヤーの目にとまる技法

やモチーフを満載した作品を量産する。楽団

員は楽団としての正規の公演以外に、外国人

観光客相手の個人的なパフォーマンスで生計

を補っている。ハノイの国立劇団の1つ は、

毎週日曜日に「ドラえもん」(日本製の人気

アニメ、漫画)を脚色した縫いぐるみ劇を上

演して資金を稼ぎ、ウィークデーの文芸もの

の公演を支えている。伝統演劇では古典のレ

パートリーよりも、新作を舞台に上げること

によって、観客離れを防ごうと必死である。

無論、古典芸術。芸能といえども、時代の

趨勢にしたがって自己を変革し、豊富化して

ゆくことは必要である。しかし、そのような

試みとともに、伝統を伝統として継承してい

く努力もまた、追求されるべきであろう。し

かし、現在のベトナムにはそのような余裕が

ない。現在の楽団員や劇団員の生活難もさる

ことながら、若者の伝統離れを反映して、後

継者も育ちにくい状況に直面しつつある。伝

統芸能の習得には、大変な時間と労力を必要

とするわけであるから、後代にわたって致命

的な影響を及ぼすことになりかねない。
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国際的な変動からの影響

ベトナムの文化活動は、国際環境の激動か

らも、大きな影響を被っている。すなわち、

ソ連。東欧圏の崩壊である。従来、文化面で

のベトナムの対外交流をほぼ一手にになって

きたのは、ソ連。東欧諸国であった。それら

諸国から機材が援助され、教師や技師力月|1練

のために派遣されてきた。ベトナム人の有望

な若手や中堅の活動家は、奨学金を得てそれ

ら諸国に招かれ、理論や実技の指導を受けて

きた。楽団や劇団の海外公演も、その多くは

これら諸国において行われてきた。

国内面では公的支援が減退し、対外面では

従来の「パトロン」たるソ連。東欧社会主義

圏が消失するという状況のなかで、ベトナム

の芸術文化活動の関係者は、近隣諸国や先進

諸国からの援助、そしてそれら諸国との交流

が拡大することを熱望し期待している。

中部ベトナムのダナンの文化局長は、筆者

に次のように語った。「存亡の危機に直面し

ている伝統演劇の灯火を絶やさないために、

外国人が関心を向けてくれること、それだけ

でも自分たちには大きな励みとなり、伝統維

持のきっかけとなる」。また、ハノイやホー

チミン市の映画関係者は、次のように述べる。

「協会や学校には、ソ連。東欧製の老朽化し

た機材しかない。日本で時代遅れとなったよ

うな機材でも、ベトナムにおいては最先端の

意味を持つ。不要となった中古機材を、援助

してもらえるような手立てはないだろう

か ?」 美術や映画の協会関係者は語る。「日

本での活動状況を知りたい。協会雑誌に掲載

したいから、英語記事と写真をぜひ提供して

ほしい」。

日本としても情報の交換や、相互の訪間を

手はじめに、機材や技術、ノウハウ面での支

援、留学生の受け入れ、相互の公演や美術展

の開催など、活躍できる分野は多いと思う。

その点で、国際交流基金やトヨタ財団、アリ

オン音楽財団、日本電波ニュース社、日越文

化交流協会などが、ベトナムとの芸術文化交

流に着日し、活動を拡大しつつあることは頼

もしい限りである。具体的には、ベトナムか

ら劇団や楽団を招聘しての日本での公演、日

本側からの劇団や楽団の派遣、日越双方にお

ける文学作品の翻訳。千1晰千支援、ベトナムで

の芸術文化研究プロジェクトの支援などが、

目下の主要な活動内容である。

外務省も文化無償援助の一環として、スポ

ーツ機材や楽器をベトナムに提供している。

1993年秋には、日本大使館の音頭取りで、

日本文化月間がハノイで開催された。外務省

はまた、1995年度中に、ハイレベルの文化

ミッションをベトナムに派遣する予定である。

日本政府はユネスコを通じて、ベトナム中部

の古都フエの王宮修復に資金提供している。

日本の民間団体や文化庁が、中部の港町ホイ

アンの史跡保存を支援している。

福岡映画祭やNHK、 経団連などが、ベト

ナム映画の日本での紹介に努めている。日本

映画のベトナムヘの紹介も、徐々に始まって

いる。たとえば、93年秋の日本文化月間に

際しては、日本映画2本がベトナム中央テレ

ビを通じて全国放映された (国際交流基金に

よる支援)。 1994年 3月 には、ハノイでの日

本商品展 (JETRo主催)に 呼応するかた

ちで、NHKが 日本映画を紹介した。1994

年春から、NHKの連続テレビドラマ「おし

ん」が、電通を仲介役、日本企業をスポンサ

ーとして、全国放映を開始し、国民的人気番日本とベトナムの間で



組となっている。電波媒体を用いてのコマー

シャルベースの番組提供は、これがベトナム

で最初の試みである。1995年 2月 には、日

本映画製作者連盟が、ホーチミン市で日本映

画祭を開催した。

日本人デザイナーによるベトナムでのファ

ッション・ショーの開催や、日本人指揮者に

よるベトナム国立管弦楽団に対する指導など、

個人的イニシアティヴによる交流も始まって

いる。

欧米諸国のなかにも、ベトナムとの文化交

流に意欲を燃やしているところが多い。フラ

ンスはハノイにアリアンス。フランセーズの

30メセナ・ワールド・レポート

文化センターを開設し、そこを拠点として

種々の活動を展開している。 ドイツもハノイ

にゲーテ・インスティテュートを開設した。

そのほか、イギリス、オーストラリア、北欧

諸国などの活動も盛んになりつつある。アメ

リカのNGO組織も、急速に存在感を増して

いる。今後は、韓国などのアジアNIE&
そしてASEAN諸国も、ベトナムとの交流

を拡大していくきざしが見える。

このような交流、支援の輪が拡大すること

を期待している。そしてさらには、日本を含

めた諸国が国際的に協力するような試みも、

今後ぜひとも追求してほしいと願っている。
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新中国における文化事業の発展過程

中国は悠久の歴史と輝かしい文化を持つ国

として、人類の文化の発展に重要な貢献をし

てきた。新中国の成立後、中国政府は一貫し

て文化振興を重視し、民族の優れた伝統文化

の継承と発揚に励んできた。同時に、他文化

の精華を吸収し、中国特有の社会主義文化を

形成することで、大衆の日増しに高まる精神

文化への需要を満たし、その′思想、道徳的素

養、科学ならびに文化の知識レベルを高めて

きた。

新中国における文化の発展は、社会主義体

制がつくられていく過程と、改革開放政策、

特に社会主義市場経済の確立過程の2段階に

分けられる。

第1段階は、中華人民共和国の成立から文

化大革命終結に至るまでの約30年間である。

この間、わが国は社会主義計画経済体制を施

行しており、文化事業も政府の一極集中の統

一計画と行政管理の下に置かれていた。中央

政府および地方政府は、図書館、博物館、美

術館、展示館、大衆芸術館、労働者文化宮、

少年児童文化宮、劇団、楽団、歌舞団、芸術

団、雑技団、芸術伏学、芸術洋校、芸術研究

機構、文化芸術的社会団体、出版社、通信社、

新聞社、放送局、テレビ局、映画撮影所など

のすべての文化機構と文化団体に計画的に予

算を配分していた。作家、芸術家、俳優、記

者、編集者などの文化人には、すべて国家公

務員として国が一定の条件と基準の下に給与

を支払い、住宅の無料提供や医療費の公費負

担など、福祉も負担してきた。公演、競演、
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祝祭日のイベント、映画鑑賞あるいは日常的

な文化娯楽活動も主に政府が主催した。

この一極集中による計画経済は、確かに文

化の発展に積極的な役割をはたしていた (た

とえば中華人民共和国成立以来、多くの傑出

した芸術家を育て、各ジャンルに優れた作品

も多数生み出した)が、このように政府がす

べてを引き受けたことで、国は重い財政負担

に苦しみ、芸術文化団体の側に国の資金提供

を待ち、頼り、求めるという依存意識を育て、

一部には均等主義と「悪平等」の思想をも助

長した。こうしたやり方が、芸術文化に従事

する人の積極性と創作力の育成を阻害するこ

とも明らかになっている。計画をあまりにも

強調し、市場の要素を無視することは芸術文

化の発展に不利な点もある。

第2段階は、わが国が改革開放政策を実施

してきたこの十数年間である。この時期は、

市場経済力漏十画経済にとって代わり、わが国

の政治。経済。社会構造に一連の重大な変化

が起こった。文化事業も国の一極集中による

経営管理から、国、集団、個人の共同経営・

共同管理に移行した。従来の、すべては国の

責任という風潮や、悪平等、商品意識の希薄

さ、経済的実益の無視、市場における需給関

係の変化を研究しないなどといった古い体質

は、改革開放が浸透し、商品経済が発展する

につれて根本的な変化を見た。文化市場の発

展はめざましく、その規模は日増しに拡大し

つつある。

競争原理の導入は、芸術文化の創造力を大

いに鼓舞し、各方面で積極性を育て、その繁

栄をうながした。文化第三次産業 (文化団体

が経営するサービス業)は驚異的に発展し、

新興の芸術ジャンルや娯楽方式も次々に現れ、

人々の文化生活をさまざまなレベルで豊かに

し、その文化需要を満たした。商品経済と市

場体制がもたらしたこうした新しい現象は、

文化の発展を活性化したのである。

しかし、わが国は今、新旧の社会体制の交

替時期にあり、市場経済も確立途上にあるた

め、商品経済のマイナス面は文化事業にも多

大なショックを与えた。特に、現在は大規模

な基本建設事業力γ予われている最中で、国の

財政は主に経済発展のために投入され、文化

事業への投入はごくわずかである。多くの芸

術文化団体、特に民族芸術、高雅芸術の団体

はおおむね経費が不如意で後が続かず、停

滞・不振の危機に直面している。たとえば、

高雅芸術の倉1肝乍や公演には大きな資金が必要

だが、その割に収益は低い。一時期芸術団体

は「多演多損、少演少損、不演不損、(公演

が多ければ多いほど損が多くなり、少なけれ

ば損は少なく、しなければ損がない)」 とい

う板ばさみに陥っていた。図書館は経費が不

足し、本の価格も大幅に上昇したため、図書

購入量は毎年激減している。博物館は文化財

を購入する資金がなく、所蔵品の収集が滞っ

ている。こうした現象は個別の現象ではなく、

すでに文化の発展に大きな影響を及ぼしてい

る。が、このような状況下で、実力があり、

戦略を持った企業が文化事業に対する支援を

はじめた。

近年にみられる企業メセナの傾向

ここ数年来、わが国の社会、主に産業界で、

また香港・マカオ・台湾の同胞、海外華僑や

外国の友人および友好団体などによる文化支

援が雨後の筍のような勢いで勃興し、わが国

の文化の繁栄と発展を強力に促進してきた。

企業側の動機としては、社会貢献の一環、企

業イメージの向上や知名度を高めるため、あ



るいは宣伝効果を期待するなどだが、意識的

に文化団体や文化活動に資金や物的援助を提

供しはじめ、すでにある程度気勢が上がって

いたところへ頻繁に新間に取り上げられて、

ますます勢いづいた感がある。全体的に見る

と、ここ数年、特にこの2年、企業の文化支

援は主に次の方式を取ってきた。

l 長期無償支援

これはある企業が特定の文化団体に長期的

に定額の経費を支援することである。たとえ

ば、上海証券取引所は中央楽団に毎年250万

元拿以上の資金を提供し、その事業発展に協

力している。1984年 2月 に行われた支援契

約の調印式で取引所理事長李祥瑞氏は次のよ

うに述べた。「この支援は完全に無償であり、

いかなる商業的な見返りも求めない。楽団の

経営管理にも参与しない。それにより、楽団

が独自の芸術性を追求し、高雅芸術の気品と

風格を保つことができるからである」。また、

北京同力制冷設備会社は中央戯劇学院に毎年

100万元を無償で提供し、その教育資金を補

助した。唐山富豪実業総合会社は5年間に

300万元を中央歌劇院に提供して歌劇支援を

行い、深り|1空港有限会社は毎年中央バレエ団

の交響楽隊を支援するなど、多くのケースが

ある。

2 特定援助

これは企業が大型文化イベントや文化団体

の特定の活動に支援することである。たとえ

lよ 国あるいは地方政府が芸術祭、記念活動、

祝典、スポーツ大会などを催すとき、多数の

企業が気前よく援助している。中国にあるカ

ナダ多国籍企業の北方電訊会社は95～96年

の2年間に25万 ドルの資金を出して、中央

楽団の稽古や演奏会に外国の有名な指揮者を

招聘するための支援を行った。最近、その資

30メセナ・ワールト・レポート

金でドイツの指揮者、ハンス・プリム・プル

グラド氏が中国に招かれ、北京音楽庁で2回

にわたり中央楽団の交響楽隊を指揮、古典的

名曲の演奏会は高く評価された。また、中国

嘉徳国際オークション株式会社は北京城建設

3040周年記念活動と文化遺産の修復のため、

北京市文物局に50万元を無償で援助した。

深〃1中華自転車株式会社は雑誌『中国体育』

の英語版を出版するため150万元を援助し、

四川矛盾実業総合会社は中国唯―の詩歌理論

刊行物『詩の探索』に無償で援助を行ってい

る。

3 文化団体と企業の互:恵的関係

これは企業が文化団体を支援し、代償とし

て文化団体が公演で企業に報いることである。

たとえば、湖北省工商銀行は1992年以来、

毎年創作資金として湖北省歌舞団に10万元

を援助してきた。そのかわり、歌舞団は同行

の支店職員に対する慰間として年に8～ 12

回の無料公演をする。これによって歌舞団の

資金不足が解決したばかりでなく、企業職員

の文化的生活も豊かになった。上海龍暉実業

有限会社は北京京劇院と協力して梅蘭芳京劇

団を設立し、同社は毎年同劇団に40万元を

援助して運営資金を保証している。その条件

として同劇団は梅蘭芳流派の京劇演目を少な

くとも年100回以上公演しなければならない。

これについて団長の梅保玖は次のように語っ

た。「龍暉有限会社は私のかねてからの梅蘭

芳京劇団再興という願望を実現してくれた。

私は民族文化の発展に努め、梅蘭芳の京劇芸

術をさらに高めることを決心した。」上海新

亜薬業は上海児童芸術劇院と共に、中国福利

会児童芸術劇院新亜薬業児童劇団を設立し、

新亜薬業は毎年劇院に30万元の資金援助を

している。そのかわり、新設された新亜薬業

295
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児童劇団は毎年この名称で少なくとも100回

以上の公演と新演目を1つ上演することが義

務づけられた。

4 文化団体の経営・管理への企業の参与

これはある文化組織および芸術団体が、完

全に企業によって経営されながらも、政府に

属する専門的芸術団体の性質が変わらないこ

とである。たとえば、海南省三亜市歌舞団、

劇団、雑技団、礼儀作法表演団などの7つの

専門的芸術団体は、それぞれ海南香港マカオ

投資集団大東海旅滞センター、海南市煙草総

合会社、議麟大酒店、冶金三亜リゾート村な

ど、賢固な経営基盤をもつ6つの企業によっ

て経営され、三亜市文化局に協調管理されて

いる。これは芸術団体が「企業経営、政府管

理」という新方式を求めたものである。

深〃‖中達社は広州市文化芸術家連盟と契約

して、1993年から連盟に属する『広州文芸』

という月刊誌の経営を引き受け、すべての費

用を負担するとともに雑誌の方針決定から具

体的経営まで長期的かつ実質的に参与するこ

とになった。一流の純文学誌を標榜する『広

州文芸』は、強力な資金を後ろ楯に原稿料を

大幅に引き上げ、またたくまに質が向上した。

5 芸術基金の設立

これは高雅芸術の発展を奨励、支持する目

的で企業が資金を出して基金を作ることであ

る。たとえば、上海宝山鉄鋼会社は優れた芸

術作品を創作した芸術家たちを褒賞するため、

1000万元を拠出して高雅芸術奨励基金を設

立した。1994年 2月 第1回目の受賞式にお

いて、賞金総額180万元をもって演劇、映画、

音楽、舞踊などの芸術分野における傑出した

人物と優秀な作品を奨励し、賀禄汀、黄佐臨、

白揚、謝晋氏など147名の芸術家と23点の優

れた作品が表彰された。四川省自貢市にある

33の企業は48万元を共同で出捐し、自貢市

文化芸術創作発展基金会を設立。主に重要な

演目の上演と創作を援助し、優れた貢献をし

た芸術団体。個人および作品を顕彰している。

基金会はその設立以来、企業が芸術の繁栄に

協力し、文化は企業の発展を促進するという

趣旨のもと、現地の文化振興に一連の卓越し

た成果を収め、各方面から評価を得た。資金

の多くが川劇「中国の皇女杜蘭柴」の公演に

投入されたが、この作品は専門家に高く評価

され、1994年 に中国小百花越劇芸術祭に出

品されて金メダル2個、銀メダル2個と銅メ

ダル1個を受賞し、1995年の第4回中国戯

劇祭に参加することとなった。

以上、不完全ながら現状を概観してみると、

企業の文化支援は積極的に行われ、成果を重

ねて、文化の繁栄と発展に大きく寄与したと

いえる。政府もこれに対し、常に積極的に支

持、奨励、提唱するという姿勢を取っている。

江沢民主席は社会が高雅芸術を必要としてい

るから各界の支持が得られると繰り返し強調

している。1994年末、梅蘭芳、周信芳両氏

の生誕100年の記念行事で、江沢民主席は芸

術家たちと座談会を行い、その場で「社会の

各方面で民族芸術の創作。上演に対する支持

を提唱すべきである。今日、文化体制の改革

が進み、社会の支持を得て、民族芸術の発展

にさらによい環境と条件が整備されつつある

ことに満足している。」と語った。また、同

年、国務委員李鉄映と文化部長劉忠徳両氏は

1994年上海証券取引所と中央楽団の支援契

約調印式に出席し、政府の支持と承認を明ら

かにした。

高まる中国企業の文化支援

社会主義の現代化がますます進み、市場経



済が熟成。完成していくにつれて、中国企業

の経済基盤は強まり、その自主経営権も拡大

しつつある。今後、中国では企業の文化支援

が大きく発展することが予見される。

わが国の企業が文化を支えていくためには、

次の2方面での整備が必要である。

1 関係法規を制定し、企業の文化支援活動

を法制化していくこと。企業による文化支援

ははじまって間もなく、自発自流という無秩

序の状態にあり、支援に関する法規も制定さ

れていない。中華人民共和国企業所得税暫定

条例のなかに「納税者の公益・救済的寄付は

年度課税所得額の3%以内は免税」という規

定があるが、この優遇措置では十分とはいえ

ない。しかるべく法争‖ヒしなかったため、企

業や個人による文化支援の積極化をさまたl六

一方では混乱が生じている。たとえ|よ 支援

金のほとんど力渾u潤の高い通俗的娯楽文化に

投入され、資金援助を必要とする高雅芸術は

なかなか支援されない。企業が宣伝効果を求

めて、口では支援を約束しておきながら必要

な時期に支払わず、支援が空手形になった例

もある。支援金の使用にも混乱がみられ、占

用・流用。着服・汚職なども頻繁に起こって

いる。ひどい例では支援を募るという名目で、

詐欺、密輸、外貨管理法違反、脱税などの違

法行為を行い暴利を貪った例もある。これら

の事例は、一刻も早く関係管理法規を制定し、

支援活動を制度化。法制化する必要があるこ

とを裏づけるものである。

現在、中華人民共和国文化部は企業を含む

社会の文化支援の管理法案の立法を急いでい

る。この法律が立法化されると3つの原則が

30メセナ・ワールド・レポート

確立される。①企業の自発性、②奨励。優遇

とともに制限も行う、③支援金と支援物資の

使途はスポンサーの希望にしたがい、国家の

文化振興の需要と適合すること。

この法律は、審査・許可。管理権限のシス

テムを明らかにし、スポンサーを腿 するも

のである。国際慣行により、公益性が高く非

商業的な高雅文化を企業が支援する場合、そ

の資金は、納税前に経費と見なされ所得税か

ら免除される。個人による支援も個人所得か

ら免除されると同時に、貢献度に応じてその

名誉が讃えられる。本法規の施行により、企

業を含む社会の文化支援は制度化されること

になろう。

2 企業文化支援協会・基金会の創設

こうした組織の創設は、多額の資金を一挙

に投入し、その使途などを有効にコントロー

ルすることを可能にする。中国にはまだ企業

メセナ協議会のような組織は存在しないカミ

早急に設立されることが望まれる。カナダ北

方電訊会社は中央楽団のために、内外の企業

家からなる企業賛助基金会を設立した。前述

のように、すでに四川省自貢市では、33の

企業によって自貢市文化芸術創作発展基金会

が設立された。これは中国企業によって設立

された最初の文化支援団体である。また、上

海宝鋼社のような文化奨励基金と高雅芸術支

援基金はすでに多数存在している。

いずれにせよ、中国における企業文化支援

は今後も発展しつづけ、やがて壮大なものに

なることと確信される。

*1元 =11.33円
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国と地方自治体

文化振興へ向けて前進を

日本文化行政研究会

中村 順

法的整備について

文化行政は、この20年間、自治体が主導的役割をになって切 り開いてきた

行政領域である。したがって、先進自治体は、いろいろご指導いただく上級

庁もなく、根拠法令もないがゆえに、かえって自由な発想で、新しい施策に

取 り組んでこられたのであった。

しかしながら現在、文化行政を行政だけでなく、市民・企業 。芸術創造団

体の協働でになっていこうとするとき、何らかの根拠が必要であるという議

論がでてきている。

芸術文化を支援していくために、国のレベルでの国民的合意、地域のレベ

ルでの市民的合意のあり方として、文化支援に向けた法的整備がなされたほ

うがいいという考え方が生まれてきた。

1994(平成 6)年 は、文化支援をめぐる法的整備に一定の前進がみられた

といえよう。

6月 には、国際条約である「子どもの権利条約」をわが国はやっと批准し

たが、その第31条第 1項には「締約国は、休息及び余暇についての児童の権

利並びに児童がその年令に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並

びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める」 と、第 2項には

「締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重し

かつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及

び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する」と明記されて

いる。

子どもたちの芸術活動は権利であり、締約国はそれを尊重し促進しなけれ

ばならないのだから、わが国の中央政府も、そしてわが国民も、この条約を

お題目にすることなく、具体的方策を講じていく責務があるのである。

「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」 (平成 6年法律

第107号 )が、11月 25日 公布され、同日施行された。音楽議員連盟の活動を

基礎に、超党派の国会議員による議員立法として、第131国会において、衆

参両院、全会一致で可決されたものである。

この音楽文化振興法は、第 1条の目的において、「音楽文化は明るく豊か

な国民生活の形成並びに国際相互理解及び国際文化交流に資する」と、明確

に音楽文化の存在意義を示している。第 2条の施策の方針において、国およ
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び地方公共団体に、音楽学習のための諸条件の体系的整備に努めることと、

その際、幼児、少年、高齢者、障害者への配慮まで課している。第 4条の地

方公共団体の事業では、音楽振興事業の実施の際に、わが国の伝統音楽およ

び地域の特色ある音楽文化の振興に配慮すべきことが明記されている。また

第 7条では、10月 1日 を「国際音楽の日」とすることが定められている。

芸術文化の振興を掲げる文化立法 としては、1939(昭和14)年の「映画

法」以来のものである。もっとも「映画法」はその第 1条に「本法ハ国民文

化ノ進展二資スル為映画ノ質的向上ヲ促シ映画事業ノ健全ナル発達ヲ図ルコ

トヲロ的 トス」とあるものの、第 2条に「映画ノ制作又ハ映画ノ配給ノ業ヲ

為サントスル者ハ命令ノ定ムル所二依 り主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」とある

ように、文化振興法であると同時に文化統制法であった。

音楽振興法の成立により初めて、文化振興へ向けての国民の意志が、法令

となって示されたといえる。ただし、それでは演劇・美術はどうなるのだと

いう声もあった。音楽が最も国民的合意を得られやすい分野であることは事

実だろう。音楽から始めてもいいではないか。

文部省は、事務次官通達を発し、法律の周知とともに、地方公共団体が音

楽関係団体に呼びかけて「国際音楽の日」を中心とする事業展開を求めたが、

浸透はこれからというのが実情である。

地方においては、 6月 に北海道で文化振興条例が制令された。先行する東

京都や熊本県の文化振興条例 と比べての特色は、第 5条において「道は、第

四章に定めるもののほか、文化振興施策を推進するため必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。」と財政的支援を明確化し、併せて第四章

では北海道文化基金の設置を規定していることである。

これまでに、以上の 1道 1都 1県のほかに、秋田市、横須賀市、津市、様

似町で文化振興条例が制定されているが、今後文化行政の新潮流として全国

に波及していくかは、一概に断定できない情勢である。

10月 に仙台で開催された「全国文化の見えるまちづくり政策研究フォーラ

ム」の第 4回大会で、「文化振興条例」をテーマとする討議が行われた。創

造団体の側から、条例制定をめざす積極的発言があったが、行政の側の受け

とめ方には未だ温度差が見られた。
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文化支援の動き

1994(平成 6)年 6月 、文化政策推進会議 (文化庁長官の私的諮問機関)

より「21世紀に向けた文化政策の推進に向けて」という報告が発表された。
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政策提言 としては、公立文化会館 と芸術文化団体による公益的団体の設立検

討が注目された。 これは、 まず全国公立文化施設協議会 (公文協)内での検

討が進んでお り、平成 7年にはその法人化が実現する見通 しである。

その他、人材育成や情報システムの構築についても提言されていたのだが、

翌日の新聞の見出しは、「市町村立文化会館の25%は使用年間百日足 らず」

(読売新聞)「 ガラガラの地方文化会館」 (朝 日新聞)と 、文化ホールの稼働

日数が低いことを指摘するものばか りであった。

何 もしなくても、貸 し館事業で稼働 日数がふえていく都市部のホールと、

地方の人口が少ない市町村のホールを同列に論 じても無意味だ。稼働 日数が

低いと地域文化が停滞 してしまうから、公演数をふやすべ きだなどと安易に

結論づけるのではな く、文化ホールが抱えこんでいる内部の問題を、 もっと

ていねいに議論 していくべきなのである。

文化庁の平成 6年度の文化振興施策では、地域文化情報システムの構築、

文化振興のための人材の養成 。確保、第二国立劇場 (仮称・ )の整備などに

注目したい。

「地域文化情報システム」は、Pc―VANに よるパ ソコン通信ネットワーク

を利用するものであり、平成 6年 12月 8日 から半年間の施行で、文化庁 と各

都道府県の文化行政担当課や芸術文化関係団体 とが結ばれた。将来的には市

町村や公立文化施設への拡張 も予定されている。

人材の養成では、文化庁 と公文協の共催で、公立文化施設の職員を対象に

「アー トマネジメン ト研修会」が開催 された。アー トマネジメン トに関する

最良の講師が招かれているが、ひたすら実務的知識を欲する現場の職員の間

題意識 とのずれも感 じられた。 また、芸術創造団体のほうからは、行政が芸

術創造分野にまでタッチする必要はないし、たった 3日 間の研修ではそうい

う能力が身につ くはずもないという指摘 もあった。

第二国立劇場の問題は、書き出すときりがないが、すったもんだはあった

けれど、芸術監督 もでそろい、後はいよいよオープン後に、第二国立劇場な

らではのオリジナルの事業展開ができるかにかかっているのである。

以上の文化庁の系列のほかに、自治省系列の動 きもある。「地域 における

芸術文化振興のための施策のあり方」 (地域文化の振興に関する調査研究会 )

が 7月 に報告された。芸術文化施設の設置 と運営についての提言が中身であ

る。

ソフ ト充実に必要な経費を地方交付税の基準財政需要額へ算入することに

より、安定的な財源確保を提言していることなど自治省ならではの提言 とな
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っている。ただ、全体 としては文化庁の報告 と大差はない。

自治省は9月 に「財団法人地域創造」を設立し、自治省関連の文化支援事

業を一元化し、強力に推進する体制を整えた。パソコン通信の利用は「地域

創造」も考えていて、こちらはニフティーサープを使う予定である。

なお、自治省 と文化庁が同じような研修を同じ時期に開催するのはやめて

ほしいという声が地方自治体のなかであがっていた。文化の世界にも省庁の

縄張 り争いが波及してきたのであった。

さて、日を地方に転じ、注目すべき事業を抽出しておこう。

2月 に「国際児童 。青少年演劇フェスティバルおきなわ」が沖縄中部12市

町村で開催された。アジアで初めての児童演劇フェスティバルであった。伊

藤巴子芸術監督が選定した世界10カ 国から15劇団と国内から34劇団が参加し

た。特に海外の劇団は質が高 く、地域住民からの支持も受け、 4万8000人 も

の観客を集めた。

通訳ボランティアを含め 8日間で延べ3200人 のボランティアが運営したこ

とも特筆されるだろう。このボランティアは自ら、フェスティバル終了後

「沖縄の歴史を正確に話せなかった」「日本の歴史や歌舞伎のことを聞かれて

も答えられなかった」「ボランティアはすべて語学力が必要だった」と総括

し、連絡会を発足して次回の開催に備えている。ボランティアの質的水準が、

単なるお手伝いからはるかに進んできたことを確認すべきだろう。

6月 1日 から5日 まで、わが国での公立劇団第 2号である兵庫県立ピッコ

ロ劇団の旗揚げ公演「海を山に」が、ピッコロシアターで行われた。「観客

に生の芝居は楽しいものだとわかってほしい」という作・演出の秋浜悟史劇

団代表の意図は十三分に観客に伝わっていた。

第 1号の水戸市の ACM劇団は、いいも悪いも、鈴木忠志前芸術監督のメ

ソッドに染められていた。それに対し秋浜氏は、水戸の実験性を評価しつつ

も、演劇の公共性 とは何かという問いに、大衆性 。地域性を重視する別の回

答を提示したのである。

9月 から10月 まで福岡市美術館で開催された「第 4回アジア美術展」は、

アジアの美術の最新状況を紹介するものだった。急速に変化する社会との緊

張感から生まれてきたアジアのアーティストたちの力量に、私は打ちのめさ

れた。福岡市は、毎年 9月 をアジアマンスとして、アジアとの交流・相互理

解に力を入れており、美術のほかには映画祭を行い、アジアの同時代の映画

を紹介している。

文化をまちの核 として位置づけ、独自の文化支援をともなっている例 とし
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て、滋賀県高月町雨森 (あ めのもり)地区の115戸、520人 の人たちのまちづ

くりを取り上げよう。

雨森は、江戸時代の儒学者で対馬藩の外交官であった雨森芳洲の出身地で

ある。日本と朝鮮が互いの異なる文化を尊重しあうことを訴えた芳洲の業績

を継承し、「芳洲のふるさとづくり」として、その精神をまちづくりに生か

している。

5カ 国語で書かれた案内板に迎えられて雨森に入ると、手作 りの水車が回

る水路には鯉が泳ぎ、町はいたるところ花でいっぱいである。家族 ぐるみの

大運動会などスポーツ活動や「東アジア交流ハウス」を拠点とする韓国や中

国との国際交流活動も盛んだ。

雨森の一人一人がまちづくりのアーティス トになっている。きわめて小さ

な町だからこそ、キラリと光る個性ある町が生まれてきたことに学びたい。

このように、国レベルでのシステムづくりが進展する一方で、地方では東

京から自立した文化振興の息吹きが感じられる。もちろん両者は敵対するも

のでないが、地方は国からノウハウを与えられるのを待つのではなく、自力

での文化振興を前提に、国の支援メニューを利用するあつかましさがほしい。

基礎的自治体 (市町村)での文化支援は、特別なアーティス トを支援する

ということではなく、その町に住む人々自身が、自分たちの生活を芸術化し

ていくまちづくりではないのか。日常生活 と芸術創造が分離していったのが

近代化であったが、もう一度結合していくのがポス トモダンの時代の課題で

あろう。

*正式名称 として新国立劇場に決定 した。
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企業財団と企業公益信託

芸術文化支援における問題点

松蔭女子短期大学教授

動公益法人協会専門委員

雨宮 孝子

はじめに

1990年 はわが国におけるフィランソロピー元年 とかメセナ元年などといわ

れ、特に企業の行 う民間非営利活動が注目を集めた。その後バブル崩壊によ

りその波はややゆるやかになったとはいえ、①経済団体連合会の調査による

と、1993年 度、369社の社会貢献支出額は1494億 円、 1社平均 4億500万円

(なおこの数字はアンケー トに答えた企業のもので企業全体のものではない)

で、1991年 (295社、1838億 円、 1社平均 5億2500万 円)、 1992年 (381社、

1670億円、 1社平均 4億3800万円)に比べれば2年連続で減少はしたものの

現在のような不景気の時期になお社会貢献への支出がある程度確保されてい

るというのは企業におけるフィランソロピーの考え方が定着しつつあるとみ

てもよいのかもしれない。

また企業が直接社会貢献を行うだけでなく、企業の好不況に関係なく社会

貢献が可能 ということで、たとえば企業の創立何周年かを記念して多額の基

金を拠出して財団法人や公益信託を設立し、これをとおして企業フィランソ

ロピーを実現する企業も1985年以降増加している。企業や企業のオーナーの

出捐による財団または公益信託を企業財団、企業公益信託 と通称するが、こ

れら企業財団、企業公益信託の助成対象が芸術文化支援 というものも1985年

以降増加しており、企業フィランソロピーの台頭とともに成長している分野

である。また1995年 5月 には3日 間にわたって国際メセナ会議が日本で開か

れ、わが国におけるメセナ活動はよくも悪くも世界的な認知を受けることと

なった。

このような状況のなかで、今後の企業メセナ活動がよりよい方向に向かう

ことを期待しつつ、本稿では芸術文化支援を目的としている企業財団、企業

公益信託にかかわるいくつかの問題点に焦点を絞って述べていきたい。

企業財団と芸術文化支援

(a)企業財団の意義

企業財団とは、財団法人設立時の基金、またはその後の運営資金の出捐者

が誰かに注目した分類で、企業 (1企業の場合も複数企業の場合も含む)が
出捐した場合、企業と企業のオーナーなどが共同で出捐した場合をさす。
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第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

わが国では民法34条に基づく公益法人が1994年 10月 1日 現在で 2万5605あ

り、そのうち財団法人は 1万 3309、 社団法人は 1万2296で ある。この 1万

3309の 財団法人のうち企業財団がいくつあるか詳細なデータはない。1992年

に働公益法人協会で調査したところによれば473財団が把握できており、同

協会の1988年 の企業財団の調査と1992年 の調査から企業財団の設立は年平均

約10～15件 と推測できる。このことから500件以上の企業財団が現状では存

在するのではないかと思われる。このうち芸術文化支援を目的とした企業財

団の正確な数はわからないが、今回のメセナ白書ではアンケー ト (約130団

体)を回収した71件の企業財団と3件の企業公益信託、 1件の外国法人が収

録されている。これら芸術文化支援の企業財団の半数以上が1985年 のバブル

景気以降に設立されている。
Ⅲl

(b)企業財団による芸術文化支援のメリット

企業が毎年の収益のなかから芸術文化などに金銭的な支援をする場合、企

業が好調のときは多 くの援助ができるが、不況の場合は一番先にカットされ

る支出でもある。そこで一定の時期に多額の基金を支出し財団法人を設立す

ると、この財団法人の基金からの収益で安定的に芸術文化に支援をすること

ができる。また財団を設立して企業フィランソロピーを実現することは、企

業とは別法人で行うことになり、他の部門に遠慮することなくより積極的に

支援をすることができるというメリットもある。また現行税法上、寄付の免

税団体である特定公益増進法人の資格の認定は法人になれないと取得できな

い。特定公益増進法人の資格認定はかなり困難だとはいえ、公益法人になる

とこの認定が受けられる可能性がある。この認定が取得できれば、寄付金も

受け入れやすくなり基金や運用財産を増加させてより多くの助成ができるよ

うになるというメリットもある。

企業の出捐した公益信託と芸術文化支援

公的信託とは信託法66条以下に規定があり、財産の出捐者 (委託者)が一

定の公的目的のために財産を受託者に信託譲渡し、受託者は主務官庁から公

益信託の引き受け許可を得て信託財産を管理・運用して公的目的を実現して

いく制度である。
Ⅲ2

これは一定の公的目的のために出捐した財産に主務官庁の許可を得て法人

格が与えられ、寄付行為に従って公的目的を実現していく民法34条 の公益法

人
一

特に財団法人とその社会的機能は同一である。二者の違いはその法律

構成が法人か信託かという点だけである。1995年 3月末で信託銀行および地
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方銀行が受託 した公益信託は482件、そのうち企業が委託者 となったものが

55件 (11.4%)、 芸術文化振興は全体では34件 (7%)で あるが、企業が委

託者になったものは4件 (7.8%)の みで、すべて1986年以降の設立である。

なお本自書では3件が収録されている。

企業財団と企業公益信託

企業が財団法人や公益信託を通して企業フィランソロピーを実現する場合、

どちらの方式をとるべきであろうか。財団法人では、法人としてその永続性

を維持するために、設立当初から取崩し不可能な多額の基本財産が必要であ

るのに対して、公益信託では法人を作るのではな く既存の法人 (ま たは個

人)を受託者として利用するため法人を維持するための経費がいらない。つ

まり設立当初の基金は少額でも設立が可能である。

また公益信託では一定期間で終了する
一

つまり毎年基金を取崩す方式も

認められている。ただし公益信託では現在のところ自ら事業を行う事業型の

公益信託は行政指導で設定が認められていないという問題点がある。

毎年一定額の助成金や奨学金を出す事業を行うならば基金が少額でも多額

でも公益信託のほうが便利であろう。助成事業のほかにも自主事業を行うの

であれば財団法人のほうが良いと思われる。事業のやり方や基金の規模など

に応じてどちらかを選択することになろう。

企業財団および企業公益信託による芸術文化支援にかかわる問題点

(a)芸術文化支援を促進するための税制優遇措置

企業財団も企業公益信託 も原則として基金の収益、または寄付金で助成事

業を行うのであるが現在のような超低金利では多額の基金があっても事業費

にまわす金額は減少せざるを得ない。基金や運用財産に多くの寄付金を受け

いれるには寄付金に対する免税措置が大きな誘因となる。

寄付金についての免税措置は特定公益増進法人 (法人税法施行令77条 )に
なる必要があるが、1993年 10月 1日 現在では約 2万 5000の 公益法人のうち特

定公益増進法人は974件 (3.9%)に すぎず、このうち芸術の普及向上を目的

とする法人は42件にすぎない。また公益信託でも同様の制度は認定特定公益

信託 (法人税法施行令77条 の 2)と してあるが、1993年 3月 末現在433件中

認定特定公益信託は71件 (16.4%)で、芸術の普及向上を目的とする公益信

託ではまだ一件も認定されていない。

昨年、(ネD企業メセナ協議会が特定公益増進法人の資格を得たことは大きな
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前進ではあるが、より多くの法人が、寄付金の免税団体 となることや、企業

のみならず個人も芸術の普及向上を支えていきやすいように、個人にも一般

寄付枠を認めるなど、多くの寄付金が芸術文化支援に流れるよう税の整備が

なされる必要がある。
*3

(b)芸術文化支援を目的とする財団の人材確保

芸術文化支援 とは単に多くの金銭が芸術文化団体に流れればよいというの

ではない。どの団体または個人にどのように助成したら効果的かを判断でき

る人材がいないと無駄金になってしまう。また完成している団体への助成も

よいが、芸術家を育てるための支援も重要である。企業財団では企業からの

出向者が多 く、また数年で交替することも多い。これでは専門性を養うこと

はむずかしい。選考委員だけに頼らず多くの情報 とニーズを開拓できる専門

的な人材が各財団にぜひ必要である。これは芸術文化支援に限らず、民間公

益活動を行う団体すべてにいえることであり、今後はこのような専門性を備

えた人材を確保することが最重要課題である。

(C)芸術文化団体の法人化の問題

本年 1月 の阪神大震災をきっかけにボランティア団体に対する法人格や税

の整備が急務になり、現在、非営利団体の法人化をめぐり、新しい法人制度

をつくるか、民法の法人の規定を大改正するかの議論が盛んである。

というのも民法の法人制度では公益法人か営利法人の規定しかなく、積極

的に公益を目的とせず、営利も目的としない、いわゆる非営利団体は特別法

がなければ法人になれない。たとえば基金の少ない芸術団体はほとんどが公

益法人になれず、ほかに法人になれる特別法がないと任意団体か、営利でも

ないのに株式会社か有限会社にしかなれない。任意団体であると、代表者が

代わるごとに契約をやりなおさなければならないとか、たとえば劇場や事務

所を所有する場合団体名義で登記できず代表者の個人名義でしか登記できな

いため、代表者が死亡した場合に相続の問題にかかわったりする。また何よ

り社会的認知や社会的信用も得にくい。

そこで非営利目的の団体に簡易に法人格を取得させ、民間の非営利活動を

より活発に行えるようにするための法改正が必要なのである。広範囲な非営

利法人法をつくるか、民法を全面的に改正するかいろいろ工夫の余地がある。

企業財団や企業公益信託から支援を受ける団体の組織整備にかかる問題であ

る。ボランティア団体とか芸術団体、環境保護団体などのように縦割 りの法

人制度をつくるのではなく、この際、民間非営利活動全体の推進のための抜

本的な法制度の見直しをすべきであろう。



2● 企業財団と企業公益信託

*1企業団体の設立傾向については、山岡義典「企業財団と企業公益信託の芸術文化支援」「メセ

ナ白書1994」 294ペ ージ以下参照。

*2公益信託による芸術文化支援については、大田達男「公益信託による芸術文化支援」「メセナ

白書1993」 235ベージ以下参照。

*3公益法人の税制についての詳細は拙稿「フィランソロピー税制の現状と問題点」佐々木晃彦編

「企業文化とは何か」(北樹出版1994年 )192ペ ージ以下参照。
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財団調査の結果から

年々増加する芸術文化財団

310 芸術文化事業を実施している企業財団/公益信託の個々の活動の報告に先

立ち、以下、調査結果の全体から読みとれるポイントを簡単に整理した。

・掲載した75団体の内訳は、財団法人が71、 公益信託が 3、 外国法人が 1で

あった。

・設立の時期は年代順に見ると、1960年以前は3団体、1960年代は6団体、

1970年代は18団体、1980年代は25団体、1990年代 (た だし、今回1994年度

の活動を対象としたため、助成財団の場合は1993年度設立の団体までが対

象)は 23団体であった。芸術文化財団設立および芸術文化関連のプログラ

ムが年を追うごとに増加しているようである。

・芸術文化事業費が記入されていたのは67団体 (非公開希望および一部記入

の財団も含む)。 その総額は48億4293万 円であった。

・芸術文化事業費総額に基づいて分類したところ、5000万 円未満は39団 体

(う ち、1000万 円未満は17団体)、 5000万 円～ 1億円未満は13団体、 1億円

～ 1億5000万 円未満は9団体、 1億5000万 円～ 2億円未満は 2団体、 2億

円以上が 4団体 となっている。(図 1参照)。

[芸 術文化夢業費別分類による団体数 ]図 1

40[団 体 ]

5000万 円未満

1億 円未満

1億5∞0万円未満

2億 円未満

2億 円以上

39

13

20
|

30
|



第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動 30財団調査の結果から

・総数259の プログラムを芸術ジャンル別に分類したところ、音楽が105件で

トップ、以下、美術、演劇/舞踊、文化財 と続いた。団体 ごとでは、美術

に関するプログラムを実施 している団体が42団体で第 1位、音楽は39団体

で第 2位だった。団体 ごとの取 り組みでは音楽 と美術はほぼ同数 となって、

他のジャンルを引き離 している (表 1参照 )。

芸術ジャンル別分類によるプログラム数および財団数 (表 1)
芸術ジャンル プログラム数  フログラム数比率(N=259)団体数 団体数比率 =7

40.5%     39 52.0%

311

84 32.4%      42 56.096

演劇/舞踊 34 13.1% 18 24.0%

文化財 31 12.0% 12 16.0%

29 11.2%     20 26.796

民俗 19 7.3% 12 16.0%

全般 16 6.2% 13 17.3%

文学 15 5.8% 12 16.0%

3.1% 8.0%6

その他 25 9.7% 13 17.3%

合計 延べ366 延べ 187

。事業の種類を「助成」「顕彰」「奨学」「自主事業」に4分類 したところ、

助成が最も多 く134件、自主事業は94件、以下顕彰23件、奨学13件 と続い

た (図 2参照)。

・芸術文化事業を「助成型事業 (助成 と顕彰 と奨学)の み」、「自主事業のみ」、

「両者の組み合わせ」、以上 3つ に分類したところ、「助成型事業のみ」は28団

体、「自主事業のみ」は16団体、「両者の組み合わせ」が32団体であった。

[事 業形態別分類による事業数]図 2

[事業 ]

助成

自主事業

顕影
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134

13
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40         60
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4
企業財団・公益信託のメセナ活動一覧

事業方針 と活動内容

312 ●……¨̈ …̈ …̈…̈ ここに掲載した財団および公益信託の活動は、日本の企業財団および企業公益信託のなか

で芸術文化と関連のある団体、計137団体を対象に調査票を郵送し、回収したものである。

回答をいただいた企業財団および企業公益信託を五十音順に掲載した。

●…………………¨̈ 団体名の下の回は設立年月、口は主たる出捐者、l回は主務自庁、回は資産総額、口1財団全

体の総事業費、l口は代表者名を示している。

●……………………掲載した事業などは基本的に1994年度のものであるが、決算期日の相違により、財団の

都合上1993年度のものもある。

●“……・……………プログラム名は、助成金を提供した個別の事業名や自主事業として行っている個々の小さ

な事業名を1件 1件記述するのではなく、たとえば、「〇〇セミナーシリーズの開催」や

「音楽活動への助威」のように、大枠のプログラム名を記入してある。

●……… …̈……̈ …芸術分野の欄では、“音楽"“美術"“劇/舞 (演 劇/舞踊)"“映像"“文学"“民俗 (民俗

芸能)"“文化財"、 の各ジャンルに該当している場合は、その項目を表配した。特にジャ

ンルの指定かない場合は “全般"とし、以上のいすれにも該当しないプログラムlま “その

他"とした。国際芸術文化交流に関連するプログラムのために、“国際"という項目を設

けた。

●……………………分類の欄では、そのプログラムの性質を、“助成"“奨学"“顕彰"“自主 (自主事業)"に

分類し、基本的に各プログラムにつき1項目を記入。

● …̈¨̈ ……¨̈ ……件数の欄では、分類が “助威"“奨学"“顕彰"のいすれかに該当する場合、その件数 (ま

たは人数)を記入。ただし、“自主"に該当する場合でも回答があった場合はそのまま掲

口した。

※ここで指す企業財団および企業公益信託では、企業か基金を出捐した財団および公益僣

託以外に、企業経営者が出捐して設立した財団などまで含めて解釈した。企業経営者によ

る財団は厳密には個人財団とみなす解釈もあるが、そのような財団では人材、事務所、情

報等々で企業の協力を得て運営される場合が多いため、今回調査ではそれらの財団も含め

て回答協力を依頼した。



40企業財団・公益信託のメセナ活動一覧

財団法人愛銀教育文化財団 313

〒460 名古屋市中区栄3-14‐ 12

田1990年4月 12株式会社愛知銀行
愛知銀行本店内 8052-262-9601
口:愛知県教育委員会 □Ю億6750万円 口 1259万円 【p」 出ヽ員市

芸術文化事業方針

愛知県内の各地域における教育・文化活動に対して援助を行い、教育・文化の振興に寄与することを目的とす

る。
1 地域における教育・文化活動にかかわる個人および団体への助威。

2 高校生の文化および体育活動への援助。

3 その他、機関議の発行。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 助威  6 170

郷土史研究への助威 民俗 助成   4 100

美術工芸活動への助成 助成  4 100

浸劇活動への助成 劇/舞 助成  2 40

海外との文化交流活動への助成 助成  3 80

高校生の文化活動への助成 その他 助威  2 150

総計
640

財団法人赤澤記念財団
〒769‐25 香川県大川郡大内町三本松567 80879-25-2221
回11986年 8月 口靡國製薬株式会社 |口暦川県教育委員会 □Ю億700万円 ロレ00万円

芸術文化事業方針
1 文化事業の奨励助成事業。

2 地域振興に対する奨励助成事業。

口赤澤庄三

分類  件数 事業費(万円)フログラム名 芸術分野

香川県大川郡内 (東部三町)での文化事業への助成 全般 助成  3 200

総計
200

公益信託あがしん地域文化振興基金

[受託者]〒 103 東京都中央区日本橋3-1-8 日本信託銀行株式会社 80273-22-2081(高 崎支店)

口 1990年2月 2:吾妻信用組合 (現かみつけ信用組合)1口1群馬県教育委員会 □ 1億 54万円 口230万円

口議川七郎次

芸術文化事業方針

群馬県吾妻部内の4町4村の文化財の保存および活用に関する事業に対し援助することにより、文化財の保護

と文化の振興に寄与することを目的とする。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

地域文化振興および文化財保護に助成 民俗 文化財 助成  16 230

総計

財団法人朝日新聞文化財団

〒100 東京都千代田区有楽町2-5‐ 1 有楽町マリオン13階  a03‐ 3213-5885

口 1992年 5月 口株式会社朝日新聞社 l口l文部省 (文化庁)四 10億円 口 1億 1615万円 口中江利忠

芸術文化事業方針

当財団は、芸術の諸活動に対する助威ならびに、若手芸術家の創作発表の場を広げるために助成を行うととも

に、文化・学術等に貢献した者に対する顕彰などを行い、もってわか国の文化の向上発展に寄与することを目的
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としている。
ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

助成活動 音楽 美術 助成  25 7640
朝日貴 文学 その他 顕彰   6 1607
アサヒ・フェローシップ その他 奨学  2 1420
総 計 10667

財団法人アサヒビール芸術文化財団
〒130 東京都墨田区吾妻橋 1-23-1 803‐ 5608-5202
田 1989年 3月 2アサヒビール株式会社 口文部省 (文化庁)■ 5億 1000万円
郎

口5357万円 1固樋口廣太

芸術文化事業方針

美術・音楽を中心とした芸術文化活動を助成し、かつ、その国際交流を支援するとともに、わか国文化の向上
発展に寄与することを目的として下記の事業を行う。
1 国公私立の美術館・博物館が開催する美術展覧会への助成。
2 ォベラ、オーケストラなど、音楽を中心とした舞台芸術の公演への助成。
3 美術・音楽にかかる海外研修への助成。
4 美術館の運営。
5 その他、目的を達成するための事業。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費 (万円)

美術展団体助威 美術 助成  12 1000
音楽公演団体助威 音楽 助成  18 1710
外国人留学生奨学金 音楽 美術 奨学  9 1160
海外研修奨学金 奨学  1 410
外国人留学生美術展 自主  1 820
総 計 5100

財団法人あさひ 。ひむか文化財団
〒882 宮崎県延岡市旭町6-4100 80982-22‐ 2054
田1985年 11月 2岨化成工業株式会社 口1宮崎県教育委員会 □5億円 固田畑晴郎

芸術文化事業方針
1 音楽・芸術・演劇などの芸術文化に関する行事の開催。
2 地域社会の幅広い文化活動の振興および後援に関する事業。
3 郷土文化への親しみ・理解の促進に寄与する事業。
プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

芸術文化に関する事業 音楽 自主  2
地域文化活動に関する事業 音楽 美術 その他 助成

自主

6

財団法人アフイニス文化財団
〒105 東京都港区東新橋2-2-8 スズキビル東新橋7階 803‐3431-4211
田 1988年 3月 2日本たばこ産業株式会社 口!文部省 (文化庁)口 54億 1227万円 口 1億8070万 円 ロ
長岡買

芸術文化事業方針

「クラシック音楽の普及活動」「音楽家の研錮に対する援助」「芸術文化の調査研究」を三本社とした事業を行
い、とりわけわが国オーケストラの発展向上に資する活動を行う。

美術
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う15

プロオーケストラか主催する演奏会等への助成   音楽 助成   21 10138

楽団員の海外研修に対する助成 音楽 助成   5 2102

「第6回アフィニスセミナー」の開催 音楽 自主 4118

芸術文化の調査研究に対する助成 音楽 助成  4 963

「アフィニス・サウンド・レポート」の発行 音楽 自主  2 723

総計 18044

財団法人丼植記念会
〒655 兵庫県神戸市垂水区青山台1-21-1 8078-751‐5216

口 1962年8月 口丼植歳男 日兵庫県教育委員会 □p億8379万円 口5623万円 口丼植貞雄

芸術文化事業方針

教育・学術および文化に関する各種事業を行い、もって学術勤労および社会薔行の奨励、ならびに文化の振

興、および社会福祉の増進に寄与する。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

井植文化費の表彰 全般 顕彰   1 400

垂水生活文化協会への助成 (た そかれコンサート) 音楽 助成   1 100

総計 500

財団法人逸翁美術館

〒563 大阪府池田市建石町7‐ 17 ●0727‐ 51‐ 3865
■1957年 7月 E]′」ヽ林一三 日文部省 |四 12億 6500万円 !口9730万円 【シ」ヽ林公平

芸術文化事業方針

小林一三の収集にかかる重要文化財、その他の美術工芸品の保存および公開、それに関する調査研究を行い、

地域文化の発展、ひいてはわか国文化の発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

館蔵品による企画展 美術 文化財 自主  4
展示に関連する講演会 美術 文化財 自主  6 40

美術品の館外 (含海外)貸出 美術 文化財 国際  自主  15

総計 9260

財団法人出光美術館
〒100 東京都千代田区丸の内3‐ 1-1 803-3213-9402
田 1972年 9月 口出光興産株式会社 日皮部省 (文化庁)1頭 03億3400万円 口F億 5000万円

介

口出光昭

芸術文化事業方針

優れた美術品を後世に伝える一助をなす。展覧会を通じての社会教育の助成と海外に対する日本文化の紹介。

フログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

美術館運営 (展覧会開催 ) 美術 自主

財団法人岩谷直治記念財団
〒100 東京都千代田区永田町2‐ 10‐ 2 TBRビ ル712 803-3580-2251
田 1973年 11月 口l岩谷直治 (岩谷産業株式会社会長)日 科学技術庁 □7億 8741万円 Ep235万円 口l

岩谷徹郎

芸術分野      分類  件数  事業費(万円)
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芸術文化事業方針

当財団の芸術文化事業助成も9年目になるが、今後の考え方は、
1 助成の継続を第一に考える。
2 科学技術分野で行つている海外研修・留学助成を音楽の分野まで拡大したい。
フログラム名                   芸術分野       分類 件数 事業費(万円)

音楽活動への助威 音楽 助成  1 1000

総計 1000

財団法人エー 。ビー・シー音楽振興財団
〒531‐01 大阪市北区大淀南2-2-48 朝日放送内 ●06-453‐5340
口 1990年 9月 日朝日放送株式会社 口1大阪府教育委員会 □μ億1200万円 日 1億300万円 l固口:井桑正

芸術文化事業方針

大阪においてクラシックを中心とする音楽会の企画。開催を行うとともに、音楽家の活動を助成し、あわせて
国際的に優れた業績をあげた人々を顕彰し、もって大阪の音楽文化の振興発展に寄与することを目的とする。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽家の発掘・育成活動 音楽

音楽芸術への頭彰活動 音楽 顕彰   1 2750
音楽愛好家との交流をめざす広報活動 音楽 自主  1 1350
公演・団体への助成活動 音楽 助成  2 300
総 計 10300

財団法人大分放送文化振興財団
〒870 大分市今津留3‐ 1-1 大分放送内 ●0975-58■ 111

田1989年 9月 口l株式会社大分放送 口1大分県教育委員会 厖

“

.916万 円 EЮ 00万円 口 七蔵司員―

芸術文化事業方針

当財団は、大分県の教育・文化・学術・芸術の発展に活躍する個人や団体に対し、経済援助を実施し、また学
術文化に関する講演会や研究に助成し、大分県の教育・文化の発展および育成に寄与しようとするものです。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

大分県内の文化活動への助威 全般 助威  7 240
総 計 240

財団法人音楽鑑賞教育振興会
〒153 東京都目黒区目黒 1-4‐ 1 803-3495-6885
口 1972年4月 口松本望 日皮部省 □p4億円 |口 1億6498万円 口松本誠也

芸術文化事業方針
主として、小、中、高等学校における音楽教育の向上をはかるために、特に鑑賞教育について、指導法、教材

(音楽)研究、開発制作、演奏会の後援、コンサートチケットの斡旋、音楽教師のための講習会、研修会の開
催、後援 (講師、機材、教材提供)などを行つている。また月刊誌「音楽鑑賞教育」を通して、音楽および音楽
鑑費についての資質の向上に役立つようにしているか、これらの活動は一般向けとして、生涯学習としても行っ
ている。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽鑑費教育振興論文作文募集 音楽 自主 2600
音楽教育海外視察団派遣 音楽 自主 900
鑑賞教室開催 (ジュニア フィル八―モニック オー  音楽
ケストラ ニューイヤーコンサート賛助)

自主 430

自主  3     5900
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自主 1000 317
夏期講習会 (音楽教育指導法合宿研修会開催) 音楽 自主 370

普及活動 (音楽教育指導法請習会等を後援) 音楽 自主 1600

出版 (F音楽鑑貴教育』等を発刊) 音楽 自主 3298

総計 10198

財団法人音楽教育振興財団
〒164 東京都中野区中野2-7-6 803‐ 5385-7737
口 1991年2月 口三浦 規 口反部省 口3億円 口970万円 口三浦 規

芸術文化事業方針

高等学校、中学校、小学校、幼稚口等における音楽教育の振興に寄与した指導者、研究者またはそれらの団体

に対する顕彰および音楽教育の発展に役立つ諸活動に対する助成等を通して、音楽文化の発展に寄与することを

目的とする。助成については地域における音楽教育の振興・音楽教育の国際化等、音楽教育に役立つ諸活動も含

む。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽教育振興貴 (顕彰部門) 顕彰   4 450

音楽教育振興費 (助成部門) 音楽 助成  4 450

総計 900

財団法人花王芸術文化財団
〒103 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 803‐ 3660-7055

1■11990年 10月 口舵1王株式会社 日文部省 (文化庁)□ 17億 円 E2860万円 口沖川弘美

芸術文化事業方針

美術、音楽を中心に芸術文化活動を助成し、かつ、これらの分野にかかわる国際芸術文化交流を支援すること

により、わか目の文化の向上発展に寄与する。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

美術館等の美術展助成 美術 助成  7 600

美術の研究助成 美術 助成   8 400

音楽公演助成 音楽 助威   21 1400

音楽の研究助成 音楽 助威  1 50

総 計 2450

財団法人鹿島美術財団
〒107 東京都港区赤坂6-5-30鹿島建設KIビル8階 803-3582‐ 5920
日1982年 11月 口疇1島卵女 口皮部省 (文化庁)□ 10億 1200万円 Ep745万円 固鹿島昭一

芸術文化事業方針

美術に関する調査研究、出版物の刊行、国際交流等の助成援助を行って美術の振興をはかり、もってわが国の

文化の向上、発展に寄与する。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

美術に関する調査・研究の助成 助成  48 3000

美術に関する出版の援助 助成   6 760

美術に関する国際交流の援助 美術 助成  19 1747

総計

美術 顕彰  3
5657

鹿島美術財団賞 150

美術
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財団法人北野生涯教育振興会318
〒153 東京都目黒区五本木1-12-16 803‐ 3711-1111
田 1975年 6月 口比野隆春 口皮部省 四7億8677万円 □p1432万円 □‖ヒ野隆興

芸術文化事業方針

生涯教育を振興していくなかで芸術分野にも支援しているのは、芸術家のタマゴである彫刻科の学生はお金が
かかるのに援助か少ないと聞いたからである。(特に芸術支援をするというのではなく、生涯教育振興の一環と
してとらえている。)

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

彫刻奨学金 美術 奨学  1 260

総計 260

公益信託キャンドル演劇奨励基金

[受託者]〒 464 愛知県名古屋市中区栄4-1-1中 日ビル 住友信託銀行株式会社名古屋支店 ●052‐ 261-
1351

田 1993年 5月 口漱式会社名古屋テレビ事業 回憂知県教育委員会 EB000万円 口 135万 円

芸術文化事業方針

愛知県内における優れた演劇活動に対する助成を行い、もって愛知県民か優れた演劇に接する機会をふやし、
愛知県の社会教育の振興に寄与する。
助成対象 愛知県内に活動拠点を■く演劇団体による演劇を助成する。
事業規模 3演目 (1演目あたり30万円)90万円。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

演劇活動への助成 劇/舞 助威  3 90

総 計 90

財団法人京都服飾文化研究財団
〒601 京都市南区吉祥院中島町29 8075-661-5604
田 1978年 4月 口株式会社ワコール ロ皮部省(文化庁)口 16億 6000万円 □p億3100万円 口曝本幸―

芸術文化事業方針

世界の各時代の衣服・装身具などの収集・保存・公開を行い、これらの資料に基づく衣服と文化の関連につい
て調査研究を行うとともに、生活と芸術のなかで服飾文化の占める存在意義についての深い理解を助長し、あわ
せて大衆の美意識の高揚をはかり、もつてわか国の芸術文化の普及向上に寄与する。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

展覧会「モードのジャポニスム」 美術 国際 自主  1 12100

総 計 12100

財団法人キリン福祉財団
〒150‐ 11 東京都渋谷区神自前6‐ 26-1 キリンピール本社ビル内 容03‐ 5485‐ 6128
口 1981年 7月 ロキリンピール株式会社 口厚生省 E“ 4億2162万円 1日 1億4500万円 口麻山英世

芸術文化事業方針

障害者および老人の福祉向上、ならびに青少年の健全育成に関する諸活動に対し援助を行い、社会福祉の発展
および脅少年の青威・充実に寄与することを目的としている。
フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

こともの国における行事への援助 音楽 助成   1 600

こどもの城における行事への援助 劇/舞 助成  2 900

児童福祉文化普及事業への援助 劇/舞 文化財   助威  2 1250
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顕彰   1 600 319
総計 3350

財団法人熊本放送文化振興財団
〒860 熊本市山崎町30 熊本放送内 8096-328‐ 5500
日 1983年3月 2株式会社熊本放送 □熙本県教育委員会 口 1億 1000万円 Eβ 60万円 【シ」ヽ堀■夫

芸術文化事業方針

熊本県の教育・文化の振興および育成に寄与する団体 (個人)に助威を行う。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への助成 助成   4 105

学術活動への助成 民俗 その他 助威  2 40

文化活動への助成 楽

学

音

文

美術 映像   助威  3
文化財

120

国際活動への助成 劇/舞 文化財

国際

助成   2 70

総計 335

財団法人五島記念文化財団
〒150 東京都渋谷区道玄坂 1‐21‐2 新南平台東急ビル5階 803-3477-6671
田1990年 3月 口:東 急グループ(東急電鉄、東急百貨店、東急不動産、東急建設、東急バス)口文部省 (文化

庁)□ 11億 3453万 円 口横田二郎

芸術文化事業方針

優れた人材の発掘と育成を通して、真に豊かな社会実現のお役に立ちたいという故五島会長(前東急電鉄会長)

の遺志に添い、芸術文化の分野での有能な新人、および地域において創造的で優れた芸術文化活動を行っている

方々の顕彰、助成を目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

オペラ公演への助成 音楽 助成   12 2000

オペラ新人賞 19003威

彰

助

顕

美術新人貴 11003威

彰

助

顕

総計 5000

財団法人佐賀銀行文化財団
〒840 佐賀市唐人2-7-20  80952‐ 25-1620
田 1990年 12月 口麻式会社佐賀銀行 日1佐 賀県教育委員会 口劉昴 501万 円 口 1580万円 l口l指 山弘養

芸術文化事業方針

美術・音楽・演劇などを通して文化の向上をはかり

る。

ブログラム名

より豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とす

芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への助成 音楽 助成  1 300

若手芸術蒙の育成 顕彰   2 200

音楽会の開催 音楽 自主  26 729

総計

劇/舞 自主  1
1472

児童・幼児に対する情操啓発活動 243

「キリンフアミリー賞」作品募集・表彰事業     文学

音楽

′

全般
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財団法人佐藤国際文化育英財団320
〒160 東京都新宿区西新宿3‐2-2 803-3349-0799
口 1990年3月 2に 1藤行雄 口度部省 |四 18億 9339万円 【

“

961万円 口睦藤行雄

芸術文化事業方針

美術を専攻する国内外の学生への奨学援助活動を目的とする。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

奨学金支綸事業 美術 国際 奨学  32 1920

総計 1920

財団法人三銀ふるさと文化財団
〒515 三重県松阪市京町510 80598-25-0363
1■1990年 1月 口1株式会社第三銀行 日|三重県教育委員会 口1億 10万円 口584万 円 口北田榮作

文化講演会の開催 全般 自主  1
定期コンサートの開催 音楽 自主  1
総 計 339

財団法人サントリー音楽財団
〒107 東京都港区赤坂3‐ 21‐4 新日本ビル内 803-3589-3694
田 1969年 12月 日サントリー株式会社 口反部省 (文化庁)□ p億 560万 円 固に治敬三

芸術文化事業方針

洋楽の普及振興のための事業、洋楽の分野における優秀な音楽家への願彰を行い、もって洋楽界の水準の向上

に資し、わが国の音楽文化の発展に寄与することを目標とする。この目標を達成するため、

1 洋楽の普及振興のためのコンサートの開催
2 音楽に関する出版物の刊行
3 邦人作由活動の奨励、援助
4 音楽団体の洋楽普及振興活動への助威

5 サントリー音楽賞、芥川作由賞の授与

他の事業を行っている。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

各種コンサートの開催 音楽 自主  11
音楽賞の贈呈 音楽 顕彰  3
音楽に関する出版物の刊行 音楽 自主  1
邦人作品を含むコンサートの助威 音楽 助成  19
作曲委嗜 (邦人作曲家を対象とする) 音楽 助成   4

財団法人四国民家博物館
〒761-01 香川県高松市屋出中町91 80878-43-3111
回11975年 11月 ロカトーレック株式会社 日文部省 (文化庁)口 12億 2202万円 □p億5464万円 口伽

藤達雄

芸術文化事業方針
1994年度春より、文化財の有効利用ということで、農村歌舞伎舞台や民家をふさわしいと思われる催しに対

芸術文化事業方針

三菫県の文化振興、地域文化の育成、県民文化の高揚と潤いのあるふるさとづくりに資するため、芸術文化支

援活動を行う。

フログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)
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して無料で使っていただいてしヽる。大切に使うことで、古い建物が息づいてくると思うからである。年2回の農
村歌舞伎の上演、民俗行事の再現、ことに去年より始めた「重陽の節旬」は五節句の一つでありながらすたれて
しヽるだけに好評であった。発表の場かほしいという人たちが集まってできた「森の演奏会」は、自然のなかでの
演奏が喜ばれている。農村歌舞伎舞台のほか、石蔵ギヤラリーも文化活動などの、発表の場として無料で提供し
ている。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

321

民家および所蔵品の保存、公開 文化財 自主  1 3600
民俗行事の実施 民俗 自主  3 15

伝続芸能の上演 劇/舞 自主  3 17

演奏会 自主  8 8

総 計 3640

財団法人十八銀行社会開発振興基金
〒850 長崎市銅座町1-11 十八銀行経済文化部内 容0958-28‐ 8178
田 1969年 10月 口1株式会社十八銀行 日眼崎県教育委員会 四7億円 口 1820万円 口:野 崎元治

芸術文化事業方針

地域における教育・科学・芸術 。文化などの向上をはかるための必要な助成を行う。
フログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

学校・交響楽団等の音楽楽器の購入 音 楽 助成  7 310

学校の映像機器 (ビ デオ・テレビ等)の購入 映像 助成   2 90

文化財・民俗・歴史等の研究団体への活動費 民俗 文化財 助威  3 210

音楽・演劇・演奏家団体への公演活動費 音楽 劇/舞 助威  5 165

国際交流団体・地域留学生交流団体の活動 国 際 助成   5 390

国際芸術交流の活動 劇/舞 国際 助成   1 30

学校・各種研究団体の図書購入および研究情報誌の  文学

発刊
助威  7 230

総計 1425

財団法人松竹大谷図書館
〒104 東京都中央区築地1-13-5 松竹会館内 容03-5550‐ 1694
1口11956年 12月 口床谷竹次郎、松竹株式会社 口東京都教育委員会 □Ю億1733万円 |“.469万 円 Eヨ大
谷信義

芸術文化事業方針

演劇・映画専門図書館を運営し、一般に公開して、日本の演劇、映画の文化向上に寄与すること。
ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

松竹大谷図書館の管理・運営 劇/舞 映像 自主 4469

総計 4469

財団法人親和銀行ふるさと振興基金
〒857 長崎県佐世保市島瀬町10-12 80956-23-3606
田 1989年 9月 口,株式会社親和銀行 l口l長崎県教育委員会 □И億5627万円 口 1065万円 口辻田徹

芸術文化事業方針

親和銀行の企業理念である「地域社会への貢献」を、よリー層推進し、地域の産業・文化を振興するために、
長綺県内の優れた町おこし活動、県産品の開発、学校教育活動、学術研究活動などに助成を行っていくことと、
書籍刊行による地域文化の向上に資することを方針としている。



第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

フログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

322
町おこし活動 音楽 民俗 助成   14 470

学校教育活動 音楽 その他 助威  5 130

書籍刊行 民俗 自主  1 233

総 計 833

財団法人末永文化振興財団
〒812 福岡市博多区博多駅東2‐ 10-16 寿軒ビル 8092-411‐ 2612

日1985年 4月 2床永直行(寿軒取締役社長)日旧岡県教育委員会 

“

億3300万円 口500万円 口安川

菫

芸術文化事業方針

末永文化センターの事業では、

1 九州交薔楽団の本拠として練習場を優先的に提供するとともに市民との交流を支援します。

2 各種団体のオーケストラ、合唱、オペラ、その他の音楽や演劇の練習場として開放し、助成します。

また、福岡県出身の画家、織田廣喜の代表作を集めた美術館「ミュゼ・オダ」を末永文化センター内に開館。

音楽と美術の質の高い拠点として、音楽との共存のなかで若い芸術家かその感性を触発され数多く育つことをめ

ざすとともに、一方多くの芸術フアンに開放することにより、地域社会の芸術文化の向上に寄与します。

ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽活動への支援 (九州交響楽団の練習場としてホ  音楽

―ルを提供)

自主

音楽活動への助成 音楽 助成  15
国際交流の促進 全般 国際 助成  1
美術館の運営ならびに助成 美術

総計 250

財団法人住友財団
〒105 東京都港区芝大門1-12-16 住友芝大門ビル2号館 803-5473-0161
田 1991年9月 日に友グループ20社 口 総理府 ZpO億7891万円 □B億3864万円 口泳井道雄

芸術文化事業方針

国際間の相互理解の基盤として、自国および他国の文化に対する認識を深め、また相互の文化交流の歴史を知

るうえで、文化財に接することは最適の方法の一つです。また「心の豊かさ」を考えるとき、文化財は心豊かな

生活の源となるとともに新たな文化の創造の基礎となるものです。これらの点から、文化財を保存して次の世代

に継承していくことは、今の世代の責務と考えます。

日本においても諸外国においても、文化財の維持。修復には必すしも十分に手かつくされているという状況に

はありません。住友財団は、文化財を保護し後世に伝える一助として、文化財(美術工芸品、海外は遺跡を含む)

の維持・修復事業と、その事前調査を対象とする事業を行っています。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

文化財維持・修復事業に対する助成 文化財 助成   17 4786

海外における文化財維持・修復事業に対する助成  文化財 国際 助成  7 2076

その他助成 文化財 助成  2 500

総計 7362

財団法人駿府博物館
〒420 静岡市紺屋町15‐ 4 8054-252-0111
田1970年 12月 口1株式会社静岡新聞社、SBS静岡放送 口腑岡県教育委員会 口 1億 1000万円 口780万

円 【】今井清隆

自主
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芸術文化事業方針

当財団は、博物館法第一筆第二条に規定された登録博物館で、主たる事業は、展覧会の開催、博物館資料の収

集保管、調査研究、普及活動で、「助威」「奨学」「顕彰」については行わないし、当法人定款 (寄付行為)にも

規定されておりません。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

美術展覧会 美術 自主  8 780

う23

総計 780

財団法人セゾン文化財団
〒104 東京都中央区京橋 1‐ 6‐ 13 アサコ京橋ビル5階 803-3535-5566
田 1987年 7月 口堤1滴二 日文部省 (文化庁)口 106億 8765万円 |ヨ3億5400万円 口腱清二

芸術文化事業方針

セゾン文化財団は、芸術文化の各分野 (と りわけ現代演劇と現代舞踊)に わたり、芸術創造に努力し、また文
化の領域において研究を進めている方々への助成を行うこと、さらに芸術家の海外研修。公演、海外芸術家の招

聘などの国際交流の促進を活動の目的としています。
この方針に基づいて、当財団では現代演劇と現代舞踊の領域における活動を対象とした公募により、資金助威

(助成金を交付)およびスタジオ助成 (森下スタジオを貸与)を実施しています。また、同領域以外の活動につ

いても、理事または評議員から提出された案件のなかから、既存の芸術・文化・学術や国家の枠を超えた創造活

動もしくは学術交流などとして採択されたものに対して、支援・協力・資金助成を行っています。これらの活動

を通して、芸術文化の向上をはかり、わか国の文化の発展に寄与できればと考えております。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

資金助成 (創造環境整備活動) 劇/舞 助成  13 1860

資金助成 (コ ロンピア大学アートマネージメントロ  劇/舞
学)

奨学  1 564

資金助成 (国 内劇団の年間活動) 劇/舞 助威   5 6000
6003音楽 美術 劇/舞  助成

映像 文学 国際

資金助成 (共同創遣活動)

資金助成 (国 内劇団の国内公演) 劇/舞 助成  15 2140

資金助成 (国 内劇団の海外公演) 劇 /舞 助成   6 1200

資金助成 (海外劇団の招聘公演) 劇/舞 助成  3 500

スタジオ助成 (ワ ークショップなど) 劇/舞 助成  11
スタジオ助成 (公演租古) 劇/舞 助成  19
特別助威 全般 助成   12 3135

自主制作事業 劇/舞 自主  7 17564

総計 33563

財団法人ソニー音楽芸術振興会
〒102 東京都千代田区五番町5-l JS市ヶ谷ビル7階 803-3261‐ 9831
■1984年 11月 ロソニー株式会社、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント !口文部省 (文化庁)

口13億 6995万円 Ep961万円 口大賀奥雄

芸術文化事業方針

音楽、オペラ、舞踊などの芸術の普及向上をはかるため、国際交流の促進、創造開発の活発化、新進芸術家の

青威などに努め、わか国の文化の発展に寄与すること。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

「第9回全日本大学オーケストラ大会」の開催 音楽 自主  14
「第4回国際オーボエコンクール・東京」の開催   音楽 自主  9
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″PERFORMANCE TODAY(今 日の演奏)"の開催  音楽 自主  4
324

日本演奏連盟「新人演奏会」助威 助成  1
二期会「新進声楽家のタベ」「フレッシュコンサート」 音楽

助威

助成  2

財団法人江東区地域振興会への事業協力 音楽 自主  1
総計 6614

財団法人大同生昴国際文化基金
〒550 大阪市西区江戸堀 1‐ 2‐ 1 大同生命本社ビル13階  B06‐447-6111
■1985年 3月 口大同生命保険相互会社 □際務省 |口15億 500万 円 【

“

200万円 口吉澤欣―

「アジアの現代文芸」プログラムの翻訳出版 文 学 自主  3 1300

助成・協力 音楽 美術 文学

国際

助成  7 1000

総計 2300

大和日英基金
〒141 東京都品川区西五反田7-13-5 803-3494‐ 7881

■1988年 8月 口床和證券株式会社 口|な し 口39億円 口 1億 1571万円 口1ロール卿

公益信託夕カシマヤ文化基金

[受託者]〒 100 東京都千代田区丸の内1-4-3 東洋信託銀行株式会社 803‐3218‐ 0275(事業推進都)

l■11990年 2月 口1株式会社高島屋 株式会社横浜高島屋 口!文部省 (文化庁)□ B億 1030万円 日 1900万

円

芸術文化事業方針
1 新鋭芸術家への助成

日本画、洋画、版画、彫刻、工芸分野において優れた創作活動を行い、自己の芸術目標をもち、美術界の将

来の発展に寄与する作家に対する助威。
2 シンポジウム開催団体への助威

明日の美を探るシンポジウムなどを開催し、国際的な文化交流の発展に寄与する団体に対する助成。

3 国内外の美術文化の保存・発掘・振興に寄与する団体への助成

美術文化の保存・発掘・振興等の活動を行う団体に対する助成。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

新鋭作象への助成 美術 助成   3 1500

シンポジウム開催団体への助威 美術 助成   1 200

国内外の美術文化の保存・発掘・振興に寄与する団  美術

体への助成

助成  1 200

芸術文化事業方針

自主事業中心に展開する。助成協力は極力圧縮する。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

芸術文化事業方針

当基金の主な目的は日英間の文化交流、人的交流であり、メセナ活動は日英基金の活動のなかで、その一部と

して自然に組み入れられる。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

大和日英基金の助威活動として           全般 国際     助成  20     1318
総計                                           1318



総 計

4● 企業財団 。公益信託のメセナ活動一覧

1900
325

財団法人たましん地域文化財団
〒186 東京都国立市中 1‐9-52 多摩中央信用金暉国立支店ビル 80425-74‐ 1360
口 1991年4月 2じ摩中央信用金庫 l回東京都教育委員会 □B億円 IИ 028万円 lD中疇榮治

芸術文化事業方針

財団の設立母体である多摩中央信用金庫に「多摩文化資料室」を設けて以来20年 にわたり、多摩地域 (東京
都の市町村部)の文化資料 (歴史・民俗・美術など)の調査・研究・情報の提供 (出版も含め)、 資料の展示公
開という各種の事業を通し、地域文化への貢献を願つている。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

たましん歴史・美術館における展示 美術 自主  4 1166

御岳美術館 (分館)における展示 美術 自主  1 328

多摩地域の歴史・文化・民俗などの調査及び機関誌
「多摩のあゆみ」発行 (年4回 )

民俗 文化財

その他

自主  6 1381

多摩地域の歴史・美術に関する講座・講演 美術 その他 自主  5 10

多摩地域の歴史などの研究団体、および民俗芸能保  民俗

存団体への助成

助成   2 40

「たましん財団賞」(多摩総合美術展に設置) 美術 顕彰   1 20

多摩歴史叢書3「八王子城主・北条氏照」刊行    その他 自主  1 823

総 計 3768

財団法人中信美術奨励基金
〒600 京都市下京区四条鳥丸西入 8075-223-8385
田 1987年4月 l口京都中央信用金庫 口1京都府教育委員会 

“

億5500万円 口 1900万円 口l西村清次

芸術文化事業方針

京都府下における美術の創作活動を奨励し、伝続的文化の継承発展、ならびに京都市民の精神文化向上に寄与
すること。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

第7回京都美術文化賞贈呈 美術 顕彰   3 600

第7回京都美術文化賞受賞作蒙による展覧会 美術 助成   1 350

京都市美術館協賛 助成   1 120

京都国立近代美術館 堂本印象記念近代美術振興財  美術 助成  1 30

団

総 計 1100

財団法人道銀文化財団
〒060 北海道札幌市中央区大通西4丁目 北海道銀行本店 8011-233-1029
田 1991年3月 口1株式会社北海道銀行 日」ヒ海道教育委員会 □Ю億円 口 1150万円 口闘寛

芸術文化事業方針

北海道の芸術文化に関する調査研究および情報資料の収集を行い、その成果を広く道民に提供するとともに、
優れた芸術文化の普及および奨励のために必要な事業を行い、もつて北海道の文化の発展と豊かで潤いのある道
民の生活の実現に寄与することを目的とする。
プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

開催事業 音楽 美術 自主  9 700

調査研究事業 (北海道演劇史編纂) 劇/舞 50自主  1

美術
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奨励事業 (第 4回道銀芸術文化奨励賞) 美術 劇/舞 200
326

学

彰

奨

顕

楽

学

音

文

提携支援事業 (道内4団体に対する助成金) 美術 劇/舞  助威  4音楽

文学

200

総計 1150

財団法人東芝国際交流財団
〒105-01 東京都港区芝浦1-1-1 東芝ビル3C-4 803-3457-2733
田 1989年4月 口株式会社東芝 □踵産省 EX30億 円 日5430万円 口青井舒―

芸術文化事業方針
1 日本の芸術文化の海外への紹介の支援。

2 国内外の美術館の地域社会への貢献活動の支援。

ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

海外美術館のパンフレット、図録等の作成 美術 国際 助成  5 2890

日立博物館、美術館の外国語案内バンフレットの作  美術 その他

成

助成   3 240

ビッツパーグ大学能・狂言公演への助成 劇/舞 助成   1 150

総計 3280

財団法人東邦銀行文化財団
〒960 福出市大町3‐ 25 80245-23‐ 5882
口 1993年4月 口I株式会社東邦銀行 lD福島県教育委員会 口3億603万円 口7252万円 1巳内池佐太郎

芸術文化事業方針

福島県内の文化団体の活動を活発化させるような幅広い助成の実施。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

文化活動への助威 全般 助成  17 350

総 計 350

財団法人東洋信託文化財団
〒100 東京都千代田区丸の内1¨ 4‐ 3 803-3218‐ 0611

1■11989年 11月 口康洋信託銀行株式会社 □反部省 (文化庁)■ 10憶 3896万円 E「 787万円 口麻田

千賀三

芸術文化事業方針
1 地域におけるアマチュアの音楽・演劇活動に対する公演助成および、各地における民俗芸能の伝承と後継者

の青成をはかるための公演助成、ならびに美術展に対する助成。

2 国際交流にかかる活動は助威対象外。

3 継続・反復助威は行いません。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

美術展への助成 美術 助成  7 600

伝統芸能への助成 民俗 助成  17 1000

演劇活動への助成 助成   8 400

総計

劇/舞

助威  20
3100

音楽活動への助成 1100
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財団法人トヨタ財団 327
〒163‐ 04 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル37階 803-3344-1701
口1974年 10月 21ト ヨタ自動車株式会社 □憾理府 □114億 円 1日7億4000万円 口豊田英二

芸術文化事業方針
1 発展途上国、特に東南アジアの固有文化の保存と振興に資すると思われる研究、およびその他の事業への助

成。
2 発展途上国、特にアジア諸国の文学などの日本および他のアジア諸国への翻訳・出版への助成。
3 日本の文学などのアジア諸国への日訳・出版への助成。

フログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

国際助成 全般 国際 助成   94 9808

隣人をよく知ろう (翻訳出版助成) 文学 助威  23 3145

総計 12953

財団法人長島文化財団
〒890 鹿児島市与次郎1-7‐ 15 80992‐ 50-5400
田 1985年3月 口l長島公佑 (長島商事株式会社代表取締役)日 鹿児島県教育委員会 Zp2億 5413万円 ロ
2億6147万円 口長島公佑

芸術文化事業方針

鹿児島県における教育振興、地域文化および学術の振興に寄与すること。
1 地域文化の向上のため、歴史、美術工芸および自然に関する資料の収集、保存、研究および展示に必要な事

業。
2 地域の歴史、文化および熱帯植物、その他地域の自然に関する学術研究に対する助成金の綸付、ならびに地

域の教育文化の振興にかかわる活動に対する奨励金の綸付。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

長島美術館の管理・運営 美術 自主

財団法人奈良そこう美術館
〒630 奈良市二条大路南1-3-1 80742-36-3141
田 1991年 10月 2株式会社奈良そこう □際良県教育委員会 □1億円 口駒2億円 l口野田泰通

芸術文化事業方針

古今東西の優れた美術を紹介して、関西地区の文化の向上に資する。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

美術展の開催 美術 自主  11 19000

総 計 19000

財団法人ニッセイ文化振興財団
〒100 東京都千代田区有楽町1-1-1 ●03-3503-3111
■1973年 11月 口日本生命保険相互会社 □皮部省 □6億2000万円 口14億 8658万円 【シ」ヽ林玉夫

芸術文化事業方針

当財団は、広く国民の情操を養い教養を高めるため、優れた舞台芸術を提供するとともに、その向上をはか

り、もってわか国の芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

「ニッセイ名作劇場」の主催 劇/舞 自主

オペラ公演の主催 音楽 国際 自主

助成事業 (図書出版費用)             その他       助成  1
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「日生劇場国際児童フェスティヴアル」の開催 音楽 劇/舞 国際  自主328
「日生劇場舞台技術フォーラム」の開催 その他 自主

「日生劇場開場30周年」記念特別事業の主催 音楽 劇/舞 国際  自主

総 計 109841

財団法人日本生命財団
〒541 大阪市中央区今橋3-1‐ 7 日本生命今橋ビル4階 806-204-4013
日 1979年 7月 口日本生命保険相互会社 □聡理府 □100億円 日7億4970万円 【P」 林ヽ玉夫

芸術文化事業方針

芸術文化面においては、次の3点を目標に昭和54年より助成活動を続けております。
1 地方・地域重視の視点から、博物館か展示する歴史 。自然・民俗などの郷土遺産を学術的・体系的に解説し

た案内書の出版に助成し、地域文化の振興、青少年の文化教育に資する。
2 日本の文化史・生活史あるいは人間の生活環境・自然環境などの分野において市販性に乏しいが、学術的・

専門的見地から公開が強く要請されている学術的専門書の出版に資する。
3 児童・少年自らが、郷土芸能伝承活動や音楽活動・図書文庫活動などの地域活動を実践することにより、創

造力に富んだ情操豊かな子どもたちに成長することに資する。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

博物館総合案内出版助成 民俗 文化財

その他

助成   3 2550

学術書出版助威 民俗 文化財

その他

助成  10 3140

児童・少年の健全育成助成 術

俗

美

民

楽

学

音

文
劇/舞  助成  150
文化財

9000

その他

総 計 14690

財団法人日本テレビ放送網文化事業団
〒102 東京都千代田区四番町7-7 日本テレビ第二別館内 容03‐ 5275‐4752
田 1975年 11月 口日本テレビ放送網株式会社 □皮部省 □13億 円 |“500万 円 Eシ」ヽ林興三次

芸術文化事業方針

放送の枠ではとらえきれない各種の文化活動の普及、振興をはかる目的で広範な文化事業のなかから放送活動

に関連のある分野での文化事業を実施。

プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

第24回世界児童画展 自主  1 2600

日仏現代美術展 顕彰   1 500

総計 4000

財団法人野間奉公会
〒112 東京都文京区音羽2‐ 12‐21 講談社ビル 803‐ 5395‐ 3401

田 1939年 10月 21株式会社講談社 la文部省 口 1億4000万円 口野間佐和子

芸術文化事業方針

文書に対する奨励および表彰。

ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

野間文芸賞 。同新人賞 700

野間児童文芸費・同新人費 文学 顕彰   3 400

美術 国際

美術 国際

文学 顕彰  3
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329
総計

1300

財団法人野村国際文化財団
〒103 東京都中央区日本橋1-9-1 803-3271-2330
口 1 990年 5月 口:野村證券株式会社 口1文部省 (文化庁) □30億円 □p億 1400万円 口1田淵義久

芸術文化事業方針

1 音楽・美術などの分野における人材育成をメインプログラムとした活動および、同分野での国際交流活動を

主要目的とした活動などに対する助成を行う。

2 国際社会での相互理解を深めるために、

プログラム名

日本の大学へ留学している外国人留学生への奨学金の付与。

芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

教育音楽祭、「パシフィック・ミュージツク・フエス 音楽

ティパル」の助成

助成   1 15000

新進芸術家の個展に対する会場費・バンフレット制

作費・運搬費の助成

助成  13 900

海外からの留学生に対する奨学金綸付 全般 国際 奨学   20 3600

図版集・CD等の出版に対する助成 音楽 美術 助成   4 800

その他助成 音楽 美術 劇/舞  助成

国際

7 700

総 計
21000

財団法人畠山記念館

〒108 東京都港区白金台2‐ 20-12 803-3447-5787
口 1 964年 10月 日日山一清 □反部省 (文化庁)|四 19億 8748万円 口6605万円 口断山定正

芸術文化事業方針

1 収集品の整理保管および展覧場の設置。

2 収集品の一般公開および研究者のための特別展覧。

3 美術工芸品に関する調査および研究会、講習会、講演会などの開催。

4 美術工芸品に関する解説、複製、その他文化に関する刊行物の頒布。

5 その他目的を達成するために必要な事業。

フログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

美術品の展示 美術 自主

財団法人八十二文化財団

〒380 長野市岡田178-13 ノヽ十二別館内 80262-24-0511
■1985年 3月 口株式会社ノヽ十二銀行 日長野県教育委員会 □p億円 日 1億円 【p」 林ヽ春男

芸術文化事業方針

基本的スタンスは次のとおり。

1 伝統文化を後世に伝える.

2 自然環境を守る。

3 人材を育成する。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

文化講演会の開催 その他 自主

自主

他

像

の

映

そ

術

学

美

文
教養講座の開催

コンサートの開催 音楽 自主

美術         願彰  1      200
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330 ギヤラリー企画展の開催 美術 自主

出版事業 その他 自主

総 計 8200

財団法人美育文化協会
〒103 東京都中央区日本橋小網町11-5 803‐ 3662-5321
i口11970年 8月 ロペんてる株式会社 口皮部省 □ 1億円 口 1億円 □岩間英太郎

芸術文化事業方針
1 世界児童画展の年度開催

世界各国 (本年度83カ 国・地域)よ り児菫生徒の絵画作品を募集。優秀作品を選定し、日本 (昨年38カ 所)

および海外 (昨年20カ所)で展覧会を開催。
2 美術教育誌「美育文化」月刊発行。対象は美術教育関係者。部数6000部。月額850円。
3 幼稚日、保育日、保母対象、教育セミナー (全国)「幼年美術の会」の後援・協賛 (毎年度)。

フログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費 (万円 )

第24回 「世界児童画展」開催 美術 自主  58 3000
月刊誌「美育文化」発行 美術 自主  1 2000
「幼年美術の会」後援 美術 助成  18 900
総 計 5900

財団法人東日本鉄道文化財団
〒100 東京都千代田区丸の内1-6-5 JRビル 803-3213-3017
口1992年 3月 □東日本旅客鉄道株式会社 l□運輸省 EИ 9億円 |日5億8000万円 【嶽主田正三

芸術文化事業方針

当財団は、JR東日本の事業成果を社会貢献に役立てるために設立された。事業内容は、
1 鉄道を通した地域文化の振興、
2 鉄道経営・鉄道技術に関する調査・研究の促進、
3 鉄道にかかわる国際文化交流活動の推進、
の3つの柱からなり、人間性豊かな鉄道文化・交通文化の醸成に寄与することを目的としている。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

東京ステーションギャラリーの運営、展覧会の開催  美術 自主  5
地方における文化事業支援 全般 助威  5
とうきようエキコン春・秋シリーズ、新宿エキサイ  音楽
ティング春・秋シリーズの開催

自主  4

財団法人美術工藝振興佐藤基金
〒248 神奈川県鎌倉市浄明寺5‐9-39[連絡先]803-3881‐ 1590
田1979年 5月 口

「

住金属工業株式会社、佐藤金属株式会社、佐藤千壽 l口1文部省(文化庁)i□6億 6800万
円 ロレ700万 円 口に藤千壽

芸術文化事業方針

美術工芸の調査研究および創作活動を奨励・助成するとともに、美術工芸品および資料を収集公開してこれら
の研究に資し、もつてわか国文化の発展に寄与する。
ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費 (万 円 )

創作活動および調査研究に対する助成 美術 助成  3 240
外国人受容に対する助威 美術 助成  2 650
講演・シンポジウムなど 美術 自主  1 120
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顕彰  3 100 331
1110

総計

財団法人ひろしぎ美術館

〒735 広島市中区基町3-2 ●082-223‐ 2530
口 1974年 4月 日株式会社広島銀行、広島市 □広島県教育委員会 口 15億2900万 円 口 1億 7200万円

口橋回収

芸術文化事業方針

当財団は、広島銀行の創業100周年記念事業として、「地域への密着と奉仕を強力に推進する」同行の経営の

基本理念に基づき設立されたものであり、国内屈指のコレクションを有する常設展示や、年4～ 5回の特別展の

開催などにより、今後とも地域社会の芸術・文化の向上に資する方針である。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

美術展覧会の開催 美術 自主 11100

11100
総 計

財団法人福岡文化財団
〒812 福岡市博多区博多釈前3-1‐ 1 8092-472‐ 1676

田 1985年 6月 口株式会社福岡シティ銀行および関連会社 口旧岡県教育委員会 口6億 5000万円 |ヨ3100

万円 【】四島司

芸術文化事業方針

地域社会に対して文化的貢献の活動母体として、美術・音楽・演劇など芸術の各分野での活動を通してより豊

かな社会づくりに寄与することを目的としています。

プログラム名 分類  件数  事業費(万円)芸術分野

プロムナードコンサート(毎月1回 )、 特別演発会(年

1回 )

音楽 自主  13 900

シルクロード写真展および写真集発刊 美術 自主 650

劇団四季ミュージカルヘのサポート 劇/舞 助成  1 1100

アジア国際美術展覧会 美術 助成   1 200

美 術 助成   1福岡県美術展覧会

その他助成事業 音楽 美術 助成  8 200

総計
3100

財団法人平和堂財団
〒522 滋賀県彦根市小泉町31 80749-23-4575
i口11989年 3月

ロロ[原平次郎
口I夏原平次郎 (株式会社平和堂会長) 口滋賀県教育委員会 E52億 5500万円 嘔]3216万円

芸術文化事業方針

1 滋賀県の文化・芸術の振興に寄与する事業活動に対する助成。

2 滋賀県内、滋賀県出身の新進芸術家の活動に対する助成・育英。

以上を通して、滋賀県の文化・芸術の振興に寄与する。

プログラム名                   芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

海外芸術留学生助成 音楽 奨学  2 120

図書製作助成および寄贈 文 学 助威  2 320

文化・芸術公演助成 音楽 助成  2 200

新進芸術蒙活動助成 音楽 美術 助成   6 120



第4章 1国・地方自治体・財団等のメセナ活動

332 新進芸術家美術展 美術 自主 106

866総計

財団法人ベルナール・ ビュフェ美術館
〒411 静岡県駿東部長泉町駿河平 ●0559-86-1300
田 1973年 11月 口l株式会社スルガ銀行 1口i静岡県教育委員会 口岡野喜―郎

芸術文化事業方針
フランス現代画の巨匠ベルナール・ビュフェ (1928～  )の作品を公開展示することによって、文化の向上

に寄与する。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

ベルナール・ビュフェ美術館の運営 美術 自主

財団法人ポーラ伝統文化振興財団
〒104 東京都中央区銀座 1‐7-7 ポーラビル3階 803-3561‐ 7408
口1979年 12月 口株式会社ポーラ化粧品本舗、ポーラ興産株式会社 l口!文部省(文化庁)□ 5億円 口8230
万円 口l安藤憲

芸術文化事業方針
「豊かで平和な社会の繁栄と文化の向上、発展に寄与する」を理念として、日本の伝続的文化財〈伝続工芸技術・
伝続芸能・民俗芸能・行事)の記録、保存、振興、普及、および出版物の刊行、あわせて伝統文化の後継者に対
する助威金の綸付などを目的とする。
ブログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

映像記録 (35%カ ラー)の製作 映像 その他 自主  1
伝統文化記録映画上映会 (東京・横浜・名古屋) 映像 文化財

その他

自主  27

カルチヤーフォーラム「映画とトークサロン」 映像 民俗 文化財  自主
その他

5

伝統文化ポーラ賞の贈呈 (大■ 1、 特賞6) 劇/舞 民俗

文化財 その他

顕彰  7

伝統文化振興事業への助威 劇/舞 文化財

国際
助成   3

機関誌発行「伝統と文化」 民俗 文化財

その他
自主  1

総計 3130

財団法人真柄教育振興財団
〒920 石川県金沢市彦三町 1‐ 13-43 80762-31‐ 1266
■1989年 9月 2真柄嘉子、真柄建設株式会社 □石川県教育委員会 □1億472万円 口635万円 l口1真柄
敏郎

芸術文化事業方針
1 続書活動において顕著な実績をあげた個人および団体の顕彰を実施。
2 学校図書館、公民館図書室および地域図書館等の整備充実のための助成として、真柄文庫の設置資金を贈
る。

3 地域読書会活動 (学習文庫、児童文庫等を含む)への助成を行う。
4 地域住民の生涯学習に寄与するための講演会の開催。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

読書活動に対する顕彰 全般 顕彰   6 26
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助成   27 290 333
地域読書活動に対する助成 全般 助成   46 240

講演会の開催 全般 自主  1 50

総計 606

財団法人三井海上文化財団
〒101‐ 11 東京都千代田区神田駿河台3-9 803‐3259-4131

口 1988年 10月 口三井海上火災保険株式会社 □瞑部省 (文化庁)|四6億 5562万円 口5800万円 口松

方康

芸術文化事業方針

音楽・郷土芸能などの分野において、国民一般の文化活動を助成することにより、地域における文化の振興お

よび文化の国際交流の促進をはかり、もってわが国文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

地域住民のためのコンサートの開催 助威  30 約3600

国際交流活動に対する助成 音楽 民俗 国際  助成  22 約2000

その他助成 音楽 民俗 助成   2 約200

総計 約5800

財団法人三菱信託芸術文化財団

〒103 東京都中央区日本橋2‐ 2-4 日本橋永楽ビル内 ●03‐ 3281-0604

□11987年 12月 口三菱信託銀行株式会社 口皮部省 (文化庁)□ 22億692万円 |口 1億475万円 |口は立

託爾

芸術文化事業方針

わか国のプロのオペラ、オーケストラ、その他の音楽団体が主催する公演などのうち、一定の芸術的水準を有

し、経済的支援を要すると認めたものへの助成を行う。

プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

三菱信託音楽賞 音楽 顕彰  1
オペラ公演への助成 音楽 助成   22

オーケストラ等公演への助成 音 楽 助成   4

音楽祭への助成 音 楽 助成  10
作曲家団体主催公演への助成 音楽 助成  3
海外公演への助成 音楽 助成  5
その他助成 助成   2

総 計 7150

財団法人ヤギメセナファンデーション

〒920 石川県金沢市間屋町2-80 ヤギコーボレーション内 80762-37-1122
■1991年 3月 口株式会社ヤギコーボレーション ロ匿川県教育委員会 □F億6550万円 【p000万円 ロ

本陣靖司

芸術文化事業方針

文化事業に関する行事の開催、国際文化交流の支援および大学、高校、専門学校における産業デザイン教育に

対する助成を方針としていますが、ここ数年メセナ事業として青少年を対象としたミュージカル公演への無料招

待を実施しています。当分この事業を主体に考えていますか、一方でヤギミュージアム構想を進めており、民族

衣装のコレクションを行います。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

音楽
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ヤギスクールシアター 劇/舞 自主  5 1000

総計 1000

財団法人安田火災美術財団
〒160 東京都新宿区西新宿 1‐ 26‐ 1 803-3349‐ 3080
口 1976年 6月  l目安田火災海上保険株式会社 :回文部省(文化庁)口 11億 1659万円 □p億 5910万円 口|

後藤康男

芸術文化事業方針
1 展覧会の内容および展示品の多様化を進め、多くの人々に親しまれる美術館として観害層の幅を広げて入館
者の増加をはかる。

2 優れた美術家の表彰ならびに助成によって、美術界の発展に寄与するよう支援事業を推進する。
プログラム名 芸術分野 分類  件数  事業費(万円)

安田火災美術財団奨励賞 助成   36
安田火災東郷脅児美術館大賞 顕彰   1
安田火災東郷青児美術館の運営・管理 自主 24872

総 計 25910

財団法人安田生命クオリティオブライフ文化財団
〒160 東京都新宿区西新宿1-9-8 803‐ 3349-6194
田 1991年6月 日陵田生命保険相互会社 口文部省 □13億 1200万円 口6842万円 0大島雄次

芸術文化事業方針

当財団は、音楽における人材育成ならびに地域の伝続文化の保存維持、および後継者育成に対する助成などを
行い、もって国民生活の質的向上ならびにわか国文化の発展に寄与することを目的としています。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

日本音楽コンクール開催助成 音楽 助成  1 550

海外音楽コンクール参加費用助成 音楽 助成  5 340

海外音楽研修生費用助成 音楽 助成  13 2350
音楽学生奨学金 音楽 助成   24 960

地域の伝統文化保存維持助成 民俗 助成  40 2300
総 計 6500

財団法人山際照明造形美術振興会
〒101 東京都千代田区外神田3-12‐ 4 803-3253-2111
1■11973年 8月 ロヤマギワ株式会社 口i文部省 (文化庁)□ 1億8066万円 口1126万円 【レ」ヽ長谷兵五

芸術文化事業方針

照明・造形美術の向上普及のための諸事業を行うとともに、内外の照明・造形美術に関する諸活動を援助し、
もつて照明造形美術の振興をはかり、わか国文化の発展に寄与。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

照明等のデザイナー育成事業への助成 美術 その他 助成  1 50

照明造形美術専攻学生への奨学金の綸付 美術 国際 その他  奨学  23 588

内外デザイナー作品等の展示会 美術 国際 その他  自主  1 124

照明造形美術セミナー等 78

総 計

美術 自主  1
840
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財団法人大和文華館 33う

〒631 奈良市学園南1-11-6 80742-45-0544
田1960年 10月 口販畿日本鉄道株式会社 1口l大阪府教育委員会 口吉川逸治

芸術文化事業方針

日本美術および関係諸文化に関する資料を収集し、その研究および鑑賞を奨励し、国民の教養と新文化の創世

に資するとともに、世界の文運に寄与し、人類の平和と親睦とに貢献するをもって目的とする。

ブログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

文化財展覧会 美術 文化財 自主  8
日曜美術講座 美術 文化財 自主   9

陳列品解説 美術 文化財 自主  50
美術論文誌発行 美術 文化財 自主  2

財団法人大和文化財保存会

〒630 奈良市登大路町8 80742-24-3902
田11960年 9月 口近畿日本鉄道株式会社 B奈良県教育委員会 □17億 3165万円 口 1億4500万円 l口上

山善紀

芸術文化事業方針

奈良県下における国宝、その他の諸文化財の保存に関する事業を促進助成し、もって国民文化の向上に寄与す

ることを目的とする。
1 国宝・重要文化財、その他の有形文化財および記念物の修理、復旧ならびにこれらの維持管理に必要な事項

につき、所有者、管理責任者または管理団体に対する援助。

2 その他目的を達成するために必要と認められる事業。

プログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

山の辺古墳群保存事業 文化財 自主  2 12305

文化財保険加入推進助成 文化財 助成  22 29

県外流出文化財収蔵 文化財 自主  5 300

指定文化財修理援助 文化財 助成   11 666

未指定 (指定候補)文化財修理援助 文化財 助威   2 1000

文化財調査事業 文化財 自主  2 200

総 計 14500

財団法人ヤマハ音楽振興会
〒153 東京都目黒区下目黒3‐ 24‐22 803-3713-1351
田1966年8月 ロヤマ八株式会社 1重文部省 □p億円 E]|1上源一

芸術文化事業方針
1 音楽教育活動。
2 総合的な音楽力・指導力を持つ指導者の養成。

3 音楽普及活動・各種音楽コンテスト、コンサートの実施。

4 出版・制作活動。

以上の4つを活動の柱として、21世紀の豊かな音楽文化を創造していくための事業を進めています。

フログラム名                   芸術分野      分類  件数  事業費(万円)

ユニセフ チャリティ ジュニア オリジナルコン  音楽 国際

サート

自主

ティーンズ ミュージック フェステイパル 音楽 自主

ミュージック・クエスト 音楽 国際 自主

インターナショナル エレクトーンコンクール   音楽 国際 自主
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336 音楽を学ぶ学生のための奨学金 音楽 奨学  30

財団法人よんでん文化振興財団
〒760 香川県高松市丸ノ内2-5 80878-23-5511
1■11991年 10月 口四国電力株式会社 口皮部省 (文化庁)■ 10億 3700万円 【B5210万 円 E〕11本博

芸術文化事業方針

四園地域を対象として、音楽・美術を中心とした芸術活動を主催および助成することにより、優れた芸術文化
の鑑賞機会を提供するほか、顕彰・奨学援助なども行い、地域文化の振興に寄与する。
ブログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

主催事業 (ミ ュージカル・オペラシリーズ) 音 楽

音楽活動への助成 音楽 助成  28 1360

美術活動への助成 美術 助威  8 500

奨学援助 音楽 美術 奨学  15 960

音楽 美術 顕彰   3 360

総計 5060

財団法人ロームミュージックフアンデーション
〒107 東京都港区赤坂2-11-1 宮原ビル 803-3505-5081
■1991年 2月 口陸藤研―郎、日―ム株式会社、他 口度部省 (文化庁)l口15億 1000万円 EЮ 983万円
□陸藤研―郎

芸術文化事業方針

音楽活動に対する助成をはかるとともに、音楽を専攻する学生に対する奨学援助などを行い、もつてわか国の
文化の向上、発展に寄与することを目的とする。
プログラム名                   芸術分野       分類  件数  事業費(万円)

音楽活動助成 (音楽に関する公演・コンクール等へ  音楽
の助成)

助成  28 2440

国際交流助成 (音楽に関する国際交流への助成)  音楽 助成  13 1190

音楽研究助成 (音楽に関する調査研究への助成)  音楽 助成   2 150

奨学援助 〈音楽を専攻する学生に対する奨学金の綸  音楽
付)

奨学  23 1540

音楽在外研究援助 (音楽芸術蒙の在外研究に対する  音楽
援助)

助成  4 1400

音楽セミナー、音楽フェスティバルの開催ほか   音楽 自主 3263

総 計 9983

自主  4     1880
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授賞趣旨と受賞企業の紹介

全国で多彩なメセナ活動を展開

「メセナ大賞」は、わが国に所在する企業および企業財団によって前年度内

に行われたメセナ活動のうちで、芸術文化振興に優れた貢献を行った活動を

表彰することによって、企業メセナのいっそうの充実と、世論の関心を深め

ることを目的として1991年 に企業メセナ協議会が創設したものである。

「メセナ大賞'94」 は、よって1993年 度内 (1993年 4月 1日～1994年 3月 31

日)に行われた貢献度の高いメセナ活動を顕彰するものである。

4回 目を迎えた今回、審査委員も新たな顔ぶれとなった。また、「メセナ

賞」に具体的な名称をつけて 6つ の「メセナ各賞」に再編し、「メセナ大賞」

も含め、それぞれの賞の性格づけをより明確にした。今回はまた、審査委員

の満場一致で急遠「審査委員特別賞」が設けられた。

構造不況ともいわれた厳しい経済状況の最中にもかかわらず、前年度の 2

割以上も上回る132企業・企業財団からの応募があり、合計178件の事例が自

薦 。他薦で寄せられた。このことは、不況下にありながらも、メセナ活動の

重要性や必要性への認識がかえって高まっていることを示すものとして注目

された。

また、受賞の結果からみると、従来の音楽とか美術 とかいった狭義のアー

トから、文化財保護、伝統芸術保存 。育成、民俗博物館活動や博物館総合案

内書発行、文化学研究、世界こども俳句コンクールなどと、活動の幅が広が

ってきたことが、本年度の傾向として表れた。

いずれにせよ、全国で多彩なメセナ活動が着実に継続し広がっているとい

うことが、この「メセナ大賞'94」 をとおして感じられた。

〔審査委員〕 植木  浩

高橋 アキ

筑紫 哲也

辻  邦生

蛤川 幸雄

松岡 紀雄

諸井  誠

若桑みどり

福原 義春
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東京国立近代美術館館長

ピアニスト

ジャーナリスト、ニュースキャスター

小説家

演出家

神奈川大学教授

作曲家、彩の国さいたま芸術劇場館長

千葉大学教授、美術史家

①企業メセナ協議会理事長
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選考経過
社団法人企業メセナ協議会専務理事

根本 長兵衛

「メセナ大賞'94」 には、132企業・企業財団から178件 のメセナ事例が、全

国28都道府県から自薦 。他薦で寄せられた。昨年度よりも応募団体が 2割以

上ふえたということは、経済不況の深刻化にもかかわらずメセナ活動の必要

性への認識がかえって高まっていることを示すものとして注目される。個々

の案件をみると地道な活動が多く目についたが、これは関係各位の努力によ

り従来の活動が継続されていることに加え、自社の経営資源を活用した多角

的な活動形態 (資金支援だけでなく、従業員の参画度の増加、場所やモノの

提供)が広がりつつあることを裏書きするものといえよう。

本年より各賞に名称がついたが、これには今後、このような視点を考慮し

たメセナ活動がふえてほしいという期待がこめられている。また、第 4回 目

にあたる本年から、 3年交替のシステムにのっとり、左記 9名の審査委員に

新しくご協力いただいた。 2回の審査委員会が長時間にわたって開かれ、メ

セナ論から文化論までが展開され、熱意温れる審議のうち、厳正な決定が下

された。審査の段階では、新しいアー トの試みに対する支援の必要性につい

てはもちろんのこと、今年は特に、子供を対象とした活動、文化遺産・保存

のあり方について論議が自熱した。

サントリーホールの運営と活動は、その功績の大きさから大賞に決定され

た。クレーン製造会社いタダノのイースター島モアイ像修復活動は、企業組

織あげての取 り組み、オリジナルな発想が高 く評価された。人類文化遺産の

危機に対して、「まず、自社でできることをしよう」という精神やかかわり

方が注目され、特に、審査委員特別賞を設けて表彰することが満場一致で決

まった。

「メセナ大賞」事業が、ますます期待の高まる企業のメセナ活動活性化への

弾みとなり、創意に満ちた、より素晴らしいメセナ活動が全国で継続的に展

開される契機となるよう祈念したい。

339



*54 | xr+tlrss4

●

業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

食品事業

大阪市

1899年

300億円

5,022名

サントリー株式会社
′４

サントリーホールの運営と活動

サントリーホールの誕生は、クラシックを「一部の音楽愛好家のもの」か

ら広 く一般の人々の「生活を豊かにするための楽しみのひとつ」とし、「生

の演奏の素晴らしさ」を体験できる場を提供することによって、クラシック

音楽の普及と活性化に寄与した。また、後に続 く企業や地方自治体の音楽ホ

ールに先駆者 としてノウハウを提供している。21世紀をにらんだ実験的で意

欲的なコンサー トから親しみやすいコンサー トまで、さらに次世代の音楽家

の育成を目的とした独創的な企画と、きめ細やかなサービスなど、ソフトと

ハー ドの両面で工夫をこらすこのホールは日本の音楽文化のあり方を根本的

に変えるほどの大きな役割をはたしてきた。これらの大きな功績が高く評価

されメセナ大賞の授賞が決まった。

世界一響きの美しいホールはまた、音楽情報発信基地

サントリーホールは、1986年東京で初のコンサー ト専用ホールとして「世

界一響きの美しいホール」をめざしてオープン。以来、 トータルな演奏会の

楽しみを提供する充実した設備 とサービスが演奏家側からも聴衆側からも高

く評価されている。

同ホール開設の土台には、1969年設立のサントリー音楽財団の日本におけ

る洋楽の振興に焦点を当てた地道な育成 。支援活動の積み重ねがあり、ここ

での音楽家からの「東京にコンサー トホールがほしい」という熱望に応える

Sunton'l,rcl.



10授貴趣旨と受賞企業の紹介

かたちでホールが誕生した。ホールを独自の方針を持つ音楽情報発信基地 と

してとらえ、年間約80公演を主催公演として、数々の画期的な活動を展開し

ている。

現代を代表する海外の作曲家に委嘱し、世界初演するという「国際作曲委

嘱シリーズ」は、現代の音楽に「創造の場」を提供し、そのにない手を広 く

紹介するもので、これまでに誕生した19作のうち、多くの作品が海外でもた

びたび演奏されている。また、1992年から3年間 9回にわたって、日本初演

作を含むワーグナーの舞台作品全演目を演奏会形式で紹介、その全貌を明ら

かにした意義が高 く評価された。「オペラ・ コンサー トシリーズ」において

は、「ホール・オペラ」と銘打って、新しい形態のオペラを上演、オペラの

新しい可能性を示唆するものとして話題をよんだ。次世代の音楽家の育成を

目的 とした企画 としては、1993年 より、指揮者であり演出家であるグスタ

フ・ クーンが日本の若手歌手を直接指導する「オペラ。アカデミー」を主催

し、また、「ニューアーティス ト・ シリーズ」では、世界で注目されている

若手実力派アーティス トを紹介している。このほか地域への貢献を目的とし

たオルガンの無料コンサー トなども実施している。
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業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

建設機械製造業

香川県高松市

1948年

130億 円

1,800名

株式会社タダノ
′４

イースター島モアイ像修復活動

倒壊されたモアイ像は経済的要因よりもむしろ技術的要因によって放置さ

れていた。この世界に名のとおる石像の修復を、一部とはいえ全面的支援を

行った同社の功績は、文化財保護および国際協力の面でたいへん意義深いも

のである。

本件は完了した活動であるため、審査委員より継続性の問題を指摘する声

もあった。しかしながら、修復作業が将来にわたって継続されていくための

道筋をつくるなど、イースター島にもたらした波及効果などの貢献度、なら

びに自社の製品を用いてできる限りの支援を行っていく企業姿勢が高 く評価

され、今回特別に審査委員特別賞という別格の賞を設けることとなった。

社員の発案が発端となり14体のモアイ像を建立

「クレーンがあればモアイを立たせることができるのに」。テレビ放映され

たイースター島知事のこの一言に同社社員が触れたことをきっかけに、クレ

ーン製造業を営む同社 とモアイ像 との関係が深 く結びつけられた。

チリの西3,800kmに 位置するイースター島 (チ リ領)は南太平洋上に浮

かぶ人口2,500人の孤島。モアイ像は10世紀から15世紀頃に造られたと推測

されるが、誰が何のために造ったかがわからず、世界七不思議の一つに数え

られている。そのモアイ像が17世紀の部族間抗争と1960年 のチリ大地震にと

もなう津波などにより、島全土にわたり約1000体 あるモアイ像のすべてが倒

'l.rthn,r l.trl.



10授賞趣旨と受賞企業の紹介

壊した。その後立て直されたのはわずか27体で、残りは倒れたまま放置され

ていた。

同社は1991年10月 に調査団を現地に派遣。チリ政府らとの協議後、要請に

基づきモアイ修復委員会を国内で発足した。チリ側の修復委員会と共同で行

った修復作業を手がけたのは、同島最大のアフ・ トンガリキ遺跡。1992年 9

月にクレーン、修復資材、発掘機材を同島に搬入した後、発掘調査およびア

フ (祭壇)の再建を経て、1994年 7月 、14体のモアイ像を建立した。この修

復のために費やした機材、資材、渡航費、人件費など経費全体は同社によっ

て負担された。

同社が進めた修復プロジェクトは1994年 7月 で完了したが、いまだ多くの

モアイ像は倒れている。そこで島民自身の手によって残る1000体近 くにおよ

ぶモアイ像を立たせられるよう、クレーンなど修復のために搬入した機材は

イースター島に寄贈するとともに、同社社員が現地スタッフにクレーンの操

作方法を基礎から教えるなど、将来にわたって修復作業が継続していくため

の道筋をつけた。
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業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

複合文化施設

東京都

1988年

4億 5000万円

60名

株式会社東急文化村
′４

シアターコクーン戯曲賞の運営

小劇場演劇が若者文化として定着し、演劇活動にかかわる人材の増加がか

いまみられる一方、有望な人材を発掘および育成していく環境整備は十分と

はいえない。そのようななか、本活動における劇作家という重要な役割をに

なう人材の育成に的を絞った着眼点、さらに才能を発掘して褒め讃える段階
で終わらず、作品完成までプロが付き添うことで才能を引き上げるという長

期にわたる育成活動が高く評価され、メセナ育成賞の授賞となった。

作品上演を目的とした戯曲賞を創設
「Bunkamura」 は1989年東京・渋谷にオープンした複合文化施設である。

館内にはコンサー トホール、美術館、映画館などとともに劇場「シアターコ

クーン」を配し、同社がこれらの運営管理を行っている。
シアターコクーン戯曲賞は「創造と才能への支援」の一環から、1992年 に

創設された。同賞の特徴は同劇場での作品上演を目的としていることにある。

戯曲の文化的価値や作劇術の優劣を審査するのではなく、演出家を触発し創

造意欲を駆 り立てる作品が選定される。したがって、現役の演出家が選考委

員となっており、選出作品を選んだ演出家が舞台上演するまでの全プロセス

が戯曲賞の活動 となっている。賞金は3年間の上演権料も含めて300万 円。
1993年 に決定した第 1回受賞作「NEVER SAY DREAM」 は当時23歳の阪

大生の作品で、 2回の書き直しの後、1994年 4月 に栗山民也演出のもと上演

された (特別協賛 :ト ヨタ自動車い。Bunkamuraの 主催事業はオフィシャ
ルサプライヤー 〔鹿島建設い、日本電気い、日本電信電話い、(株)日 立製作所、

東京急行電鉄0)の協力のもとに行われている)。

育成賞

'lirktu lJunkrmurl. lnc
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10授賞趣旨と受賞企業の紹介

業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

アルコール飲料製造業

大分県宇佐市

1950年

3億2000万円

216名

三和酒類株式会社 345

美術・文学・建築等を含む文化学研究・出版活動

企業活動 とデザインと学術研究、以上 3点 を結んだ本活動は、企業と文化

をつなぐ新たな地平を切 りひらく可能性を備えた斬新な企画といえる。一方、

「極論すれば、一人の読者だけが理解できればよい」 という編集姿勢の貫徹

により、「�chiko」 の出版活動は文化学研究者が意欲的な研究に没頭し、表

現できる環境をつくり上げている。企業出版物としては冒険的ともいえる同

社の活動は、企業メセナ活動の多様な企画の推進をはかるにおいて奨励に値

すると高 く評価され、メセナ企画賞の授賞となった。

出版活動を通じて文化学研究活動をサポート

文化を根源から探究する試みとして、同社は文化学研究雑誌「季刊 iichi‐

ko」 を1986年 に創刊した。文化学 とは哲学、社会学、歴史学、人類学など

の学問を文化という切口で横断的にとらえた超領域的研究分野を指す。通常

の雑誌では、執筆者は学術上 。研究上の自己表現よりも、社会的なわかりや

すさを求められる。そこで、販売にとらわれず、本質的で高度な学術表現を

すること、世界最先端の未踏の思考領域を切 りひらくこと、を編集方針とし

た同誌を刊行した。編集面に関する全責任は編集・研究ディレクターである

信州大学の山本哲士教授に、アー ト・ディレクションは河北秀也氏にそれぞ

れ一任されている。

1989年 からは国際版「�chiko intercultural」 を年 1回刊行し、海外の文

化学研究者 とのネットワークを広げる試みを行っている。さらに1991年には、

世界第一級の研究成果を生みだしている文化学研究者を顕彰する「�chiko

文化学賞」を創設し、以後 2年に 1度表彰を行っている。

企画賞

■ticI■ lko

Srnl'r Shurui (ir. I.rtl.
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所在地

設立年

基本財産

東京都

1990年

23億5000万円
／
４

世界こどもハイク (俳句)コ ンテストの実施

ハイクは、それぞれの言語で五一七一五の音節からなる三行詩。世界一短
い詩型として各国の詩人たちに注目され、教育関係者からも子どもたちにと

って作 りやすく、自然を見つめ、感性を養うのに役立つと、高い評価を受け

るようになり、各国の教育に活用され始めた。世界的な詩人の大岡信氏、オ

クタビオ・パス氏らを編集者 とし、国際出版に発展するほど入賞作品には素

晴らしい句と絵が多い。日本文化をいいかたちで世界の子どもたちを対象に

発展させた企画のおもしろさと国際性が高 く評価され、授賞となった。

共通テーマで、23の世界各地から 7万2000句

日本文化の海外紹介事業の一つとして、日本航空いは1964年 に「全米ハイ

クコンテス ト」を行って以来、ハイクの普及に努めてきたが、1990年 の日航

財団設立を機に、対象を小学生に的を絞って、「世界こどもハイクコンテス

ト」 (隔年募集)を世界規模で展開している。同財団の企画に基づいて、世

界各地で行われるこのコンテストは、日航海外支店が中心となって、教育機

関への協力依頼、募集、審査、表彰などを行い、年によって「花 と緑」「飛

ぶもの」「空または海」という共通テーマで子どもたちから絵つきのハイク

を募集するというもの。1993年度の日本大会には約 1万2000句が、世界大会

には22の 国 。地域から、さまざまな言語の 6万句を超える応募があり、約
1000句 が入賞。特に優秀な170句 は、原語 と英語と日本語による「地球歳時

記」に編集され、入賞者、各国の教育関係者、学校などに配付される。さら

に、世界各地の優秀者を日本に招待し、「世界こどもハイクキャンプ」を実

施し、日本の子どもたちとの交流をはかつている。
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・
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業種

所在地

創立年

資本金

従業員数

10授■趣旨と受貴企業の紹介

温泉旅館

静岡県田方郡

1949年

1000万円

42人

株式会社あさば旅館涵翠閣 347

「修善寺芸術紀行」の実施

あさば旅館涵翠閣は日本文化の継承を責務 と感じ、能をはじめとする古典

芸能などの公演を主催しながら、四季の移 り変わりとともに変化する貴重な

舞台空間を80年あまりにわたって維持するとともに、現代 との調和を保ちな

がら発展させてきた。従業員わずか40名 ほどしか持たない地方の一旅館であ

りながら、静岡県内外にはたしてきた文化的功績はきわめて高いと評価され、

今回のメセナ奨励賞の授賞となった。

自然を生かした舞台空間で古典芸能等を上演

350年の伝統を持つ修善寺の温泉旅館「あさば」は庭内に野外の能舞台と

石舞台を所有する。池を挟んで舞台と客席が向かい合い、舞台奥には四季の

変化を映す山が控えるという独特の空間がそこにはつくりあげられている。

能舞台は加賀大聖寺藩前田家から東京深川の富岡八幡宮に寄進されたものを、

1910年 に現在の地に移築したという由緒あるもので、日本で五指に入る名舞

台といわれている。能舞台の移築を行った第七代目当主は地域の人々と能を

上演していた文化人で、当時修善寺で盛んであった能を絶やさないようにと、

移築後もその能舞台でさまざまな作品を上演したという。

1965年からは「修善寺能」と題して能の定期公演を開始。1981年 に石舞台

を完成した後には「修善寺芸術紀行」とうたい、新内、地唄舞、文楽などの

古典芸能、「風の盆」などの郷土芸能、現代演劇など幅広いジャンルの公演

を主催しており、1993年度は13プ ログラムで45日 間の公演が行われた。作品

の選定から運営まですべて社員の手作 りで行っている。

奨励賞

As.rhr llr,ik.rrt
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業種

本社所在地

創立年

資本金

従業員数

貨物自動車運送業、

電気部品組立製造業

高松市 (高松本社)

東京都 (東京本社)

1967年

7600万円

1894名

348

四国民家博物館の運営

本来、民家などの歴史的建築物は移築するのでなく、あるがままの姿で保

存することが望ましい姿といえる。だが、急速な勢いで地方の特色が失われ
つつある現在、四国の古い民家を移築復元し、先人たちの生活様式や民俗文

化を体系的に整理するとともに後世に伝承していく本活動はたいへん意義深
いものである。さらに地域コミュニティーの交流の場 として開放するなど、
地域に密着した地道な活動が評価され、メセナ地域賞の授賞となった。

四国各地の民家・民具を収集した「四国村」
貨物運送業などを営む同社が1976年 に設立した四国民家博物館は、「四国

村」の愛称で地域に親しまれている。社員の退職後の職場 として始めたうど

ん屋の店舗 として徳島県の藁葺き屋根の民家を移築したことが、今日に至る

出発点となった。約 3万 m2の敷地を持つ同博物館には、約lkmの遊歩道に

沿って小豆島の農村歌舞伎舞台、農家や醤油蔵など、四国各地から移築復元

した23棟の民家が建てられており、その多くが国または県、市の重要文化財
の指定を受けている。また、庶民の生活を知る道具や什器など国の有形民族

文化財に指定された6514点 の民具も展示されている。館内には四国の秘境祖

谷のかずら橋や小豆島の石で築いた道路や広場があり、季節の変化を示す数

多くの木々が植えられ、周辺の自然環境を巧みに取 り入れたユニークな屋外

博物館 となっている。同博物館では、毎年秋に小豆島に伝承される歌舞伎公

演を開催するほか、紅葉茶会や餅つきなどの行事に合わせた展示、催し物な

ども行つている。さらに、石蔵をギャラリーとして市民に開放しており、市

民の憩いの場としての役割 もになっている。

地域賞

レッ Krtolcc (.orporrtion



10授賞趣旨と受賞企業の紹介

所在地

設立年

基本財産

大阪市

1979年

100億円

財団法人日本生命財団 Nippon I-iti' Insurrncc f'oundrrirrn 349

「博物館総合案内」書の出版活動

日本各地で博物館の新設が相次いでいるが、ほとんどの博物館には総合案

内書がなく、またその制作予算もないという実状にかんがみ、同財団の理事

の発案から生まれた企画である。本活動の特徴は、初版はたいへん経費がか

かるが、来館者に 1冊800円 で販売し、その代金をプールすることによって、

重版のさいはその財源で十分に賄える点である。このシステムも博物館側に

好評を得ている。地道な活動ながら、博物館活動に重要な役割をはたす基本

的な部分を支援することにより、地域の文化の振興、普及、そして教育に貢

献していることが高 く評価され、メセナ普及賞の授賞となった。

見て楽しい常設展示案内の解説書

豊かな社会の建設に寄与する目的で1979年 に設立された日本生命財団は、

幅広い助成活動の一環として、博物館総合案内書の出版助成を1982年 から行

っている。本活動は、全国の博物館を対象とした常設展示案内書の編集出版

事業で、博物館が収蔵する貴重な郷土資料を、地域の視点から解説し、小・

中学生にも日で見て楽しみながら容易に理解できるよう工夫して図録集とし

たものである。B5版88頁 を標準としたシリーズものでデザインは統一して

いるが、各博物館の創意や特徴を尊重するよう、掲載展示品の選定や解説文

の執筆は博物館が担当し、共同で編集・出版を行っている。対象の博物館に

3,000部、そして県下の学校や図書館などに1,000～ 2,000部寄贈する。1993

年度の対象博物館は、福井県 。みくに龍翔館、改訂新版・北海道開拓記念館、

長野県 。大町山岳博物館であった。1994年 11月 現在で39作を数えるが、今後

も年間 3～ 4館の割合で継続し、合計60～70館の出版を予定している。

普及賞

ｒ
辟

６

巨
購
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応募企業 とその活動

広がった活動の幅

350

[五十音順]

アイカエ業枷 (愛知県)              アイカ現代建築セミナーの開催     ~~~
麟 銀静 (青森県

'|||:|::|11111:||||  |  

‐
|||:||:豊 肇轟き桑録●自神山地あ瘤餐14:保護磁力活動||

締あさば旅館涵翠闇 (静岡県)          「修善寺芸術紀行」の実施 ~~~‐

義申|=1奮彙曖1詢

`IⅢ

ⅢI'1111111111111111    
‐
||||||:Ⅲ豪纂華彙篠絵繭||か|■■|ン,|ル」|の実蔵|

朝日放送榊 (大阪府)              ザ・シンフォニーホールの自主公演活動/ABCギ
ャラリーの運営・活動

'|:1111+111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113薬

華難墓賞お鑢:省1撃1'1ず||||
蜘アムス西武三軒茶屋 (東京都)          シリーズ「“Passageダ ンス術"野性の未来」

Vol.1-4の 実施

跡出光美術館 (東京都)   |

鞠イムズ (福岡県) イムズ芸術祭の実施

いわしや岸本医科産業榊 (京都府)         現代美術ドキュメンタリー「KYO丁O AR丁
丁ODAY」 の制作援助

い着1谷饉1着争
=財

回||(葉

=苺
,三 |||||||||||‐

|||||||||1111奉 音楽||ンタ■ルベめ轟麟|1111:11111111111‐
 ‐‐||

大倉山水曜コンサート実行委員会 (神奈川県)    大倉山水曜コンサートの実施

甲T)=:|  ||:言議事
`Fll‐

‐||■雫:李撃管T甲アイ
オリンパス光学工業榊 (東京都)          オペラヘの協賛/「21世紀に残したい日本の自然写真

コンテスト」の協賛ほか

"IⅢ

Iレ|,||1輛 ||`11111111幕 ,||:|||||||||||:|||||||:|||||111111111111111111111111111111111111111111111‐ ||||||IⅢ彗藤家撻1絹φ樺弩||||||||||||||||||||||:||||||||:||||||||||||||:|||:||11111111:|||||||||||||||||||||||||1111111111‐ |||11111111111111111

甲響ぃ(軍城暴)                 海のメルヘンミュージアム薩語巻ふ暴館」あ違音
輔聯

||||1篠童詢|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ‐|||||||||||||||||||||:|||11111,■
,I●連営||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||

榊換乎堂 (群馬県)               「換乎堂シネマ165の会」開催

雫季,■ ,T‐ ‐1奮1摯:|=:::|  ‐ ‐1擁 議 |1子

`イ

:`:111イ 1撃FIF:11r:〒 ャ

九州電力榊 (福岡県)               「九電ふれあい劇場」「九電文化の森シアター」の開催

協和発酵工業枷 (東京都)             93朝 日ヤングセッション梅原猛講演会「少年の夢」開
催および講演録出版

饉毎|1回屋書店 (茉

=苺
'111111:||三

||||:|      |111■ 晨菫崖ホ■ルの運営/紀伊国産演鋼費の運営ほか

キリンビール佛 (東京都)             キリンプラザ大阪における文化活動/「横浜 JAZZ
PROMENADE・ 93」 への参加・協力

=筆
|"||||■ラボト,ン|クい|(本織||).|   ‐||||||||ltlⅢ IⅢテ||,テ イ平ン,|ヽ 111寒舞||||   ||

近畿日本ツーリスト佛/旅の文化研究所 (大阪府)  旅の文化に関する講演会・シンポジウムの開催ほか

彎11ず管彎||1早 |||:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111籠 響:轟11111〒響||||||:11111:||
榊久保工務店 (東京都)              町並みに神田らしい彫刻を置く運動/「KANDAル

ネッサンス」の出版ほか

い羹 送文化振興財回|`鑑奉暮,|       :1毒 彗|べの動威  ||‐ |■
■|||| |   ‐
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芸術審査研究会 (京都府) 書道芸術文化向上の普及・振興活動

1辞輌奉華峰:|||:ltl毒奉

':|||:||11111:|||:||:|||:|||||||:|||:||||:|||:|||:|||:|||:||||||:|||:||||:|||:||11111111111111:||||||||||||:||1111111111:1111111:||||||11111111構

絲器帯器滞‖|||||||||:|||||||‐ ||||||||||||||||||||1111111111:|||11111111111111111:|||1111111111:||||:||11111illl:||11111:|||||||||||:||||:||||:|||:|||:||111111111:|||:|||:||:|11111:|

榊コロナ (新漏県) 「'93コ ロナスペシャルコンサート CIRCUSコ ンサ
ート」の開催

351

札幌トヨタ自動車榊 (北海道) ソナーレ川沿・定期コンサートの開催

,=奉
=|||"棒

||||||{華事1苺 ,:||11111:|||:|||:||1111111111:|||:||11111111:||||||||:||三
|||:||||:|||||||:|||||||:||11111:||111111111111111111111:||:1'||ホ 1中常‖1'71ヽ本構器111簾條|||||||1111111111:|||:|||:|||:||||:|||||||||||:||||||||||11111111:|||:||||||||||

西部ガス榊 (福岡県) 西部ガスミュージアムの運営

サントリー船 (大阪府) サントリーホールの運営と活動/シャトーベイシュヴ

ェル国際現代芸術センターの運営と活動ほか

mサントリー文化財団 (大阪府) サントリー地域文化賞贈呈を核とした地域文化支援

艤
=疇

南会||`事事IⅢ,||:||||||||||||‐        「サンヨ‐ホ,ルコンサート」の開催 ‐     ‐‐
山陽特殊製鋼佛 (兵庫県) 山陽特殊製鋼文化振興財団の創設・運営

三和酒類棘 (大分県)               美術・文学・建築等を含お文化学研究・出版活動

佛四国銀行 (高知県) 高知県立美術館に対する「レット・グルームス」電車
への助成

榊静岡新商■‐ィ
1神
摯

",||レ

:韓 (静岡県)1        特別展 意匠の美・用の実「民芸運動の担い手 鈴木量
|‐ ||  |‐    |||‐          男作品展」の開催

い資生堂 (東京都)

新日本製鋼榊 (東京都)

贈神道大系編集会 ,企業33社、企業財団1(大阪府ほ 日本古来の精神文化の集大成「神道大系」の編集に対
か)|‐

||l il lllll‐ |||||            する20年間の支援             | |

資生堂ギャラリーにおけるギャラリー活動

音楽文化活動に対する支援活動

彎F'蓄:||1舞|::|||||:||||||1111:|||:|||:||:||||||:|||||:|||||||||||||||:|||||||||||||||||||||||||||||||||||:||||||||||||||||||||||1轟 書:1管 11111111市情|111111F帯讐F111111■

'

伸十八銀行/m十八銀行社会開発振興基金 (長崎県) 芸術文化活動に対する資金援助活動

帥住友銀行 (大阪府) 第3回住友銀行スプリングコンサートの開催「動物も
オーケストラも好き」

住友生命保険0(大阪府) クラシック専用ホール「いずみホール」主催公演への

協賛

1本|||1警攀111111`本韓華,||11111:|||||111111111:|||:|||:||11111:||111111111:|||:|||:|||:|111111111111:|||:|||:||||:|||:|||||||||:|||||||||||:|11‖ 幸‖:|‖榊精1111111‖ |‖ |1榊構|||llll峰構‖||111111摯奪華||

セイコー電子工業榊 (千葉県) 「エスエスアイコンサート・94オペレッタ。ニューイ
ヤーコンサート」の協賛

鮨ヽ置11111''′ ||'|'|||||`華 摯華

'|||:||||||||||||||||1111111111111:||||||:|||||||||||1録

饉||サン構特φ織常||||||11111111111111111111‐

|||||||||||||||||||||||||||||11111111111111111111111111111111111111111111

榊西友 (東京都) 「サンダンス・フィルム・フェスティバル・イン・ト
ーキョー93」 の開催/「シネラティーノ93」 の開催ほ
か

ⅢIツン文::壁1肇 :||:|`蒙養1警 ,:111111:||:::|:|||:||11111111:|||:||:||1111111111111:||11111:||||:|||:|||:|||:|||:|||||||:||||||:||||||:|||:|1摯 綽1勢場韓|||||||||||:|||||||||||||:||||||||:|||1111111111111111illl‐ |||111111111111111111111111111:|||||||||||:||||||11111:||||:||111111111:|||11111:|||:|||:||1111111:|:

守1撃1響 :||||:|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1躙 ‖‖‖|‖‖‖‖||||||||‖‖帯1常絆摯||1111瞥

榊ゼンリン (福岡県) 「オリジナル地図コンクール」の実施

|(催費県〕||:||||||:||||:

サントリー音楽財団の運営と活動

朧親講銀行/働親議銀行みるきこ濃員基金|(長時県)||1芸術文化活動に対する資金援助活動|
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う52 動ソニー音楽芸術振興会
|(東京都)         第8回全日本大学オーケストラ大会の開催

佛大光銀行 (新潟県) 長岡交響楽団の活動への支援

いヨ串尋 (大医●)|||||:|||:|::|||:|||||||||||     |||||||■ 拳||タカシマヤ来化基金1準|||||||
榊タダノ (香川県) イースター島モアイ像修復活動

榊第四銀行 (新潟県) だいしホールにおける自主企画コンサートの開催

大日本印刷榊 (東京都) DDDギャラリーにおける海外グラフィックデザイ
ンの紹介

瞼千葉銀行 (千葉県). |‐ |‐           |● ばずんア…トギヤラリ■の運営

月星化成榊 (福岡県) 「つきほし創作館」/「スターレックスクラシックコン
サート」の開催

碑11‖|||||1備摯|:|||:||:||:||:|1111:||:|1111:|||:|1111:||:1111111:|1111111111:|1111111111111111111111111111111111111111111111:||:|:11111111111轟 黎勢‖||‖‖彎::審摯::輔|1帯瞥

|111摯 111111111111111111111111111111111111111111   1111111111111聾

:111'〒
常イ

1雫声摯|::||ヤ11111

榊電通 (東京都) 電通ギャラリーの年間活動

丁OTO(東 陶機器榊)(福岡県) 「ギャラリー。間」の活動/北九州国際音楽祭への支
援ほか

養||||1料 ||||:|`|=苺 11111111111111111111:||111111111111111111111:||||||||||'||1111111111111111111:||1111111:|1111:|||1111:||::姜 撃勁黎

'|:ネ

■IⅢlllⅢ

=||||1111111111111111111111111111111111

東京ガス鞠 (東京都)               「小・中学生陶芸コンクール」の実施

榊|ト ナカイ/オペレッタサロン・トナカイ (東京都) 若手オペラ・アーテイストの支援

トヨタ自動車榊 (愛知県) 「ジャバン・ヤング・アーテイスト・チェンパーミュ
ージック・ソサエティ」の活動支援ほか

ⅢII‖ #|‖|1華 :|`茉き華,||:|||:|||:||111111111:||11111111:|111111:||11111111111111111111111111:|||:||||||:||11111:|||:||:||||||:||1111=|,,||111111州 ψlll111イ|||三|IⅢII:||1嬌‖||1111111111:||||:||||

帥日航財団 (東京都) 「世界こどもハイクコンテスト」の実施

日本アイ・ ビー・エム鞠|(東京都) 企業文化誌「無限大」の発行/「日本IBMパレエ特
別奨学金」制度の設置ほか

榊日本交通公社 (東京都) 「社の賑い」の開催

彗IⅢ澤喘||||||||1器本苺

'||11111:|||:||:|||:|:|||:|||||||:|||:|||:|||:|||:|||:||111111111:||11111111111111111111111111111111illllll11111:|||:|111111111:||:||:警

111姜 |11'姜141‖器111111111ⅢI準1葺レタ||,,‖器嬌
帥日本生命財団 (大阪府) 「博物館総合案内」書の出版活動

彙1年補幕1榊中|||||||1議Ⅲ:|1111:||:|||1111111:||11111111111111:||lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:|||:|||||||||1111:||||^講 1‖ |1111‖中

“

|||:||:||11111111111111111111:|1111:|||||:|||||||111111111111111111111111111111111111111111111111111:||||||||||:|||

||(ヨ崖房競籠,111:|

1東穀寄席、1東穀コンサートの開催|

撃苛常||1響 11111111111111:11:||||1111111:|11111111111111111111111111111111111111111111111111111:||:轟 覇 |||||llFI撃||||1費||||■ 11111111

日麗自動車榊 の実施

軍事|:習

"=1謝

||||:幸 111)|||||||||111111 |の実施ィ111[IⅢⅢ11111^1特 E!警撃‐  |‐

日本
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業|い′い
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議苺究菫|(茉祭蔀1111111:||111Ⅲ 議費羹彙●開設と轟営
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日本電気蜘 (東京都) 世界のトップクラスのクラシック音楽をワールトワイ

ドに支援/「NECス ーパータワーコンサート」の

開催

1申|1傭常||',れ彙|||||IⅢⅢⅢ,|||||||||||:||||||||||||||||||:|||:||||||||||||:|||||||||:|||:||||||:|||:|||:|IⅢ す|,"|111111栞痛|||||||||||||||||||||11111111111111111111111111111111111:||||||||||||||||:|||||||||||||||||||||:||||||:|||:|||:||

日本電信電話榊中国支社 (広島県) NTT中国吹奏楽団による「NTTふれあいコンサー
ト」の開催/「中国地方でんぼう。でんわ児童画」コ
ンクールの実施

構織1器樹構||||:||(辮 #辮

'|||||:||||||||||:||||:|||:|||:||||11:|||||111111:|||:|:|:|1111::|||||:||:|||:|||:||::111:||:||:|||:|||:||:|:lr,メ
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ネミック・ラムダ榊 (新潟県) 八イビジョン映画「米百俵」の普及と顕彰活動

林原グループ (岡山県) 映画「匠 (た くみ)」 の制作
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響111す |ィ 7`‐r1111:1蓄 :董,す葦す:||||1葬 1,||1露書撃鷲名,す|,す

`fl轟

庭
榊パルコ (東京都) 公募展「URBANAR丁 」(アーバナート)の運営

榊日立製作所 (東京都) 「ニューヨーク近代美術展」への協賛/日立コンサー
ト・名曲シリーズの開催

広島信用金庫 (広島県) 「ひろしま平和能楽祭」/「青少年のための能楽鑑賞教
室」の開催

蜘フアミリーマート (東京都) ロシア・パレエ・インスティテュートの運営

深川製磁榊 (佐賀県) 文化施設「チャイナ。オン・ザ・パーク」の運営およ
び北欧音楽祭などの開催

榊フジカワ画廊 (大阪府) 公的展覧会への作品貸し出しおよび出品協力

中常‖榊樹IIキホ1誨 111111:|||||||||||||:||||:|||:||||:||||:|||:|||:|||:|||||||||||:|||:||||:||||:||||:||11111:||||:|||||11111:|||:|||:||||:||:す |IⅢⅢIIⅢⅢ書
=,1#‖

‖♯||IV,|1轟営|||||:|||:|||||||:||||:

富士通榊 (東京都) 「つくばコンサート」の支援

常‖1常‖|||||‖‖‖||||||||||||||||||||||||||||||:||||||||||||||||:||||||||||||||||||||:|||||||:||:||||||||||:||1111111:|||:||:||:||||||||:|||:||11聾 報歳爆書‖‖‖‖‖‖‖11111111:

榊マール社 (東京都) 中国の工芸美術教育振興活動

松下電器産業鞠 (大阪府) 「グロープ座」への支援/「PMF」 への特別協賛

鞠丸居 (京都府) 「正倉院染織展」の開催

ミサワホ
=ムい|(東ボ1響

'||||||||111111111111111:|||||'ウ

ギヤラリ■「窒禍」の開設と澤||||||||||||

m北陸銀行奨学助威財団|

真柄建設機1/働真柄教育振興財団 (石川県)

日野自動車コミユニテイコンサート「長谷‖1場子&東
京ヴィヴアルディ合奏団」の開催        |

|―の開催ほか||||||||

帥美術工藝振興佐麟基金|(神奈11纂 ,ノキ嶺金館■1嚢

中|(菫

"暉

暉).|||||1111111111111111111111111:|||:||1111111111111111111111
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354 三菱信託銀行伸/m三菱信託芸術文化財団 (東京都) 音楽芸術活動への継続的助威活動

佛メモリアルアートの大野屋 (東京都)

mヤギメセナフアンデーション (石川県)

「メモリアル・クラシックコンサート」の開催/「め

もりある講演会」の開催

ヤギスクールシアターミュージカル「Big Dream3
翼を下さい」の開催

1111輩:1守 ||1讐孝:|:|:||:||:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1野 1轟,輔岸|||||||‖‖||||‖‖‖||||IⅢ‖||||||11‖ 11111羊

働安田火災美術財団 (東京都)

榊ライカ (大阪府)

ゴッホ美術館新館建設費用の寄付および「ゴッホとそ

の時代」展開催

芸術家交流事業「AHT― 匡X」 の運営/「OXYギ
ャラリー」における展覧会活動

複合文化施設「スパイラル」の活動

安田大贅1海上保険艤:|||:lg澤薫都)||||||||||

横浜ノヽイテクプリンテイング枷|(神:奈川:県
,|

饉肇:夕:裁

=著=(墓
塞:華)==≡ :

佛ワコール (京都府)

櫛聾難麹華:(華海道
=:====

稚内市内での秘幌交響楽団定期公演の全国的支援
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活字と電波 [1994年 ]

新聞、雑誌、テレビに登場 したメセナ

○ここには、1994年 に新聞、雑誌、テレビなどで扱われたメセナを収録した。

ただし、厳密な意味でのメセナだけではなく、フィランソロピー、企業文

化などメセナとも関連が深いと判断されたもの、政府・自治体の芸術文化

政策、芸術文化施設に関するものなども収録している。

○収録は1月 から12月 まで各月別に分けてあり、さらにそのなかで、「新聞

社説・雑誌巻頭言」、「論文・評論」、「解説」、「対談・座談会」、「インタビ

ュー」、「コラム」、「報道」、「特集」、「単行本」、「電波」の順に収録、「連

載」、「専門誌」は月別とせず、最後に収録した。

○雑誌の場合は混乱を避けるため、実際には前月に発行されても、 1月 号は

1月 の項に記載した。

○各項目内の配列は、新聞 (発売日付順)、 雑誌の順で、雑誌は週 (旬)刊

誌、月刊誌の順 となっている。さらに新聞・雑誌のなかでは、紙・誌名の

五十音順配列 となっている。単行本は、著者名の五十音順である。

○単行本の項には、会議記録、講演要旨、小冊子資料なども含まれている。

○原文にタイトル名のないものは*をつけて内容がわかるように表した。

356
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1月 357
論文・ 評論 「脱会社人間の時代に生きる」落合良(朝日新田「論壇」94.1.5)

「年頭、演劇人のぼやき」鴻上尚史(朝 日新聞「散策思索」94.1.7)
「不況期にこそ間われるメセナ :中岡慎太郎展」(朝日新聞94.1.14)
「社会貢献の活性化 :「志」はぐくむ制度必要」末田紘(中国新聞「中国補壇」94.1.17)
「「ポランティア」とは何かを考えよう」丸山常喜(「週刊東洋経済」「主張」94.1.22)
「「文化」支援のこと」(西日本新聞「日曜エッセー」94.1.23)
「データが示す企業メセナの実態 :芸術重視から環境。地域へ拡大」青柳潤―

(「日経ビジネス』94.1.31)
「創作オペラの未来」丹羽正明(「音楽芸術』94.1)

「イオン系企業活発さ光る:企業の社会貢献しぼむ中…」(日経流通新聞「不連続線」94.1.11)
「市田のメセナ活動の一つとして伊勢丹美術館で昭和のきもの展開催」

(日本繊維新聞「雑記帳」94.1.11)
「不況で企業の寄付、支援活動どうなる :当てにする団体に低金利」
(北海道新聞「東西南北」94.1.15)
「「リヒテル基金」に支援を」(読売新聞94.1.19)
「情報誌と連携の予約が定着 :チケット販売にカード活用」(朝日新口94.1.22)
「企業メセナ、創作支援へ」(朝 日新聞「スペクトル」94.1.29)
「ソフト充実行政か後押し:地域文化創造へ脱「施設先行」」(日本経済新聞94.1.29)
「『美術をもっと身近に」市民の視点生かし活動」(日本経済新聞「ライフスタイル」94.1.30)
「世紀末“アールクチュール運動"の勃興―――――アーチスト、学者、企業人の三位一体による

未来さかし」片岡弘(「月刊アドバタイジング」94.1)
「これから注目の専門職はコレ !メセナ担当者」(「オッジ」94.1)
「おいしく文化を料理する一食の文化ライプラリー」村橋勝子

(「月刊keidanren」「専門情報機関紹介」94.1)
「経営の核心に迫る(2)文化の思返し一

八レルヤ製薬株式会社」(「中小公庫月報」94.1)

インタビュー   「今こそ、自分の考えでフィランソロピー活動を」渡邊―雄(『 公益法人」94.1)

コラム 「企業フィランソロピー」島田京子(東京新聞「フォーラム」94.1.4)
「企業の文化活動 :“地道さ"注目の好機、大阪商麟所PRセミナー」

(日本経済新聞「自由席」94.1.7)
「メセナにみる金持ちと成り金」(日本経済新聞「斜論」94.1.8)
「社会貢献度で会社選ぶ時代?」 (日本経済新聞「女性かわらばん」94.1.14)
「都銀音楽会花盛り」(産経新聞94.1.15)
「社会貢献などに力 :三菱電機エンジエアリング」(日本工業新聞「ザ・総務部」94.1.17)
「能を全国公演する日本ダイナースクラフ社長―雑喉良祐さん」(毎日新聞「ひと」94.1.17)
「学歴ない苦労、して欲しくない :教育や文化支援に財団設立」
(日本経済新聞「地域に生きる」94.1.22)
「F芸術」「収益」田和に力 :ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー社長ベルナール・アルノー氏」

(日本経済新聞「ワールドビジネスマン」94.1.26)
「V00A■に世良、福田氏」(日本経済新聞「■の消息」94.1.30)
「グローバルな文化国家への道」ポール・ポネ(F週刊ダイヤモント」94.1.15)
「スイスにみるメセナ」永井多恵子(『公益法人』94.1)
「現代インド美術に魅せられた姫路のベーコン製造業者」(「文芸春秋」「PEOPLE」 94.1)

報道 「文化振興条例提案へ :道、2月の議会に」(北海道新聞94.1.4)
「道文化振興条例検討会議が意見書」(北海道新聞94.1.5)
「本道の自然題材に500点 :小樽メセナでF北の作家展」」(北海道新聞94.1.6)
「日本映画の復活へ :文化庁」(産経新聞94.1.11)
「文化活動の支援者顕彰」(東京新聞94.1.11)

解 説
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358 「文化支援に顕彰制度」(日本経済新聞94.1.11)
「初の道地域文化選奨、道国際交流センターに決定 :稚内僣金に企業文化貴」
(北海道新聞94.1.11)
「F文化発信社会」創造を」(読売新聞94.1.12)
「着手音楽家を支援 :札幌僣金経営者大学卒の会」(北海道新聞94.1.14)
「文祥堂フォーラム今月で100回達成」(毎 日新聞94.1.14)
「タミヤか来月24日に静岡市でメセナ・コンサート 入場者募集」(静岡新聞94.1.19)
「大貴はセゾングループ :「 メセナ大賞'93』贈賞式開催」(電通報94.1.24)
「川端健生氏ら3氏今年度助威対象に :タカシマヤ文化基金」(流通サービス新聞94.1.25)
「来月、初の自主公演 :丸の内交薔楽団」(毎日新聞94・ 1.26)
「不況でも文化支援 :北九州市の企業か冊子配布や行事助成」(朝 日新聞〈西部〉94.1.27)
「利患使って屋久島保全 :鹿児自銀行」(南日本新聞94.1.28)
「大ガスが“■町"で公益事業初のメセナ賞受賞」(「エネルギーフォーラム」94.1)
「大阪・天保山にサントリーミュージアム「天保山」オープン」(『 実業の日本」94.1)

特集 「開けメセナの時代」(茨城新聞94.1.1)
「地域の自立と文化の役割」(『東北開発研究』94.1)

2月

論文・評論 「文化活動に支援の輪を」江頭慶奥(西日本新聞「地域からの提言」94.2.9)
「社会へ八―モニー発信」柏本成豪(日本経済新聞94.2.18)
「ポランティアの基盤整備を」(産経新聞「主張」94.2.21)
「社会貢献活動の薔を育てよ」高橋寿常(『 イグザミナ』94.2)

解説 「“手づくり"の地道な貢献 :松下電器社会文化部」
(日本経済新聞く大阪〉「ぶろでゆ―す」94.2.18)

「企業メセナの現状と課題 ―-03年度メセナ大贅とメセナ白書から」岩瀬慶孝
(F公益法人」94.2)

対談・座談会   「社会貢献は本業に寄与する」木原孝久、内藤敦子、羽間和彦、山下紘―(F経済広報」94.2)

コラム 「トヨタのコミュニティコンサートが400回」(日本経済新聞「文化往来」94.2.3)
「地域住民入れないイベントロ立つ」玉本正之
(日本経済新聞「ときめきCalendar」 94.2.6)

「芸術にも不況風、振興基金助成落ち込む」(日本経済新聞「文化往来」94.2.7)
「劇団誕生の尼綺で演劇の公共性巡リシンポ」(日本経済新聞「文化往来」94.2.9)
「社会貢献誌」(朝 日新聞「窓 補説委員窒から」94.2.12)
「企業メセナ」(日本工業新聞「他山石語」94.2.17)
「“メセナ白書"と伊勢丹新戦略に見る“ポスト・バブル"の企業のあり方」

(「宣伝会議」「業界トビックス」94.2)

報道 「トヨタが支援続行 :全国のアマチュアオーケストラ」(東京新口94.2.2)
「オフィス階段に画廊 :「地域の人へ』無料開放」(読売新聞94.2.2)
「洞くつホール :六甲山をくり抜いて神戸市か計画」(産経新聞94.2.7)
「芸術文化振興基金の今年度配分額 :前年度より2億円減」(東京新聞94.2.7)
「武田薬品とロンドン交薔楽団 :2年間のスポンサー契約」(日本工業新聞94.2.7)
「広告美術記録し文化活動の拠点を」(朝 日新聞94.2.15)
「94%の企業か社会貢献活動 :諏訪市社会福祉協アンケートまとめ」
(日刊工業新聞94.2.15)

「今年から貴金増額 :紀伊口屋演劇賞」(東京新聞94.2.22)
「F社会貢献」を考える :秋田市企業、労組かシンポ」(秋田層新報94.2.24)
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「MBCかメセナ特別賞、30周年と併せ記念祝賀会」(西日本新聞94.2.25)
「人形劇で環境問題を」(毎日新聞94.2.25)
「400回記念し大作「至福」に挑む トヨタコミュニティコンサート」(産経新聞94.2.26)
「「文化権」主張審議会設置も :遺文化振興条例案」(北海道新口94.2.26)
「F広告美術館」建設へ :業界あげて協力」(電通報94.2.28)
「メセナ大■93:音楽関係はローム・ミュージック・フアンデーションと南日本放送に」

(「音楽芸術』94.2)
「Fメ セナ大賞」93、 音楽関係は2団体」(「音楽の友』94.2)

う59

特集 「広報よ、販促の援軍たれ :社会貢献で企業を示す」(「日経イベント」94.2.1)
「企業活動としての社会貢献―地域と歩み地域と生きる」(『石垣」94.2)
「広告と芸術の新しい関係」(『宣伝会議』94.2)
「『ポランティア」を考える」(『労働時報』94.2)

単行本 F豊かさの社会学――一変革の時代の生きかしヽを求めて』佐々木晃彦(丸善94.2.20)
『舞台芸術 芸術と経済のジレンマ」W.J.ボ ウモル、W.G.ボ ウエン(丸善94.2.28)

3月

論文・評論 「いまなぜメセナか」本間宇瑠男(『エネルギーフォーラム」94.3)
「アート・マネージメントの新しい動向と使命」菊島大(F音楽芸術」94.3)
「不況下でこそ考えたい企業と美術 :企業人への招待状」(『 月刊美術」94.3)

解 説 「フィランソロピー :免税措置、寄付促す」(日経産業新聞「産業Q&A」 94.3.5)
「新メセナ時代(1):助成獲得の人ウツー本も」(日 本経済新聞94.3.7)
「企業秤価のマネジメント〈5):商 品と支援力の両立大切」

(日経流通新聞「入門流通隋座」94.3.8)
「新メセナ時代e):企業超え個人踏んばる」(日本経済新聞94.3.8)
「新メセナ時代③ :地方の町に『世界の文化」」(日本経済新聞94.3.9)
「新メセナ時代④ :モノ中心の施策見直す」(日本経済新聞943.10)
「企業メセナ協に特定法人の認可」(続売新聞〈大阪〉「手帳」94.3.11)
「新メセナ時代⑤ :行政一本化、情報公開を」(日本経済新聞94.3.11)
「F企業メセナ』へのカンフル剤なるか」(読売新聞「手帳」94.3.11)
「新メセナ時代(D:社会と文化の“必需品"に」(日本経済新聞94.3.12)
「企業の地域貢献やはり限度か… :都筑区のメセナ活動」(神奈川新聞94.3.13)
「不況が影落とす :鎌倉芸術館の予算削減騒ぎ」(朝日新聞「ニュース三面銃」94.3.14)
「企業の社会貢献はいま(1):企業の持続姿勢かカギ」(日経産業新口94.3.14)
「企業の社会貢献はいま② :社員に意欲、企業も動く」(日経産業新聞94.3.15)
「企業の社会貢献はいま01冠効果狙い、社内一丸に」(日経産業新聞94.3.16)
「企業の社会貢献はいま④ :凸版、黒宇化へ試行錯誤」(日経産業新聞94.3.17)
「企業の社会貢献はいま⑤ :物資輸送に膨大な要情」(日経産業新聞94.3.18)
「企業の社会貢献はいま⑥ :田辺製薬Fお金はかけぬ』」(日経産業新聞94.3.21)
「企業の社会貢献はいまЙ :個人の挑戦支援、今一歩」(日経産業新聞94.3.23)
「バブル時代の熱冷めて :メセナ活動はいま…」(産経新聞「鳴呼ニッポン型」94.3.26)
「国際交流、芸術・文化、学術研究、スポーツなど5分野に貢献 :トーメン」澤井貞夫

(『 日外協マンスリー』「企業財団の国際交流活動リポート」94.3)

対談・座談会 「F絵画を語ろう』一本物と偽物の見分け方」鈴木治雄、長谷川智恵子、佐藤正忠

(F経済界』94.3.1)
「文化の国際交流と企業の役割 :芽ばえはじめたさまざまなレベルの交流と支援」福原義春、

前田福二郎(F月刊美術』94.3)
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36o インタピュー   「メセナの心 未来工業社長山田昭男さん」(中 日新聞94.3.31)

コラム 「■トヨタコミュニティコンサート」(日刊自動車新聞「霧灯」94.3.7)
「アジア関係の本を寄贈」(朝 日新聞「黒板」94.3.8)
「不況期こそメセナ」(日刊工業新聞「インターフエース」94.3.8)
「困るF自治体芸術」不安定」(日本経済新聞「斜論」94.3.12)
「「関西に劇作家を」と賞創設」(日本経済新聞「賞の消息」94.3.13)
「現代美術の見本市」(日本経済新聞「文化往来」94.3.18)
「ホメセナの変化」福原義書(「週刊東洋経済」「丁HE・ トーク」94.3.19)
「スポンサーシップヘの視角―-00年代欧州の新潮流」芳賀直樹

(「JAAA REPORTS」「WAVE」 94.3)

報道 「若い音楽家を支援へ :経営クラブ」(日刊工業新聞94.3.3)
「フルートの山形由美さんら招き慈薔演奏会 :住友生命静岡支社」(静岡新聞94.3.4)
「企業の社会貢献支援 :栃木県同友会」(日刊工業新聞94.3.4)
「社会貢献の在り方探る :熊本商大で知求会議」(熊本日日新聞94.3.6)
「企業の社会貢献手助けします :名古屋市社協」(朝 日新聞く名古屋〉94.3.7)
「企業メセナ協機会が特定公益増進法人に」(朝 日新聞94.3.9)
「メセナの課題探る講演会」(日本経済新聞94.3.11)
「約3割が実施 :沖国大生の県内企業メセナ活動調査」(琉球新報94.3.12)
「『実施していない」70%:企業の地域文化活動支援の調査」(沖縄タイムス94.3.13)
「企業メセナ協議会を認可」(東京新聞94.3.14)
「企業の社会貢献考える :19日 に県民フォーラム」(上毛新聞94.3.15)
「菅英三子さんら4人出光音楽■に決まる」(産経新聞94.3.16)
「不況下でも着実に浸透 :企業の社会貢献活動」(朝 日新聞く小倉〉94.3.17)
「ローバージャバン、ドピュッシーのビアノ・コンサートに協賛」(日本経済新聞94.3.18)
「音楽界も不況の波に“悲嗜"の合唱」(朝 日新聞94.3.19)
「社会貢献の推進協を新設 :栃木経済同友会」(日刊工業新聞94.3.21)
「40社参加し勉強会 :企業の社会貢献どう推進」(熊本日日新聞94.3.23)
「『一流育てたい」メセナの試み :ア トリオン室内オーケストラ協会が誕生」
(秋田魁新報94.3.24)
「仏でも芸術不況、音楽祭は演目減」(朝日新聞94.3.24)
「アマチュアオーケストラを支援『'94ト ヨタコミュニティコンサート」がスタート」
(日刊ゲンダイ94.3.24)
「『環境」など多餃に :九州のフイランソロピー運動」(西日本新聞94.3.27)
「メセナ協議会の新役員」(読売新聞「企業トビック」94.3.28)
「『企業メセナ協機会」が「特定公益増進法人」に日可」(自 由新報94.3.29)
「文化事業を積極化 :日販」(流通サービス新聞94.3.29)
「社会貢献活動を促進 :百貨店協」(流通サービス新聞94.3.29)
「目先の利益より長期的投資提言:前橋で「企業の社会貢献フォーラム」」(上毛新聞94.3.30)
「市内企業の社会的貢献、半数か活動経験 :立ち遅れるメセナ」(北海道新聞94.3.30)
「長野五輸へ劇場で貢献 :荻原だけじゃないゾ「北野建設」」(続売新聞94.3.30)
「3氏に芸術文化賞贈呈 :よんでん文化振興財団」(電気新聞94.3.31)
「道機会、文化振興条例を可決」(日本経済新聞〈北海道)94.3.31)
「出演料未払いのまま今年も演劇祭 :自治体メセナの限界か」(「週刊朝日」94.3.4)

特集 「イタリアにおけるメチェナティズモ」(「日伊文化研究」94.3)

単行本 「ドラッカーか語る非営利組織の発想と企業睛演録」購演者 :ピーター・F・ トラッカー、
金子郁容(笹川平和財団94.3)

4月
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新瑠曽党・雑麟望藤言「ポランティアの新展開を」(日本経済新□94.4.19) 361

論文・評論 「「舞台芸術 芸術と経済のジレンマ」ウイリアム・J・ ボウモル他」

(産経新田「●評」94.4.14)

「クラシック音楽、冬の時代?」池田卓夫(「音楽芸術」94.4)

「企業と地域社会の新しい関係とは」立石僣雄(「月刊keidanren」 94.4)

「コロンビア大学アーツ・アドミニストレーション・プログラム留学報告書」高萩宏

(「テアトロ」94.4)

「芸術・文化と企業コミュニケーション(その1)」 岡田芳郎(「 ブレーン』94.5)

解 説 「メセナ400回 :ト ヨタの演奏会」(朝 日新聞「ウィークエンド経済」94.4.2)

「ガスタンクをホールに再生 :多目的に地域還元…九州ガスが市民へ無料開放」

(毎 日新聞く門司〉94.4.2)
「米、民間支援で芸術開花:文化政策とり上げ日米共同セミナー」(日本経済新聞94.4.9)
「未来の小沢征爾かブーニンロ指して :企業メセナFリ オデ徳島音楽祭」」

(流通サービス新聞94.4.15)
「メセナ沈滞 :不況でF新規』増えず地域との連携に活路」(北海道新聞「波動」94.4.17)

「「競争」のない音楽賞 :F実 力」を評価する出光の試み」(『週刊新潮」94.4.14)

「フィランソロピー 茅野秀三」(F週刊文書」「雑学ワード・バンク」94.4.21)

「サントリー :フランスでの国際文化支援活動」小玉武

(「日外協マンスリー」「企業財団の国際交流活動リポート」94.4)

コラム 「企画はつらつロビーコンサート」(日本経済新聞「文化往来」94.4.4)
「*文化と外来語」(四国新聞「一日一言」94.4.5)
「優秀ラジオトラマ表彰の森繁賞 スポンサー難、4年で幕」(読売新聞「モニター」94.4.6)
「メセナで地域に貢献」(富山新聞「空模様」94.4.7)
「メセナ八幡浜」(愛燿新聞「取材最前線」94.4.9)
「「文化政策」という難問」(毎日新聞「らんだむ批評」94.4.15)

「メセナを企業目的としています :ローム」

(東京中日スポーツ新口「わか社の話題」94.4.19)
「『―隅を照らす」社会貢献」(日本経済新聞「消息」94.4.20)
「文化のリストラ」(西日本新口「風車」94.4.21)
「札幌市、市民と二人三脚で芸術振興」(日本経済新聞「文化往来」94.4.28)
「企業と美術の新たな視点」(F日経あ―と」「若林直樹の芸術生態学」94.4.1)

報 道 「森下スタジオ、オープン 劇団に強い味方 1日2500円で貸し出し」(産経新聞94.4.2)

「伝統文化、現代芸術に貢献 :第 1回 日本文化芸術振興費」(産経新聞94.4.4)

「日本の民間企業も援助に一役 :チャイコフスキー国際コンクール」(産経新聞94.4.6)

「企業の貢献模索 :須坂市社協か調査報告書」(信濃毎日新聞94.4.7)
「企業の社会貢献フアン増やそう :30代中心に担当者ら“異業種交流"組織」

(日本経済新聞94.4.7)
「無料ギャラリー、希望者殺到 千種のギャラリー坂角」(朝 日新聞94.4.12)

「大銀ウエンズディコンサート、マントリン演奏へ」(西 日本新聞94.4.14)

「ワイン業者が援助 :音楽祭の伝統守る」(朝 日新聞94.4.15)
「安く貸しF助成』、けいこ場が完成 :セゾン文化財団」(朝 日新聞94.4.15)

「経団連か社会貢献調査団 :米、英、スウェーデンヘ」(日本工業新聞94.4.15)

「札幌で「怪人」ロングラン」(朝 日新聞94.4.18)

「6割 F地域社会に貢献を』:中小企業ボランテイア品川区のアンケート」(毎日新聞94.4.18)

「芸術文化発信社会化の動き :『 日米文化政策比較研究」セミナー開く」(電通報94.4.18)

「林原か漆職人を育成。支援」(岡山日日新聞94.4.23)
「メセナで備中漆復興」(山陽新聞94.4.23)
「おかかえ漆職人 岡山郷土文化財団とバイオ会社ひと肌」(朝 日新聞く大阪〉94.4.25)
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362 「両国は音楽の春 :“駅コン"復活」(東京新聞94.4.25)
「ミュージカルに三井物産か参入」(日本経済新聞94.4.25)
「美術館を貸し切り、山形殖産銀行」(河北新報94.4.28)
「酒の香りと名由に酔う :樋脇町の田苑栗源酒造工場で演奏会」(南 日本新聞94.4.28)
「第四回出光音楽賞受賞者決定 !」 (「 スパ」94.4.20)
「将来性豊かな演奏家を協カサポート :第 4回新日鉄音楽賞授賞式と記念パーテイーから」

(「音楽の友」94.4)

単行本

(電通94.4.1)

5月

論文・評論    「公共財としての芸術文化の可能性―イギリス芸術支援システムの検討」金武創
(『財政学研究」94.5)

「芸術・文化と企業コミュニケーション(その2)」岡田芳郎(「ブレーン』94.5)

解説 「企業社会とポランティア(1):外の風に当たり「自分探し」」
(信濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.4)

「企業社会とポランティア(al新たな価値観多様性を尊重」
(信濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.5)
「!NAXギ ヤラリー:レトロな市井文化発掘」(日本経済新聞く大阪〉「ぶろでゆ―す」94.5.6)
「企業社会とポランティア0:体むのは…ためらう社員」
(信濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.8)

「企業社会とポランティア● :活動後の復帰環境整備必要」
(僣濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.9)
「メセナ見直し(1):手 づくり演奏会成功」(日本経済新聞「サラリーマン」94.5.9)
「企業社会とポランティア6):“人間らしく"生き方を応援」
(僣濃毎日新口「支えるわたしか支えられる」94.5.10)
「企業社会とポランティア0:社協の旗振り『動員』の懸念」
(信濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.11)

「不況下の社会貢献 :資金かけすに知恵こらして」(日経産業新聞94.5.11)
「企業社会とポランティア7):「会社と自分」新たな発見」
(僣濃毎日新聞「支えるわたしか支えられる」94.5.12)

「メセナ見直し② :40人 もボランティア」(日本経済新聞「サラリーマン」94.5.12)
「メセナ見直し③ :コスト抑え文化活動」(日本経済新聞「サラリーマン」94.5.13)
「メセナ見直し④ :社会に働きかけたい」(日本経済新園「サラリーマン」94.5.14)
「ショービジネス好調 :手軽さ、華やかさ受け」(読売新聞「YEN」 94.5.16)
「企業の社会貢献活動 :中間管理聰の惨加を」
(流通サービス新聞「トレンドリポート」94.5.24)

「来日公演高すきませんか:国の補助・寄付なく」(朝 日新聞「ウィークエンド経済」94.5.28)
「企業の社会貢献活動のいま」(日本繊維新口94.5.28)
「『メセナ』にも強い思い入れ :未来工業」(餃阜新聞「きふ企業人」94.5.29)
「地方企業の社会貢献は都市文化の発信にあり!(後日)」 :林原

(『DIME」「さらは、東京」94.5.19)
「平成6年度文化予算内示を検証する」栗田晃穂(「音楽芸術」94.5)
「着実に進む企業の社会貢献活動」絲橋聡(「月刊keidanren」 94.5)
「企業の社会貢献の現状 -1993年度アンケート調査結果から」田代正美
(F公益法人』94.5)

インタビュー 「日本人向きのフルートーー岩井宏之さん」(毎 日新聞「この人と」94.5.25)
「芸術へ公費助成を期待―岩井宏之さん」(毎日新聞「この人と」94.5.26)
「利益の社会還元は当然それよりもコストとして社会貢献しなければ駄目。
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ウチは社員一人が10万円の負担をしている一立石義雄」

(F週刊ダイヤモント」「輌集長インタピュー」94.5.14)
「何事にも根ざす文化を大切に一佐藤善三郎・全国商工会議所青年部連合会会長」

(『石垣」「インタピュー'94」94.5)
「経営者の「文化レベル」が間われている一福原義春氏」(「選択」「巻頭インタビュー」94.5)

363

コラム 「モービル音楽■に松村氏ら」(日本経済新聞「■の消息」94.5.1)
「「メセナ八幡浜』発足3カ月」(愛燿新聞「ワイドリぼ―と」94.5.2)

「住民に根おろす水戸室内管弦楽団」(日本経済新園「文化往来」94.5.5)

「文化遺産に示す国粋主義 :『 メセナ」は歴史的実感」小田切ようこ

(流通サービス新聞94.5.10)

「文化振興で財団 :三谷グループ」(流通サービス新聞「世界の文化の舞台裏」94.5.10)

「*東電の地道なメセナ活動」(日刊工業新聞「産業春秋」94.5.13)

「社員―丸のチヤリティーコンサート」(日本経済新聞「消息」94.5.27)
「戦略があってこそ生きてくる企業の社会貢献。日本の企業はもっと若者を育てるべきで

はないか」(『週刊ダイヤモンド』「正鶴」94.5.14)

報道 「平安の“室礼"を現代に :「 ミサワアートギャラリー』1周年」(東京新聞94.5.7)

「不況下の社会貢献 :資金かけずに知恵こらして、個人レベル、積極的に」

(日経産業新聞94.5.11)

「来場者10万人を突破 :日鉱記念館」(日刊工業新聞94.5.12)
「初の鹿島美術財団賞」(朝日新聞94.5.13)
「佐賀メセナ協発足へ、20企業、活動の停滞打破目指す」(西日本新聞94.5.14)

「印刷会社F千修」の吹奏楽団」(筋売新聞94.5.14)

「企業、市民の手で文化振興 会員500人を突破 :メセナ八幡浜」(愛媛新聞94.5.17)

「『備中漆」の復興へ、官民一体でメセナ活動、岡山」(河北新報94.5.19)

「導入企業少なく有効活用されす :ポランティア体暇」(日本海新聞94.5.19)

「企業メセナ協設立へ :着手芸術家育成に力」(佐賀新聞94.5.21)

「文化活動応援します :県内20社でメセナ協発足」(佐賀新聞94.5.24)
「県企業メセナ協が発会、20社…文化向上に支援」(西日本新聞94.5.24)
「セゾン文化財団助威対魚を発表」(東京新聞94.5.25)
「熟達の音色にうっとり 中村紘子リサイタル :メ セナハ幡浜」(愛媛新聞94.5.26)
「アサヒビール文化講座入場者1万人達成」(産経新聞94.5.26)

「鳥取ガスかメセナ展開、米楽団招いてレッスン会 :中高生の交流支援」

(日本経済新聞94.5.26)
「モービル賞『児童文化貴」決まる」(電通報94.5.30)
「皓川版『夏の夜の夢』上演にメセナ講演会」(朝日新聞94.5.31)

「三菱信託芸術文化財団第14回助威決定」(F音楽芸術」94.5)
「新日鉄音楽メセナ展'94」 (『音楽芸術」94.5)

単行本 『日生劇場の三十年』ニッセイ文化振興財団編(ニ ッセイ文化振興財団94.5)

電波 「能楽堂で古奥芸能の公演 :人間国宝・吉田文雀さんも出演」

(日本放送協会〈石川〉94.5.23)

6月

論文・ 評論 「身近な芸術活動の仕掛人、アーツ・アドミニストレーター」高萩宏(朝 日新聞94.6.8)

「企業と美術館の役割」高階秀爾(『月刊keidanren』 94.6)

解説 「不況だからこそメセナ :新視点の文化支援」(僣濃毎日新聞94.6.3)
「不況下のF企業メセナ」、新たな視点と工夫、高貿の援助に期待寄せる」(河北新報94.6.16)
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「根づくか、生活文化産業:不況期の支援模索」(日本経済新聞「関西トレンディー」94.6.24)
「不況下も着実に芸術助成:“神戸の奇跡"市民メセナ」(神戸新聞「編集委員解説」94.6.27)

インタピュー   「イセ会長、伊勢彦信氏F企業メセナでマネーからみ日本像を」(流通サービス新田94.6.3)

コラム 「社会貢献、企業の枠超え横の連携」(日本経済新聞「文化往来」94.6.1)
「『メセナ」ブームか去って…」(神戸新聞「地域スコープ」94.6.3)
「エース・ジャバン「官民一体」の国際文化戦略」(朝 日新聞「単眼複眼」94.6.8)
「余暇を耕すメセナの風」(南日本新聞「記者の目」94.6.8)
「企業メセナの理念問い直せ」(中国新聞「風速計」94.6.12)
「フィランソロピー」(毎日新聞「憂楽帳」94.6.13)
「山ロメセナ倶楽部の初代会長に就任した池辺壼さん」(読売新聞く小倉〉94.6.14)
「高松富殿下記念世界文化賞 世界文化■に寄せて」根本長兵衛(産経新聞94.6.17)
「順調な「メセナ」活動」(愛媛新口「支社長通信」94.6.23)
「今年もミュージカル公演 :タダノ」(四国新聞94.6.27)
「クラシックで心ゆたかに」(日刊自動車新聞「カメラアイ」94.6.27)
「F文化』に対する精神的居眠りの罪――誰か文化事業を守るか」鳥居坂衛
(F週刊東洋経済」「怒りの社会学2」 94.6.11)

報道 「セツン文化財団、今年度の助成」(朝 日新聞94.6.1)
「メセナ総合大学開学」(鹿児島新報94.6.2)
「中小企業・個人か山口でメセナ集団」(朝日新聞〈小倉〉94.6.4)
「「山ロメセナ倶楽部」発足、地場企業か文化活動支援」(西日本新聞94.6.4)
「山口にメセナ組織発足」(読売新聞〈小倉)94.6.4)
「山ロメセナ倶楽部発足」(山 口新聞94.6.7)
「文化イベントに不況の影」(日本経済新聞94.6.10)
「93年の首都ロイベント件数は横ばい」(日本工業新聞94.6.10)
「高松信金 :一店―品メセナ活動スタート」(日本経済新聞94.6.11)
「チリ・イースター島によみかえるモアイ像 日本企業の協力で修復ほぼ終了」
(読売新聞94.6.11)
「芸術文化に産業支援策を :劇場演出家空間技術協が提言」(日刊工業新聞94.6.14)
「文化事業積立金を創設 :日販」(日本工業新聞94.6.15)
「多様化するボランティア、道自治研修所か研究報告書 :文化振興など分野拡大」
(北海道新聞94.6.19)
「NYのプロの室内管弦楽団と「丸の内交督楽団」が共濱」(毎日新聞94.6.29)
「日本美術を生き返らせる」(「GQ Japan」 94.6)

特集 「わが社のポランティア活動援助制度」(「労務事情」94.6.1)
「アートかつくるワークプレイス」(「SD」 94.6)

単行本 「文化イベントデータファイル94年度版年鑑」(びあ94.6.1)

電波 「文化国家への条件は?F土曜フォーラム」」(NHK教育テレビ94.6.11)

7月

論文・評論    「社会貢献、米国流で新風」中麟有香(日本経済新聞94.7.13)
「文化経済学はF地域」と歩む」端信行(日本経済新聞94.7.31)
「ザルツプルグの日本流メセナ」加藤博子(「中央公腑」94.7)
「フィランソロビーと民間非営利セクター」伊藤裕夫(「HUMAN STUDIES」 94.7)

解説 「文化よりも「実」をとる…スポンサーつきイベント急減」(流通サービス新口94.7.1)
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「ニッセイ名作劇場の功績 全国の児童に生の舞台を無料提供」

(毎 日新聞「演劇散歩」94.7.2)
「15日 募集締め切り「メセナ大賞」」(東京新聞94.7.4)
「中国の音楽家を企業が支援」(朝 日新聞94.7.5)
「企業メセナ、いせん不況の影口…内容など吟味、工夫」(福島民報94.7.18)

「大学生フィランソロピーに関心」(朝 日新口94.7.19)
「売ってなんぼのデバートマンか草の根援助担当に」(毎日新聞94.7.19)
「メセナ方式 不況でsoS…協力企業、日標の半分以下」(山梨日日新聞94.7.29)
「企業ランキングで「よい企業」を評価する」岸永三(『THE21」 94.7)

「「メセナ」を死語にするな」金子―也(F地域から日本を変える」94.7)
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対談・座談会   「経営者は総合芸術の指揮者だ」松方康、岩城宏之、佐藤正忠(F経済界」94.7.26)

インタピュー 「企業メセナ協議会専務理事根本長兵衝氏 :日本で世界メセナ会饉」

(日経産業新聞「この人と5分間」94.7.12)

コラム 「箱崎ふ頭に『遊び心」の拠点…平松弘和さん、博多デザイン倶楽部代表」

(読売新聞〈小倉〉「人あり」94.7.5)
「「助成認定」、メセナ税制への試金石」(日本経済新聞「文化往来」94.7.6)

「冠イベント10%減 る」(日経流通新聞「Pick UD」 94.7.16)

「オペラ振興夢みてメセナ活動」(産経新聞「土曜フラザ」94.7.23)
「アマ参加Fア フター5コンチェルト」…久々のティンバニに熱い思い」

(スポーツニッポン「クラシック」94.7.24)
「社会交流活動 く1〉 名誉回復の一助に」(日刊工業新聞「道」94.7.26)
「社会交流活動 く2)北海道に『置き土産」」(日刊工業新聞「道」94.7.27)
「社会交流活動 く3)理想求めて奔走」(日刊工業新聞「道」94.7.28)
「社会交流活動 く4〉 非営利にこそ意味」(日刊工業新聞「道」94.7.29)
「お付き合いを超えたメセナ」(日本経済新聞「展望台」94.7.29)

報道 「湘南信金が新制度…出世の関門?ポランテイア」(神奈川新聞94.7.3)
「イベント情報を満載 メセナ八幡浜 会報第1号を発刊」(愛媛新聞94.7.9)

「助成活動で対象団体を募集…セゾン文化財団」(東京新聞94.7.11)

「27日から世界障害者絵画展」(河北新報94.7.15)
「社会貢献企業、顕彰へ…県経済同友会」(下野新聞94.7.20)
「韓国中小に社会貢献学ぶ」(日本経済新聞94.7.21)

「メセナ活動の先駆けの劇場…日生劇場の歩みたどる」(朝 日新聞94.7.22)
「熱い「エア・コン』・̈羽田の格納庫で歌声」(日本経済新聞94.7.24)
「熊大フィルに助成金贈呈…九電と熊日」(熙本日日新聞94.7.26)

特集 「企業ポランティアの実態」(F先見労務管理』94.7.25)
「ArtBAdministratiOn=芸 術と行政」(Fテアトロ」94.7)

単行本 F文化を支える」小林進(朝 日出版社94.7.30)

8月

論文・ 評論 「企業のメセナ 国際化進み新たな課題」清水克雄(朝 日新聞「ミニ時評」94.8.1)

「地元連携型メセナか盛んに :優れた参加企業に光を」木村篤子

(北海道新聞「寒風温風」94.8.7)

解 説 「*『企業の名品・アートコレクション展』開催」(読売新聞「編集手帳」94.8.2)

「ようやく公開企業秘蔵名画 :時価100億67点―堂に」(東京新聞94.8.7)
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「企業の文化施設を紹介」(朝 日新聞94.8.17)
「丁OKYOダンスダンス :舞台芸術のニューウエープ」伊藤百含子(Fアエラ」94.8.8)

コラム 「三菱僣託音楽賞の藤沢市財団」(日本経済新聞94.8.7)
「社会貢献活動を考える」(朝 日新聞「経済気象台」94.8.9)
「メセナ予算削減せす」(日刊工業新聞「ポートフォリオ」94.8.9)
「茨城銀行赤塚支店、絵画教室の作品展、など」(日本経済新聞「企業短信」94.8.18)
「日本音楽界に発展と威熟を…。アリオン音楽財団、江戸京子さんに固ぐメセナ"の必要性」

(『 ヴァンサンカン』94.8)

報道 「街頭芸術に『アート貴」創立80周年配念で大阪工業会が創設」(毎日新聞94.8.2)
「企業の文化施設紹介ガイドブックを作成:経済広報センター」(流通サービス新聞94.8.2)
「伝統の地域活動に意欲」(中 日新口「ひとこと」94.8.3)
「博物館など238カ 所を紹介 :全国企業の文化施設ガイド'94」 (毎 日新聞94.8.4)
「企業秘蔵の絵かズラリ 東京のホテルオークラで時価100億円の展覧会」
(読売新聞94.8.5)

「企業の文化施設ガイド見どころなど詳しく」(日本経済新聞94.8.8)
「芸術表現と享受の接点探るシンポ」(朝 日新聞94.8.9)
「公共施設に芸術作品贈ろう :大阪の“顔"作 り」(日本経済新聞く大阪〉94.8.10)
「芸術文化産業として未成熟」(筋売新聞94.8.10)
「三菱信託芸術文化財団の文化助威」(毎日新聞94.8.11)
「来月から舞踊講座 東京・赤坂」(産経新聞94.8.15)
「企業の社会貢献考えるセミナー」(新潟日報94.8.16)
「企業の社会貢献で日査委」(日本経済新聞94.8.20)
「イベントに資金援助、山ロメセナ、ユニークな発想募集」(西 日本新聞94.8.22)
「メセナ積極展開、文化施設の先触 :NTT」 (日経産業新聞94.8.23)
「ポランティア休暇導入 :大田原市」(下野新聞94.8.25)
「芸術活動14件を認定 企業メセナ協議会の助威事業」(産経新聞94.8.29)
「地方の公立文化会館活性化 文化庁来年度」(日本経済新聞94.8.30)

特集 「ホールから始まる地域の芸術活動」(「音楽芸術』94.8)
「ビジネスマンのポランティア活動」(『経営者』94.8)

9月

論文・評論 「社会貢献と市民意識」青木利元(読売新聞「論点」94.9.8)
「芸術は都市をよみかえらせる」吉本光宏、片岡真美(「ニッセイ基礎研究所調査月報』94.9)

解説 「感動の舞台公演地方の子にも」(読売新□〈小倉〉「こちら社会部」94.9.15)
「予算は減ってもメセナは死なす」(朝 日新聞94.9.20)
「Fメ セナ自■1994」 :不況の中の“堅田"な数字」(読売新聞「手帳」94.9.20)
「なぜいまポランティア休暇か」井上邦彦(「THE21」 94.9)

対談・座談会 「文化・芸術支援と日本的文化風土」永丼多恵子、渡邊―雄
(F公益法人」「なべさんの対談コーナー」94.9)

コラム 「高千穂仰ぐ畜産の町」(鹿児島新報「広報マンのわかまち自慢」94.9.2)
「「メセナの見分け方」」(上毛新聞「三山春秋」94.9.3)
「メセナ担当に舞踊説く」(日経流通新聞94.9.3)
「国際交流基金、企業メセナ協議会、メセナ担当に舞踊脱く」
(日本経済新口「The Fresh」 94.9.3)
「文化を守るための戦い」(毎日新聞「ほつとライン」94.9.4)
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「Fおまけ」か語る企業文化」(日本経済新聞「まち・いち」94,9.5)
「米で日本の現代文化紹介 :三井広報委員会」(日刊工業新聞「商エメモ」94.9.3)

「社会貢献活動」(日本工業新聞「他山石播」94.9.13)
「メセナに力」(神奈川新口「ひと」94.9.14)
「女性の目生かし、柔軟に支援:D・ H・デュプロイユさん」(日本経済新聞「この人」94.9.14)

「企業文化の環境音楽、家庭に広かり」(日本経済新聞「文化往来」94.9.21)
「企業メセナ 日本型の構築目指す時/栃木」(朝日新聞「景況ウォッチ」94.9.27)
「企業メセナのゆくえ」辻邦夫(僣濃毎日新聞「今日の視角」94.9.30)
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報 道 「『アンコール遺跡救済』に五万ドル寄贈 :モ ンプラン国際文化貴受賞の佐治敬三氏」

(毎日新聞94.9.5)
「オンキョーか福祉機器で社会貢献賞を受賞」(産経新聞94.9.7)
「三井グループ、米で文化事業」(日本経済新聞94.9.7)
「愛媛・八幡浜商業所、メセナ活動順調な発信 :市民の欲求予想外に強く」

(日本経済新聞94.9.15)
「企業メセナ、総額減る」(毎 日新聞94.9.15)

「企業ポランティア推進」(信濃毎日新聞94.9.17)
「社会貢献への支援策探る」(日本経済新聞94.9.17)
「県内の“文化資源"と連携強化」(妓阜新聞94.9.20)
「「芸術文化振興財団」を設立」(日刊工業新聞94.9.22)
「音楽ホールも併設 :同和火災」(日刊工業新聞94.9.22)
「企業メセナ協議会、94年版「メセナ自書」を発刊、支援額減も意識定着」

(日刊工業新聞94.9.23)
「支援額減も意臓定着 :企業メセナ白書94年版」(流通サービス新聞94.9.23)
「メセナ白書 官民連携の傾向に 自治体と企業を特集」(産経新聞94.9.26)
「定着するメセナ活動」(神奈川新口94.9.27)
「企業ポランティア活動、“交流"組織も活用」(僑濃毎日新聞94.9.27)
「東芝、英現代芸術協会の活動、資金・技術を全面後援」(日本経済新聞94.9.27)

「企業文化を演出 :東京・青山にショールームを新段」(日刊工業新聞94.9.28)
「オルセーから美の結晶 :歴史的傑作すらり」(日本経済新聞94.9.30)
「96年にオルセー美術館展」(日本経済新聞94.9.30)
「世界障害者絵画展 :三菱電機ビルテクノサービス」(日本工業新聞94.9.30)
「立教志塾などに助成金 :東邦銀行文化財団」(福島民友新聞94.9.30)
「タングルウットに日本のメセナの結昌」(「音楽の友』94.9)

単行本 F芸術経営学講座美術編・音楽編・演劇編・映像編」佐々木晃彦監修(東海大学出版会94.9)

10月

新贈士党・雑誌巻頭言「企業メセナに欠かせぬ人の交流」(神奈川新聞94.10.2)

論文・評論 「ヨーロッパ諸国の文化予算そして日本は?」 瀬木慎―

(新美術新聞「美術市場レーダー」94.10.1)

「書評F文化を支える」:メセナ活動の意義再考察」本間正明(日本経済新聞94.10.9)

「企業メセナ :学術・文化の支援活動」(沖縄タイムス「けいさい教室」94.10.2)

「*自治体と住民と企業メセナの人一モニー」(読売新聞「編集手帳」94.10.5)
「日米共演前面に :ク ローズ・アップ・オブ・ジヤバン」(読売新聞94.10.11)

「関係成熟へ文化支援」(流通サービス新聞「ワールドカレント」94.10.12)
「3財団による計画的・継続的な社会貢献活動 :東芝」岩沢孝児

(「日外協マンスリー』「企業財団の国際交流活動リポート」94.10)

解 説
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368 コラム 「官もメセナを積極的に」(信濃毎日新聞「今日の視角」94.10.5)
「映画「輛楠」、メセナ認定で再開へ」(日本経済新聞「文化往来」94.10.13)
「安部氏らに大賞」(日刊工業新聞「団体寸報」94.10.14)
「音楽興行、フアンに情報開示を」(日本経済新聞「斜補」94.10.15)
「メセナにかける1:モーレツから文化へ」(日刊工業新聞「シリーズ。道」94.10.25)
「メセナにかける2:映画への情熱は今も」(日刊工業新聞「シリーズ・遺」94.10.26)
「メセナにかける3:売 り上げ至上主義を卒業」(日刊工業新聞「シリーズ・道」94.10.27)
「メセナにかける4:本物の文化を求めて」(日刊工業新聞「シリーズ・道」94.10.28)

報 道 「東京芸大の韓国人留学生大活饉」(東京新聞94.10.4)
「チャリティー絵画展飲食施設に副産物 :ホテルオークラ」(日経流通新聞94.10.4)
「新潟県が実態調査、メセナ実施企業27.4%:ネ ットワーク会議開催」
(日本経済新聞94.10.7)
「「小栗映画」群馬県がスポンサー :4億円出す口出さぬ」(朝 日新聞94.10.12)
「映画『熊楠」近く撮影を再開」(毎 日新聞94.10.18)
「県内企業のメセナ調査“27.4%"が 実施 :“社会貢献"大半占める」(新潟日報94.10.21)
「企業メセナ群馬、プームー服基金集め苦戦 :再評価訴え12月シンポ」
(日本経済新聞94.10.22)

「芸術文化助成を点検 :総務庁、行政監察スタート」(読売新聞94.10.23)
「企業メセナ協議会、映画では初の助成認定「熊楠KUMAGUSU」」(産経新聞94.10.24)
「地域とアートのかけ橋に :市民に豊かな文化軍境を提供 来月埼玉でF'94ス テージラボ』
開催」(産経新聞94.10.24)
「障害者招き来月音楽祭 :企業の枠超え社会貢献」(日本経済新聞94.10.24)
「社会貢献、町おこし…狙いさまざま 美術館の建設ラッシュ/岡山」(朝 日新聞94.10.28)
「市民の手で文化育てよう :伊達メセナ協会発足」(北海道新聞94.10.29)
「市民の手で芸術文化振興 :「伊達メセナ協会」が誕生 鑑貴機会を拡充」
(室蘭民報94.10.29)
「シャンバンを通して世界の映画産業を支援 :『 バイパー・エドシック」が今年も東京国際
映画祭を協賛」(「サンデー毎日』94.10.2)
「小澤征爾はロッシーニをどう振るのだろう :ヘネシー・オベラ・シリーズ第7弾「セヴィ
リアの理髪師」」(F週刊朝日」94.10.7)

「小学館絵画■に大竹伸朗「ジャリおしさん』」(新美術新聞94.10.21)
「「バークタワー・アート・フログラム」始まる」(新美術新聞94.10.21)
「ポストパブル時代の支援定着・メセナ白書'94」 (新美術新聞94.10.21)
「アトランタに新しい日本文化の風」(「週刊読売」94.10.23)

特集 「文化振興条例は、いま…」(F演劇と教育』10月 号臨時増刊94.10)

単行本 F新たな社会貢献活動の方向性を求めて ～中小企業にまなぶ活動のあり方～東京商工会
議所』(東京商工会議所94.10)

11月

新瑠藍党・雑諸彗薩郭企業メセナの試練と行方」(日本経済新聞94.11.2)
「文化の「ソフト」充実のために」(読売新口94.11.2)
「横並び文化かもたらす薄っぺらさ」(日本経済新聞94.11.3)

論文・評論 「企業、「社会貢献」問い直せ:地域で顔見える活動を」(日本経済新聞「中外時評」94.11.6)
「身障者雇用、さらに努力を」(日本経済新聞「中外時評」94.11.13)

解説 「文化発信もう一つの担い手:出版事業 読売日本交響楽団 文化事業」(読売新聞94.11.2)
「各界の俊秀 幅広く顕彰 :文化・支える■の数々」(読売新聞94.11.2)
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「文化の発信 :芸術は必需品 行政か支援」(朝日新聞「列島細見」94.11.6)
「メセナ再綸「その現実と期待」」根本長兵衛(公明新聞94.11.7)

「スポンサー付きイベント回復 :びあがリポート」(流通サービス新聞94.11.15)

「社会貢献活動に地道な取り組み」(日刊工業新聞94.11.17)
「広かる企業のポランティア支援」加藤種男(朝日新聞「ぜみな一る」94.11.26)
「「二重帳簿」で助成金 :芸術文化振興基金の実態」(「AERA」 94.11.21)
「米国文化の舞台裏 :タバコの煙がアートにしみる」(「AERA」 94.11.21)

「誰にでもできるポランティア入門」(「丁HE21」94.11)

369

対談・座談会 「企業の公共性とメセナ活動」福原義春、渡邊―雄
(F公益法人」「なべさんの対談コーナー」94.11)

コラム 「クラシック通の技法」(毎日新聞「刺点」94.11.8)
「企業文化は第5の経営資源」(東京新聞「放射線」94.11.10)
「サントリー学芸貴決まる」(日本経済新聞「■の消息」94.11.13)
「メセナなお健在」(日本経済新聞「ミニフアイル」94.11.13)
「予期せぬ楽団支援に感謝」(読売新聞94.11.13)
「芸術文化振興財団を設立 :新しい文化の支えに」(梯郁太郎さん ローランド社長)(静岡
新聞「いまを語る」94.11.22)
「能舞台から生まれたメセナですね―『あさば旅館』女将浅羽愛子さん」
(朝 日新聞「ひと」94.11.26)

「社会貢献に体職」(日本経済新聞「ミニフアイル」94.11.27)
「メセナ奨励資を受貴した温泉旅館の女将―浅羽愛子さん」(筋売新聞「顔」94.11.27)
「やっと決着をみた「名古屋ボストン美術館」」

(『週刊東洋経済」「中部ウォッチング」94.11.26)

報 道 「九州建設100周年でメセナ活動、九薔ら3団体に寄付」(西 日本新聞94.11.1)
「経団連の外郭団体中心に、メセナなど研究「広報学会」設立」(日本経済新聞94.11.7)
「アンサンブル金沢に財政支援」(北陸中国新聞94.11.7)
「講談社の蘭語辞典編さんに協賛 :キヤノンヨーロッパ」(日刊工業新聞94.11.8)
「大和文化財団か1000万円 :ア ンサンブル金沢に寄付」(北陸中日新聞94.11.8)
「アンサンブル金沢に支援の輪を :大和文化財団」(北国新聞94.11.8)

「撮影再開へ始動 :撮影3年中断の映画『熊楠」」(読売新聞94.11.8)
「備前刀の鍛練道場、林原、岡山に建設 :伝続技術継承ねらう」(日本経済新聞94.11.11)
「岡山、備前刀の技術保護へ、林原が刀剣鍛練道場」(日本経済新聞94.11.15)
「地域の財団か劇場建設」(朝日新聞94.11.18)
「サントリーに大賞」(朝日新聞94.11.21)
「「季刊iichiko」メセナ大費に輝く」(大分合同新聞94.11.22)
「メセナ賞に県内2企業 :タダノ、カトーレック」(四国新□94.11.22)
「あさば旅館かメセナ奨励貴 大■にサントリー」(静岡新闘94.11.22)
「メセナ企画貴を受賞、宇佐市の三和酒類・西社長」(西 日本新聞94.11.22)
「東京に音楽コンサートホール :新日鐘文化財団」(日刊工業新聞94.11.22)
「メセナ大賞94、特別■にタダノ :モアイ像修復活動を評価」(日本経済新聞94.11.22)
「メセナ大責にサントリー」(毎日新聞94.11.22)
「三和酒類にメセナ企画賞」(読売新聞94.11.22)
「今年のメセナ大賞地味な活動増える」(流通サービス新聞94.11.22)
「カトーレックにメセナ地域貴」(日経流通新聞94.11.24)
「県か『文化振興ビジョン』策定、劇場整備や芸能の研究」(西 日本新聞94.11.25)
「地域振興を後押し:富士自信金が基金設立」(静岡新聞94.11.26)
「三和酒類、メセナ企画賞を受賞」(西 日本新聞94.11.27)
「サントリーにメセナ大賞」(読売新田94.11.28)
「芸術を支えた“バトロン"たち」(電通報94.11.28)
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370 「企業の冠イベント復調 :びあ上期調べ」(日経流通新聞94.11.29)
「文化村、独自の定番企業バネに5年間で1300万 人を動員」(『 日経イベント』94.11.1)
「文化大国ニッポンを目指して」(「音楽の友』94.11)

特集 「地域社会との共生目指し多彩な活動 :キーワードは共生 見直される企業理念」
(日刊工業新聞94.11.17)
「文化財保護国際シンポジウム'94」 (産経新聞94.11.23)
「広めよう環境貢献地域に世界に」(日本工業新聞94.11.25)
「提言―企業の社会貢献」(「総合資料M&L』94.11.1)
「今すぐできるポランティア入門」(「ダカーボ」94.11.2)

12月

鋼田樹脱・奪織提顕顧蜃「「バブル弾け企業の社会奉仕が急すほみ、しかしそれ故本物か残って定着する時期」と企業
メセナ協議会」(河北新報94.12.16)

論文・評論 「社会貢献を問い直せ」岩崎慶市(産経新聞「綸点」94.12.4)
「逆風下の企業文化施設―ビル建設に合わせホール急増、景気後退で建設気運にブレーキ」
(「日経地域情報」「全国調査」94.12.19)
「企業の社会貢献活動の動向  80年代まで、90年代前半、そして今後――」青木利元
(「公益法人」94.12)

「音楽で国際協力の輸 :JVCが コンサート」(毎日新聞94.12.4)
「休日はポランティア」古沢―彦
(産経新聞「鴫呼ニッポン型 会社人間を問い直す」94.12.10)
「地域社会にあった研究で貢献 北海道電力総合研究所」川端信広
(日本工業新口94.12.13)
「日本アイ・ビー・エム野洲事業所 ボランティア研究会 企業内から地域に参加」
(京都新口「つなかりを求めて17」94.12.14)
「F世界史』解くジャバン技術・マネー :発掘・修復で国際貢献」(読売新聞94.12.16)
「N丁丁中国のメセナ活動 :名画集め定期上映会」(流通サービス新聞94.12.23)
「人気高まる企業オーケストラ :“薔き合う"関係異業種交流にも」
(日経産業新□94.12.26)
「企業と社会貢献 :文化・芸術の理解を 制度改正の支援も必要」
(日経連タイムス「視点」94.12.1)

インタビュー 「社会貢献はF論理」だけで語れない―若原泰之氏」
(F東洋経済」「そこか聞きたい」94.12.10)

コラム 「企業メセナ :「仏の魂」入れるのはフアンの盛り上げ」
(流通サービス新聞「センサー」94.12.2)
「地に足ついたメセナ探る :免罪符感覚廃れ企業意識に変化」
(日本経済新聞「時の本」94.12.4)
「トヨタ、地道に音楽交流 :マニラ」平野憲―郎(日本経済新聞94.12.6)
「メセナ、ガラス張り前提で」(日本経済新聞「斜腑」94.12.10)
「個性化競う企業文化施設 :熟考を■ね、中身で勝負」
(日本経済新聞「リサーチ&ランキング」94.12.19)

「企業のメセナ活動の支援形態 :メセナ、お金から人・物へ」
(日本経済新聞「DATAア イ」94.12.19)

報道 「平和の歌声薔かせ国際協力 :JVcコンサート11日 に世田谷で」(朝 日新聞94.12.1)

「メセナ大貴'94 サントリー榊に」(新美術新聞94.12.1)
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「メセナ大賞にサントリー クラシック普及に寄与」(産経新聞94.12.5)
「第4回メセナ大賞で贈賞式」(電通報94.12.5)
「ストラディバリウス2年間賞与 :フ ォーバル」(毎日新聞94.12.6)
「『サントリー」にメセナ大貴」(自由新報94.12.6)
「「企業にとってメセナとは何」13日 、前橋でシンポ/群馬」(朝 日新聞94.12.8)
「「企業文化度」に経営協か新指標」(日刊工業新口94.12.9)
「市民か主体の社会貢献探る」(山梨日日新聞94.12.10)
「新日鉄音楽賞 指揮者の本名徹二が受賞」(産経新固94.12.13)
「企業メセナ群馬前橋市でシンポ、企業と社会必す接点 :資生堂社長が講濱」
(日本経済新聞94.12.14)

「日本美術修復でカレンダー基金 フィリップモリス」(■通報94.12.19)
「地域交流振興■に3団体」(日本経済新聞「賞の消息」94.12.25)
「ポランティア体暇年間5日まで有綸 :TOTOか4月導入」(西日本新聞94.12.28)
「ポーランドにオープンした日本美術の殿堂」(「週刊新潮」94.12.15)
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特 集 「地方に芽吹くメセナ」(日経産業新聞94.12.9)
「企業に根づくポランティア制度」(『週刊東洋経済』94.12.10)
「公益法人とフィランソロピー」(『公益法人」94.12)

単行本 『企業の社会貢献ハンドブック」経済団体連合会編(日エフォーラム社94.12.15)
FA Youth:nsLht―企業の社会的責任と起業家精神」アイセックロ著
(エ スエル出版会94.12.20)

連載
「企業市民」(産経新聞 92.2.4より毎火曜、93.4.5よ り毎月曜)

１０

‐７

‐７

２４

２４

３‐

７

‐４

「社会貢献の改革は個人から :フ ィランロピー'94く上〉」
「人と社会が交流する形へ :フ ィランソロピー'94〈中)」

「不況でもマインド健在」
「地域企業人かもっと何かを :フ ィランソロピー'94く下〉」
「社内にポランティアセンター :ト ヨタ」
「温かな心遭いに光 :「 シチズン・オブ・ザ・イヤー』表彰式」
「広かるポランティアの輸 :精神薄弱者更生施設F日の出太陽の象」」
「アフリカの子供たちに「そろばん」を :奥野信一さん。算数教育への活用計画し奮闘」
「英米人はシビアな目 :メセナ活動の印象■査」
「戦前、海外に流出した日本美術の修復を支援 :フ ィリップモリス」
「期待膨らむ支援の輸 :社員のポランティア・グループ増加」
「「健康』分野に力 :明治生命」
「コンピニを活用 :お年寄りに食事サービス」
「節目迎えた“福祉工場":オムロン太陽」
「電通発行の情報誌『CPR』休刊 社会貢献の一翼担い2年半」
「日本アイ・ビー・エムに大賞 :第3回「地球環境大賞」」
「上智大学に「環境概論」:「サンワみどり基金」がバックアップ」
「企業と市民団体、協力の輸広かる :安田火災海上保険」
「企業の壁を越え広がる :ポランティア・ネットワーク」
「人的、時間的貢献に米の伝続 :欧米企業の社会貢献活動を視察」
「ポランティア「評価』に論議 :活動経験の有無」
「季刊誌Fほおづえ」初代編集長 住吉弘人・コスモ石油会長に聞く」
「メセナ推進“特効薬"に 期待 企業の寄付金、従来の倍額まで無税」
「地道に未来のF知日派」作り:経団連国際文化交流委員会」
「F途上国支援」の夢かなう :休職制度を利用 比で1年間のNGO活動」
「国際基督教大学講師・田口雅子さんらに企業か贅同」

2.14
2.21
2.28
3. 7
3.14
4. 4
4.11
4.18
4.25

5.30
6. 6
6.20
6.27
7. 4
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7.25

8. 1
8.8
8.22
3.22
8.29
9. 5
9,12
9.19
9.26
10.3
10.17
10.24
10.31
11. 7

11.14
11.21
12. 5
12.12
12.19
12.26

「あふれる優しさ 患者に安らき :東大病院『にこにこボランティア」始まる 百貨店店員ら
か協力」
「秘菫の名画をホテルで公開 :企業26社か名乗り 67点を無料で賞し出し」
「米のたばこ会社フィリップモリス社 減益にも変わらぬメセナ活動」
「「患者数少なければ不要」:日本企業エイズ対策の現状」
「企業人にN00入門口座」
「テレビゲームで文化貢献 :「ゲームミュージアム設立研究会」結成から2年」
「幸仕活動か支店長へのパスポート:湘南信金かユニーク制度」
「「プロ」の日で社会貢献活動を研究 :「 日本イベントプロデュース協会』」
「在米日系企業の社会的活動 :目立つ“我流"の自己宣伝」
「地方企業のメセナ活動 :行政バックアップ型目立つ」
「「N00」への理解進む 企業の国際貢献」
「求められる自己アピール :企業財団」
「50年後の“縁の波"に熱い期待 :三菱商事の熱帯林再生プロジェクト」
「主婦感覚でポランティア仲介 :情報管理の「サポーター」」
「企業の垣根超えてポランティア活動 :12企業と経団連の30代担当か集う「30sフ ィランソ
ロピーCLUB」」
「校内敷地の一部を公開広場に」
「メイク・ア・ウイッシュ・オブ。ジャバン :難病の子供たちの夢を実現」
「随所にきめ細かな工夫 :澤害者雇用拡大に取り組むイトーヨーカ堂」
「初心者が試行錯誤奮日中 :「 ほたんの会」メンバー」
「社会貢献の“専門会社":F企業市民研究会」を設立」
「企業支援の新しい波 :三菱商事Fさわやか八―卜ねっと」」

「北風南風」(産経新口92.2.4より毎火曜、93.4.5よ り毎月曜)

1.10    「「安全と安心」の原則僣条に」新井喜美夫
1.17    「経済力回復は子供の教育から」松岡紀雄
1.24    「「行動基準」では防げぬホワイトカラー犯罪」坂野友昭
1.31    「身近に感じられる福祉へ」山田美和子
2.7    「“五輸"支えるアメリカ人の知恵」渡邊―雄
2.14    「自然との距離のとり方か問題」大島清次
2.21    「得意分野で継続的な地域貢献を」立石信雄
2.28    「市民主体の議綸望む」新井喜美夫
3.7   「9カ国層で「低体温症」アドバイス」松岡紀雄
3.14    「異質的な集団か企業犯罪を防ぐ」坂野友昭
4.4    「普段着の“ちょいポラ"活動」山田美和子
4.11    「魅力ある社協へ4つの提案」渡邊―雄
4.18    「メセナ大賞選考めぐる饉綸」大島清次
4.25    「「働く人々」が幸せ感じる職場へ」新井喜美夫
5.2    「子供と高齢者を預かる米の企業」松岡紀雄
5.9    「企業倫理の制度化で不正を防止」坂野友昭
5.16    「福祉施設か企業の研修の場」山田美和子
5.23    「東大病院ポランタリーの夢」渡邊―雄
5.30    「壁壊すネットワーク作りか重要」渡邊―雄
6.6    「『思いやり社会」の実現か課■」立石僣雄
6.20    「経営者は確固たる信念必要」坂野友昭
6.27    「真にふさわしい者が運営すべき」新井薔美夫
7.4    「メセナ崩壊とジャーナリズム」市村作知雄
7.25    「“恩返し"の思い込め福祉活動」山田美和子
8.1    「積極性ほしい日本の美術活動」大島清次
8.8    「不況期に見習うべき米の制度」松岡編雄
8.22    「地域ぐるみで芸術活動を支援」加藤種男
8.29    「「シニアプラン自分塾』に挑戦」渡邊―雄
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9.5
9.12
9.19
9.26
10.3
10.17
10.24
10.31
11. 7
11.14
11.21
12.5
12.12
12.19
12.26

「F官高民低」改め制度の充実を」新井喜美夫

「社会や地球に視野を広げる時代」立石信雄
「仕事と社会貢献活動は一体」坂野友昭
「民間助威財団は誰のもの?」 市村作知雄
「音楽会は地域性が大事」加藤種男
「芸術文化めぐる官民の「共働性」」小林進
「『親子一緒に活動」の広かりに期待」山田美和子
「フイランソロピーの灯は消えす」渡邊一雄
「日本美術界は新人発掘の努力を」大島清次
「悪徳公益法人か温存される理由」市村作知雄
「倫理問題対処には複数観点で」坂野友昭
「「古都」とF未来都市』の両立」新井春美夫
「都市に必要な機能が美術になった立川」加藤種男

「願害満足について思うこと」立石信雄
「文化による『まち』づくりの次段階」小林進
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「個別研究」(産経新聞92.2.4よ り毎火曜、93.4.5よ り毎月曜)

1.31    「■士通④ :各事業所で地域社会と交流」
2.7    「富士遷⑤ :「憲章」設け、環境問題に対応」
2.14    「■士通⑥ :口は出さす側面からサポート」
2.21    「富士通② :優秀な「卒論』掘り起こし出版」
2.28    「キヤノン① :F共生」の考え方か合致」
3.7    「キヤノン○ :視覚障害者に読書器提供」
3.14    「キヤノン◎ :障害者の自立を側面から援助」
4.4    「キヤノン④ :自社かもつ“資源"を活用」
4.11    「キヤノン⑤ :ユニーク審査会「写真新世紀」」
4.18    「キヤノン⑤ :社内外から好評博した小冊子」
4.25    「キヤノン② :情報発信基地としての機能を」
5.2    「第一生命① :感謝の思いを込め保険文化賞」
5.9    「第一生命○ :縁のデザイン貴でフラン助成」
5.16    「第一生命③ :現代美術を支援「VOCA展」」
5.23    「第一生命④ :モーツアルトの象復元に惨加」
5.30    「第一生命⑤ :協賛通じスポーツ分野も応援」
6.6    「第一生命◎ :地域社会との関和をめざす」
6.20    「第一生命② :本業の延長から広かり」
6.27    「安田火災① :美術・地球環境問題に力を注ぐ」
7.4    「安田火災○ :Fひ まわり」購入が示す姿勢」
7.25    「安田火災◎ :卓球大会で地域と交流」
8.1    「安田火災④ :環境問題めぐり公開講座」
8.8    「安田火災⑤ :紙、電力の省エネ活動展開」
8.22    「安田火災◎ :財団の助成と社員ポランティア」
8.29    「安田火災② :芸術振興目的とした表彰事業」
9.5    「資生堂① :75年の歴史を持つ陳列場」
9.12    「資生堂○ :次代への創造活動を支援」
9.19    「資生堂◎ :町並みに調和した工場の外観」
9.26    「資生堂④ :市場性二の次でコメを研究」
10.3    「資生堂⑤ :海外研修で児童福祉の向上図る」
10.17    「資生堂⑤ :障害者と触れ合う美容講習会」
10.24    「資生堂② :新制度導入し社会参加を支援」
1031    「大成建設① :業界で初めて「社会交流窒』設置」
11.7    「大成建設② :『 自然環境基金』で研究・活動を支援」
11.14    「大威建設◎ :『社会と会社の架け橋」を築く」
11.21    「大成建設④ :一般公開イベントに若い熱気」
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374 12. 5
12.12
12.19
12.26

「お聞きします」

1.31
2.7
2.14
2.21
2.28
3.7
3.14
4.4
4.11
4.18
4.25

「大成建設⑤ :開かれた作業現場めざす」
「大成建設◎ :「業種ゆえこそ』環境に取り組む」
「大成建設② :出版通じ業界全体をアピール」
「東京ガス① :企業と社会の新しい関係を」

(産経新聞93.10.18よ り毎月曜)

「すかすかしさを伝えたい :永瀬元博さん (三菱商事社会環境室)」

「本業からはすれない活動を :柿蘭孝夫さん (資生堂企業文化部次長)」

「新人の発掘が課題 :山辺清和さん (NEC広報部社会貢献推進室メセナ担当課長)」

「市民として社外に出て活動 :森田未奈子さん (経団連社会貢献部)」

「社内報の反日に驚く :羽里理美子さん (東京海上火災保険総務部社会貢献室副主任)」

「会社としての貢献か先 :根岸周平さん (住友銀行社会文化事業室)」

「会社以外での社会参加を :多田敏志さん (日産自動車広報部社会文化室)」

「効率以外の部分に注意 :宮下文秀さん (さ くら銀行広報部社会活動推進室)」

「自分を高め会社に貢献 :樋口尚弘さん (武田薬品工業経営企画部)」

「互いに豊かになる活動を :呉煽三さん (東京ポランティアセンター専門員)」

「社会貢献が当たり前の時代に :根本昭彦さん (日本アイ・ビー・エム社会貢献・貢献活動
プログラム担当)」

「工夫すればやり方ある :村中恵子さん (日本航空広報部)」

「ポランティアで感動 :中井久志さん (ト ヨタ自動車広報部社会文化窒)」

「仕事に携われて幸運 :益井真由美さん (NT丁総務部社会貢献室)」

「リサイクルに協力得て :大川玲子さん (イ トーヨーカ堂環境開発プロジェクト)」

「30～40代のひとにもっと参加を :田中雅子さん (シ ャプラニール)」

「ます、最初の一歩を踏みだそう :土井智生さん (松下電器産業社会文化部)」

「活動に理論的裏付けも :穂積秀明さん (三菱銀行社会貢献室)」

「あくまで個人の活動で :成田俊春さん (明治生命保険情報システム部係長)」

「各国に応した活動展開 :堀江裕美さん (リ ーバイ・ストラウス ジャバン広報室マネージ
ャー)」

「展示の場への協力ほしい :板橋義也さん (障害者アートバンク事務局)」

「外国人留学生に重点 :原 とよみさん (伊勢丹奨学会事務担当)」

「自分でできることから :三枝稔さん (朝 日生命保険相互会社・社会貢献担当部長)」

「企業側のN00への理解を :長野広美さん (日本国際ポランティアセンター広報担当)」

「知的障害者との交流促進 :福村雅雄さん (資生堂安全性分析センター)」

「メセナはいわば漠方薬 :哭光良さん」
「地道に患の長い活動を :諸戸孝明さん」
「バランスよく取り組み :山下紘―さん (NEC社会貢献推進室長)」

「いざというときの体制ほしい :兼田俊樹さん (東京海上火災保険社会貢献室長)」

「「アジア絵日配』見てほししヽ :浜田泰子さん (三菱広報委員会課長)」

「社内報で情報提供したい :宮崎敬さん (三菱信託銀行社会貢献活動推進室調査役)」

「担当部ができ活動か形に 1小山東夫さん (ソニー社会環境部社会貢献担当部長)」

「芸術研究など対象に助威 :篠崎邦紀さん (財団法人花王芸術文化財団常務理事)」

「創意工夫で省資源活動を実施 :北村必勝さん (安田火災海上保険地球環境室長)」

「地域活動のF呼び水」になれば :田上玲子さん (三洋電機社会業務センター社会文化課)」

「回り回って企業の発展に :加藤菊男さん (富士通企画課長兼社会活動推進室長)」

「43人でネットワークづくり :赤松啓次郎さん (三菱電機社会貢献活動推進グループ)」

「義理チョコ代を盲導犬へ :岩崎れい子さん
(ア メリカン・エキスプレス・インターナショナル)」

「F端数倶楽部」で寄付活動 :堀越秀憲さん (日士ゼロックス社会貢献推進窒)」

「着実に広かる支援の和 :村山美佐子さん (共栄火災海上保険広報室)」

5. 2
5.9
5,16
5.23
5.30
6.6
6.20
6.27
7.4

7.25
8.1
8. 8
8.22
8.29
9. 5
9.12
9.19
9.26
10.3
10.17
10.24
10.31
11. 7
11.14
11.21
12. 5
12.12

12.19
12.26

「フィランソロピー・メセナ」(日刊工業新聞93.4.5より94.3.28まで)

1.10    「アイカエ業 :若い建築家を育てる」
1.17    「新日本製鐘釜石製鉄所 :各種体育施設を開放」
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1.24
1.31

2.7
2.14
2.21
2.28
3.7
3.14
3.21
3.28

「フランスペット :“生活創造"に もひと役」
「本田技研狭山工場 :地元と共同で「祭り」」
「松坂屋 :『生活と文化を結ぶ」」
「東京銀行 :国際的学術文化を支援」
「大成建設 :巨匠画家の絵画を公開」
「石原産業 :最適な音楽環境実現」
「昭和シェル石油 :各地に時計や樹木贈る」
「新藤鉄工所 :全社員で河川浄化運動」

「ダイヤモンドフェリー :意まれぬ子供に励まし」
「カスミ :「わたしの企画」応援」

「文化を支える」(日本経済新聞92.10.3よ り毎土曜、93.7.4よ り毎日曜)

1.9    「メセナ研究は国際化、学会も :報告書も多数刊行、日本に期待」

1.16    「幻のフランス磁器復元に挑戦 :日仏共同、学生の交流も深まる」

1.23    「世界の文化財、ノヽイテク修復 :東大・奈文研か二人三脚」

1.30    「欧州のオペラ座に情報ネット:友の会が共同で企画を立案」

2.6    「音楽ホールに“社交場"機能を :「本場の欧州並み」へ試行錯誤」

2.13    「米国人と奏でる日本の旋律 :現代音楽紹介通じ文化共有」

2.20    「日本の芸術家結ぶ在外研修制 :留学作家、分野超えて展覧会」

2.27    「風通し良い音楽著作権協会に :使用料の徴収・分配、原点見直せ」

3.6    「音楽団体運営、女性がタクト:米クラシック界で要職占める」

3.13    「芸術と技術融合、新たな価値 :企業人など、討論軸に交流」

3.20    「不足のけいこ場、無料提供 :セ ツン財団、審査で独自色」

3.27    「Fオペラ名古屋』目指し、奮日 :県の先端劇場、企画ヒット」

4.3    「米国、写真デジタル化進む :データベースで保存・検索」

4.10    「文学で生きたアジア紹介 :大同生命、地道に翻訳・出版」

4.17    「米の音楽監督、地域と一体 :首都の楽団にも時代の要請」

4.24    「本社ビルに街の文化基地を :公澳・展覧会…運営費も安く」

5.1    「NYか ら先端舞台芸術発信 :BAM、 地域にも一役」

5.8    「「木の文化」の神腱、映像に :古代建築の名工「自然と一体」」

5.15    「銀幕のオ籠軍出、企業か―役 :カ ンヌ映画祭で慮長い助成」

5.22    「財団パワー、地方に広かる :分野も様々、人材の薄さに難」

5.29    「県かスポンサー、兵庫に劇団 :安住せす「型破り」育つか」

6.5    「無料招待、中高生も「感無量」:プロードウェーか教育作戦」

6.12    「実力つけた地方交薔楽団 (上)「群口」、欧州武者修行に成果 :草分け、東京に対抗し大曲

こなす」
6.19    「実力つけた地方交薔楽団 (下 )指揮陣に厚み、地域の顔に :「広督」、海外雄飛やCD録音」

6.26    「文化経済学会年次大会から (上 )地域発展への関与に課題 :自治体、ニーズ対応策探る」

7.3    「文化経済学会年次大会から (下 )「芸術で町づくり』実践報告 :自治体、間われる企画力」

7.10    「411の「世界遺産」を映像に :日本人活動家、保全ヘー役」

7.17    「公立会館、“中身"充実へ連帯 :東九州7館が安く自主事業」

7.24    「音楽通じアフリカ“体感":地方が主役、共演や研究会……」

7.31    「世界観測、文化見渡す租に :NHK、 言葉。生活の変遍分析」

8.7    「庭先で「真のせいたく』追求 :英・邸宅オベラに幅広い支持」

8.14    「光当たる産業文化の殿堂 :発電・車……幅広くガイド続々」

8.21    「放送文化基金、専門性強く:20年 たち“独立採算"に転機」

8.28    「音楽家に労働の家・“舞台":伊ベルディ基金、福祉奏でる」

9.4    「中学校をアートわく泉に :校舎内に美術館・アトリエ再現」

9.11    「育て独立系映画、講座活況 :米で資金調達・配給まで伝授」

9.18    「ビル内ホール、第2隆盛期 :企業、個性的運営間われる」

9.25    「沈滞脱し、仏へ“財界メセナ":日本文化守る美術館に資金」

10.2    「ヘンデル宅、博物館に“変奏":英愛好家、「ホール付き」計画」

10.9    「埋もれた銀幕を表舞台に :映画100年控え『非営業」上映の輸」
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10.23
10.30
11. 6
11.13
11.20
11.27
12. 4
12.11
12.18
12.25

「メセナ」
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3.20
3.27
4.3
4.10
4.17
4.24
5. 1
5. 8
5.15
5.22
5.29
6.5
6.12
6.19
6.26
7. 3
7.10
7.17
7.24
7.31
8.7
8.14
8.21
8.28

(日本経済新聞92.10.3よ り毎土曜、93.7.4よ り毎日曜)

「パソナ :障害者を対象のデザイン公募展」
「新日本製鋼 :鉄の可能性探るアート作品展」
「日本電信電話 :情報化社会の美術、一歩先に楽しむ」
「ケンウット :クラシックの費世界規模へ尽力」
「モンプラン・ジンプロ社 :国際文化貴受贅候補に岩城氏ら」
「イオングループ1%クラフ :ブルガリアから高校生招き親善」
「伊藤忠記念財団 :子ども文庫の功労貴、2人に」
「五島記念文化財団 :オペラと美術、新人■に6人」
「東成学日 :芸術育てる人材、専門学科で養威」
「アサヒビール芸術文化財団 :美術・音楽学ぶ留学生を支援」
「キリンピール :幅広い芸術の若手作家支援」
「三井不動産と相模鉄道 :横浜に画廊開館、アジアにも日」
「Aリマ化成 :地元自治体に文化施設を寄付」
「東京電力 :1万人演奏会で創作オペラ上演」
「国際交流基金 :多目的スペース持つ自前ホール」
「イセ文化基金 :NYで黒沢明の絵コンテを展示」
「ユニマットグループ :古代地中海専門美術館を開設」
「トヨタ自動車 :フロ楽団と演奏、出演者を募集」
「虎屋文庫 :王朝装束の色にちなむ菓子展示」
「ローム :世界の学生招き京都で音楽祭」
「UCC:コーヒー文化、総合的に論考」
「ビデオ映像文化振興財団 :大阪外大などの3研究に助成金」
「神奈川芸術文化財団 :県内の芸術公演伝える冊子創刊」
「ACC:日米の研究者や芸術活動を助威」
「ホテルオークラ:24企業の美術品一般に初公開」
「トヨタ自動車 :東南アジアでの札日公演に協賛」
「第百生命フレンドシップ財団 :車の根団体の生涯学習に助威」
「100:情報技術社会の創造活動を洒る」
「パブリックアート研究所 :公共空間に芸術作品を」
「キリン記念財団 :家族の逸話集め、入選作を冊子に」
「トヨタ自動車 :「 100年前の日本」各地で写真展も」
「ユー八イム :文豪ゲーテの時朗読コンテスト」
「福武書店 :社内に展覧会場「グリコ展」開催」
「大日本印刷 :メディア・情報で新ビジネス考察」
「リクルート:若手美術作家を公募展開き支援」
「東京ガス都市開発 :ビル空間活用しアート発信の場」
「企業メセナ協議会 :F白■94」を刊行、高額の支援減る」
「住友商事 :『地方文化復権」シンポで第2弾」
「キリンピール :着手に発表の場、斉藤氏の彫刻展」
「野村国際文化財団 :若手の芸術家に会場を無料提供」

「世界の民族音楽を集大成 :日本、映像含め記録拠点に」
「市日、バーミング八ムに活気 :ラ トル流F地域密着」で人結ぶ」
「日本研究・京都会議 (上)「異貴性」など巡り深く議論 :「国際学会設立」に賛同の声」
「日本研究・京都会議 (下)関心多様化、「各論の時代』に :政治抜きの科学的分析訴え」
「劇場付き技術者、創造手助け :高度な舞台機能を生かす」
「アマ精神、日山と世界結ぶ :地域のパワー、東京顔負け」
「廃校を新たな芸術の場に :市民“公共性"め ぐり反発も」
「企業の映像活動、PR脱す :社会貢献など扱い、感動も」
「NYオベラ支える小劇場 :『若手育成」貫いて半世紀」
「ハイテク劇場、泣かせ役だよ :造り手・使い手、“協演"学ぶ」
「鹿狩絵巻、江戸期の“人図鑑":車の根協力で復刻版刊行」
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10.16
10.23
10.30
11. 6
11.13
11.20
11.27
12. 4
12.11
12.18
12.25

「lNAX:新宿の展覧会場改装しオープン」
「キヤノン :国連の環境写真コンテスト協賛」
「明治生命保険 :人気俳優らでビデオトラマ」
「並河萬里写真財団 :交流・創造の雑誌「文化遺産」準備」
「リピング・デザインセンター :来年、賞創設ヘブレイベント」
「キリンプラザ大阪 :日本の実験映像40年の歴史回願」
「企業メセナ協議会 :メセナ大■'94:サントリーが大賞を受賞」
「資生堂ギャラリー :75周年記念でシンポジウム」
「パソナ :陣害者雇用促すアート村を開設」
「フィリップモリス :カ レンダー基金募金を呼びかけ」
「世界の医師団と子供地球基金 :世界で絵画展、売り上げ寄付」

377

「Let's社会貢献 (ト ップが語るフィランソロピー)」 (『月刊keidanren」 91.11よ り94.2ま で)

1.     「社会に開かれた企業を目指して」瀬戸雄三

2.     「ウェルネス (健康・福祉)とポランテイア支援で社会に貢献を」波多健治郎

『企業コミュニケーションの現場」(「ブレーン」92.9よ り)

1.     「ウイスキーの歴史と文化を語る『サントリーウイスキー博物館』」

2.     「世界の味となった日本の伝統調味料しょう油の文化を展示するキッコーマン『もの知りしよ

うゆ館」」
3.     「人形のまち岩槻から日本人形の伝統を伝えるF東玉人形の国」」

4.     「「地球と電気」のアミューズメントパーク 東京電力FTEPoo地球館」」

5.     「新しいくつろぎ、快適空間の提案目ざす住まいの体験学習装置 積水八ウスF納得工房」」

6.     「自然と人間と産業が共生する最新の公園工場「キリンヨコ八マビアビレッジ」」

9.    「都市生活者に快適な居住空間の情報と提案を発信する「リピングデザインセンター

OZONE」」
10.     「モノづくりの大切さを子供たちにアピールするトヨタグループ「産業技術記念館」」

11.     「現代アート支援の道を歩むメセナ・スペース「キリンプラザ大阪」」

12.     「伊勢伝続の街づくりで『おかけ」の心を発信する赤福Fおかけ横町」」

「実業家かつくった美術館」(「石垣」より)

1.     「五島美術館」
2.     「高自華冑大正ロマン館」

3.     「石橋美術館」
4.     「しぶや美術館」
5.     「逸綺美術館」
6.     「敦井美術館」
7.     「南目市・はらたいと世界のオルゴールの館」

8.     「坂本直行日念館」

9.     「斎藤記念川口現代美術館」

10,     「アートプラザ・ミュージアム・中仙道」
11.      「Hayashi Museum」
12.     「資生堂アート八ウス」

「福原義春の文化万華鏡」(「潮』94.1より)

1.     「ドラマの中の“もう一つの人生"を楽しむ」橋田壽賀子

2.     「建築のなかに“生命"を吹き込む現代の匠」安藤忠雄

3.     「伝続の威力を前に久々に着物に挑戦してみたい」山本燿司

4.     「美術館の運営管理を追求するパイオニア」岩淵潤子

5.     「経営と文化の融合をめざす創業者の志」横川端

6.     「企業メセナと文化経済学のすすめ」池上惇

7.     「素晴らししヽ人間との出会いを求めて」石岡瑛子

8.     「新しいことは一人の熱狂から始まる」萩元晴彦
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378 9.

10.

11.

12.

「F言葉を乗せる器」を持ち運ぶ詩人」吉増剛造
「アーティストの手作りの文化交流」田窪恭治
「花鳥画に新しい絵画空間を切り拓く」上村淳之
「つねに新しい口険に挑む舞台の魔術師」憾川幸雄

「企業・団体の文化活動」(「経済広報」)

1.     「■山美術館 :佐藤工業」
2.     「日本郵船歴史資料館 :日本郵船」
3.     「JRシアター :北海道旅害鉄遺」
4.     「生命誌研究館 :日本たばこ産業」
5.     「三菱IMPRESS!ON GALLERY:三 菱広報委員会」
6.     「シャープ ノヽイテクノロジーホール :シ ャープ」
7.     「産業技術配念館 :ト ヨタグループ13社」
8.     「キツコーマンむらさきの里「もの知りしょうゆ館」:キッコーマン」
9。      「企業の名品 アートコレクション展へ協賛 :ホテルオークラ」

10。      「マツダミュージアム :マツダ」
11.     「恵比寿麦酒配念館 :サッポロビール」
12.     「電信電話ことはじめヨコ八マ館 :日本電信電循」

「ロンドンだより」中山夏織 (「公益法人」94.3よ り94.11ま で)

3.     「英国芸術評議会の苦悩」
4.     「ロイヤル・オベラ・ハウスのF使命と抱負」」
5.     「英国社会にみる生涯学習の背景」
6.     「非営利団体の資金田達におけるジレンマ」
7.     「アーツマネジメント教育の理念と課題」
8.     「芸術団体のチャリティ登録をめぐって」
9。      「アーツマネジメントとチャリティの関係」
11.     「英国における芸術と観光の密接な関係」

「メセナ対談」

春

夏

秋

「企業の文化活動」志生稲之 (「レジャー産業資料」94.4よ り)

4.     「文化支援と文化ビジネスの行方」
5.     「企業の文化活動とマーケティング」
6.     「文化支援と文化ビジネスの行方」
7.     「メディアと文化活動」
8.     「文化支援の構造」
9.     「自由時間エンターテイメント」
10.     「情報化社会の文化活動」
11.     「メディアと芸術」
12.     「企業文化とポランティア活動」

(F季刊プリンツ21」 )

「F―億台の無公害電気自動車」JRの哲学」m東日本鉄道文化財団副理事長木下秀彰
「新人アーティスト育成の共済の哲学」兼松榊取締役社長小田書二
「伝統的水墨画とカラフルな日本画とのミックストメディア」台湾アーティスト挑旭燈

専門誌
F企業市民ジャーナル」季刊 関西マガジンセンター

「芸団協」月刊 社団法人日本芸能実濱家団体協議会
「公益法人」月刊 財団法人公益法人協会
「助威財団」隔月刊 財団法人助威財団資料センター
「フィランソロピー』月刊 社団法人日本フィランソロピー協会
F文化経済学会」季刊 文化経済学会

「文化庁月報』月刊 文化庁



10活字と電波 [1994年]

Fメ セナ』季刊 社団法人企業メセナ協議会 379



∩
′

′

∠_

メセナ年表

メセナ関連セ ミナー開催、施設のオープンなど

380 1月 11   文化政策推進会麟による提言発表
17   「!CCギャラリー」開段(東京 日本電信電話)

24  「メセナ八幡浜」発足(愛姫)

26～ 28「全国公立文化施設アートマネージメント研究会」開催(東京 文化庁)

27   講演会「企業と文化の未来を考える」開催(名古屋 愛知県文化振興事業団主催)

2月 ‐２

‐５

２３

「北海道地域文化選奨―企業市民文化貴」表彰式(北海道)

企業メセナ協議会、特定公益増進法人に認可
シンポジウム「社会貢献活動に挑戦する企業・労働組合」開催(秋 田 秋田ポランティア活
動センター運営協議会/秋田市ポランティア連絡協議会主催)

3月 ‐４

‐７

‐９

２３

２８

３‐

「社会貢献活動推進協議会」発足(栃木 栃木県経済同友会)

「ヨコ八マ・ポートサイド・ギャラリー」開設(横浜 三井不動産/相模鉄道)

「企業の社会貢献フォーラム」(群扁 県とぐんま200人ライフ・アップ県民運動推進協議
会主催)

「アトリオン室内オーケストラ協会」設立(秋田)

「企業の社会貢献活動セミナー」開催 (熊本 県総合福祉センター)

「二谷市民文化振興財団」設立(福井 三谷グループ)

公開セミナー「日米文化政策比較研究」開催(東京 日本芸能実演家団体協議会/企業メセ
ナ協議会/昭和音楽大学/uCLA主 催)

4月   1 昭和音楽大学音楽学部に音楽芸術運営学科開設(東京)

「東京コーボレートアートミュージアム」開設(東京 ベネッセ・コーボレーション)

「森下スタジオ」開設(東京 セツン文化財団)

「ユニマットミュージアム 古代地中海美術館」開館(東京 ユニマットコーボレーション)

5月   23  「佐賀県メセナ協議会」発足(佐賀)

6月 1

3

3‐‐4
13

「財団法人国際文化交流推進協会」設立(東京)

シンポジウム「文化フロンティア会議―いま問われる家族文化と情操教育」開催(東京 企
業メセナ協議会/文化バステル主催)

「山ロメセナ倶楽都」発足(山 口)

「文化経済学会年次大会」開催(京都)

「アートが生まれるまち――芸能大学すすらんセミナー」開催(札幌 日本芸能実演家団体協
議会主催)

7月   15

27

「ユニマットミュージアム 大沼ヴェネチア美術館」開館(北海道 ユニマットコーボレー
ション)

「北野文芸座」開設(長野 北野建設)

8月 6～22 「企業の名品―アートコレクション展」開催(東京 企業文化交流委員会主催)

25   セミナー「企業と地域社会―ともに生きるまちづくりをめざして」開催 (新潟 県社会福祉
協議会主催)

9月 1

15

16

19

26
30

「国際交流フォーラム」開設(東京 国際交流基金)

「パークタワー・アートブログラム」開始(東京 東京ガス都市開発)

「メセナ白書1994」 刊行(企業メセナ協議会編)

「ローランド芸術文化振興財団」設立(東京 ローランド)

セミナー「地域社会と企業の共生」開催(松本 長野県社会福祉協議会主催)

「財団法人地域創造」設立(東京 自治省)
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４

３

10月 「ガレリア・セラミカ」開館(東京 INAX)
「文化財保饉国際シンポジウム・94」開催(東京 産経新聞社主催)

381

11月 3   「サントリーミュージアム天保山」開館(大阪 サントリー)

「ユニマットミュージアム 伊豆―碧湖美術館」開館(静岡 ユニマットコーボレーション)

10   「しらかわホール」開餃(名古屋 住友海上火災保険)

14   「新日饉文化財団」設立(東京 新日本製鐵)

19～20「秋の情演会」開催(北海道 文化経済学会主催)

21  「メセナ大費・94」授賞式(東京 企業メセナ協議会主催)

29  「第1回新潟県芸術文化ネットワーク会議」開催(新潟)

912月 「アート村六本木」開餃(東京 パソナ)

シンポジウム「企業にとってメセナとは」開催(群馬 企業メセナ群馬主催)13



1

世界のメセナ機関

2
企業メセナ協議会 1年間の活動状況

3
1994年度助成認定活動

4
回答企業および企業財団・公益信託名一覧

5
企業メセナ協議会会員リス ト

録付
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世界のメセナ機関

E)irectory of Business Arts AssociatiOns

384 lre:and
アイルランド

COTHU― The Business council
for the Arts

64 Lower Mount Street,Dub‖ n2
丁e!.353-1‐ 676-6966
FaX 353-1‐676-6997

丁he Nethe「 lands
オランダ

Glen00tSChap voo「 Rec!amle/Sectie
SpOnsors voo「 Kunst Hogehilweg
8,POStbuS 12876
1100 AW Amsterdam-2.0.
・
Tel.31-20-697-3701
FaX.31-20-691‐ 0433

United States of America
アメリカ

Canadaht9
BuSineSS COmmittee for the Arts
EBCA]
1775 BrOadWay,Suite 510 New York,
NY 10019-1942
Tel.1… 212-664-0600
FaX.1-212-956‐ 5980

U耐藪:Π価ま応而
・~~~~~~~~~~~

イギリス
Assooiation for Business Sponsorship
of the Arts[ABSA]
Nutmeg House,60 01ainsford Street,
Butlers Wha「f.London SE1 2NY
Te:.44‐71-378-8143
FaX 44‐71‐407-7527

:srael
イスラエル

ALMA‐ Business for the Arts
The Opera TOwer,lA‖ enby Street.
63321 Te卜 Aviv
Tel.972‐ 3-5107382
Fax.972-3-5107380

Wirtschaft fur Kunst
Kantner StraSSe 8/′ 6.1010 Wien
丁el.43-1-512-7800
FaX.43-1‐ 513‐8956

The Councilfor Business and the
AttS in Canada[OBAC]
P.0.BOX 7,Suite 1507,
401 Bay Street,丁 o「onto.
Ontario M5H 2Y4
丁el.1-416‐ 869… 3016
FaX.1‐ 416‐ 869‐ 0435

Korea
韓国

KOrean BuSineSS COuncil for the Atts
[KBCA]
17th Floor, i⊃ong―Ah Life lnsurance
Bu‖ ding,

33 Da‐ DOng,Chung― Ku,Seou1100-180
Tel.82… 2-773‐ 2861
Fax.82‐2-773-2863

て:「F百こ,こ雇「
‐~¨~~~¨~~~~~~~~‐‐~¨ ~̈~~¨~~~~‐

ギリシャ

OMEPO―Association fo「 the Suppo蔵
Of Oultural Activities

69 Kifissias AVenue,115-23 Athens
丁el.30-1‐ 648‐ 0984
FaX.30‐1-648-2819

Sweden
スウェーデン

Fёreningen Kultur Och Narings‖ v
P.0.BOX 5574,S-1lZ祀15 StOCkhO!m
丁el.46-8-670-8515
FaX.46-8-660-7051

AuStrla
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スベイン

Asociaci6n!Espanola para el
Desar「 o‖ o del MecenaZ80
Empresarial[AEDME]
Diagona1 520.2° , 4e, E-08006
Barcelona
・Tel.34-3-200-8325
FaX.34-3-202-2789

Stichting voo「 KunstprorTlotie
Hande:skaai14,1000 BruSSelS
Tel.32-2-219-4080
FaX.32-2‐219-0462

10世界のメセナ機関

Π面雨I蒟葛藤万所百
ベルギーフラマン語日
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Hong Kong
香港

Kulturstiftung l→ aus Europa
c/o Maecenata Management OmbH
Barer Strasse 44,D-80779 Munchen
Te!.49-89‐ 284452
Fax 49‐89‐283774

百百モび
~~~~~~~~~~~~~~~~

フランス

Association pourle【D6ve!oppement
du M6c6nat!ndustriel et 00mmerCial
[AOMICAL]
16 rue Girardon,75018 Paris
Tel.33-1-4255-2001
FaX.33‐ 1‐4255-7132

(二)omit6 Europ6en oourle
RapprocheFTlent de l'Econonlie et
de la Culture[CEREC]
60 rue de la COnCOrde,1050 BruXe‖ es
Tei.32-2-512-6145
FaX 32-2‐502-5117

「
「ench Speak
ベルギー仏語田

ins Beleium Russla
ロシア

Fondation Prom6th6a
60 rue de la(30nCOrde,1050 BruXe‖eS
Tel.32-2-513-7827
FaX.32-2-502-2657

lnternationa:Association for
Culture Promotion
35,Arabat MOScOW 121835
丁el.7‐095‐ 248‐ 2389
FaX.7-095-248-3470

l<1'y
Business for Art[BFA]
1508 HOng Kong Arts Centre,
2 Harbour Road,Wanchai
Tel.852-2802-3008
FaX.852‐ 2824-1719

百 五 万 醗 r「 面 ¬ 稲 下
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企業メセナ協議会 1年間の活動状況

種々の活動を活発に展開

当協議会では基本的に、メセナ活動はそれぞれの企業が個々に自主的に行

うものであると考え、企業のメセナ活動が進展するような環境を整備するこ

と、すなわち優遇税制の制定をはじめとする政府・社会への働きかけや企業

内部での芸術 。文化への関心の高揚、さらには企業と文化団体・機関とのよ

り密接なコミュニケーションづくりなどを課題 として、さまざまな活動を推

進している。

啓発 0普及事業

企業による芸術文化支援の積極的意義を啓発し、メセナ活動が活発に展開

するよう行う諸事業。

・ シンポジウム、セミナーの開催

・展示会、啓発イベントの開催
。出版物の刊行
。マスコミを通しての企業メセナ活動普及に関する広報活動

情報集配・仲介事業

アーティスト・文化財団からの対企業助成要請の窓口となってそれらを一

括受付、全国の企業に情報を配信、またはケースに応じて仲介する等の事業。
0ア ーティストならびに文化団体・施設からの助成要請受付
。それら助成要請情報の企業への配信

・企業側と文化側 との出会いの場を設定し、相互理解の機会を提供
。会員企業の個別メセナ活動への情報面での仲介・ コンサルティング

調査・研究

わが国ならびに世界の企業メセナ活動の実態、その企業経営上の意義、将

来予測等を把握するための諸事業。

・ データ収集と情報サービス

・実態調査、予測調査、経営上の意義等の研究
。優過税制の法的措置の研究
。研究者による関連研究への助成

顕彰事業

社会的、文化的に高い貢献を行った企業メセナ活動の顕彰。

・ メセナ大賞

国際交流事業

海外の芸術文化関係者や海外の同種の組織 との交流や情報の交換、芸術文

化支援活動に関する国際会議への参加、海外におけるメセナ活動関係者の招

へい等。
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20企業メセナ協議会 1年間の活動状況

・派遣事業

・受入事業

・連絡事業

助成事業

助成を必要とする芸術文化活動で芸術的社会的に意義あるものに対し、助

成を広 く募 り、支援の拡大をめざす事業。

・助成認定活動

以上のような基本方針に沿って、1994年 中に展開された活動は下表「1994

年度活動年表」のとおりである。

387

1994年度活動年表

1月   `D 季刊『メセナ」15号 〈特集 :岐路に立つヨーロッパのメセナ)発行

ギャラリー散歩―レントゲン薔術研究所、原美術館
セミナー くケーススタディ)「松下電器のメセナ活動」講師 :土井智生氏 (東京・松下電

器産業)

8

2月   10

16

セミナー くアートを学ぶ)番外輌「94年現代美術のゆくえ―アジア問題徹底討論」講

師 :費 大為、小倉正史、小倉利丸、宮島達夫氏 (東京・P3 art and environ―
rTlent)

セミナー くアートを学ぶ〉「わか目の美術市場と画廊の経営」講師 :佐谷和彦氏 (東京・

朝日スクエア)

セミナー 〈ケーススタディ〉「第一生命のメセナ活動」講師 :入沢 温氏 (伊豆・資生堂伊

豆研究所)

2,～

3月 1

3月 ８

９

５

６

　

　

８

記者発表「特定公益増進法人日可と今後の助威事業について」

ギャラリー散歩一横浜美術館

助成田定活動説明会 (東京・朝日スクエア)

講濱会「ヨーロッパにおける企業メセナと社会貢献活動」アン・ヴアン八一ヴアーベック

氏、「日本型フィランソロピーの採題と展望」本固正明氏 (大阪商工会議所、大阪コミュ

ニティ財団共催、大阪 。大阪コクサイホテル)

助成認定活動説明会 (大阪・マイドームおおきか)

理事会・総会開催

特別驚演「セゾン美術館の活動」講師 :林 牧人氏

「ヨーロッパにおける企業メセナ」アン・ヴアン八―ヴアーベック氏

「グッゲンハイム美術館の活動について」トーマス・クレンズ氏 (東京・如水会館)

4月   4 アート・マネージメント講座「企業人のためのアート・マネージメント」請師 :林 容子

氏 (東海メセナ研究会共催、名古屋・朝日ホール)

助成認定活動説明会 (名古屋・朝日ホール)

定例会「演劇体験―――演劇を身近に感じるために」講師 :松本 修氏 (東京・森下スタジオ)

季刊「メセナ』16号 〈特集 :アートマネージメントーー教育と現場〉発行

"
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5月 ギャラリー散歩―谷中近辺の画廊

94年度第1回助成選考委員会開催

6月 文化フロンティア会議'94「いま問われる く家族文化〉と く情操教育〉」(東京・草月会館)

理事会・総会開催 (東京・如水会館)

セミナー (入門■)「企業メセナの背景と方法」薔師 :伊藤裕夫、河島伸子氏 (東京・電

通総研ホール)

7月   15 セミナー 〈ケーススタディ)&ギャラリー散歩「資生堂アート八ウスと企業資料館」講
師 :柿崎孝夫氏 (掛川・資生堂)

季刊「メセナ」17号 く特集 :マルチメディア時代の芸術〉発行

アート・マネージメントロ座「助威要ロワークショップ」爾師 :高萩 宏、市村作知雄、
一色興志子、竹森正樹氏 (東京。東京芸術劇場)

第2回助成選考委員会開催

ｍ

２１

　

“

9月 14

16

21

8

rメ セナ自書 1994」 記者発表

「メセナ白書1994」 く特集 :地方自治体と企業メセナ〉発行

第3回助成選考委員会開催

メセナ大賞第1回審査委員会開催

ギャラリー散歩―銀座界限の画廊
セミナー (ア ートを学ぶ〉舞踊口「舞踊史慨綸」講師 :松澤慶僣氏 (東京・国際交流基金
国際会議場)

10月 ５

１２

　

１７

ａ

ｂ

　

ａ

セミナー (アートを学ぶ〉舞踊綱「モダン・ダンスの誕生」請師 :松澤慶信氏

セミナー くアートを学ぶ〉舞踊編「ポスト・モダン・ダンスとそれ以降」講師 :松澤慶僣

氏

メセナ大賞第 2回審査委員会開催

季刊「メセナ」18号 〈特集 :アートを社会に解き放つ〉発行

セミナー くアートを学′3〈〉舞踊編「20世 紀前半の美学思想・芸術思潮」講師 :前田日士

男氏
セミナー (ケーススタディ〉「日産自動車のメセナ活動」講師 :島田京子氏 (東京 。日産

自動車)

11月 2

9

14

16

17

セミナー (アートを学ぶ〉舞踊口「日本の現代舞踊―養踏を中心として」講師 :国吉和子

氏

セミナー (アートを学ぶ)舞踊口「ジャンル別デモンストレーション」講師 :石田種男、

竹屋啓子、和栗由起夫氏

メセナ大貴1994記者発表

定例会「新設劇場見学とアルバン・ベルク弦楽四菫奏団コンサート」爾師 :諸井 誡氏

(埼玉・彩の国さいたま芸術劇場 )

セミナー くアートを学ぶ)舞踊■「バレエの発生から19世紀前半まで」講師 :薄井憲二

氏

メセナ大賞1994授貴式 (東京・朝日ホール)

第4回助成選考委員会開催

セミナー くアートを学′3ヽ)舞踊■「19世紀後半のパレエから今世紀初頭のパレエ・リュ

スまで」講師 :薄井憲二氏

２１

２

∞



20企業メセナ協議会 1年間の活動状況

12月   7 セミナー くアートを学ぶ〉舞踊■「18・ 19世紀の美学思想・芸術思潮」講師 :佐々木健

―氏

理事会開催 (東京 。経団連会館)

セミナー くアートを学ぶ〉舞踊口「現在の舞踊シーンと舞踊学」講師 :松澤晨信氏

季刊「メセナ」19号 く特集 :沸き立つアジアは、いま)発行

389

９

１４

”
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1994年度助成認定活動

83件の活動を認定

社団法人企業メセナ協議会は、1994年 2月 15日 、文化庁より特定公益増進

法人の認可を受け、同年 4月 より芸術文化活動への助成事業を開始しました。

この助成事業は、企業が助成選考委員会の認定を受けた活動に対し、協議会

経由で寄付をするという「スルー方式」をとっています。企業による寄付金

は特定公益増進法人への寄付とみなされ、企業は一定の枠内で損金算入する

ことができます。

1994年度は83件の活動を助成対象として認定いたしました。また、その助

成認定事業に対し、1994年度中に129社 (法人/個人含む)よ りご寄付いた

だきましたので、あわせてご報告申し上げます。

助成認定の対象 となる活動

①芸術家/芸術団体の国内外における公演および展覧会等

②芸術団体/芸術施設の年間運営活動

③その他、芸術文化の振興にかかわる諸活動

第l回認定活動(1994年5月 )

国際モザイク展

(国際現代モザイク作家協会鎌倉

大会実行委員会)

フィリピンにおける舞台照明ワー

クショップ

(松本直み)

「炎の花～お七幻想～」

(地主律子モダン・ダンスグルー

プ)

第 4回「筆・創作 FAIR」
(日本等曲会連盟関東地区)

「新世代への視点'94」 1口画廊から

の発言展

(東京現代美術画廊会議)

'94子ども演劇祭 lN岸和田

(全国児童・青少年演劇協議会関

西ブロック)

国際美術館会議

(国際美術館会議開催実行委員会)

関西二期会創立30周年記念 :第41

回/第42回定期オペラ公演

(関西二期会)

日本民族舞踊団中国公演

(国際芸術家センター)

第 7回釜山青年ビエンナーレ出品
および帰国報告展

(日 韓芸術交流委員会釜山青年ビ

エンナーレ日本事務局)

児童・青少年濱劇「マックスとミ

リー」公演

(株)劇団うりんこ)

オペラシアターこんにゃく座公演

歌芝居「魔法の笛」

(オペラシアターこんにゃく座)

現代座「もくれんのうた」プラジ

ル公演

(現代座)

フランス・アルル地方での茶の湯

文化の実演・展示・薔発活動

(表千家遊々会)

外国人のための歌舞伎教室

(外国人のための歌舞伎教室実行

委員会)

アリスフェスティバル・94

(タイニイアリス)

新宿梁山泊フランス公演 くアヴィ
ニョン演劇祭参加〉

(新宿梁山泊)

新宿梁山泊新テント誕生記念公演

「青き美しきアジア」

※ ( )内 は助成認定対象団体

(新宿梁山泊)

「センポ・スギ八アラ」リトアニ

ア公演

(劇団飼銀)

A―フムーン・シアター・カンバ
ニーの年間活動

(八―フムーン・シアター・カン

パニー)

時々自動作品「M→ m」 の上演

(時々自動)

EARTH CELEBRA丁 10N
'94

(アース・セレブレーシヨン実行

委員会)

カンパニー ク・ナウカ公演「フ
ェードル」

(カ ンパニー ク・ナウカ)

音楽座ミュージカル「ホーム」
～はじめてテレビが来た日～

(音楽座)

.94サ
マー・アート・スクール

(ク リエイティブ・アート実行委

員会)

演劇公演「夏の夜の夢」

(「夏の夜の夢」上演実行委員会)

1994年度助成認定活動一覧
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第2回認定活動(1994年7月 )

タンゴリベルタ'94タンゴヘの道

(アルゼンチンタンコ協会)

美星国際尺八音楽祭

(国際尺八研修館)

モーツアルトの「九柱戯トリオ」

を中心とする室内楽マチネー・コ

ンサート

(モーツアルト劇場)

国際電子芸術シンポジュウム

く:SEA〉 ・94 ビデオ晨示

(飯村隆彦)

■伊玖層作曲 オペラ「素箋嗜」

(動神奈川芸術文化財団)

新しい世代の芸術祭・94

(小内‖守人)

DANCE CANADA '94
PLUS ONE
(DANCE CANADA '94
PL∪ S ONE実行委員会)

第 4回中部日本 く全国)パレエコ

ンクール

(CJB中部日本バレエ団)

'94北京国際交感芸術祭 く日本・

韓国 。中国)一東の夢―

('94北 京国際交感芸術祭実行委員

会東京支部)

「戦後日本の前衛美術」米国巡回

展

(「戦後日本の前衛美術」展覧会実

行委員会)

中村明― 尺八の世界 音の空間

構造V
(オフィス・サウンド・ポット)

第11回インターリンク 1994
ロバー ト・アシュリー オベラ

「インフループメント」

(イ ンターリンク実行委員会)

「EXIT X 4」 ～ 4作品による連

続上演

(劇団青年座)

第3回認定活動 (1994年9月 )

西川千■舞の夕～「明恵夢を生き

る」より～「阿留辺畿夜宇和」

(西川千麗)

「異人たちの辻」

(ピープルシアター)

カナダ現代美術展 :ク ロッシン

グ・スピリッツ

(動堂本印象記念近代美術振興財

団)

フアミリーミュージカル「ベイビ

ー ベイビー」広島公演

(青少年の心を育てる会)

～七つの人形の恋物語～ 「A
MINIAT∪ RE CARDENIN
丁HE WALL」
(FttEAKS)
!KEDA WATER NET―
WORK P日 OJEcT 1994バ ン

コック・プロジェクト

(池田―)

映画「熊楠 KUMAGUSU」
の製作

(榊レイライン)

第4回認定活動 (1994年 ll月 )

舞踏公演「沈める瀧」

(和栗由紀夫十好善社)

内藤礼個展「みことに晴れて訪れ

るを待て」

(内藤礼)

児演協20周年配念事業 95夏 こど

もたち・未来 児童青少年演劇フ

ェスティパル

(日 本児童青少年演劇劇団協議会)

'95世界ホルンフェスティパル

lN やまかた

(「

.95世
界ホルンフェスティバル

IN やまがた」実行委員会)

日中・オペラ・ガラ・コンサート

(は十日中青年研修協会)

音楽座ミュージカル「アイ・ラ

フ・坊ちゃん」

(音楽座)

モノオペラ「源氏物語」～心より

ほかのわか面影～

(m武生市文化振興・施設管理事

業団)

武生国際音楽祭'95

(武生国際音楽祭推進会議)

リスボン 94・ EU。 ジヤバン・

フェスト 日欧交流現代音楽コン

サート

(E∪ 。ジヤバン・フェスト日本

委員会)

欧州文化首都・EU・ ジヤバン・

フェスト 日欧交流現代音楽コン

サート

(E∪・ジヤバン・フェスト日本

委員会)

関西二期会第43回/第44回定期オ
ペラ公演

(関西二期会)

301994年 度助成認定活動

第 1回 ヨノヽネスプルグ・ビエンナ

ーレ

(ヨ 八ネスブルグ・ビエンナーレ

日本参加事務局)

第5回認定活動 (1995年1月 )

第 7回/第 0回ガプリエル・フォ

ーレ ビアノ曲・室内楽曲全曲演

奏会

(|・ G・ F実行委員会)

荒馬座ベトナム親善公演

(荒馬座)

ドキュメンタリー映画「ジョセ

フ・ ロージー 四つの顔を持つ

男」の製作

(中田秀夫)

窓こしの風景 I、 II I「恋人た

ちの部屋」II「すみれの花の咲く

頃…」

(∪ ・フィールド)

第 6回京都フランス音楽アカデミ

(京都フランス音楽アカデミー実

行委員会)

第 5回「筆・創作 FAIR」
(日 本筆曲会連盟関東地区)

「フィルム・ネットワーク」巡回

映画祭

(動国際文化交流推進協会)

第 1回「トボスの復権」展

(「 トポスの復権」展実行委員会)

ヴェニス・ビエンナーレ'95く 日

本館展示作品制作〉

(ヴ ェニス・ビエンナーレ出展作

家の会)

新しい世代の芸術祭'95

(新 しい世代の芸術祭実行委員会)

「夏の夜の夢」

(「夏の夜の夢」大阪公演上演実行

委員会)

ニュー・アジアン・アート・ショ

ウ'95

(国際交感芸術祭実行委員会)

劇団熊変 大阪―心寺シアター提

携公演「ダ。キ・シ・メ・タイ‖」

(イ マージユ)

第6回認定活動 (1995年3月 )

ひょうこ舞台芸術 第 9回公演

「ゲットー」

(動兵庫現代芸術劇場)

「新世代への視点・95」 10画廊から

の発言展
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(東京現代美術画廊会議)

バシフィック・ミュージック・フ

ェスティパル くPMF〉 1995

(PMF組織委員会)

金杉忠男ASSOC:ATES'95
年度年間活動)

(金杉忠男ASSOCIATES)
EU・ ジヤバン・フェスト日欧交

流現代演劇公演

(EU・ ジヤパン・フェスト日本

委員会)

国際会議「シェイクスピアと歌舞

伎」

(国際会議「シェイクスピアと歌

舞伎」実行委員会)

荒川修作展

(グ ッゲン八イム荒川修作展支援

実行委員会)

劇場用映画「眠れる美女」製作お

よび海外映画祭への出品・上映活

動

(枷横山博人プロダクション)

記録映画「毛沢東・舞台革命100

年」

的 龍影)

IKEDA WATER NET―
WORK PROJEC丁 サンタフ

ェ・プロジェクト

(池田―)

オペラ「忘れられた少年一天正遭

欧少年使節」第 4回海外巡演

(東京オペラ協会)

1994年度中に、企業メセナ協議会経由で助成認定活動にご寄付いただいた

方は次のとおりです。 (五十音順/敬称略 )

ティー

コーナン建設備

才門建設佛

佛サマデイ

佛産業経済協会

サントリー佛
三洋電機佛

松竹佛

荘内ガス1榊

湘南信用金庫

櫛松明

昭和光機榊

四方朋子

榊資生堂

シチズン商事榊

柴田合名会社

佛シルビア

新菱冷熱工業榊

いジェネシスプランニング

スターレーン航空サービス佛

スナックフート・サービス佛

スポーツ大―

関ケ原石材佛

伸泉州銀行

千宗室

榊ゼスト

佛鍋高組

ソニー佛

高砂香料工業佛

武田薬品工業佛

佛丹青社

帥第一働業銀行

大和證券佛

チヤコット佛

佛アーク・スリー・インターナシ

ョナル

!vsテレビ制作佛

榊浅野太鼓楽器店

アサヒビール佛

医療法人社団阿都小児科

榊阿部電業社

榊アポロ社

榊アルフア

佛アルフアインテル南米交流

アルプス電気佛

佛EoM・ !

―徳佛

井上工業佛

岩谷瓦斯佛

佛岩波書店

佛内田洋行

オートショップスガハラ働

大阪ガス榊

大塚オーミ陶業榊

岡歯科医院

岡谷電機産業蜘

岡洋瑚

オムロン佛

カテナ榊

神谷商事佛

カルビー榊

川谷■泉工業

河合文化教育研究所

京セラ佛

キッコーマン榊

キリンピール榊

榊きんでん

向クリエイティプ・アイデンティ

向つばさ流通

鶴岡健吉

丁DK僣
'テイカ榊

東京ガス榊

東京電力榊

榊東芝

東北エプソン榊

トヨタ自動車榊
ニッケイエ業佛

日興證券佛

日産自動車佛

新潟交通佐濃榊

日本アムウェイ佛

日本 A丁&T佛
佛日本経済新聞社

日本田管工事佛

日本生命保険0
日本たばこ産業佛

日本電信電話佛

日本ビクター佛

ノヴア スコシア銀行

野村證券櫛

畑田秀―

早川正―

佛販究

榊バレリーナ

バイオニア榊

榊日立製作所

榊フェリシモ

富士火災海上保険佛

向富士孝エステート

富士通佛

富士電機佛

1994年度支援者一覧



40回答企業および地方自治体名一覧

佛北海道拓殖銀行

前田秀夫

榊マスパツク

佛松尾工務店

松下通信工業佛

松下電器産業佛

三浦藤沢信用金庫

佛三上事ム所

医療法人社団三上整形外科医院
三井火災海上保険榊

三菱電機佛

南鳥山駐車場佛

三橋誡―

榊村田製作所

佛日白工興店

メルシャン佛

安井僣之

柳瀬嵩

矢橋大理石榊

伸有隣堂

佛横浜銀行

横浜信用金鷹

寄神建設佛

榊ラボ

レッキスエ業佛

佛ローズ

榊ロイヤルホテル

YKK佛
締ワコール
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4
回答企業および企業財団・公益信託名一覧

「メセナ自書1995」 の制作に当たり、次に掲げる404企業および75の企業財

団・公益信託から、ご回答をいただきました。

企業名

あ行

オルガノ株式会社

株式会社大分銀行

株式会社大分放送

株式会社大垣共立銀行

大阪ガス株式会社

KDK株式会社

株式会社京葉銀行

コニカ株式会社

コニシ株式会社

株式会社コマツ

株式会社コメリ

株式会社請談社

合同酒精株式会社

合同製鐵株式会社

国際証券株式会社

株式会社寿屋

株式会社アートネイチャー

アイカエ業株式会社

アイシン構機株式会社

アイホン株式会社

アサヒビール株式会社

アジア航測株式会社

アメリカン・エキスフレス・イン

ターナショナル,lnc(日本)

愛三工業株式会社

愛知製鋼株式会社

愛知トヨタ自動車株式会社

株式会社秋山愛生舘

株式会社朝日広告社

株式会社朝日新聞社

朝日生命保険相互会社

朝日放送株式会社

旭硝子株式会社

株式会社足利銀行

味の素株式会社

株式会社 !NAX
イオングループ 1%クラブ

イソライトエ業株式会社

株式会社イトーヨーカ堂

株式会社イチネン

イビデン株式会社

株式会社伊勢丹

伊藤忠商事株式会社

株式会社伊予銀行

市光工業株式会社

岩尾磁番工業株式会社

宇徳運輸株式会社

株式会社値木組

株式会社内田洋行

AIU保険会社
エーザイ株式会社
エッソ石油株式会社
エルメス ジャポン株式会社

株式会社オートパックスセブン

株式会社オートリ

オムロン株式会社

オリックス株式会社

オリンパス光学工業株式会社

カテナ株式会社

カメイ株式会社

花王株式会社

科研製薬株式会社

株式会社香川銀行

鹿島建設株式会社

鐘紡株式会社

兼松株式会社

川崎製鉄株式会社

川鉄商事株式会社

勧角証券株式会社

株式会社燥乎堂

株式会社キッツ

キヤノン株式会社

キリンピール株式会社

株式会社紀伊口屋書店

岐阜日野自動車株式会社

株式会社北川鉄工所

北九州コカ・ コーラボトリング株

式会社

北野建設株式会社

株式会社九州 !NAX
九州積水工業株式会社

九州住電精密株式会社

京セラ株式会社

京都中央信用金庫

協和発酵工業株式会社

極東貿易株式会社

近畿コカ・コーラボトリング株式

会社

近畿日本ツーリスト株式会社

株式会社クボタ

クラヤ薬品株式会社

クローリーエ業株式会社

株式会社熊谷組

株式会社熊本フアミリー銀行

倉敷紡績株式会社

株式会社群馬銀行

株式会社サクラダ

サントリー株式会社

株式会社さくら銀行

株式会社佐賀銀行

株式会社佐賀玉屋

株式会社佐賀鉄工所

相模鉄道株式会社
三協アルミニウムエ業株式会社

三京化威株式会社

三精輸送機株式会社

三洋電機株式会社

株式会社 JEUG:A(ジュージヤ)

JTB(日本交通公社)

シャープ株式会社
ショーボンド建設株式会社

株式会社ショーワ

昭和鉄工株式会社

四国電力株式会社

株式会社滋賀銀行

株式会社資生堂

株式会社清水銀行

自動車電機工業株式会社

蛇のロミシンエ業株式会社

株式会社十八銀行

昭和シェル石油株式会社

株式会社常陽銀行

殖産住宅相互株式会社

信越化学工業株式会社

新日経株式会社

新日本製鐵株式會社

神姫バス株式会社

株式会社真電

か行

さ行
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40回答企業名一覧

株式会社スルガ銀行

株式会社すかいら一く

住友海上火災保険株式会社

株式会社住友銀行

住友シチックス株式会社

住友商事株式会社

住友生命保険相互会社

住友電装株式会社

住友林業株式会社

セイコーエプソン株式会社
セイコー電子工業株式会社

株式会社セシール

セゾングループ

ゼネラル石油株式会社

西濃運輸株式会社

積水化学工業株式会社

株式会社全教研

株式会社千趣会

ソニー株式会社

株式会社草土舎

瀾定株式会社

株式会社竹中工務店

株式会社竹八

武田薬品工業株式会社

株式会社辰村組

株式会社淡交社

チェースマンハッタン銀行

株式会社チェーンストフオークワ

株式会社千葉銀行

株式会社千葉興業銀行

株式会社筑邦銀行

中央信託銀行株式会社

株式会社中京銀行

中国電力株式会社

中部鋼飯株式会社

ツカモト株式会社

都築電気株式会社

TOA株 式会社

丁DK株式会社

株式会社テザック

テレビ大阪株式会社

株式会社寺岡製作所

電気興業株式会社

天昇電気工業株式会社

株式会社電通

株式会社トーエネック

トピーエ業株式会社

トヨタ自動車株式会社

トラスコ中山株式会社

株式会社ドミー

株式会社十勝毎日新口社

戸田工業株式会社

東亜建設工業株式会社

東亜合成株式会社

東海テレビ放送株式会社

東海旅客鉄道株式会社

東急建設株式会社

東京海上火災保険株式会社

東京ガス株式会社

東京急行電鉄株式会社

東京電力株式会社

株式会社東京ドーム

東京トヨタ自動車株式会社

株式会社東京都民銀行

株式会社東京放送

株式会社東芝

東芝タンガロイ株式会社

東芝プラント建設株式会社

東陶機器株式会社

東武鉄道株式会社

東邦ガス株式会社

株式会社東邦銀行

東北電力株式会社

東本軽金属株式会社

東洋クロス株式会社

東洋酸素株式会社

東洋刃物株式会社

東レ株式会社

同和火災海上保険株式会社

同和鉱業株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社栃木銀行

飛島建設株式会社

富山化学工業株式会社

株式会社日山銀行

株式会社菫田自動臓機製作所

豊田通商株式会社

鳥居薬品株式会社

395

な行

た行

株式会社タクマ

株式会社タダノ

ダイセル化学工業株式会社

ダイソー株式会社

ダイヤ建設株式会社

田岡化学工業株式会社

株式会社大広

株式会社大光銀行

大正製薬株式会社

株式会社大真空

大成建設株式会社

大東銀行株式会社

大同生命保険相互会社

大同特殊鋼株式会社

大同ほくさん株式会社

大日精化工業株式会社

大日本印刷株式会社

大日本スクリーン製造株式会社

大日本製薬株式会社

株式会社大和銀行

大和霞券株式会社

株式会社第一勧業銀行

第一企画株式会社

第一生命保険相互会社

第一製薬株式会社

株式会社第四銀行

第百生命保険相互会社

高岳製作所株式会社

高砂熱学工業株式会社

株式会社高島屋

株式会社高田工業所

中適リース株式会社

株式会社中山製鋼所

株式会社三チレイ
ニッカウヰスキー株式会社

株式会社三トリ

新潟交通株式会社

株式会社新潟中央銀行

西尾レントオール株式会社

日動火災海上保険株式会社

日産自動車株式会社

日商岩井株式会社

日新電機株式会社

日鐵商事株式会社

日特建設株式会社

日本アイ・ ビー・エム株式会社

日本アムウェイ株式会社

日本ガイシ株式会社

日本火災海上保険株式会社

日本航空株式会社

日本合成化学工業株式会社

日本光電株式会社

日本コムシス株式会社

日本酸素株式会社

日本食研株式会社

日本信号株式会社

日本製紙株式会社

日本生命保険相互会社

日本たばこ産業株式会社

日本テトラボット株式会社

日本電気株式会社

日本電信電話株式会社

日本電装株式会社

日本電池株式会社

日本電波塔株式会社

日本パーカライジング株式会社

日本橋梁株式会社
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396 日本田道株式会社

日本ビクター株式会社

日本マクトナルト株式会社

日本メナード化粧品株式会社

日本冶金工業株式会社

株式会社日本旅行

日本国レックス株式会社

野村置券株式会社

株式会社ノリタケカンパニーリミ

テット

は行

株式会社ハックキミサワ

株式会社八テナン

パイオニア株式会社

株式会社パルコ

箱根登山鉄遭株式会社

株式会社服部セイコー

株式会社八十二銀行

株式会社林原

株式会社ヒラノテクシード
ヒラボウ株式会社

株式会社びわこ銀行

びあ株式会社

日立クレジット株式会社

株式会社日立製作所

日野車体工業株式会社

株式会社肥後銀行

東日本旅害鉄遭株式会社

広島信用金暉

株式会社広島構合銀行

ファイザー株式会社

株式会社フォーバル

株式会社フジ

株式会社フジクラ

フジ住宅株式会社

株式会社フジタ

フレックス株式会社

株式会社フレントリー

プラザー販売株式会社

■士火災海上保険株式会社

株式会社富士銀行

日士写真フィルム株式会社

日士菫工業株式会社

富士ゼロックス株式会社

日士通株式会社

富士物流株式会社

扶桑レクセル株式会社

株式会社婦人画報社

株式会社福岡シティ銀行

株式会社福島銀行

HOYA株 式会社

株式会社ホウトク

株式会社ホワイトピーアール

株式会社北越銀行

株式会社北海道銀行

北海道電力株式会社

北興化学工業株式会社

株式会社北国銀行

株式会社北陸銀行

本州製紙株式会社

ま行

や 行

株式会社マガジンハウス

株式会社マルイチ産商

真柄建設株式会社

前田菫段工業株式会社

松尾橋梁株式会社

松下電器産業株式会社

株式会社丸井今井

丸善株式会社

丸紅株式会社

丸紅建材リース株式会社

株式会社みちのく銀行
三浦印刷株式会社

三国コカ・コーラボトリング株式

会社

三井海上火災保険株式会社
三井観光開発株式会社

三井不動産株式会社

株式会社三ツ葉電機製作所

株式会社三菱銀行

三菱地所株式会社

三菱商事株式会社

三菱信託銀行株式会社

三菱レイヨン株式会社

未来工業株式会社

株式会社御口座

溝田工業株式会社

株式会社南日本銀行

ムーンパット株式会社

株式会社武蔵野銀行

株式会社村岡総本鶴

株式会社メモリアルアートの大野

屋

メルシャン株式会社

メルセテス・ベンツ日本株式会社

名工建設株式会社

名鉄運輸株式会社

株式会社名鉄百貨店

明星工業株式会社

モービル石油株式会社

森ビル流通システム株式会社

ヤマ八株式会社

矢作建設工業株式会社

安田火災海上保険株式会社

安田生命保険相互会社

株式会社山種産業
ユアサ商事株式会社

株式会社ユーエスケー

株式会社ユニシアジュックス
ユニ・チャーム株式会社

裕徳自動車株式会社

雪印乳業株式会社

株式会社ヨークベニマル

株式会社ヨコオ

横河電機株式会社

株式会社読売新聞社

株式会社四電工

ら行

ライオン株式会社

株式会社ライカ

株式会社リクルート

株式会社リブラン

リムス株式会社

株式会社琉球銀行

株式会社レナウン

レンゴー株式会社

株式会社ロイヤルホテル

ローム株式会社

わ行

株式会社ワコール

企業財団。公益信託名

財団法人愛銀教育文化財団

財団法人赤澤記念財団

公益信託あかしん地域文化振興基

金

財団法人朝日新蘭文化財団

財団法人アサヒビール芸術文化財

団

財団法人あさひ・ひむか文化財団

財団法人アフィニス文化財団

財団法人井檀記念会

財団法人逸翁美術館

財団法人出光美術館

財団法人岩谷直治配念財団

財団法人エー・ビー・シー音楽振

興財団

財団法人大分放送文化振興財団

財団法人音楽鑑賞教育振興会株式会社ヤギコーボレーション



40回答企業名一覧

財団法人音楽教育振興財団

財団法人花王芸術文化財団

財団法人鹿島美術財団

財団法人北野生涯教育振興会

公益信託キャンドル演劇奨励基金

財団法人京都服飾文化研究財団

財団法人キリン福祉財団

財団法人熊本放送文化振興財団

財団法人五島配念文化財団

財団法人佐賀銀行文化財団

財団法人佐藤国際文化育英財団

財団法人三銀ふるさと文化財団

財団法人サントリー音楽財団

財団法人四国民家博物館

財団法人十八銀行社会開発振興基

金

財団法人松竹大谷図書館

財団法人親和銀行ふるさと振興基

金

財団法人末永文化振興財団

財団法人住友財団

財団法人政府博物館

財団法人セゾン文化財団

財団法人ソニー音楽芸術振興会

財団法人大同生命国際文化基金

大和日英基金

公益信託タカシマヤ文化基金

財団法人たましん地域文化財団

財団法人中置美術奨励基金

財団法人道銀文化財団

財団法人東芝国際交流財団

財団法人東邦銀行文化財団

財団法人東洋信託文化財団

財団法人トヨタ財団

財団法人長島文化財団

財団法人奈良そこう美術館

財団法人ニッセイ文化振興財団

財団法人日本生命財団

財団法人日本テレビ放送網文化事

業団

財団法人野間奉公会

財団法人野村国際文化財団

財団法人自山認念館

財団法人八十二文化財団

財団法人美育文化協会

財団法人東日本鉄道文化財団

財団法人美術工薔振興佐藤基金

財団法人ひろしま美術館

財団法人福岡文化財団

財団法人平和堂財団

財団法人ベルナール・ピュフェ美

術館

財団法人ポーラ伝続文化振興財団

財団法人真柄教育振興財団

財団法人三井海上文化財団

財団法人三菱信託芸術文化財団

財団法人ヤギメセナフアンデーシ

ョン

財団法人安田火災美術財団

財団法人安田生命クオリティオブ

ライフ文化財団

財団法人山際照明造形美術振興会

財団法人大和文華館

財団法人大和文化財保存会

財団法人ヤマハ音楽振興会

財団法人よんでん文化振興財団

財団法人ロームミュージックフア

ンデーション
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企業メセナ協議会会員 リス ト
(1995年 7月 1日現在)

398 正会員

(株):&s
アサヒビール (株 )

(株)朝日広告社

(株)朝日新聞社

朝日生命保険 (相 )

朝日放送 (株 )

(株)旭遷雷社

味の素 (株 )

(株)iNAX
―帆会・昭和電エグルーフ

岩尾磁器工業 (株 )

(株)エイ・アイ・エイ

(株)エフエム東京
エルメスジャボン (株 )

オムロン (株 )

(株)オリエントコーボレーション

(株)オンワード樫山

カトーレック (株 )

カルティエ ジャバン (株 )

花王 (株 )

鹿■建設 (株 )

鐘紡 (株 )

勧角証券 (株 )

キヤノン (株 )

キリンピール (株 )

(株)求籠堂

京セラ (株 )

(株)京王フラザホテル

(株)現代彫刻センター

コスモ石油 (株 )

(株)■談社

(株)光文社

サントリー (株 )

(株)さくら銀行

(株)佐谷画ロ

三洋電機 (株 )

(株)三日商会

三和酒類 (株 )

(株)産業経済新聞社

シヤチハタエ業 (株 )

(株)ジェイブ

(株)ジェーワン

ジヤスコ (株 )

(株)資生堂

清水建設 (株 )

(株)集英社

(株)主婦と生活社

(株)主婦の友社

(株)小学館

松竹 (株 )

新王子製紙 (株 )

(株)新潮社

新日本製鐵 (株 )

住友海上火災保険 (株 )

(株)住友銀行

住友生命保険 (相 )

セイコーエフソン (株 )

セコム (株 )

セゾングループ

セントラル警備保障 (株 )

(株)世界文化社

積水化学工業 (株 )

全国朝日放送 (株 )

全日本空輸 (株 )

ソニー (株 )

(株)革土舎

(株)増進会出版社

(株)ダイヤモンド社

(株)タダノ

(株)大広

大正製薬 (株 )

大東京火災海上保険 (株 )

大日本印刷 (株 )

大和證券 (株 )

(株)第一勧業銀行

第一企画 (株 )

第一生命保険 (株 )

(株)竹中工務店

武田薬品工業 (株 )

(株)淡交社

チェースマン八ッタン銀行

(株)テレビ東京

(株)電通

トヨタ自動車 (株 )

(株)十勝毎日新聞社

東海旅書鉄道 (株 )

(株)東急エージェンシー

東急建設 (株 )

(株)東急百貨店

東急不動産 (株 )

東京ガス (株 )

東京急行日鉄 (株 )

東京電力 (株 )

(株)東京ドーム

(株)東京放送

同和火災海上保険 (株 )

凸版印刷 (株 )

(株)ニチレイ

(株)ニッポン放送

西日本旅害鉄適 (株 )

日産自動車 (株 )

日東興業 (株 )

日本アイ・ビー・エム (株 )

日本アムウェイ (株 )

日本 A丁&T(株 )

日本火災海上保険 (株 )

(株)日本経済新口社

日本航空 (株 )

(株)日本交通公社

日本酸素 (株 )

日本食研 (株 )

日本信販 (株 )

日本製紙 (株 )

日本生命保険 (相 )

日本たばこ産業 (株 )

日本テレビ放送網 (株 )

日本電気 (株 )

日本電信電話 (株 )

日本電波塔 (株 )

野村饉券 (株 )

バイオニア (株 )

(株)博報堂

(社)林原共済会

びあ (株 )

(株)東日本放送

東日本旅害鉄道 (株 )

(株)美研

久光製薬 (株 )

(株)日立製作所

フアイザー (株 )

フィリッフモリス (株 )

(株)フジタ

(株)フジテレビジョン

(株)プリヂストン

(株)富士銀行

日士ゼロックス (株 )

(株)富士通

(株)富士フロジェクト

(株)婦人画報社

(株)文書春秋

本州製紙 (株 )

本田技研工業 (株 )

(株)マガジンハウス

(株)毎日新田社

松下電器産業 (株 )

丸紅 (株 )

三井観光開発 (株 )

三井不動産 (株 )

(株)三越

(株)三菱銀行

三菱菫工業 (株 )

三菱信託銀行 (株 )

メルシャン (株 )

(株)ヤギコーボレーション

ヤマト運輸 (株 )

ヤマハ (株 )

安田火災海上保険 (株 )
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安田生命保険 (相 )

山武八ネウエル (株 )

雪印乳業 (株 )

(株)読売広告社

(株)読売新聞社

(株)リクルート

リコー三愛グループ三愛会

(株)リフラン

ルイ・ヴィトン・ ジャバン (株 )

(株)レナウン

ローム (株 )

(株)ワ コール

5● 企業メセナ協議会会員リスト

準会員

(財)愛知県文化振興事業団

茨城県

APA芸 術振興協会

神奈川県

(学)河合塾生涯教育開発室

(社)企業メセナ群馬

京都商工会議所

(財)京都服飾文化研究財団

熙本県

慶応義塾大学文学部 DNP基 金

芸術文化交流の会

(株)劇団影ぼうし

劇団四季

(株)劇団飛行船

佐賀県企業メセナ協議会

(株)シアター・ワークシヨツプ

(株)シ ィー・デイー・アイ

(株)社会工学研究所

昭和音楽大学

(有)ダブルフェイス

地人会

中央区文化・国際交流振興協会

(株)トナカイ オペレッタサロン

トナカイ

(株)トライビジョン

東海メセナ研究会

(財)東京都文化振興会

(財)堂本印象配念近代美術振興財

団

日産労連リック事業部

(社)日本演奏連盟

(財)日本オペレッタ協会

(社 )日本芸能実演家団体協議会

(財)日本交通文化協会

(財)ノ 十ヽ二文化財団

(株)ヒューマンデザイン

(株)フジテレビギャラリー

藤沢市

(有 )ミクル劇団

(財)水戸市芸術振興財団

矢島邦茂法律事務所

(財)余暇開発センター

リューズ (株 )
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おわりに

調査部会長

岡部修二

『メセナ自書1995』 をお届けする。

発行にいたる1年間を振 り返れば、特に後世に語 り継がれるような、大き

な出来事が例年に比べて多い年であったように思う。阪神・淡路大震災、サ

リン事件、超円高、wTO提訴、就職難、戦後50年等々、自然 と社会と経済

が激しく揺れ動いた年であった。

混沌ともいえるような激動下の日本ではあったが、こと企業メセナに関し

ていえば、その歴史に残る、画期的な誇らしい年であったということができ

よう。世界で初めてといえる、国際メセナ会議の開催である。(神企業メセナ

協議会設立 5周年を記念したこの意義ある催しに、1日 東ヨーロッパ諸国を含

めた欧州、米州、アジア地区から27カ 国のメセナ代表者が参画した。

文化・芸術に関し、特に自主性、先進性の面で欧米諸国からの評価が高い

とはいえなかったわが日本が、メセナにおける、いわばグローバル化構想を、

さまざまな意味でバラエティに富んだ欧 。米・亜の 3極構造のなかで、みご

とに提言 。実践し、そして賛同を得た。芸術 。文化およびメセナの面で、日

本が大きな渦を巻き起こす世界の源の一つになりつつあるとの認識を、各国

代表に抱かせ、そして日本の関係者には、自覚と自信を植えつけたことはま

ちがいのないところであろう。

かかる状況下、『メセナ白書1995』 も5周年号として、意義のある、かつ

また読者のみなさま方のニーズによリー層お応えすべ く、いくつかの工夫と

改善を行った。

1。 国際メセナ会議参加24カ 国の代表者からのメセナ事情報告を掲載した。

2。 日本企業の海外でのメセナ活動状況の調査結果を掲載した。

3.集計・分析をコンピュータ化し、より正確なデータが提供できた。

一方、各社へお願いした質問状の構成、ニュアンスに若干の改善ははかっ

たものの、回答記入にあたり、いささかご迷惑をおかけしたものもあったか

と思われる。次回は質問のねらいをより明確にし、よリー貫性のあるものと

するよう留意したい。

刊行にあたっては、(ネ動企業メセナ協議会根本専務理事のご指導を賜った。

岩瀬事務局長、担当の野呂、小池両氏の大活躍のおかげもあって、国際メセ

ナ会議の企画・実施 。フォロー業務と並行しての、多忙を極めた刊行業務が

何とかこなせたというのが実情であった。阪神大震災のメセナ関連の損害調

4ol



402 査も担当した野呂氏。小池氏にとっては、おめでたい結婚式も重なった。 2

人にとっては、多忙ななかにも、メセナ関係者 として必ずや充実の 1年で

あったことと思う。

ダイヤモンド社の佐藤氏には、いつもながら全体調整や構成の面を中心に

ご活躍いただいた。集計・分析・ データ表現で、NTTメ ディアスコープ社
の近藤氏にも厳しい時間制限のなかでよい仕事をしていただいた。もとより、

調査部会のメンバー各位には、ご多忙のなかで、全調査結果のレビュー・読
み込み等、多大のお時間をさいていただき、貴重なご意見 。ご提言を賜った。
あらためて、深 く感謝したい。

関係者各位にとって、忘れがたい、思い出多き年の一冊である「95年 白

書」が、読者の方々のよきパー トナーとならんことを祈りながら、あとがき
に換えたい。

企業メセナ協議会調査部会

都会長 岡部修二

板倉玲子

岩崎 登

久保 壼

豊‖! 世

浜地憲―

山下紘―

トヨタ自動車佛 広報部社会文化室社会文化グループ課長

東海旅害鉄道佛 東京広報室

榊竹中工務店 広報部長

佛資生堂 企業文化部主事

勧角証券(株)営業企画部営業企画グループ代理

日本酸素1抑 広報グループチーフ

日本電気佛 広報部社会貢献推進室長



編者紹介

社団法人 企業メセナ協議会

●

企業メセナ協議会は1990年 2月 に設立された、

企業のメセナ [芸術文化支援]の活性化をめざす、

わか国初の企業の連合体 [社団法人]。

主たる事業として、企業の芸術文化支援についての、

1.啓発・普及 2.情報集配・仲介 3.調査・研究

4.顕彰 5.国 際交流 6.助成を行っている。

会長・西尾信一 理事長・福原義春。

正会員170社 、準会員43団体。(95年 7月 1日 現在)
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メセナ自■   1993
踏選出出L______

『メセナ自書』は年E版で刊行しています。

メセナ自書1993
[社 ]企業メセナ協議会 編

定価 2500円 [税込み]

●

特集 :企業メセナと舞台芸術
芸術団体は企業メセナをどうみているか

メセナの充実を望む舞台芸術

メセナ自書1994
[社 ]企業メセナ協議会 編

定価 2800円 [税込み ]

●

特集 地方自治体と企業メセナ
地方自治体の芸術文化振興事業の
実態と動向

ルポ「地方自治体と企業メセナの
協力事例 [6つのテーマで]」

一̈一一葺
¨



編者紹介

社団法人 企業メセナ協議会

企業メセナ協議会は1990年 2月 に設立された、

企業のメセナ [芸術文化支援]の活性化をめざす、

わが国初の企業の連合体 [社団法人]。

主たる事業として、企業の芸術文化支援についての、

1.啓発・普及 2.情報集配・仲介 3.調査・研究

4.顕彰 5.国際交流 6.助成を行つている。

会長・西尾僣― 理事長・福原義番。

正会員170社、準会員43団体。(95年7月 1日 現在)

Designed by NDC Graphics O1995
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10034030005

[社]企業メセナ協議会 福

定価3000円 [本体2913円 ]

日本企業による海外でのメセナ活動の有無と実施の理由

人
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＝
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現地法人による
企業市民活動の一環

54社

企業の認知度を高めるため

35社

対 日理解を促進するため

34社

国内活動にも

支援している人の活動

17社

販昴促進の一環として

9社

社員の質的向上をはかるため

5社

他社との差別化のため

2社

他の
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