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図書館のもたらす経済効果

はじめに1．

近年，とくに海外において，図書館のもたらす経済

Cost効果への関心が高まっており 「費用便益分析（，

Benefit Analysis: CBA Return on）」や「投資対効果（

」に関する調査事例が相次いで公表Investment: ROI）
されている。とともに，必ずしも網羅的ではないもの

の，そうしたトピックを扱った選択的文献レビューも，

既に幾つか刊行されている 。(1)(2)

その背景的要因としては，まず，第二次大戦後，増

大の一途をたどった公共部門の肥大化の抑制と，公共

サービスの非効率性を改善しようとする， 年代1980
以降の先進諸国における種々の試み（ニューパブリッ

クマネジメント等）を想起することができる。また，

情報環境の大きな変化と，逼迫した財政状況の中で，

改めて，公共図書館の存在意義を確立するために，地

域社会への貢献度を経済的観点から論証することの重

要性が高まってきたものと推察される。

さらに，政府や自治体による財政支出の妥当性や健

全性に対する市民の関心の高まりから，相次いで，行

政評価の実施や情報公開制度が確立されるとともに，

「アカウンタビリティの時代」ともいうべき時代の風

潮が存在することも指摘されるだろう。

方法論および用語に関する省察2．

図書館やそこで提供される情報サービスの経済価値

を測定しようとする試みは，必ずしも目新しいもので

はなく， 年代頃から，理論的・実証的研究が断1970
続的に発表されてきた。その一方で，多くの研究者が，

既存の調査事例の有効性を認めつつも，その中で用い

られた方法論が不完全なものであること，ならびに，

価格を持たない財である図書館サービスの経済価値を

測定することの困難さを再三指摘してきたことも事実

である 。加えて，かねてから，学術図書館や専門(3)(4)

図書館と較べて，公共図書館を対象とした事例は少な

かった点も付言しておかねばなるまい 。(5)

従来，図書館情報学分野では，この種の調査を，費

用便益分析と呼び慣わしてきたが，近年では， とROI
いう語の用いられる例が増えているようである。費用

便益分析とは，元来，公共政策のための意志決定に資

するツールであり，当該プロジェクトのライフタイム

において生じる，あらゆる費用とあらゆる便益とを予

測・比較して，その公共投資の是非を定量的に明らか

にしようとするものである。

一方， とは，会計学用語であり 「投資収益ROI ，

率」などとも訳される。字義通り，投下した資本がど

れだけの利益を生み出すのかを測定するものであり，

企業レベルから個別の商品レベルに到るまで，その事

業の利益率や資本の運用効率を示す基本的な指標とし

て用いられている。また，一般に，投資家等への説明

責任のために，一会計年度ごとに算出されることが通

例である。

すなわち， と は，異なる文脈から生じたCBA ROI
ものであり，異なった概念であることは疑いないが，

その本質は費用（投資）と便益（利益）との差や比を

算出するという点にあり，両者のインターセクション

も大きい。以下に採り上げる公共図書館を対象とした

事例においても，両者を明確に弁別しようと試みたも

のは見受けられないことから，本稿では，これらを概

ね同一の範疇に属するものとして扱うこととする。

ところで，従来の公共図書館を対象としたこの種の

調査と比較したとき，近年の調査事例の特徴として，

単に，図書館サービスの直接的な利用価値を測定する

に止まらず，その計量化がより困難であるとされてき

た間接的価値，あるいは，地域社会への経済的貢献を

も積極的に評価対象に取り入れようと試みている点が

挙げられる。もちろん，このこと自体は評価に値する

のだが，後に見るシアトル公共図書館における調査事

例 のように，図書館のもたらす価値を過剰に評価し(6)

てしまうといった例も見られるようである。

近年，公共図書館に限らず，価格を持たない財やサ

ービス（非市場財）の価値を測定しようとする研究事

例が数多く公表されているが，その要因の一つとして，

方法論の洗練といった点を指摘しておきたい。殊に，

農業経済学や環境経済学分野において確立・発展して

Contingent Valuation Method:きた仮想評価法（

）の普及は無視できない。CVM
とは，非市場財の経済価値を推計するためのCVM

道具立てである。そこでは，回答者（群）は，特定の

仮想的な状況を提示されるとともに，評価対象となる

Willingness To財やサービスに対する「支払意志額（

Willingness ToPayment: WTP）」や「受入補償額（
」を表明することを要請され，そAcceptance: WTA）

のデータを元に対象となる財の便益額が推計される。

は，他の類似の手法と比較して，その適用可能CVM
性が高く，以下に示すように，図書館の経済価値の測

定においてもしばしば用いられている 。(7)

さて，本稿では，公共図書館の経済効果を測定した

事例について，その計量化の手法と，具体的にどのよ

うな値が導かれたのかに焦点を絞り，幾つかの調査結

果を概観する。したがって，定性的な記述については

割愛している点に留意されたい。なお，比較上の便宜
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のため，調査活動の活発な米国における事例のみを採

り上げ，それらを時系列に沿って紹介する。

米国における調査事例3．

クラリオン大学調査3.1.
(8)クラリオン大学のバブレック（Bernard Vavrek）

は，地方における公共図書館の役割や情報ニーズを明

17 3,500らかにするために， 歳以上の地方在住者（約

名）を対象とした図書館利用者調査を行っており，そ

の一環として，利用者がその日に享受した図書館サー

ビスに対する支払意志額を尋ねている（→表 ）。1

1. 1表 図書館サービスへの支払意志額

ドル未満 人 ％1.00 1,527 48.9

ドル－ ドル 人 ％1.00 1.99 978 31.3

ドル－ ドル 人 ％2.00 2.99 315 10.1

ドル－ ドル 人 ％3.00 3.99 81 2.6

ドル以上 人 ％4 233 7.1

未回答など 人406

Vavrek, 1995.出典:

さらに，バブレック は，公共図書館が米国人の一(9)

般生活にどのような効果を与えているかに関する電話

1,057インタビュー調査を行っており（調査対象 :
名），その中でも，やはり図書館利用 回当たりの経1
済価値を尋ねている（→表 。但し，後者について2）
は，回答率の低さや，選択肢の数値が高く設定され過

ぎているといった方法論上の難点が指摘できる。

2. 2表 図書館サービスへの支払意志額

ドル未満 ％20 18

ドル以上－ ドル未満 ％20 40 19

ドル以上 ％40 15

未回答 ％48

Vavrek, 2000.出典:

セントルイス公共図書館調査3.2.

ホルト（ ）ら は，公共図書館協会Glen E.Holt (10)

）の助成を受け，セントルイス公共図書館がコ（PLA
ミュニティに対してどれだけの経済価値をもたらして

320いるのかを明らかにするために，無作為抽出した

名の利用者を対象とした電話インタビュー調査を行い，

その便益額を試算している。

ここでは （ ）消費者余剰（図書館がなければ買っ， 1
ていたはずの資料の量と金額 （ ） （ 及）， 2 CVM WTP
び （ ）機会費用（時間の価値を貨幣価値に置WTA 3），

き換えたもの）といった異なる つのアプローチを用3
いて，導き出された推計値の比較を行っている →表（

。その結果，消費者余剰に基づく一般利用者の便3）
益と， に基づくビジネス支援や教育支援を目的WTA
とした利用者の便益を合算すると，図書館への ドル1
の投資が ドルの効果を生み出すことを報告している。4

表 つの手法による便益額の比較3. 4

消費者余剰 万ドル4,700

億 万ドルCVM（WTP） 1 3,600

万ドルCVM（WTA） 1,500

機会費用 万ドル9,000

Holt et al, 1996.出典:

さらに，ホルトら は，セントルイス公共図書館に(11)

おいて用いられた手法を改良するとともに，その頑強

性をテストするために，博物館・図書館サービス機構

による助成を受け，新たに，ボルチモア・（IMLS）
カウンティ，バーミンガム，キング・カウンティ，フ

ェニックスの四つの自治体を加えて，同様の調査を行

っている（→表 。セントルイス公共図書館チーム4）
は，その後も継続的に調査研究を行っており，それら

の事例は，近年の公共図書館における の初期のベROI
ストプラクティスとして，これ以降に紹介する事例の

中でもしばしば引用されている。

表 1ドルの投資に対する効果4.

ボルチモア・カウンティ － ドル3.00 6.00

バーミンガム － ドル1.30 2.70

キング・カウンティ ドル10.00

－ ドルフェニックス 5.00 10.00

－ ドルセントルイス 2.50 5.00

Holt et al, 2003.出典:

マイアミ・デイド公共図書館調査3.3.

フロリダ州のマイアミ・デイド公共図書館は，その

年次報告の中で， を試算している 。ここでは，ROI (12)

資料の館外貸出をその市場価格の平均値である ド20
ル，館内利用をその半額（ ドル ，レファレンス質10 ）

問一回当たり ドル，様々な図書館主催行事への参加2
を ドル～ ドルなどとして，業務統計等からほ2 5
ぼ機械的にその便益額を算出している。その結果，

1997-1998 1 6.75 1998-会計年度では ドル当たり ドル，

会計年度では ドル当たり ドルの効果をコミ1999 1 6.27
ュニティにもたらしていることを明らかにしている。

フロリダ州図書館調査3.4.

グリフィス（ ）ら は，フロリJose-Marie Griffith (13)

ダ州全体の公共図書館を対象とした 分析を行ってROI
いる。ここでは，図書館サービスの直接的利用価値だ
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けではなく，州内の経済全体への効果をも含めた網羅

的な価値を定量的に扱うことを試みているという点で

特筆に値する。そのために，種々の統計資料だけでは

なく，住民への電話インタビュー調査，来館者へのア

ンケート調査，企業や学校といった組織体へのアンケ

ート調査など，複数の手法を組み合わせたデータ収集

を行っている。

まず，フロリダ州に公共図書館が存在しない状況を

仮定した ）に基づく分析の結果，年間 億CVM WTA 4（

万ドルの図書館予算に対して， 億 万ド4,890 29 3,366
ルの便益を産出していることを報告している。これは，

ドル当たり ドルに相当するが， のマイアミ1 6.54 3.3.
・デイドにおける調査結果とほぼ一致していることが

分かる（グリフィスらの調査にはマイアミ・デイドも

含まれている 。このほか，地域経済への効果に関す）

る分析では （ ）図書館への ドルの投資によっ， 1 6,448
て，一つの雇用が創出されること （ ） ドルの投資， 2 1
で地域内総生産（ ）を ドル増加させること，GRP 9.08
）同じく ドルの投資で州内の収入を ドル増（3 1 12.66

加させることなどを示している。

サウスカロライナ大学調査（ 参照）3.5. E305

（ ）サウスカロライナ大学のバロン Daniel D.Barron
3 4,700ら は，サウスカロライナ公共図書館が年間 億(14)

1 4.48 ROI万ドルの価値を産出し， ドル当たり ドルの

をもたらすことを報告している。その内訳は直接的効

果が ドル，間接的効果が ドルとなっている。2.86 1.62
直接的効果の算出式は以下の通りである。単行書の

館外貸出については， 件当たり，平均市場価格の半1
額 ドル），音響・映像資料などについては平均市（5
場価格の 分の （ ドル），定期刊行物について4 1 8.76
は購読料そのもの（ ドル）によってその価値を置20
き換えている。また，レファレンス一件当たりの便益

はサウスカロライナにおける平均時給の半額（ ド6
ル）とし，館内利用については， 冊当たりの平均読1
書時間を 分と想定して，利用者調査から得られた30
滞在時間の価値から 冊あたり ドルという値を導1 2.43
いている。そのほか，館内の施設・設備の利用に関し

ては，管理・運営費用の ％に相当するものとして10
算出している。

なお，間接的効果については，想定される多様な価

値を逐一算出することは極めて困難であることから，

過去の経済学分野における事例を参考に， ドル当た1
りの投資に対する効果を一律に設定して試算を行って

いる。

カーネギー図書館調査（ 参照）3.6. E479

ピッツバーグのカーネギー図書館では，図書館の設

置・運営のために投資される金額が，どれだけの付加

価値を生み出すのかを投入産出分析によって算出して

いる 。その結果， 万ドルという結果が得られ(15) 6,344
ている。その中には，利用者がカーネギー図書館を訪

れる際に同時に行う買い物等による支出額も加算され

ているが，これには， 名のオンライン・アンケ1,306
ート調査や，二つのフォーカスグループ・インタビュ

ーから得られたデータが反映されている。

また，利用者が図書館で過ごす時間の価値を貨幣価

値に換算したところ，年間 万ドルに達しており，2,782
経済効果と併せて，ピッツバーグを含むアレゲーニー

・カウンティにおいて， 万ドルの価値を生み出9,127
していることを報告している。これは ドル当たりの1
投資対効果が ドル，住民 人当たりに換算すると3.05 1
ドルに相当する。75
さらに，これとは別に，冊子体資料や音響・映像資

料の貸出，データベースの利用等について，仮に図書

館が存在しなかったとして，それらの情報を市場で入

手しようとした場合の費用が 万ドルになること4,100
を明らかにしており，報告書の中では，それだけの価

値あるサービスを無料で提供していることが強調され

ている。

シアトル公共図書館調査3.7.

年 月に新館が開館したシアトル公共図書館に2004 5
おいても同様の調査が行われている 。ここでは，図(16)

書館の便益を（ ）経済活性化 （ ）地域活動活性化，1 2，

）市のアイデンティティの確立の つの側面から捉（3 3
えようとしている。とくに，市外から訪れる図書館利

用者が，その際に，シアトル市内でどれだけの支出を

しているのかを，図書館による地域社会への効果とし

て計測している。 図書館には， 万 フィート四4 9,000
方の駐車場が併設されており，シアトルの知的アイコ

ンとして，市のイメージの向上と観光への貢献度を測

定しようとするものである。

その結果によれば，最初の 年間に 万ドルの1 1,561
地域経済効果 があったことが報告されている。この

図書館の建設費は約 億 万ドルであるから，今1 6,550
後， 年間で建設費に相当する金額にまで達する計10
算になる。但し，ここで算出された数値は，経済学上，

移転支出（ 」と呼ばれるもので「 ）transfer payment
あり，支出の場所が移転しただけで，厳密には，図書

館はなんらの価値も創出していない。それでもなお，

市民の観点に立てば一種の経済効果であると捉えるこ

とはできるかも知れない。

オハイオ公共図書館調査3.8.

オハイオ州南西部の つの郡に含まれる九つの図書4
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館による共同調査 によれば， ドルの投資に対して(17) 1
ドルの効果であったと報告している。ここでは，3.81

図書館の提供する様々なサービスについて，個別に便

益額を試算し， 億 万ドルという結果を得てい1 9,041
る。これに，米国商務省による経済波及効果に関する

比率を援用し，その数値（ ）を乗じることに1.4894
よって，最終的に， つの図書館がもたらす経済価値9
の合計は， 億 万ドルという値を導いている2 8,360
（→表 。5）

表 オハイオ州 館における図書館サービスの価値5. 9

億 万 ドル1. 館外貸出 1 487 4,725

レファレンス 万 ドル2. 6,456 5,102

万 ドル3. コンピュータの利用 1,911 5,326

コンピュータの指導 万 ドル4. 6 1,900

アウト・リーチサービス ドル5. 46万4,197

万 ドル6. 集会室の利用 31 950

ドル7. GED模擬試験 41万9,670

子守サービス ドル8. 1,950

合計 億 万 ドル1 9,041 3,820

Ｘ 億 万 ドル合計 1.4894 2 8,360 2,343

Southwestern Ohio Study, 2006.出典:

個別のサービスの便益額の算出手法については，同

等のサービスを市場において獲得する場合の費用を基

準値として用いている。例えば，資料の貸出について

は，単純に，市場の平均単価を用いるのではなく，古

書店に売り渡した際の金額との差を，図書館における

借覧の価値であると定義している（但し，ここでは一

律に市場価格の ％と定義して算出している 。また，50 ）

レファレンス質問については，市場で相当するサービ

スを受ける場合の費用を 時間当たり ドルとし，図1 50
書館における回答時間を 質問当たり 分と仮定して，1 6
一件当たり ドルとしている。5

おわりに4．

以上の事例において概観したように，一口に経済

効果と言っても，それらを測定するための方法も単

純なものから複雑なものまで多岐に亘っている。価

格を持たない非市場財の価値を測定するための手法

は様々であるが，公共図書館を対象とした事例にお

いて，しばしば用いられるのは，以下の四つの手法

である。

（ ）代替法a
b CVM（ ）

（ ）トラベルコスト法c
（ ）移転支出d
代替法」とは，非市場財の経済価値を類似の市「

場財の価格で代替的に評価しようとするものである。

これは，かねてから，自治体が図書館の社会的有用

性を喧伝するために，しばしば用いられてきたもの

であり，我が国でも「貸出便益 「行政効果 と」 ， 」(18) (19)

いった図書館評価尺度として知られている。ここで

は，市場価格をそのまま用いる場合と，一定の交換

比率を用いる場合とがあるが（例えば，図書館サー

ビスについては，市場価格の ％と換算する ，基50 ）

本的には同じ考え方であると捉えて良いであろう。

しかしながら，書店等における購読と図書館における

。借覧とを同等の財と捉えることに対する批判もある(20)

冒頭で紹介した「 」については，あくまでもCVM
仮想的な評価であることから，そのリアリティと調

査結果の信頼性に対して，批判的な議論が行われて

きた経緯がある。この点については， 年のアラ1989
スカ沖の重油流出事故とその賠償責任の是非に関す

る議論を引き金に，米国商務省国家海洋大気管理局

National Oceanic and Atmospheric Administration（

）が組織した専門家による数回のパネル・： NOAA
ディスカッションの後に提案された，いわゆる

ガイドライン が，調査設計の段階から実「 」NOAA (21)

行・評価に至るまで，詳細な規準を設けており，こ

の種の調査の際の必携の書となっている。

次に 「トラベルコスト法」とは，図書館に来館す，

るための交通費や，来館・滞在のために費やした時

間を貨幣価値によって評価しようとするものである。

すなわち，利用者がそれだけのコストをかけている

からには，図書館（サービス）には，それに相当す

る価値があるという論旨である。この手法の問題と

しては，あくまでも利用者にとっては費用であるか

ら，図書館の設置・運営のための費用と比較するも

のではないということ，並びに，時間の価値を貨幣

価値に変換することの是非といった点が挙げられる。

最後に，移転支出については，図書館の設置によ

って，利用者の生活動線が変化し，図書館の近隣地

域に対して一定の経済効果が生じる点を定量的に評

価しようとするものである。既に述べたとおり，こ

れは支出の場所が移転しているだけであり，新規に

付加価値を生産している訳ではないから，便益や利

益とは異なる側面の経済効果ということになる。

残念ながら，現時点で，公共図書館の生み出す経

済価値を全て列挙し，それらを過不足なく，また妥

当な方法によって計量化することは，困難であると

言わざるを得ない。しかしながら，過去 年間で，10
こうした調査事例は着実に増加しており，上述のホ

ルトら のように，同じ図書館を対象として，複数(22)

の手法を適用した例も存在する。これらの調査事例

における手法や調査結果を比較・検討することを通
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じて，一定の水準点を導きだせるようになるものと

思われる。

一方，わが国においても，冒頭で述べたような環

境的要因は存在するものの，こうした調査事例はほ

とんどないのが現状である。今後，この種の調査が

活発に行われることを期待したい。

（大東文化大学文学部：池内 淳）
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