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応用編 劇場の経済価値（Part2） 

政策研究大学院大学 

教授 垣内 恵美子 

 

「劇場のポジショニング変化と経営戦略の方向性 Part2」では、引き続き「劇場の価値」

について検討する。Part1では、いくつかの事例をもとに、観客が来ることによって、消費

が生じ、地域経済に波及効果が生まれることなどについて紹介した。しかし、劇場は、心の

豊かさや国民生活の質の向上、社会の活性化など、市場にはなかなか現れてこないような価

値もあり、そこに大きな期待も寄せられている。ここでは、経済学のフレームワークを使っ

て文化の社会的価値について考察したい。 

 

文化の価値分類 

文化の価値分類を図 1 に示す。一般に、すべての財やサービスといったものは「利用価

値」(use value）と「非利用価値」(non-use value)に分かれるといわれる。利用価値という

のは、そのものを直接利用すること、或いは間接的に利用することによって満足を受けると

いうものである。ここではそれらを、直接利用価値と間接利用価値として示した。 

 

■直接利用価値（direct use value）  

個人が直接文化を利用することによって便益を受けた場合、その個人に対して発生する

価値。例えば、劇場で、舞台公演を見て満足して帰るというのは直接利用価値である。 

 

■間接利用価値（non-direct use value） 

 文化を直接利用するわけではないが、便益を得る場合。例えば、パリのオペラ座に行って

劇場の前で記念写真を撮るといったことである。 

 

一方、劇場を含め文化の場合は、利用価値以外の価値が大きいとも考えられ、劇場を利用

するわけではないが価値を得られる場合として、主に次の 3つの価値に分類される。 

 

図１．文化の価値分類 
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■オプション価値(option value) 

今すぐ利用するわけではないが、将来ある時期に供給される、或いは、将来利用するため

の権利や可能性を保留しておきたいと思う場合に感じる価値。つまり、今はオペラ座に行か

ないが、いつかパリに行き、オペラ座で観劇しようといった時に感じる価値である。 

 

■存在価値(existence value) 

実際に訪れることはなくとも、それが存在することで満足を得るような場合の価値。例え

ば、オペラ座に行くことはないが、舞台公演が続けられることは素晴らしいことだから、幾

ばくかのお金を払ってもよいと考える。そういった場合、存在価値があるといえる。 

 

■遺贈価値(bequest value) 

将来世代に残したいという気持ちで、次世代の人々は今時点で自らの選択を市場に反映

できないため、現世代の人々が引き継ぐ努力をしなければ断絶してしまうと思う価値。例え

ば、オペラ座に自分はもう行かないが、将来、子供や将来世代の人々にはぜひそこに行って

欲しい、と思う場合、遺贈価値があるといえる。 

 

この他にも、「教育的価値(educational value)」として、社会の創造性や評価能力を高め、

結果として社会の構成員が受ける価値というのもあるし、「威信価値(prestige value)」とし

て、誇りを感じさせる、或いはアイデンティティの維持に貢献するといった場合、また、「代

位価値(vicarious values)」として、同世代の他の人がそのものを利用していることから発生

する価値などが考えられる。これは、例えば、自分は劇場に行かないが、家族や友人などが

その劇場を使っていることから劇場は素晴らしいものだと思う場合に感じる価値をいう。 

 

つまり、劇場には、それを利用して得られる満足と、利用はしないが得られる満足という

のがある。自分は訪問しないが得られる満足というのは非常に重要な役割を担っており、そ

この部分を金額ベースで確認したい、というのが今回の事例研究の目的でもある。 

 

そのために用いたのが CVMiという手法である。アンケートなどによって評価対象の財や

サービスに、どういう価値がどの程度あるのかを金銭的に推計する手法である。具体的には、

価値を知りたい対象について、それが減少或いは喪失した場を回答者に仮想的に想定させ、

その事態を回避するために支払ってもよい金額（支払意志額）を尋ねることで、その対象の

価値を表す手段である。以下、兵庫県立芸術文化センターで行ったアンケート調査の結果に

ついて紹介する。 
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社会的便益の研究事例「兵庫県立芸術文化センター」ii 

調査票では、兵庫県立芸術文化センターがいつできたのか、どのような活動をしているの

かを説明し、同センターを運営するためには維持管理費、人材育成等様々なお金がかかり、

それが兵庫県から支払われていることを説明したうえで、この劇場を将来存続するための

費用を得るため、仮想的状況として、支援基金をつくったとした場合、どのくらい金額を払

ってもよいかを尋ねた。基金自体は寄付で賄い、用途はすべて公表するとともに、寄付をす

れば普段使えるお金が減るといったことも記載した。 

今回の調査では、月額で尋ねたが、支払意志額を示したのは、調査対象中 16％であった。

16％という比率が多いのかどうかについては議論があるかと思われるが、同劇場は 2005年

開場、調査時点が 2009年 12 月で、開場から 5 年未満であり、認知度が現在ほど高くなか

ったことが影響したものと考えられる。 

 

 

 

調査結果は、図 2に示す。横軸が提示金額、縦軸が受諾率、つまり、払ってもよいという

回答率である。回答者は全体の 16％で、例えば月額 50円であれば全員払うと答えている。

提示額が 100 円になると同意者は約 9 割、300 円では 7 割弱、500 円ほどで約半数、700

円、1,000円は同等であるが、それ以上の提示額になると同意する比率はぐっと下がるのが

わかる。ここで注目されるべき点は、最大額、月額で 15,000円を支払うという回答者があ

ったことであろう。ここから、ごく一部ではあるが、大きな金額を払ってもよい、それくら

いこの劇場を評価している人がいることを読み取ることができる。 

 

月額支払意志額 

 上記データの統計分析から、月額での支払意志額は約 640 円と推計された。年額にする

ために 12 を乗じて、調査当時の兵庫県成人人口 450 万人弱、及び 16％のサンプルが支払

意志額を有することを踏まえ 0.16 を乗じた金額、約 55 億円が、社会的便益総額の推計値

である。つまり、兵庫県立芸術文化センターは、年間 55億円程度を支払ってよいと県民が

考えている劇場と見ることができる。 

【参考】 

仮想的状況（質問文） 

（兵庫県立芸術文化センターの説明の後） 

■センターを運営するため、維持管理、人材教育などの主な費用は県から支払われて

いること。 

■センターを将来にわたって維持・存続するための費用として仮に「センター支援基

金」を作ることとし、この基金は寄付で賄い、資金の用途はすべて公表すること。 

■寄付をすると普段使えるお金が減ることに注意喚起。 
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同劇場は、県から年間約 14～15 億円の助成金を得、残る 15～16 億円を自主事業等で稼

ぎ、約 30億円の収入で運営されている。したがって、公的支援である県からの年間予算に

比べ、遥かに大きな金額に相当する社会的便益が確認できたといえ、県民が兵庫県立芸術文

化センターに対して一定程度の合意をしているといってもよいと思われる。 

 

 

 

なぜ寄付をするのか 

 「なぜ寄付をするのか」についての結果を図 3に示す。理由として最も多いのが「子や孫

など、将来世代のために必要」が約 47％、「地域の魅力を高める」が約 43％、また、自分は

いかないが、「他の人が利用している」からが約 39％、このほか、「将来利用するかもしれ

ない」「誇りに思うから」という理由もある。ちなみに、現在利用しているからという回答

をした人の割合は約 12%と推計されたことから、利用価値よりはるかに大きな非利用価値

があるといえる。 

支払意志額（willingness-to-pay: WTP） 

■センターの活動を停止することなく存続させるための基金を設定したとすれば、ど

の程度寄付をしてもよいかの金額を質問。 

■今回の調査では、月額を質問。 

■支払意志額平均値 640 円／月×兵庫県成人人口約 448 万人。 

（16％のサンプルが支払意志額を有すると回答）。 

■社会的便益の推計値 少なくとも約 55 億円／年。   

 

図２．支払意志額と受諾率 
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支払い動機 

支払動機を図 4に示す。寄付する理由と支払意志額を合わせて分析すると、どの項目が、

支払意志額に影響しているかを推定できる。 

最も大きなものは「遺贈価値」で、それ以外にも「地域の魅力」、他にも代位価値、威信

価値なども影響している。一方、寄付しない理由は何かというと、「お金がない」「利用しな

い」という回答が大きい。但し、利用しないからと回答した人は 4 人に 1 人であったこと

から、支払わない理由としては所得の制約が大きいと考えられる。 

 

 

図３．寄付する理由（複数回答） 
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図 4．支払動機 
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認知からリピートまで 

図 6に示すのは、この芸術文化センターの認知度、リピート等のデータである。県民のう

ち、芸術文化センターだけでなく、およそ舞台鑑賞をしたことがあるという人は約 77％、

そのうち、舞台芸術に関心を持っている人は 6割弱、そして、このうち、兵庫県立芸術文化

センターを知っている人は約 3割、逆にいうと、7割は「知らない」という状況である。 

 ここで注目したいのは、芸術文化センターの活動に寄付してもよいという人が約 16％、

一方、行ったことがあるという人は約 1割、この差である 5％にあたる人は、行ったことは

ないが芸術文化センターのことを知っていて、その活動を評価し、寄付してもよい、と考え

る人々であるということである。つまり、「利用したことはないけれど寄付をする」という

非利用価値の部分であり、これが大きいことがわかる。今後、兵庫県立芸術文化センターの

認知度が高まれば、寄付、訪問、リピート、いずれも高まるのではないかと考えられる。 

 

図５．寄付しない理由 

 

 

図６．認知からリピートまで 
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アウトリーチについての事例 

既述のように、劇場の活動には多くの価値がある。遺贈価値、威信価値、代位価値もあり、

非利用価値が利用価値よりはるかに大きいということは、入場者数だけではその劇場の十

分な評価はできないことを示しているのではないかと思われる。しかしながら、劇場への住

民意識は二極分化し、劇場に価値を見出す人とそうでない人がいるのも事実であり、この現

実を踏まえる必要もある。一方、訪問しない人の中にも支援する気持ちを持っている人々が

いることも確かめられていることから、こういった訪問しないが潜在的に支援したい人々

を増やしていくことが劇場運営の重要なポイントになっていくのではないかと考えられる。 

それでは、こういった潜在的支援はどのように増やすことができるのか。近年、アウトリ

ーチと呼ばれる教育普及活動が強化されてきている。文化に触れる機会の少ない層への訴

求、つまり、文化に触れる機会があればその良さがわかり、ひいては将来観客になってくれ

るのではないだろうかとの期待による活動である。実際、文化活動は「体験財」、すなわち

文化鑑賞者は、過去の観賞体験が豊かであればあるほど鑑賞活動から大きな満足を得られ

るものと考えられている。ここで、アウトリーチにどれくらいの効果があるのか、アウトリ

ーチに限界や制約はないのか、これらについて調査した事例を紹介する。 

 

群馬交響楽団iii 

群馬交響楽団は、1945 年に創立され、日本のオーケストラの中でも草分け的な存在であ

り、1947年から移動音楽教室活動を続けている。現在、群馬県の公立小中学生全員に向け、

学校の体育館や地方ホール等に出向き、フルオーケストラのライブ体験をさせるという活

動を行い、これまでにのべ 650万人が鑑賞したとされる。約 70年にわたりこういったアウ

トリーチ活動を続ける群馬交響楽団の定期会員の意識調査から、アウトリーチ効果を探っ

た事例である。 

群馬交響楽団 

■1945 年「高崎市民オーケストラ｣として創設。 

■1947 年から移動音楽教室活動開始（群馬県公立小中学生全員を対象）。 

これまで、のべ 650 万人が鑑賞。 

■1956 年にはオケとして初めて国の助成。 

■年間観客数のべ 12 万人超。 

収支構造 

■公演数…定期演奏会等の自主公演（約 20 回）／依頼演奏（約 40 回）／移動音楽教

室（年間約 60 回）／高校音楽教室（年間約 25 回）。 

■年間事業費約８億円…チケット収入、定期会員の料金、依頼公演の契約額による事

業収入は約 3 億円（37.5％）／地方自治体による助成は約 3.7 億円（45.1％）／文化庁

等の助成は約 1 億円（12.8％）。 
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群馬交響楽団は、定期演奏会、自主公演が年間 20 回、依頼公演 40 回、移動音楽教室、

アウトリーチを年間 60 回実施している。年間事業費は約 8 億円、事業収入は約 38％であ

る。今のところ、高崎市の音楽センターが本拠地になっているため、マーケットも十分では

ないという中、自治体からの助成が約45％、国の助成が13％という財政構造となっている。 

会員調査によれば、定期会員のプロフィールは高学歴・高所得で高齢者であった。兵庫県

立芸術文化センターと同様、時間とお金に余裕のある 60 代以上の人々が半数を占め、約 7

割が何らかの音楽環境、例えば楽器を演奏する、コーラスに参加するなどの経験がある人々

であった。これら会員の約 6割が移動音楽教室を体験している。 

この会員を対象として、アウトリーチの経験者、非経験者の二つの集団に分け、その差に

ついて、統計学的な分析を行った。結果、アウトリーチを経験した人は、群馬交響楽団を好

きになる、ファンになる可能性が高いことがわかった。また一方で、演奏能力を向上させる

ことが、観客創出につながる可能性が示された。音楽教室、アウトリーチを経験したという

人々の年齢構成は、非経験者に比べて若く、比較的若年から定期会員になるという効果がみ

られている。 

アウトリーチを経験している会員とそうでない会員の間で、プロフィールには若干の差

があるが、一番大きな差は、アウトリーチ経験者は、群馬交響楽団へのプラスのイメージを

持つという点であり、「ユニークな歴史を持つ」「地域の魅力を高める」「子供の情操教育に

役立つ」「将来も活動してほしい」「地元で鑑賞できる」といった項目について、より多く同

意している。つまり、アウトリーチによって、評価が高まる素地がつくられたといえるので

はないかと思われる。 

 

なお、こういった事例研究は日本ではほとんどないため、一事例でここまで言い切れるの

かという問題は残る。しかし、統計上差の検定によって、明らかな差がみられるということ

が結果として得られていることから、アウトリーチを受けた集団は、群馬交響楽団をより身

近に感じ、生活の一部、楽しみの一つと回答する確率が高く、群馬交響楽団に対する愛着に

つながっているとみられる。 

 

群馬交響楽団が好きな理由 

群馬交響楽団を好きな理由については、二項ロジスティック回帰を用いて分析した。その

結果を表 1に示す。 

この分析は、音楽教室の体験がある、つまり、アウトリーチを受けた集団の中で、群馬交

響楽団ファンをつくるにはどのような要素が影響しているかを探るものである。「オーケス

トラが好き」という場合には、当然であるが、「演奏能力が高い」ということがプラスにな

っている。したがって、アウトリーチを受けた人々はファンになりやすいが、ファンをつく

るためには、演奏能力つまり芸術的な水準を向上させることが重要になると思われる。一方、

アウトリーチを受けなかった集団がなぜ群馬交響楽団を好きなのかを調べると、「オーケス
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トラが好き」「演奏能力が高い」と共に「地域の魅力を高める」という項目がプラスの要素

になっている。つまり、アウトリーチを受けていない集団において、ファンになってもらう

ためには、地域の魅力に貢献しているという認識を持ってもらうことが重要になっている

といえる。 

 

表 1-1．群馬交響楽団が好きな理由（音楽教室経験有） 
 

B SD Wald 有意確率 Exp (B) 

オケが好き 0.699 0.332 4.424 0.035 2.011 

群響初体験（小学校） -1.645 0.679 5.866 0.015 0.193 

演奏能力が高い 1.155 0.345 11.243 0.001 3.175 

定数 -0.48 0.634 0.573 0.449 0.619 

正分類（%） 76 
    

Nagelkerke R 2 0.39 
    

 

表 1-2．群馬交響楽団が好きな理由（音楽教室経験無） 
 

B SD Wald 有意確率 Exp (B) 

オケが好き 0.853 0.34 6.281 0.012 2.347 

舞台に触れたい -1.682 0.572 8.655 0.003 0.186 

公演内容の質 1.163 0.439 7.002 0.008 3.199 

地域の魅力を高める 0.97 0.388 6.257 0.012 2.637 

楽しみの一つ -0.938 0.4 5.492 0.019 0.392 

定数 -0.329 0.887 0.138 0.711 0.72 

正分類（%） 74 
    

Nagelkerke R 2  0.38 
    

 

総括 

 群馬交響楽団のデータからは、アウトリーチについての限界があることも示された。アウ

トリーチ経験の有無にかかわらず、定期会員は、世帯所得や学歴が一般の人々よりも統計上

有意に高い。この点は、劇場と同様に、オーケストラも社会の特定集団が享受するサービス

なのかもしれない。しかし、アウトリーチを経験した集団が抱く教育効果などの社会的役割

がオーケストラにあるということであれば、保護者の所得にかかわらず、より多くの子供た

ちにその演奏を経験させることは社会の重要な役割になるのではないかと考えられる。ま

た、アウトリーチは所得の壁を越え、様々な人たちに文化や芸術の重要性を経験させる非常

に重要なツールになる可能性があるといえる。 

ただし、観客としてオーケストラサービスを享受するために一定以上の所得が必要であ

ることは事実であり、アウトリーチ活動によって、所得が高くない人々が観客になるといっ
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た効果があるとまではいえない。 

 

全体を通して 

 劇場を訪問できる人、舞台芸術に触れられる人というのはまだ社会の一部であり、所得や

時間の制約がある。一方、アウトリーチ活動を実施することで、それを受けた人々の意識は

変わる可能性がある。つまり、よりポジティブに、文化や芸術の価値を評価できるようにな

るといえる。 

しかしながら、所得や学歴の高さについては、アウトリーチによっても、その壁を完全に

超えることができない。特に、所得の高くない人々が文化や芸術を享受するのは容易ではな

い。しかし、公立劇場であれば、当然のことながら、劇場訪問をしない人々の税金も投入さ

れている。これらの人々を含め、社会全体に劇場が持つ様々な価値を感じてもらい、観客で

はないまでも支援者になってもらえるよう検討する必要があるだろう。 

 

 

劇場や文化そのものも、経済社会の中の大きな流れを形成する一つの要素である。このこ

とを踏まえ、今日、文化に対するニーズ、期待がかつてなく大きくなっている中、社会の流

れ全体を見ていただくために今回の講座を用意した。これらの講座を通して、今後、各劇場

での課題抽出、マネジメントプロポーザルに結び付けていくための視点、方法論、或いは参

考となる情報として使っていただければ幸いである。 

i Contingent Valuation Method（CVM）：アンケート調査により、評価対象財・サービスが減

少あるいは喪失した場合を、回答者に仮想的に想定させ、その仮想状況を回避するために支払

うことができる金額（支払意志額）を尋ねることによって、評価対象財及びサービスの価値を

測る手法。 
ii 垣内恵美子・奥山忠裕：「公立劇場を対象とした県民の便益評価に基づく地域文化政策の考察

                                                   

 

図７．自律的サイクルに向けて 
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iii 垣内恵美子「オーケストラファン創出におけるアウトリーチ活動の効果～群馬交響楽団の定

期会員調査から～」, 計画行政, 40(2), pp.45-55, 2017. 


