
75 

第 4 章 サービス単一市場深化・完成政策と文化多様性について 

 

      関西学院大学総合政策学部 教授 

中野 幸紀（注 1） 

 

第 1 節 はじめに 

 

メゾ経済危機（中期的構造問題：problèmes méso-économique structurelles à mi- long 

terme 以下、PS と略称する。）と、今そこにある経済危機（自然災害、経済循環危機など

短期的景気問題 : problèmes conjoncturels à court terme 以下、PC）は別次元の問題であ

る。 

ここでは、PS を取扱う。しかし、PS と PC の切り分けは難しく、経済産業政策のメニ

ュー、発動時期、規模などを誤ると PS がさらなる PC を生み出し、PC が PS に転化する

こともある。 

本報告において、2006 年 EU が基本政策の一つとして提示し、2008 年から 2012 年に

メンバー各国において国内法制化がすすめられた「サービス単一市場深化・完成（better 

and fully functionning）」政策についてまず紹介する。この政策の特徴は、各国政府が「い

ま、サービス市場で何が越境取引を阻害しているのか」について、建設、ツーリズム（観

光）および対事業所サービスの 3 サービス部門で継続的にモニタリングを行うよう地域政

府に働きかけることを通じてサービス越境取引を阻害している目に見えない障壁がこれま

で以上により明確に意識されるよう地域政府に働きかけた点にあった。 

次に、EU が経済成長と新規雇用増の切り札として導入したサービス経済化政策が投資

機会の過熱を生み、ひいてはグローバルな資本移動の歪みを生みだしたことに言及する。

さらに、その帰結として、結果的にギリシャ危機を生み出す一つの要因となったこと、そ

の対応策として 2013 年以降に講じられてきた労働力移動促進のためのさらなる越境サー

ビス規制緩和策が、EU 域外から域内への経済移民および政治的難民を引き入れる要因と

なったことなどを指摘する。 

最後に、サービス経済化と文化的多様性保護の同時解決の処方箋として、最近脚光を浴

びている「資源エネルギー・環境問題と経済発展の両立を可能とするイノベーション・オ

フセット型」の経済成長理論（注 2）を紹介し、サービス経済成長を阻害すると考えられ
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ている文化多様性制約をイノベーション（技術開発などによる中長期的中間消費増大方策

の導入）によってオフセット化（相殺）するための新たな経済産業技術政策の可能性につ

いて言及する。 

 

第 2 節 サービス経済化の進展 

 

1. サービス経済の定義 

サービスとは、EU directives (Madrid convention)（注 3）article57 の定義によれば、

「対価を受け取って通常に（正常に）提供される奉仕、賦役など（les prestations）（注 4）」

とされている。また、サービス活動には工業性、商業性、職人性および自由職業（professions 

libérales）性の 4 種があるとされている。 

 

2. 経済成長とその制約要因 

経済成長理論のベースとなっている生産関数理論においては、生産要素は資本と労働の

2 要素とされている。さらに、Romer などの内生的技術変化理論によれば、企業内部およ

び社会全体の「一般知識・技術の蓄積（水準）」という第 3 の生産要素が加わる。また、全

要素生産性という解析数学的な考えを用いれば、取引コスト、地理的コストなどを第 4、

第 5 の生産要素として導入することも可能となってくる。 

最近の経済成長理論はこうした全要素生産性概念をベースにした議論からさらに「生産

性＝効率性」を中心とする議論へと拡張され、生産要素の一部だった資源、エネルギー、

労働などの投入と、環境の価値などを含む産出関係を投入と産出の効率化関係式へと展開

している。例えば、資源の効率的利用を「利用される資源量に対する隠された資源消費量

の割合」で議論する TMR/ TMC 理論などがある。なお、この TMR（Total Material 

Requirement/ Consumption）は鉱物品位概念を下敷きにしているとされている。 

このように、経済学理論においては生産関数に一般知識（水準）、社会的取引コスト、地

理的コストなどを付け加えることでその「内生化」が図られ、同時に環境と副産物の経済

価値などを産出額に含めることによってその適用範囲が拡張されてきている。しかし、本

稿で最終的に検討することとなる「政治的難民の越境」をサービス生産の追加的要素とし

て内生化することを試みた生産関数モデルまたは効率化理論はまだみかけない。 

いずれにしても、サービス経済活動への生産要素のシフトによってサービス経済化が進
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展する。その際、既存の経済システム内に既得権益を有する生産要素はシフトしにくいと

考えられ、そのシフトには時間がかかる。経済サービス化の中長期的課題、すなわちメゾ

経済学レベルでの構造的課題がそこにある。 

しかし、デジタル経済などの分野においてはこうした中長期的な生産要素のシフトに関

わる課題は看過され、ともすれば「金融市場を介したレバレッジ型資本調達（より少ない

信用力での資本調達（リスクマネーゲーム）」、「より廉価な海外労働力の調達」などが時間

との競争として展開される事態となりやすい。今目の前にある利益を追求することに急で

構造的な変化に目が行き届きにくい企業経営手法が国際的にも蔓延する。その結果、循環

的な危機（PC）の継続が構造的な経済危機（PS）となってしまう。 

EU のユーロ圏に生じた 2012 年のユーロ圏ソブリン危機はこうしたマネーゲームと金

融制度の不備に加えてサービス生産要素としての教育・訓練を受けた専門的労働力調達の

困難が招いた「PC が PS へと発展した事例」であると考えることも可能であろう。まさ

に、「資本投資には多様なやり方が次々に開発されてきた。しかし、労働雇用には多様なや

り方が開発されてこなかった（注 5）。」のである。 

サービス経済に内在する最大のウィークポイントがこの「資本調達手段開発の圧倒的な

進歩対労働力調達手段開発の圧倒的な遅れ」という言葉に集約されている。これら双方の

生産要素が社会のデジタル化とグローバル化というビジネスチャンスを全く同じように享

受できたにも関わらず、労働力調達手段についてはその社会的開発が遅れているのである。

したがって、経済移民問題と最近の政治的難民問題を結びつけて考えてみることは無意味

なことではない。 

こうした学術的検討段階にあるサービス産業に関して、EU 域内取引のさらなる合理化

を目指して、越境取引の障壁がより低く、透明性がより高いサービス提供が可能なサービ

ス単一市場の深化・完成を図るため、EU は 2011 年に次のような EU サービス単一市場統

合に関するより具体的な通達（コミュニケーション）（注 6）を EU 議会に提出した。 

ここで EU 各国のサービス経済化の状況を WIOD の 2005 年産業連関表データで見る

（注 7）と、EURO 圏 17 か国の国内生産額に占めるサービス部門生産額が 68%（2005

年）、非 EURO 圏 10 か国が 70%（2005 年）となっている。EURO 圏よりも非 EURO 圏

経済のほうが、サービス経済化が進んでいる。 

これを各国別に見ると、サービス経済化がもっとも進展している経済は英国（80% (2005

年)）である。次いでギリシャ（76% (2005 年)）などの規模の小さい経済が続いている。一
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方、フランス、イタリア、ドイツなどにおいては第二次産業部門の割合が英国、ギリシャ

などに比べて相対的に大きく、サービス部門の生産額が国内生産額に占める割合は、2005

年において、フランスが 72%、イタリアが 66%、ドイツが 65%などとなっている。このこ

とから、特にドイツにおいてサービス経済化が相対的に進んでいないことが指摘できる。

中野(2013)はこれらサービス経済化の遅れをラインアルプス型資本主義の特徴であると指

摘している。 

 

3. サービス単一市場の深化・完成 

サービス単一市場深化・完成のための通達の特徴は、各国政府が市場、特にサプライサ

イドに直接介入することを避けつつ、各メンバー国政府に対して EU 委員会が働きかけて

「いま、サービス市場で何が越境取引を阻害しているのか」について、継続的な観察（モ

ニタリング）を行うというやり方をとっていることである。モニタリング対象産業として、

建設、ツーリズム（観光）および対事業所サービスの 3 サービス部門がその越境取引の重

要性から抽出されている。モニタリング対象となったサービス 3 部門がそれぞれ GDP に

占める割合は、2011 年時点で建設部門が 6.3%、対事業所サービスが 11.7%、ツーリズム

（観光）部門が 4.4%だった（注 8）。 

EU 委員会と業界が協調して行われるモニタリングとその成果の公表によって、サービ

ス部門企業経営者がより透明性の高い情報を入手でき、そのことが将来の意思決定時にポ

ジティブなフィードバックとなることが期待されている。 

次いで、欧州理事会は、2011 年に、「サービス部門における単一市場の深化・完成に関

する結論（注 9）」を公表している。その冒頭で「EU の 2020 戦略（Europe 2020 Strategy

（注 10））などで強調されているとおり、「サービス経済」に対する EU 域内単一市場の深

化・完成（better and fully functionning）は、潜在的な GDP 成長をもたらすだけでなく、

とりわけ雇用の新規創出に貢献する。」ことが強調されている。 

EU 経済全体に占めるサービス部門の比重はすでに GDP で見ても就業者数でみても

70%を超えており（2010 年）、域内サービス貿易のマグニチュードを見ても、サービス貿

易全体の半分近くを占めており、EU 単一市場の深化・完成によって貿易障壁が緩和され

るだけで大きな経済効果が期待可能とされた。サービス単一市場深化・完成政策はそれほ

ど重要視されていた。 

しかし、その EU の政策努力は 2015 年現在どのような成果に結びついたのか。もし、
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期待した成果が得られず、逆にメンバー国間経済格差を相対的に拡大する方向へと事態が

発展したのだとすれば EU の基本政策のもっとも重要な「単一市場深化・完成政策」その

ものが問い直されなくてはならなくなろう。 

 

（1）サービス単一市場深化・完成の障壁事例 

2015 年秋、2012 年から取り組まれてきた「サービス単一市場深化・完成」のモニタリ

ング結果があいついで公表された。 

その一つ  « Results of stakeholders analysis, barriers to providing services : 

stakeholder exercise（注 11） » を見ておこう。この冊子は、2014 年 9 月から 11 月にか

けて EU 委員会とメンバー国が単一市場フォーラムの枠組みで 9 回にわたって開催した関

係者ワークショップでの議論、その最終回ワークショップ（2015 年 3 月 26 日に Riga で

開催）での報告および EU 委員会が同時期に並行して実施したオンラインアンケート調査

結果が取りまとめられたものである。 

この冊子でサービス経済に対する単一市場の深化・完成を妨げているなんらかの障壁が

存在すると指摘された部門は、図 1 に示されているとおり、①建設、②対事業所サービス、

③ツーリズム、④小売サービスなどだった。 

  

図 4-1 部門別課題件数割合 

 

（出典：European Commission, Results of stakeholders analysis, barriers to providing services : 
stakeholder exercise, p.3, November 2015） 

 



80 

これらのサービス部門において単一市場深化・完成を妨げている具体的な障壁として指

摘された項目と内容が次の 11 の課題分野別に整理・列挙されている。 

 

① 登録と認可（authorisation） 

② 付保要請 

③ 法的形態および共同経営要件 

④ 職業資格認証（recognition） 

⑤ その他の規制問題 

⑥ 従業員配置および社会保障 

⑦ 標準および認証（certification） 

⑧ ワンストップ窓口および情報へのアクセス 

⑨ 課税（直接税および付加価値税） 

⑩ 公共調達 

⑪ 非規制的障壁 

  

これらの項目ごとにいくつかの指摘（報告）内容を紹介し、分析・整理しておこう。 

 

①登録と認可 

多くの国で商工会議所へのサービス事業内容の事前登録が必要とされている。そのため

の事務経費と時間（6 か月以上かかることもある）が越境サービス事業にとっての障壁と

なっているなど、4 ケースが紹介されている。フランスでは 170 平方メートル以上の建物

の設計にはフランスでの建築士登録が必要とされており、その登録のために 6 か月が必要

とされている。 

②付保要件 

国ごとに事業実施に伴って生じるリスクに対する付保が義務付けられており、その付保

内容が国ごとに異なっているため多大な事務経費と時間が必要とされ、事実上の越境サー

ビス提供の障壁となっている。 

③法的形態および共同経営要件 

ほとんどの国において法律事務と建築分野でパートナーとなれる要件として、弁護士ま

たは建築士資格を保有している者でなければならないとされている。 
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④職業資格認証 

フォークリフト、エンジニア、高所作業員などの職業資格の認証手続きが国によって異

なり、障壁となっているとの指摘があった。その他の EU ディレクティブで相互認証され

ている職業資格についても実際にそれらの EU 手続きは使われておらず、より時間がかか

り煩瑣な手続きを求められることが多いとの指摘もあった。例えば、ギリシャにおいて取

得した土木エンジニア資格は英国では認められていない。なぜなら、英国においては、土

木エンジニアはより専門性の高い 4 つのカテゴリーのそれぞれに対して発行されているの

でギリシャのような土木エンジニア全般の資格は存在しないからだという。 

⑤その他の規制的障壁 

行政手続きに要する経費、法順守のために入手しなければならない情報コストなどが多

様なサービス障壁として指摘された。例えば、オーストリアでは建築現場における労働時

間規制が州レベルでまちまちである。その他、アパート賃貸契約の最少日数が国によって

まちまちであるとか、他国の医師によって作成された健康診断書は英国内では国内医師に

よってその内容が確認されない限り無効とされるとか、イタリアの自然保護要求が厳しく

小規模事業者がそれを守ることは難しいとか、さまざまな障壁の存在が報告されている。 

⑥従業員の配置とその関連課題 

企業が従業員配置を考えるうえで職種ごとに社会保障、最低賃金などが規制されている

ことから新しく進出した国によっては従業員の肩書、専門性を決定することが困難になる。

特に、職種組合との関係では組合が従業員配置に介入することが職業上の慣習となってい

る場合があるなど。 

⑦ 標準および認証（certification）、⑧ ワンストップ窓口および情報へのアクセス、

⑨ 課税（直接税および付加価値税）、⑩ 公共調達については、すでに多くの議論がな

されている項目でもあるので、ここでの分析・整理を省略する。 

⑪非規制障壁および言語障壁 

サービスの自由越境取引を阻害している非規制的な障壁として、例えば、市場条件

（market conditions）が国によって異なることなどが指摘されている。国が異なると市場

条件に関する情報の入手が困難であると指摘されている。こうした情報を入手するために

現地パートナーを探すか、現地コンサルタントの助けを借りなければならず、高コストと

なる。ある取引の進め方が、その国の規制に基づくものなのか、市場一般の慣習なのかを

知ることも外国企業にとっては難しい。サービス分野では取引開始までの交渉、規制の理
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解、当局との交渉、文書翻訳などで他の事業分野よりもその外国語障壁が特に大きい。サ

ービス部門に関する統計データの入手に困難を感じている外国企業が特に多い。現地の銀

行との取引で障害を感じた企業も多い。その理由の一つに会計基準が異なることが挙げら

れている。実際には国の規制、銀行業界標準、現地銀行の独自の慣習のいずれの段階で障

害となっているのかを切り分けることが困難だとの報告がなされている。国によっては外

国企業への接し方が国内企業のそれとあからさまに異なっているとの指摘があった。また、

汚職の存在なども非規制的な障壁であるとされている。 

 

（2）オンラインアンケート調査結果 

①越境サービスの提供形態 

サービスの越境提供形態の大部分はオンライン形態（63%）か、一時的な取引形態（61%）

として行われており、相手国に事業所を設置してサービスを提供する形態はわずかに 20%

にとどまっている（複数回答）。 

②越境サービス受け入れ国 

ドイツ（8.2%）、英国（7.5%）、フランス（5.8%）、オランダ（4.9%）およびイタリア（4.8%）

の 5 か国が他国企業からサービスをより多く購入している国となっている。 

③越境サービス提供国 

ドイツ（25.8%）、英国（23.9%）が飛びぬけて越境サービスの他国への提供割合が多い。

続いて、イタリア、フランス、ベルギー、オランダ、オーストリアおよびポーランドがほ

ぼ横一線に並んでそれぞれ 11.7%から 10.9%までの範囲に位置づけられている。 

④部門別の越境サービス提供割合 

IT（13.2%）、小売（8.7%）、ツーリズム・宿泊・飲食（7.9%）、会計・監査・コンサルテ

ィング（7.3%）、テレビ・映画・ラジオ・出版（7.3%）、卸売り（6.7%）、広告（5.5%）、法

律（4.7%）、建設（4.0%）の順番で越境サービス提供が行われている。越境サービスの割

合が小さかったサービス部門は教育・訓練（1.2%）、建築（1.2%）、保険衛生・社会介護（1.2%）、

水道・ガス・電力（1.0%）および不動産（0.6%）の 5 部門である。 

⑤部門別の越境サービス購入割合 

IT（12.9%）、ツーリズム・宿泊・飲食（10.0%）、会計・監査・コンサルティング（8.0%）、

小売（7.1%）、広告（6.8%）、運輸・倉庫（5.8%）などの部門において他国から提供される

越境サービスの購入割合が高かった。 
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⑥規制的障壁 

各国政府によるサービスの越境取引規制のうち障壁となっていると指摘された項目は、

税（63%）、登録・許認可（55%）、職業資格証明（41%）、サービス標準（34%）、従業員配

置（34%）、証明書（32%）、商品標準（30%）、付保（保険）（27%）などとなっている。 

⑦非規制型障壁 

図 4-2 に示すとおり、共通語を使用しているサービス事業体であっても、(a)事業体内の

コミュニケーション（以下、伝共という。）および信頼関係の構築が障壁となっているとの

回答と、(b)異なる言語によるサービス提供が困難であるとの回答がそれぞれアンケート回

答の半数（50%）を占めた。市場条件を知ることが困難であると指摘した企業は 21%だっ

た。 

 

図 4-2 非規制型障壁 

 
（出典：European Commission, Results of stakeholders analysis, barriers to providing services : 
stakeholder exercise, p.21, November 2015） 

 

以上の（1）サービス単一市場深化・完成フォーラムでの関係者意見交換による課題の抽

出および（2）EU によるオンラインアンケート調査結果から、越境サービスの障害となっ

ている項目の多くは非規制的障壁であり、①地元商工会議所への登録手続き、地元の商慣

習などの情報入手などの「地元であれば空気のようにほぼ追加的コストなしで手に入れら

れる情報」の入手が異国企業にとっては大きな障壁のひとつとなっていること、②従業員

配置（ポスティング）に際して課題とされた「職種組合の役割」などのローカルな社会契
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約内容が異国企業には不透明であること、③職人性・高度専門職業性サービスの提供者に

求められる職能のわずかな食い違い（不調和）の存在、④外国語での伝共能力だけでなく、

共通語を使っていてもなお残されている取引者間の信頼関係醸成に要する時間とコストな

どが具体的に指摘された。より一般的に言えば、越境サービス提供にともなって生じる「異

文化伝共・理解の困難」、すなわち EU がもっとも大切にしている「文化の多様性」に関わ

る障壁がサービス単一市場の深化・完成を妨げていると結論づけることができる。 

第 3 節 海外直接投資と越境サービス 

2001 年の米国発の IT バブル崩壊以降、EU の海外直接投資は、アウトバウンド、イン

バウンドとも、サービス部門への投資が全体の 60%を超える状況が継続し、2004 年には

EU 域内向け海外直接投資の割合が 70%を超えた（図 4-3 参照）。 

図 4-3 EU の海外直接投資に占めるサービス部門の割合（2001-2004 年） 

 
（出典：European Commission(2007), eurostat pocketbooks, European Union foreign directinvestment 
yearbook 2007, Data 2001-2005, p.18, 2007 edition） 
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以上のとおり、EU をめぐる海外直接投資の動向を見ると、EU サービス部門への投資

が大きな割合を占めており、EU 経済成長のカンフル剤となってきたように見える。この

ことから、EU 域内における EU 企業による越境サービス活動の拡大だけでなく、域外企

業による EU サービス部門への直接投資をより魅力のある（収益性のより高い）経済活動

とすることが EU 経済成長にとって不可欠であり、そのためにも EU 域内サービス単一市

場の深化・完成が重要な政策課題となっている。 

しかし、2005 年以降良好だった EU 域内サービス経済向けの直接投資はリーマンショ

ックによる総需要シュリンク（縮退）によって大きく落ち込み、その後の回復が遅れた。

この時期に海外直接投資資金が向かったのは主として東アジアおよび BRICs 向け投資だ

った。さらに、EU 向け直接投資回復の遅れに追い打ちをかけたのが、2012 年に端を発し

た EURO 圏ソブリン危機である。これが表面化し、2014 年上半期まで EURO 圏からの

投資資金引きはがしが続けられた。こうした EU 域内への投資停滞はその後 2014 年下半

期になって小康状態となり、2015 年上半期に域内投資額の急増となって反動が表れた。

EURO 圏からの投資資金の引きはがし資金は米国経済へと向かい、2014 年の米国向け投

資金額は大きく膨らんだ。その反動で 2015 年の米国向け投資額は近年になく縮小した（注

12）。 

最近の海外直接投資の動向として UNCTAD レポートに特筆されているのがいわゆる

tax inversion または corporate inversion と呼ばれる親会社を他国に移す直接投資の増加

である。2015 年上半期には米国内からの海外直接投資総額 880 億ドルの 44.6%、約半分

を tax inversion が占めた（図 4-4 参照）。 
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図 4-4 米国企業の進める逆転型海外直接投資の動向 

 
（出典：出典：European Commission, Results of stakeholders analysis, barriers to providing services : 
stakeholder exercise, p.21, November 2015） 

 

米国における tax inversion 事例の急増に見られるとおり、資本が短期的な収益を求め

て地球規模で移動したことが読み取れる。このように、短期収益性を拡大するため、多様

な資本取引の形態が開発され続けてきたと言えよう。 

しかし、海外からの直接投資資金を受け入れる側としての EU 域内、特に EURO 圏に

おいては金融サービス内のローカルレベルでの障壁の存在も指摘されており、必ずしも単

一市場深化・完成の努力が成果を挙げているとはいえない。 

他の部門、例えば、建設部門だけでなく、ツーリズム、対事業所サービスなどの分野に

おいても現地商慣習へのアクセスは困難なままであり、従業員の配置さえ簡単には実施・

変更できないという現実が存在する。 

以上のとおり、多様な海外直接投資取引形態が存在する 2015 年現在においてもなお潜

在的な経済成長の制約要因としての「プラネタリー・バウンダリー（地球境界条件）」とし

て越境サービスに関わる非規制的障壁が存在している。この非規制的越境サービス障壁の

もっともコアな部分を占めているのが前節で指摘した「異文化伝共・理解」などに関わる

取引コスト（注 13）の存在である。やっかいなことに、資本の流動性が高まれば高まるほ

ど逆にこうした「文化の多様性」に関わる非規制的障壁が相対的に髙まるという「トレー

ドオフ（二律背反）関係」が出現する。人々が国境を越えて一定数以上国内に流入すれば、

コミュニティレベルでの文化多様性からくる反発などの感情的反応が増加する傾向と共通

している。多国籍企業の直接投資件数、金額が増大すればするほどローカルな非経済合理
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的な反発が生じることがあると考えることはそれほど無理なことではない。 

経済活動となんらかの社会的要素との間でこのようなトレードオフ関係が生じること

は珍しいことではない。経済学はすでに「環境と経済成長のトレードオフ」について多く

のことを学んできている。経済活動拡大による環境悪化への対応策として、ピグー税（炭

素税など）の導入などが実施され、多くの経験も蓄積されてきた。 

その結果、近年においては、企業経営本来の目標である利潤極大命題と環境保護命題を

同時に解決しようとする考え方が顕れてきている。例えば、マイケル・ポーターらによる

「環境規制そのものを、企業利潤を大きくする方向に設定する」というオフセット型の環

境規制のあり方（提言）が注目を集めている。このオフセット型環境規制の考え方を「サ

ービス単一市場の深化・完成を阻害している規制または非規制型障壁、すなわち文化の多

様性の存在」に適用すれば、従来の単一市場深化施策が文化の多様性を薄める（取引・会

計基準の標準化など）方向だったものを、文化の多様性を守りつつ、または文化の多様性

を強めることが EU 域内のサービス単一市場形成・深化を促進するという方向へと転換で

きることとなる。これが「相殺（オフセット）型サービス規制」のあり方であり、これを

新たなサービス単一市場深化・完成政策の一つの可能性として提言できることとなろう。 

換言すれば、越境サービス提供の際の規制型障壁または非規制型障壁を形成している

「文化の多様性」を海外資本の受入（流動）による経済成長という資本主義経済が本来目

指している方向性と一致させることがメゾ経済レベルでの喫緊の政策課題だといえよう。 

 

第 4 節 文化の多様性と海外直接投資のオフセット化 

 

文化の多様性と海外直接投資の受け入れを競合させるのでなく、二律背反性を薄めるこ

とで相殺（オフセット）することがどのように可能となるのかについて少しここで議論を

しておこう。 

サービス単一市場の深化・完成を阻害している障壁を経済成長によって相殺（オフセッ

ト）するための「新たな技術の導入と海外直接投資規制の提案」をここでは「イノベーシ

ョンとニューサービス規制の導入」という言葉で表現する。 

「イノベーションとニューサービス規制」を導入することで EU メンバー国ごとの伝統

的商慣習、文化的差異・多様性などが障壁でなくなり海外直接投資に弾みがつく、そのよ

うなメゾ経済レベルでの制度設計（政策提言）の検討が今後必要となる。 
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これによって越境サービスのパフォーマンス（効率）は改善され、より自由で迅速な資

本移動の実現が可能となる。本来の資本主義経済が期待している経済パフォーマンスの改

善に文化の多様性の存在が貢献することとなる。 

このようにこれまで相対立すると考えられてきた伝統的商慣習、異文化伝共・異文化理

解などの文化多様性の保護と経済のグローバリゼーション、越境サービス活動のさらなる

拡大のベクトルを「イノベーションとニューサービス規制」の導入によって一致させるこ

とが政策目標となる。スローガン的に表記すると下記のとおりとなろう。 

 

 伝統的商慣習・職場環境などの文化多様性保持 ⇒ 技術的なイノベーションと新たな

規制の導入 ⇒ 伝統的商慣習と職場環境の高度化による文化的多様性の増大＋資本自由

移動の効率化による経済パフォーマンス改善の同時実現 

 

新たな技術的イノベーションは、例えば、テレマティク・ニュメリク（ICT）分野で生ま

れており、オンラインサービスを介して越境サービスとして普及している。越境サービス

提供に必要な人材（高度専門的技術者）は、例えば、テレマティク・ニュメリック（ICT）

分野においては、過去には工業高等専門学校（UIT）、大学工学部、大学院工学研究科など

で長期間の学習と実習を経て養成された技術者が海外からの知識・技能に対応することが

求められていた。海外から大型汎用コンピュータを購入して自国内で運用しようとすれば

こうした高度な技術者を多数雇用する必要があり、社内での多言語環境の構築を含む人材

育成コストも莫大なものとなったであろう。こうした追加的取引コストを少しでも引き下

げるためには導入国の言語を開発国の言語に標準化・統一してしまうという「多様な文化

価値の抹殺」が多国籍企業内文化として経済合理性を持つこととなった時代もあったであ

ろう。こうした追加コストの全てが越境サービスを導入しようとする企業内部に計上され、

海外からの直接投資の障壁となった。しかし、パーソナルコンピュータ（PC）の普及以降

は、海外で開発されたすべての PC の OS、アプリケーションなどはすべて「消費者自ら」

が専門的技術者に代わって自らの PC に、海外に設置されているサーバーから、自分が必

要している OS などを越境導入してくれることとなった。越境サービスは文化の多様性を

ゆがめることなく消費地において経済合理的に提供されるようになったのである。例えば、

Apple OS、Windows OS、Linux などにおける複数言語環境提供機能はユーザーが自らの

知識と技能で遠隔地からダウンロードし、自らの PC にセットする仕組みとなっている。 
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現在の EU 域内に残された越境サービス規制下でも上記のような「オンラインサービス」

が越境サービスの最大の割合を占めている。このことからもテレマティク・ニュメリク技

術が文化多様性と経済合理性の相殺（オフセット）力を有することを認めることができる。

しかし、テレマティク技術によって相殺可能な文化的多様性の高度化・拡大を、EU 域内

のテレマティク電子機器規制は圧殺している。例えばキーボード規制である。フランスで

は仏語キーボード（AZERTY 配列）の販売しか認められていない。英語キーボード

（QWERTY）配列で PC に入力したいと思っても田舎はもちろんパリの中心部において

も一店も英語キーボードを販売していないのである。文化的多様性はこうして簡単に一つ

の規制だけで抹殺可能である。ちなみにスイスロマンド・キーボードは QWERZ 配列とな

っている。それぞれの国がそれぞれの言語文化を背景に技術的に相殺可能な文化多様性を

圧殺している事例である。 

もう一つここで議論しておきたい点が 2015 年春から急増し続けているシリア難民など

の政治的難民の EU 域内への受入である。これによって職種能力、言語伝共能力などの全

く異なる社会階層が急激に膨張することが一部の人たちによって懸念されている。難民家

族全員に対して、現地語化、現地文化理解などのための「教育コスト」、「社会的融和のた

めの追加的コスト」などの提供コストが先住市民の負担として求められている。このこと

が一般的な社会保障コストに加えてさらに大きな文化多様性の共存にかかわる社会的負担

となる。そうなれば EU 域内の経済成長がさらにペースダウンすることさえ懸念される。 

しかし、この分野にも「イノベーションと新しいサービス規制」を導入することでこう

した二律背反関係を相殺（オフセット）することが可能である。例えば、「越境サービス」

の提供によって文化多様性問題を緩和できるだけでなく、経済市場との関係強化が可能で

ある。すでに衛星放送などは全世界で聴取可能であり、加えてインターネットのブロード

バンド化が EU 域内全域に普及すれば多言語放送などを視聴するための追加的コストを引

き下げることができ、結果的に市民社会の文化的多様性の拡大・高度化に貢献しうる。 

政治的難民として EU に流入している人々はそれぞれの母国において多様な職業的専門

性を有していた人々である。このことを考慮すれば、EU 域内においてもそうした貴重な

知識・技能を生産要素として投入可能にすることが検討されなければならない。例えば、

難民グループの潜在的な雇用マトリクスをビッグデータレベルとして匿名性を考慮して作

成し、EU 域内企業に越境サービスコンテンツとして提供することによって社会全体とし

ての雇用機会の増大を図るなどの施策はただちに実施されるべきであろう。また、医療行
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為のうち、すでに自動化されている分野については積極的に普及・利用を図ることで新た

に異文化に触れる人々にも安心と安全の提供がより少ない追加コストで可能となる。越境

型の医療福祉サービス（オンラインサービス）の経済活動の活性化にもつながることとな

ろう。 

さらに、地方政府、コミュニティ、伝統的な職種組合などへの新たな市民の参加が良い

意味での異文化相互理解のきっかけとなり、「イノベーションと新しい規制の検討」が社会

的矛盾を緩和する経済的手法として定着することが期待される。 

 

第 5 節 まとめ 

 

EU においては英国がサービス経済化の先端を走っており、EURO 経済圏と一線を画し

てきた。しかし、サービス経済の割合が一国経済に占める割合が高いだけでは必ずしも先

進的な経済ではない。なぜなら、ギリシャのサービス部門割合は英国に次いで高いからで

ある。 

そこで、サービス経済の「効率性」が検討課題として登場する。 

この点について、本稿では EU が 2006 年に打ち出したサービス単一市場の深化・完成

（better and fully functionning）政策に注目し、越境サービス活動を阻害している国内規

制、非規制型障壁などの EU による調査結果を分析した。その結果、越境サービス提供に

ともなって生じる「異文化伝共・理解の困難」、すなわち EU がもっとも大切にしている

「文化の多様性」に関わる障壁がサービス単一市場の深化・完成を妨げていると結論づけ

ることができた。 

こうした効率化を阻害している要因と追加的な経済成長をもたらす海外直接投資の健

全化・活発化はともすればトレードオフ関係となることを指摘した。 

EU の基本目標の一つである文化の多様性の維持を実現しつつ、より自由な投資活動を

実現するためにはこうしたトレードオフ関係を「イノベーションとニューサービス規制」

の枠組みを準備することで相殺（オフセット）することが可能である。 

EU はデジタル社会への移行期にあり、テレマティク・ニュメリク技術をより計画的・

積極的に産業政策の一環として経済社会に導入しつつある。こうしたイノベーションを積

極的に活用し、同時に新しい規制のあり方を模索することによって文化の多様性と経済成

長の二律背反的な競合関係を相殺（オフセット）することが可能となる。 
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2015 年以降、EU が直面している最大の社会的課題である政治的難民受け入れ問題を契

機とする社会的対話と規制見直しを実行することによって多様な文化の保護と高度化とい

う社会文化的価値と経済発展の同時実現が可能となろう。 
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