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は じ め に 

 

2017 年の欧州は選挙の年といわれていた。オランダの総選挙、フランスの大統領選挙お

よび下院選挙、ドイツの連邦議会選挙、オーストリアの総選挙などが予定されており、イギ

リスの EU 離脱の決定、アメリカでのトランプ大統領の誕生などに見られる自国優先主義、

ポピュリズムの流れが、これらの欧州での選挙でも続くのか、あるいは歯止めがかるのかが

注目されていた。 

イギリスの EU 離脱交渉も本格化しつつあり、景気回復を受けて、リーマンショックをき

っかけとして発生した債務・金融危機もほぼ脱したと判断され、統合の進化に向けての議論

も見られるようになった。 

こうした情勢を受け、2017 年度の欧州経済研究会では、フランスの大統領選挙、イギリ

スの EU 離脱交渉および離脱に伴う影響、EU 市場におけるサービス産業の問題点、東欧に

おけるポピュリズム、政権発足前のドイツの連邦議会選挙結果、中国の欧州進出などについ

て議論を行った。 

本報告書は、研究会における各委員の報告書を取りまとめたものである。欧州に関心をも

たれる方の参考になれば幸いである。 
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要 旨 
 

第 1章 新たな独仏関係の構築でよみがえる EU 

2017 年 5 月、徒手空拳で中道新党、「共和国前進」を立ち上げ、親 EU とプロビジネスと

を掲げた 39 歳の新人、エマニュエル・マクロンが大差で大統領選に勝利し、6 月の総選挙

でも 6 割を抑えた。極右のマリーヌ・ルペンは勝利をもぎ取る勢いだったが、ユーロ離脱で

ぶれまくって惨めな敗北を喫し、ヨーロッパの反 EU ポピュリズム跋扈に歯止めがかかっ

た。マクロンはメルケルと連携し、金融危機で麻痺した EU 統合を再始動させたい。国内で

は夏にオルドナンス(特別政令)での画期的な労働市場改革を実現し、全面的な構造改革を開

始する。全能神ジュピターに比肩され、難民危機で危機に瀕したヨーロッパを救出し、ポピ

ュリズムの抑え込みに成功できるだろう。 

 

第 1章の付録 2 マクロン政権の展開―2018 年 3 月半ばまで 

マクロン勝利で、既存の 2 大政党、社会党と共和国党は根底から揺さぶられ、戦後続いた

政治地図は完全に塗り替えられた。決選投票で惨めな敗北を喫した国民戦線（FN）のマリ

ーヌ・ルペンは、支持者の分裂、脱退が相次ぎ、解体の危機に見舞われたが、国民連合（RN）

に改称して起死回生を図る。マクロンは早くも 9 月には労働法改正を実現したのち、職業

訓練、失業保険、教育、国鉄、憲法改正など、猛スピードで全方位改革に乗り出した。労使

の「社会的パートナー」による福祉制度の自主管理、という戦後レガシーの誇大フィクショ

ンに切り込み、労働組合を抑えこみ、30 年続いてきた既得権にメスを振るう。3 月初め、独

連立政権が成立し、マクロンはメルケルと連携してヨーロッパ・プロジェクトの展開を目指

す。 

 

第 2章 英 EU 離脱交渉の行方－第 2段階の争点－ 

英国と EU（欧州連合）は 2018 年 1 月から、離脱交渉の第 2 段階として、移行期間や将

来の関係の協議が本格化させる。英国が EU からの秩序ある離脱を 2019 年 3 月 29 日に果

たすには、これ以上時間を無駄に使うことはできない。交渉を加速化し、明確な離脱後の道

筋を可能な限り早期に示さなければならない。実質的な交渉期間は、欧州議会や EU 加盟

国議会および英国議会の承認手続きに必要な期間を考慮すると、本年 10 月末までで、きわ

めて短く、時間との戦いとなろう。 
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第 3章 EU 離脱が英国の研究および高等教育に及ぼす影響 

英国と EU との間では離脱交渉が続けられており、「清算金」、アイルランド共和国と北

アイルランドの国境問題、さらには離脱後の通商関係などが主たるテーマと伝えられてい

る。このこともあって、離脱後、エラスムス・プラスをはじめする高等教育、及び

Horizon2020 など研究計画面で、英国と EU がどのような関係を構築するかについては、

十分に協議されているとはいえない。 

高等教育及び研究という面で英国は EU にかなり依存している。一方、EU 側からみても

科学技術面で輝かしい成果を誇っている英国の重要性は否定できない。このため、英国・EU

間の通商関係がどうなるかは別としても、いずれかの時点で新たな高等教育・研究関係を形

成する動きが本格化するものと見込まれる。 

 

第 4章 EU サービス経済化 ～暗黙規範対新産業政策～ 

EU 主要国の経済価値重心は「サービス経済」へと大きくシフトした。しかし、サービス

経済の発展により、EU 域内の経済発展中心に偏りが生じ、EU の政治的求心力が低下した。

英国、フランスはグローバルサービス経済へ移行し、ドイツは遅れた。地域に残存する暗黙

規範の存在が域内に社会経済的緊張を生み、BREXIT の原因の一つとなった。解決策の一

つとして、2015 年頃からポーランドなどで「新産業政策」への期待が高まった。本論にお

いては、2017 年 3 月に EU 委員会が公表した”White Paper on the Future of Europe”を

新産業政策ビジョンの一つとして紹介する。 

 

第 5章 欧州におけるポピュリズムの台頭とドイツ連邦議会選挙 

近の欧州各国の政治状況をみると、オーストリアやオランダにおける極右政党の躍進

にみられるように、ポピュリズム政党の EU に与える脅威は必ずしも沈静化しているわけ

ではないように見受けられる。2017 年 9 月のドイツ連邦議会選挙でもキリスト教民主・社

会同盟（CDU/CSU）や社会民主党（SPD）が大きく議席を減らす一方、極右政党のドイツ

のための選択肢（AfD）が初の国政進出を果たし、議会の第 3 勢力に躍進した。 

こうした欧州各国のポピュリズム政党台頭の背景には、2015 年の難民の大量流入に伴う

「反イスラム」感情の高まりや、難民政策に代表される EU 政策に対する反発がある。ドイ

ツでは、CDU/CSU と SPD が紆余曲折の末 18 年 2 月、ようやく大連立政権樹立で合意し
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た。そして大連立合意の是非を巡る SPD の党員投票での賛成多数という結果を受けて、よ

うやく新政権発足への動きが本格化してきた。しかし、4 期目のメルケル政権は 大野党と

なる AfD と難民政策や EU 政策などで厳しく対峙するケースが増えることが予想され、求

心力が低下した新政権の今後の政権運営には大きな試練が待ち構えている。 

 

第 6 章 緊密化するドイツ・中国経済関係 

ドイツと中国の経済関係の緊密化が注目を浴びている。ドイツの貿易統計では、中国は輸

出入合計で 大の貿易相手国となっており、主要産業である自動車についてもドイツの中

国市場への依存度は高い。 

中国から見てもドイツは欧州で 大の貿易相手国であり、直接投資でも著名な企業の買

収などで積極的に進出している。 近では技術流出の恐れなど中国の投資についてドイツ

では警戒感が高まっており、また中国市場での制約に不満も出てきている。 
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第 4 章 EU サービス経済化 ～暗黙規範対新産業政策～ 

 

関西学院大学イノベーション研究センター 客員研究員 
合同会社ジフティク 代表 

中野 幸紀 

 

第 1 節 EU 単一市場形成の歩み 

  

アラン・マンクが 1989 年に発表した「”La grande illusion”（注 1）には、単一市場統

合が「幻影・幻想」であると書かれていた。確かに、EC は 1993 年にその単一市場の完

成を祝った。しかし、もともと ECSC 時代から鉄鋼、石炭およびその関連設備、機材な

どの関税障壁はすでに取り払われており、EEC が成立した時にこれがすべての工業製品

に拡大されていた。 

したがって、1992 年時点で目標となっていたのは工業製品に関する非関税障壁、特に、

「各国ごとの工業規格の EC レベルへの格上げ」だった。規格統合は「最低水準」に統合

すれば簡単に実現できる。しかし、それでは製品の安全性、環境への影響などを担保でき

なくなるため、健康、安全および環境の 3 分野は強制規制と連携する EC 規格として特別

な扱いとされた。例えば、EMC（電磁コンパチビリティ）、洗濯機の使用時安全基準など

である。 

国家によるデジュール型「標準化」政策は産業政策の一部であり、自国内産業の育

成・保護と輸出振興などに絡み、EC 域内メンバー国間で相互調整が困難だった。EC 委

員会は自ら標準化原案を作成し、メンバー国に検討させるという New Approach 政策を

採った。これによってメンバー国相互の消極的な取り組みを打開した。造船、鉄鋼、基礎

化学品、航空機、鉄道車両などはそれぞれのメンバー国の基幹産業とされていた。1992

年の単一市場統合によって、政府調達を含め市場は開放され、EC にとっての長年の課題

だったいわゆる「ヨーロッパチャンピオン企業」が出現した 。 

しかし、その後、電力、電気通信などのサービス部門の市場開放と市場統合は技術的

な問題も絡み、遅々として進展しなかった。 

 

第 2 節 サービス経済化の進展 

サービス経済化は 1980 年代以降に、急速に進展した。すなわち、森川が EUKLEMS
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データベースから計算した主要国の産業構造変化を示す数値（注 2）によれば、1980 年

から 2010 年までの 30 年間に、米国のサービス産業が 68.7%から 79.9%へと 11.3%増大

し、英国が 56.5 から 77.7%へ 21.2%、ドイツが 57.1 から 69.5%へ 12.4%、フランスが

64.3 から 79.3%へ 15.0%、イタリアが 56.2 から 73.2%へ 17.1%、日本が 57.7 から 72.4%

へ 14.7%、それぞれ増大している。特に英国の 21.2%の拡大が顕著である。 

英国のサービス部門は、その国民経済に占める割合が 56.5 から 77.7%へと 21.2%拡大

し、ドイツが 57.1 から 69.5%へ 12.4%、フランスが 64.3 から 79.3%へ 15.0%、イタリア

が 56.2 から 73.2%へ 17.1%拡大した。同時期の日本と米国は、それぞれ 57.7 から 72.4%

へ 14.7%拡大、68.7%から 79.9%へと 11.3%拡大した。 

EUROSTAT が作成公表している産業連関表（1995 年基準表）を用いて中野が行った

EU 経済スカイライン・チャート分析結果によれば、EURO 圏 17 か国（2005 年当時）の

サービス産業域内生産額構成比は、第 1 次産業 2%、第 2 次産業 31%および第 3 次産業

67%となっており、非 EURO 圏 10 か国（最大の非 EURO 経済圏である英国を含む）の

それぞれの域内生産額構成比は 4%、26%および 70%となっていた。このことから、非

EURO 圏経済域のサービス経済化の優越が見られた。これを EU メンバー国ごとに 1995

年から 2005 年までのサービス産業が占めた国内生産額構成比の変化としてみれば、英国

（70%から 80%への 10%ポイント拡大）、フランス（67%から 72%への 5%ポイント拡大）

などをサービス経済化が 1995 年から 2005 年の期間に進展した経済圏だとみなすことが

できると同時に、逆に、ドイツ（65%から 65%への横ばい）、スペイン（62%から 60%へ

の-2%ポイント後退）などの同じ期間におけるサービス経済化の停滞事例も見つけること

ができる。つまり、サービス経済化の進展は EU 域内において必ずしもその時期と規模が

一様ではなかったとの仮説をこれから導くことができる。 

森川によれば、日米欧経済は、「サービス産業の成長や生産性が経済全体のパフォーマ

ンスを左右するようになっている。」と指摘されている。また、米国と EU の生産性上昇

率の格差は「主として市場サービス産業、特に流通業と事業サービス業の生産性の違いに

起因して」いるとの Timmer et al.（2010）の研究成果が紹介されている。米国では、マ

イクロソフト、グーグルなどの IT 企業だけでなく、アマゾンやウォルマートなどの流通

関連企業が急成長していることも具体的事例として紹介されている。 

しかし、サービス経済そのものに関する計量経済学的な分析はその統計データの信頼

性問題などからもあまり進んでいない。フランス国家統計局（INSEE）が作成公表して
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いる産業連関表で扱われているサービス部門（第 1 次産業と第 2 次産業以外の「その他産

業」に対応。）のうち特に非商業サービス部門の投入・産出統計には大きな誤差が含まれ

ていることが注記されているほどである。 

そこで、本報告においては、今一度、より包括的な産業連関表として作成公表されて

いる WIOD2016（注 3）を用いて、あらためて EU およびその他の主要国経済圏のサー

ビス経済化の進展状況を確認しておくこととした。 

 

第 3 節 日米中および EU5 か国経済のサービス経済 

 

WIOD2016 が作成公表している全世界を対象とした産業連関表から日本、米国、中国

および EU5 か国（英国、フランス、ドイツ、イタリアおよびスウェーデン）を抜き出し、

それら経済圏の第 1 次産業（農林水産、鉱工業など自然収奪型産業）、第 2 次産業（製造

業）および第 3 次産業（第 1 次と第 2 次産業活動を除くその他すべての産業（サービス産

業））の国内総需要額（中間投入額（輸入を含む）と付加価値額の合計）と、それらの構

成比をそれぞれ 2000 年と 2014 年について比較して示すと図表 1 および図表 2 のとおり

となる。なお、鉱業産業は一般的に自然収奪型産業活動であるため、本報告では第 1 次産

業に分類して整理している。また、機械設備の設置、修理などの産業活動は建築土木など

と同様のサービス産業であると考え、本報告では第 3 次産業に加えて整理している。鉱業

部門が第 1 次産業に含まれているため、天然資源産出の多い国・地域では第 1 次産業は必

ずしも農林水産業で代表されない。 

1 サービス産業規模の比較 

図表 4-1 国別の第 1 次～第 3 次産業別国内需要額（2000 年と 2014 年の対比） 
単位：10 billion dollars （名目表記、ドル換算は WIOD2016 による。） 

 
出典：WIOD2016 から著者が作成 

暦年 2000 2000 2000 2000 2014 2014 2014 2014

第1次産業 第2次産業 第3次産業 国内需要合計 第1次産業 第2次産業 第3次産業 国内需要合計

スウェーデン 9 152 312 473 20 246 752 1,018 2.77

イタリア 55 709 1,450 2,214 89 1,141 2,845 4,075 2.11

フランス 71 597 1,747 2,414 122 920 3,978 5,020 2.59

ドイツ 52 1,145 2,265 3,462 85 2,314 4,668 7,067 2.27

英国 81 564 2,108 2,754 118 798 4,367 5,283 2.29

EU_5 268 3,167 7,882 11,317 434 5,419 16,610 22,463 2.34

アメリカ 460 4,225 13,879 18,564 1,155 6,178 23,638 30,971 1.67

日本 165 2,756 5,771 8,691 154 2,717 5,798 8,669 0.01

中国 415 1,503 1,335 3,253 2,898 15,869 12,977 31,745 7.31

年平均伸

び率(%)
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図表 4-1 に示すとおり、2014 年において、世界でもっともサービス産業規模（ここで

は、中間投入額および付加価値額の合計額を産業規模として表記。）の大きい国はアメリ

カ（約 23 兆 6380 億ドル＠2014 年）であり、ついで EU_5（EU5 か国：英国、ドイツ、

フランス、イタリアおよびスウェーデン計：16 兆 6100 億ドル）、中国（12 兆 9770 億ド

ル）となっている。 

2000年から 2014年までのサービス経済規模の年平均伸び率（成長率）が最も高かった

国は中国で、7.31%となっており、ついでスウェーデン（2.77%）、フランス（2.59%）な

どとなっている。サービス経済規模が少しも拡大しなかった国は日本（0.01%）である。 

 

2 サービス産業構成比の比較 

次に、図表 4-2 を用いて国民経済に占めるサービス産業の大きさをその構成比で比較す

ると、2014 年においてもっとも第 3 次産業（サービス産業）の構成比が大きかった国は

英国で、国民経済全体の 82.7%を占めていた。ついで、フランス（79.3%）、アメリカ

（76.3%）と続いている。EU_5のサービス産業構成比は 73.9%だった。2014年において

サービス産業の構成比がもっとも小さかった国は中国で、40.9%にしかすぎなかった。

EU 域内ではドイツが 66.1%と小さく、日本の 66.9%に近い数値となっている。 

2000年から 2014年までの第 2次産業（サービス産業）構成比の変化（変化率）を見る

と、スウェーデンの変化がもっとも大きく、66.0%から 73.8%へとプラス 7.8%ポイント

の変化を示している。この時、スウェーデンの第 1 次産業構成比はほとんど変化しておら

ず、サービス産業構成比の上昇は第 2 次産業構成比の低下によるものであることがわかる。

しかし、スウェーデンの第 2次産業が衰退したわけではなく、図表 1に示すとおり、2000

年から 2014 年のスウェーデン第 2 次産業は 1520 億ドル規模から 2460 億ドル規模へと拡

大しているのであって、同国の第 3 次産業（サービス産業）の成長率が第 2 次産業より高

かったことによる構成比の変化であることを見落としてはならない。いわゆるサービス産

業化が単なる脱製造業化ではない証左である。 
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図表 4-2 第 1 次～第 3 次産業別国内需要額構成比（％）（2000 年と 2014 年の対比） 

 
出典：WIOD2016 から著者が作成 

 

スウェーデンについでサービス産業の構成比が上昇した国はフランスで、72.4%から

79.3%へ 6.9%ポイント上昇した。 

2000 年にすでに 76.6%のサービス産業構成比だった英国はその後もサービス産業構成

比を高め、2014 年に 82.7%と 14 年間で 6.1%ポイントとなった。このサービス産業構成

比約 83%は 2014 年時点で世界の主要経済圏で一番高く、同期間に第 2 次産業（製造業）

がその構成比を 20.5%から 15.1%へと 5.4%ポイント低下させていることに対応している。

しかし、スウェーデンの場合と同様に英国の第 2 次産業が衰退したわけではなく、2000

年に 5640 億ドル規模だったものが 2014 年に 7980 億ドル規模へと拡大しており、それだ

け第 3 次産業（サービス産業）の成長速度が速かったことを示しているにすぎない。ただ、

同時期のフランスにおいてはサービス経済化が急速に進展した期間においても第 2 次産業

の経済規模が 5970 億ドルから 9200 億ドルへと拡大しているのであって、相対的に、英

国経済の第 2 次産業依存度が低下していることは否めず、脱工業化については別途検討が

必要である。 

サービス産業構成比がもっとも小さい国は、2014 年において、中国（40.9%）となっ

ており、ついでドイツ（66.1%）、日本（66.9%）などとなっている。 

最後に、第 1 次産業（鉱業部門を含む）の構成比変化を見ておこう。 

経済活動の高度化（一人当たり付加価値額の増大）は、漁業、鉱業などの「自然に広

く存在する無価値財から有価値財を選別」するための経済活動、すなわち、自然収奪型産

業から、製造業などの「商品の商品による生産」に関わる経済活動、すなわち、工業（製

造業）を経て、いずれ、その他の産業（ここではサービス産業という。）に移行すること

で達成される。とすれば、先進国においては一つの安定的な傾向として「第 1 次産業構成

暦年 2000 2000 2000 2014 2014 2014

第1次産業 第2次産業 第3次産業 第1次産業 第2次産業 第3次産業

スウェーデン 1.9 32.1 66.0 2.0 24.2 73.8 7.8

イタリア 2.5 32.0 65.5 2.2 28.0 69.8 4.3

フランス 2.9 24.7 72.4 2.4 18.3 79.3 6.9

ドイツ 1.5 33.1 65.4 1.2 32.8 66.1 0.7

英国 2.9 20.5 76.6 2.2 15.1 82.7 6.1

EU_5 2.4 28.0 69.6 1.9 24.1 73.9 4.3

アメリカ 2.5 22.8 74.8 3.7 20.0 76.3 1.5

日本 1.9 31.7 66.4 1.8 31.4 66.9 0.5

中国 12.8 46.2 41.0 9.1 50.0 40.9 ‐0.1

2000→2014

変化率(%)
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比は低下する」と考えられてきた。 

しかし、アメリカまたはスウェーデンの 2000 年から 2014 年の第 1 次産業の構成比は

2.5%から 3.7%へと 1.2%ポイントまたは 1.9%から 2.0%へと 0.1%ポイントの上昇が見ら

れるのであって、中国を含むその他の図表 2 に掲げた国々の第 1 次産業構成比低下傾向と

は明白に異なる上昇傾向を示している。スウェーデンとアメリカにおける第 1 次産業構成

比の上昇は、天然資源産出量の増大（北海ガス、米国内陸部シェールガス・オイルなど）

を反映したものである。特に、アメリカの場合、農業と鉱業の産業構成比が 2000 年には

それぞれ 1.1%、1.2%だった状況から 2014 年に 1.4%、2.2%へとそれぞれ 0.2%ポイント

および 1.0%ポイント上昇している。 

これらのことから、サービス産業構成比の上昇は、「第 2 次産業（製造業）構成比の相

対的な低下によって生じた」と説明できよう。 

アメリカの製造業構成比は 2000 年から 2014 年の期間に 22.8%から 20.0%へ 2.8%低下

している。その期間に、第 1 次産業が 1.2%ポイント、サービス産業が 1.6%ポイント上昇

した。もちろん、アメリカにおいても製造業の国内生産額は同時期に増大しているのであ

って、あくまで、相対的に農業とサービスの経済成長がより速かったというだけのことで

ある。このように、アメリカ経済が、2000～2014 年の期間に、他の先進諸国の傾向と異

なる成長経路をたどったことに注目しておく必要がある。その原因として、製造業よりも

農業とサービス産業への生産要素配分が相対的に優位だったことを仮説として提示できよ

う。 

これは農業→製造業→サービス産業という一方向完結型の経済発展論に一石を投じる

こととなるかも知れない。一つの仮説として第 6 次産業論などで言われているとおり、農

業→製造業→サービス産業→農業→製造業→サービス産業→農業…..というように、経済

発展が「らせん状」の経路をたどる可能性もあるだろう。もちろん、アメリカの場合、農

業の情報化・自動化投資の進展だけでなく、農産品の貿易自由化進展の恩恵を考慮してお

く必要があることは言うまでもないが。 

 

第 4 節 サービス産業の定義と特徴 

 

1 サービス産業とは？ 

サービス産業とは、無体財商品としてのサービス財を産出する生産アクティビティの
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集合体である。生産関数（生産技術）安定性の検証はなされておらず、レオンチェフの言

う統合された産業としての生産関数の定義が可能かどうか未検討である。サービス財は、

『エネルギーと同様にそれ自体は眼に見えず、触ることもできないが、消費主体が消費す

ることによって、消費主体の「内部経済状態」を変化させる機能を内在している経済財で

ある。』と定義できる（注 4）。しかし、生産関数の測定可能性（生産要素の確定～投入構

造測定）は、第 2 次産業（製造業）のようには自明ではない。 

したがって、現在までに確立した「サービス経済」の学術的な定義は存在しない。 

経験則として、William J. Baumol によって 1960 年代に彼の「cost disease」において

指摘されたとおり、サービス産業の生産性の改善は難しいとされていることを知っておか

ねばならない。したがって、経済が成熟して国民経済に占めるサービス産業部門の構成比

が大きくなってくると次第にその国の経済成長率は低下してくるとの指摘があることも知

っておかねばならない。 

特に、医療、教育、公務などの非商業的サービス産業に従事する人々の労働生産性は

「音楽演奏家」と同じく、肉体を使用することでしかサービス提供を行うことができない

ため、その生産性改善は難しく、規模の経済効果を期待することが困難であり、他産業の

生産性改善による国民経済全体の生産性上昇の一部を掠め取ることによる賃金上昇しか得

られないとも指摘され続けてきたことも知っておかねばならない。 

こうした議論の背景には、第二次大戦後も長く古典派経済学者の間で論争されてきた

唯物史観に基づくサービス経済不要論があるのかも知れない（巻末参考 2 参照）。 

 

2 サービス財は商品か？ 

著者がフランスからのお客様に対して通訳案内サービスを提供し、その代金を請求す

る際には、その請求書に「謝礼・報酬」を意味するフランス語の honoraires を使う。な

ぜなら、通訳ガイドサービスは教員、医師、看護師、弁護士などへの支払いと同じ

「personal」な専門的技量に対して支払われ、そのサービス内容そのものの事後評価が

困難であり、技量提供者への「信頼（trust）」の証として支払われるものだからである。 

サービス提供者の個々の技量には「人格」が深く係っている。提供されるサービス内

容が人格と十分には切り離されていないという点で、William J. Baumol の言う芸術活動

に近く、その支払いは、商品代金でもなく、日当（労賃）でもなく、ある程度の尊敬の念

をこめた信頼の証として、社会的プロトコルに準じた「謝礼」となると伝統的には考えら
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れているからである。ここにサービス・アクティビティの本質が潜んでいる。 

キーワードは、「人格＝パーソナリティ」と「信頼」、つまり、「個人（個性）が提供す

る」サービスと、「信頼の証としての支払い」という 2 点に集約できる。これら 2 点は、

個人サービス産業の生産性を考える際に常につきまとうやっかいな問題である。同時に、

金銭の授受を伴わないサービス提供、すなわち、家庭内サービス、共同体などでの奉仕活

動、社会的ボランティアサービス活動、公共サービスなどと金銭の授受を伴うサービス産

業産出の分離が極めて困難になるという側面を有している。 

もちろん、近代経済活動の流れは、知的財産権の制度化を進め、各種の業務独占資格

を公認することで、そのやっかいさを軽減してきた。医師、弁護士、通訳案内士、タクシ

ー乗務員などは業務独占資格制度と「業法」によってその人格を含む提供者能力が担保さ

れ、新規参入が規制されてきた。 

一方で、サービス内容を人格から切り離し、より円滑に市場で取引できるよう、人格

権の強い著作権から、次第に、発明者の人格から切り離した「財産的価値」を強調する各

種の工業所有権による取引へと時代とともに移行されてきた。発明という人格に依存した

サービス財生産活動を「職務発明規定」を設けることでいち早く社会で実施できるように

することも行われてきた。サービス財をバルク財の一部として、つまり名もない一般財商

品として、効率よく売買することが可能となってきたのである。 

1922 年の米国最高裁判決が「個人が提供する非生産財（（注）サービスのこと。サービ

スは「商品」ではないという古典経済学的な用語と同義と思われる。）の提供」は「商行

為（commerce）にあたらない」と言っている（注 5）。当然、判決というのはその当時の

「常識」を反映していると考えられる。当時は医師、弁護士などへの支払いは特別な社会

的尊崇の対象だったのであるから。 

流しタクシー営業時のタクシー乗務員への支払いも尊崇の念を込めた「謝礼」として

いただけると少しは著者の気分もよくなるかもと思う。 

対個人サービスの需要と供給が「直接的な対人関係に依存し、」「そのサービス品質が

供給側個人の能力・裁量だけで決まる」類の対個人信頼財サービス生産・消費は太古の昔

から「生産性の改善」は難しいと考えられてきており、現代経済社会においても大きな産

業政策課題であり続けている。 

このような問題意識はまだ社会において共有されていない。しかし、サービス経済が

行きつく先は個別受注型信頼財サービス生産の消費がその経済成長（生産性改善）のくび
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き（ボトルネック）となりうる社会である。将来の「サービス経済化」社会では、国民全

員が対個人サービス提供者となり、同時に消費者となるという生産消費の同時性が強く働

くこととなる。これを 1980 年代から「マス・パーソナル化」と名付けて、著者らは警鐘

を鳴らしてきた。当時はカスタム・エンジニアと呼ばれる客先に出向いてシステム構築を

行うプログラマ不足が言われており、将来的には「すべての人々（企業）が自分で自分の

業務のソフトウェア化（情報化」に取り組むしかなくなるというくらいの意味だった。現

代ではすべての PC、スマホなどの情報機器は、購入した消費者自身が、自分でアプリを

インストールし、セキュリティパッチをあてるなど、昔は SE が提供したサービスを個別

に消費者個人が自分で提供し、自分で消費するという状況になってきている。これがマ

ス・パーソナル化した対個人サービス経済社会である。 

国民全員が自分に「謝礼」を支払い、それが国民経済に反映される時代の到来である。

付加価値間接税、消費税の課税対象が「家計内取引」に拡大するような社会となる。 

 

3 サービス財生産・供給活動の特徴 

サービス経済の特徴として、上記のような「人格」との切り離しが困難であるとか、

生産と消費がその場所と時間で同時に遂行されるという「同時性」であるとか、消費者の

要求によってその商品内容が決まるという「受注生産性」であるとか、生産/消費と同時

に旧くなり、飽きられるという「陳腐性」とか、その商品価値が「消費者主観に依存」す

るとか、他にも、「所有不能性」、「消費者参加性」など、これまでの工業製品・商品を対

象としてきた新古典派経済学のミクロ理論で扱うことが困難な要素をサービス財はいくつ

か有している（intangibility, customization, simultaneity of production/consumption, 

perishability, ownership versus rental, customer contact involved etc.（注 6））。 

こうしたサービス財の理解をめぐる困難な要素に加えて、さらに、サービス市場の透

明性、すなわち、サービス財単一市場統合の推進に関しては別の視点からの「障壁」の存

在が指摘されている。それが、「暗黙規範的障壁」の存在である。 

暗黙規範的障壁とは、EU 報告書（2017）に指摘されている「明文化されていない障壁

（巻末参考 2 参照）」のことである。すなわち、「社会慣習・商工組織・文化・言語など」

である（注 7）。 

こうした障壁を乗り越えるためには、「明文化された制度」の構築が必要であり、制度

構築によってのみ前進できるとされている（ジャン・モネ（注 8）（1951 年））。 
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明文化された新しい制度の創設の原動力の一つとなり得る「政策努力」の一つが「産

業政策」である。 

近年（2010 年以降）、EU においては新たな「産業政策の企画・立案」への期待が高ま

ってきている。 

 

第 5 節 EU における新産業政策への関心の高まり 

  

1970 年代に OECD 工業委員会などで激しく議論された産業部門（産業セクター）ごと

の積極的産業構造調整政策は、貿易歪曲効果をもたらす輸出振興策につながると批判され、

EU の提唱した産業セクター横断型（水平型）産業構造政策への転換が行われた。同時に

産業への政府からの介入手段として多くの国で実施されていた、商品開発段階への政府研

究開発補助金支出の大幅削減などが各国に求められた。 

しかし、2005 年以降の EU 経済政策、特に雇用政策の不振から、ポーランド、イタリ

アなどの大学で、2010 年以降の EU 産業活性化の切り札の一つとして「新産業政策」の

検討・提案がなされた。 

1980 年代までの産業政策の再研究が積極的に実施され、その主要な成果として、

Adam A. Ambroziak が編集して公表した“The New Industrial Policy of the European 

Union” (2017)、Franco Mosconi 著の” Industrial policy and <models of capitalism>” 

(2015)などが公表された。 

彼らは、過去の産業政策を評価できる点と評価できない点に分類し、それぞれの政策

的ニーズに沿ってその長所短所を使い分けながら、適用方法を変更すれば、よりよい政策

展開が期待できると主張している。こうした新しい産業政策の展開によってより透明性の

高い明文化された産業規範が形成できると期待している。 
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Adam A. Ambroziak Editor, “The New Industrial Policy of the European Union”, Springer, 2017 

 

例えば、70 年代から 80 年代に EU が積極的に展開した ESPRIT、Framework などの

プロジェクト型産業技術開発政策は、期待された成果につながっていないとして、下図の

ような Technology Policy を中心に据え、Privatization, Standard Regulation, Public 

Procurement などの新しい産業政策ツール含む多くの関係政策分野全体を一望にするこ

とが可能な新しい産業政策を提案している。特に、関係政策分野全体の協調関係を明文化

し、透明な規範として形成することが必要であると指摘されている。 

 

第 6 節 サービス経済を成長源とする新産業政策 

  

2017 年 3 月に EU 委員会が公表した“WHITE PAPER ON THE FUTURE OF 

EUROPE - Reflections and scenarios for the EU27 by 2025（注 9）”には新産業政策の

考察結果が反映されている。 

例えば、政策目標ごとに取るべき政策とその目標を 5 つの選択肢として整理し、それら

の長所・短所について明確に説明を加えた上で、EU メンバー国と市民に対して明文化さ

れた形式で提案し、EU の将来像をめぐる議論の自然な深化を期待するアプローチは新産

業政策議論の成果が反映したものである。 

特に、最初の項目に置かれている”Single Market & Trade”が産業政策そのものである
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ことは指摘しておくまでもない。 

これまでの政策継続を目標とするシナリオ 1 では、域内単一市場のさらなる強化、特に

エネルギー分野とデジタル・エコノミー分野の単一市場強化がターゲットとして提示され

ている。日本、オーストラリア、ニュージーランド、ラテンアメリカなどとの経済連携強

化も目標として提示されている。 

できる分野で意欲のあるメンバー国があつまってさらなる前進を試みるシナリオ 3 では、

EU 共通の”Business Law Code”を導入することで、メンバー国のビジネスに関わる法制

度の共通化を図り、企業規模の大小によらない越境ビジネス活動の容易化が政策目標とし

て掲げられている。従業員も 21 メンバー国間でより自由に移動可能となるとされている。 

以下、サービス経済の生産性改善に関わる個別具体的な政策分野について検討を加え

ておきたい。 

 

1 サービス分野への ICT 投資と人材育成（人的資本への投資） 

経済産業研究所（RIETI）の宮川努研究員が 2016 年に取りまとめ公表した「インタン

ジブルズ・エコノミー 無形資産投資と日本の生産性向上」に、「サービス産業への資本

投資と生産性のディレンマ」として、いくつかの示唆に富むサービス経済生産性向上のた

めの知見が示されている（巻末参考 3 参照）。 

例えば、その一つとして、ICT 投資単独ではサービス産業の生産性改善につながりにく

く、幅広い無形資産への投資増強、具体的には人材への投資が必要だと指摘している。つ

まり、ICT 投資だけを孤立させない幅広い無形資産への投資による生産要素間の関係性の

強化によってはじめて生産性向上が期待できると言っているように考えられる。続いて、

宮川は、無形資産への投資形態の一つとして、具体的に、M&A による「人材、組織など

への投資」が行われてきているとも指摘している。 

 

2 B2B data network の構築 

平成 29年版情報通信白書において、「サービス産業」の生産性改善のための一つの方策

として、下図に示すとおり、バリューチェーンにおける企業および個人が保有するデータ

をさらに活用すべきだと考えているようである。こうしたバリューチェーンにおけるデー

タ活用が研究開発からアフターサービスまで一貫して高レベルで形成されることによって

バリューチェーンの活用の方法の導入が可能となり、より一段高度・高速な経営判断が展
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開可能となるとされている。 

 

 

 

3 IoT 活用 

インダストリー4.0 の要素技術の一つが IoT である。例えば、大型旅客機、大衆車など

のメンテナンスに必要な部品個々のデータを直接部品からデジタル情報として受け取るこ

とができるようになればその交換時期などを間違えることがなくなる。さらに、情報処理

及び通信機能を有するセンサーデバイスを機体、車体などのあらゆる箇所に埋め込むこと

によって、航空機、大衆車などの構造全体に異常が生じていないかどうか、常時監視可能

となる。もちろん、製造工程においても、遠く離れた外注先での部品の加工状態などがリ

アルタイムで本社組み立て部門にフィードバック可能になる。これによって、生産性の改

善が図られる。これがインダストリー4.0の高度化につながる。1980年代に一度試みて失

敗したアナログ情報を用いた人海戦術のバリューチェーン形成と、これからの IoT を用い

た自動追跡型データネットワーク形成はその投資時間とコストがけた違いに異なる（安価

になる。）。そこに加速度的普及を可能にする要素が潜んでいる。 

 

4 ビッグデータおよび AI 活用 

個々のデータ蓄積が一定以上の統計量を超えると、個々の属性を離れたひとつの統計

的データ集合体として観察可能となる。これがビッグデータである。このようにして蓄積

された統計的データ集合体について、AI の学習機能を使うことによってそれぞれのビッ
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グデータの統計的特徴を抽出すれば、その統計量の背後に潜んでいた要素（因子ファクタ

ー）が浮かび上がってくることがある。これをうまく合目的的に使用することができれば、

特に個人提供型サービスなどのように受発注と生産消費が同時に行われてしまうようなサ

ービスにおける生産性と品質改善に役に立つことが期待される。これまで非常に困難だと

考えられてきた流しタクシーの行き先経路選択と、より適切な接客などのサービスにおい

ても過去の大量の統計データから客の望むものが何であるのかをより迅速にビッグデータ

解析と AI 機能の組み合わせで予測可能となる。このことによって、サービス品質の向上

と生産性の改善が進むこととなる。 

 

第 6 節 サービス経済ビジョン（新産業政策の展望） 

 

多様な暗黙規範的障壁を単一市場統合のために変更・改変・標準化することは社会の

多様性を損なうこととなる。したがって、それぞれの暗黙規範的障壁に沿った多様で柔軟

なサービスモデルを開発し、EU 市場に投入することが必要となる。 

しかし、政策当局の準備は整っていない。なぜなら、柔軟性と現地適応性の高いサー

ビスモデルの開発のためにはそれぞれのローカル市場から生成されてくるビッグデータと、

企業内・企業間取引に関わるビッグデータを活用できる ICT 環境（例えば、ブロードバ

ンドネットワークの普及など）の構築、それらの莫大なデータ情報を垂れ流すために必要

となるサプライ・チェーン、バリューチェーンなどに対応したネットワークの高度化が同

時に必要となってくるからである。 

こうした明確な産業政策ターゲットを新たなビジョン提示型産業政策としてステーキ

ホルダーに示し、彼らの無形資産への投資を積極的に促していくことが求められている。

これが新産業政策への期待となっている。暗黙規範的障壁を打ち壊すためにはより明確な

明文化された産業政策の提示が求められている。その導入によって初めて、より大きな市

場規模の単一市場構築が可能となり、サービス経済化がさらなる経済発展につながってく

ると期待される。 

ミクロの「個人，企業および政府」などの経済学上の定義による意思決定者（それぞ

れの主体が勝手に意思決定しているというイリュージョンを共有しているとみなすことも

できる。）が集まって、その数が統計的多数に達し、ビッグデータとして取り扱うことが

可能になる（こんなあいまいな定義でしか熱力学・統計力学は存在できない。）。これらデ
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ータの統計的集合が「産業社会」を形成する。その活動規模が一定以上の大きさに達する

と、「時代が変わる瞬間」、つまり、熱力学・統計力学でいう「相転移」、最近はやりの言

葉だと「シンギュラリティ」の瞬間に立ち会うことになる。 

この相転移を著者は一種の「「非伝共型」協力現象」だと考えている。 

インダストリー4.0 社会におけるサービス経済の生産性向上（経済成長の原動力となる

経済活動）は、明文化された「新産業政策」に従って社会に実装されることとなるのか、

それとも暗黙規範に従って「相転移・シンギュラリティなど」の非伝共的な協力現象がそ

れぞれの経済主体に生じることによって進展することとなるのだろうか。 

メゾ経済学レベルで分析可能な「産業構造政策分析」は、ひとつの時代の変化を読み

解く数少ないファクトデータを提供することができるツールである。今後も観察と分析を

続けて行きたい。 

 

 

＜注＞ 

1 Alain MINC “La grande Illusion” Grasset (1989)  

2 森川正之著「サービス立国論」p.27 表 1-1 日本経済新聞出版社 (2016) 

3 < http://www.wiod.org/release16 > 

4 OECD、EU、各国政府はサービス産業を、自然収奪部門および物質の加工・生産を行う工業部門を
除くその他の生産部門と「ネガティブリスト」として定義している。学術的には定まった定義はな
い。 

5 前掲書 R. Metters, "personal effort not related to production is not a subject commerce" p.313 
(2010) 

6 R. Maetters, “The Neglect of Service Science in the Operations Management Field”, <Handbook 
of Service Science>, p.311, Springer, 2010 

7 European Commission, COM(2017)2025 of 1 March 2017. 

8「EU 建設は文化統合」から始めるべきだった（ジャン・モネ）。（出典：アタリ） 

9 European Commission, COM(2017)2025 of 1 March 2017. 
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＜巻末参考＞ 

--------------（参考 1）------------- 

＜EU 市場統合政策の概要＞ 

Origin of the trade policy of the EU  

(1) Customs Union of Germany (1834): Deutscher Zollverein 

= elimination of tariffs, unification of currency, unification of metrological system, 

unification of transportation system etc.  

(2) Customs Union of Benelux (1947): elimination of internal tariffs in member 

countries and unification of external tariffs.  

(3) Single market of steel and coal (1951) in ECSC six member countries.  

(4) Customs Union of EEC (1958) : elimination of internal tariffs in member 

countries and unification of external tariffs, expanding single market for all 

commodities. 

 

 

Ref. Gillingham, “Coal, Steel, and the rebirth of Europe”p.363 

 

--------------（参考 2）------------- 

＜サービス経済に関する議論の補足＞ 

マルクス経済学におけるサービス価値の議論は飯盛信男「日本経済の再生とサービス産

業」に詳しく紹介されており、サービスは「非生産的活動」としてそもそも経済活動とは

みなされておらず、非生産財に分類され、その国富生産への寄与が無視され続けてきた。 

このようなサービス経済全体の学術的検討を俯瞰する書籍として、Paul P. Maglio, 

Cheryl A. Kieliszewski, James C. Spohrer が editors となって Springer 社から 2010 年
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に公刊された「Handbook of Service Science1」とか、2017 年の Flemming Sorensen, 

Francesco Lapenta の edit による「Research Methods in Service Innovation」などが

ある。 

 

--------------（参考 3）-------------- 

＜EU 報告で指摘されている暗黙規範的障壁（非規範的障壁）＞ 

(1) Non-regulatory barriers 

<Non-regulatory barriers> (Figure9) 

- Trust and communication between people from different countries is harder, even if 

they speak the same language. 

- Language differences make it difficult to provide services. 

- Other difficulty not related to regulations, requirements or standards. 

  

 
出典：Results of stakeholders analysis, Barriers to providing services: stakeholder exercise, EU 
commission, 2015 

                                                  
1 この「Handbook of Service Science」Part4 に、 Richard Metters, "The Neglect of 

Service in the Operations Management Field", pp.309-319 があり、サービス経済の研

究史が要領よくまとめられている。 
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- Also in the tourism and construction sectors, various stakeholders reported 

problems where insurance companies refuse to insure cross-border activities. (ibid. 

p.5) 

- A Spanish business providing tourism services struggles to provide comprehensive 

solutions including accommodation, food, security and conference services because 

regulation is so different in each of those areas. The business noted that the Services 

Directive simplifies matters for some activities, but it does not apply to security or 

audiovisual services.  (ibid. p.7) 

 

(2) Regulatory barriers 

The issues raised in the course of these workshop were numerous and diverse. What 

follows is a summary and real-life example2 of the problems raised by businesses, 

under the following headings: 

<Regulatory issues> - Registration and authorisation, Insurance requirements, Legal 

form and shareholding requirements, Recognition of professional qualifications, 

other regulatory issues Other regulatory issues mentioned by companies included: 

- Restrictions on the number of apartments available for short-term renting 

- Waste collection rules 

- Restrictions on the operation of tourist guides 

(ibid. p.8) 

<Allocation of workers> - Posting of workers and social security 

<Standardization and administration> - Standards and certification, Points of Single 

Contact and access to information, Tax (direct taxation and VAT), Public 

procurement 
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出典：Results of stakeholders analysis, Barriers to providing services: stakeholder exercise, EU 
commission, 2015 

 

--------------（参考 4）-------------- 

IT 革命の特徴：従来低生産性部門だったサービス業の生産性が向上。ただし、IT 投資だ

けでは、生産性を向上させることはできず、より広範な無形資産の補完的役割が必要。’

Only when they made intangible investments to complement their IT investments 

did productivity growth really take off’(Economic Report of the President 

2007) 
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宮川努 『インタンジブルズ・エコノミー 無形資産投資と日本の生産性向上』 「BBL セミナープレ

ゼンテーション資料」独立行政法人経済産業研究所（RIETI）2016.11.10 

無形資産間の補完性：IT 投資と無形資産投資の相関性を調べると、日本はほとんど相関

性がない。 

• 人材投資は、IT 投資の動きと逆方向に大きく低下している。2012 年でピーク時（1991

年）の 17％ 

• IT 化は、国際競争力の維持のために必須だが、その補完的要素でかつ長期的な蓄積を

必要とする、人材や組織投資を怠ってきたため、短期的に IT 投資で収益を出すことは至

難。→こうした状況下で企業が選択しているのが M&A（既存の人材と組織を買い取る）。 
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宮川努 『インタンジブルズ・エコノミー 無形資産投資と日本の生産性向上』 「BBL セミナープレ

ゼンテーション資料」独立行政法人経済産業研究所（RIETI）2016.11.10 

 

 

宮川努 『インタンジブルズ・エコノミー 無形資産投資と日本の生産性向上』 「BBL セミナープレ

ゼンテーション資料」独立行政法人経済産業研究所（RIETI）2016.11.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔禁無断転載〕 

新たな仏独関係の構築でよみがえる EU  

 
発行日  2018 年 3 月 
編集発行 一般財団法人 国際貿易投資研究所 

〒104-0045 東京都中央区築地１丁目 4 番 5 号 第 37 興和ビル 3 階 
Tel：(03) 5148-2601  Fax：(03) 5148-2677 

 


