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経済学研究 46-2
北海滋大学路線3

サービス産業の分析視点

小林好宏

上問題の所在

は経講のソフト化，サービス化と呼ばれ

る現象について，そ会合潔的根拠を明らかにす

るとともに，経済学における悪業の概念や，

くからとりあげられてきた経済進歩と

の関係自体にも検離を加えながら，その中でサ

を顎らかにすることを自

的としている。

経済学における産業概念のも

あるが，訴統的な新王古典採の経繍理論の枠総み

る場合の読点は，市場構造

の特徴俊明確にすることにある。すなわち経済

分析に探して市場構造が完全競争か独占か寡点

か前提することが必要になる。言うまでもなく

も単純なケースは完全競争を想定し

あり，ぞれは効率的資源寵分と結びつしその

際，価格の停轄性，企業がプライステーカーで

あるとと等が議饗な要国となる。これに対して

寡占そ前提にしたよでの経済全体の弱者毎

分析，あるいは資源配分の分析はむずかしい。

接出や寡占の開題は部分均衡論的に留期設業を

分析するに際して取り設われてきたし，事事去の

場合は企業慢の戦略的行動や交渉ゲ…ムの問題

として扱われるむが主な研究の流れであった。

積場構造設に関連して謹業概念が今日再検討を

る理鳴の一つは，競争政叢との関連におい

てである。独禁法上部題になるのは， r一定の取

引分野において競争を実質的に制限る行為j

である。こり場合の一定の教引分野とは向ーの

事場を指すものと言えるが，胃ーの車場は同時

を意味するか，たとえばサービス

の詩的が問ーであるならば，たとえそのサーピ

スを供給する産業が奥なっていても同ーの市場

ということになるであろうか。たとえ

現在，器定系過檎と移動系過信とに分かれる。

サ}ビスの内容はいずれも声によるメッセージ

えるものであり，当然，両者関に競争があ

る。しかし技術的手設は告動車と鉄道のように

奥なっている~

このような事例は，財やサービスの品質が高

度先し種類が多様北していくにつれてますます

えていくであろう。音声を缶える産業を

の産業というのなら，人や物を議ぶ産業はすべ

て需ーの援業といえるかといえば決してそうで

はないであろう。 l鐙上輸送と議空運輸業，海運

業はすべて異なるし，陸上輸送でも鉄道と自動

というべきである。しか

は代替欝係が少なからずある。

を広くとればもちろん運輸業という範盟にくく

られるとしても，践壌の技欝的性格においては，

軌道系と非軌道系という違いがあるよに，喜重主

主主の場合には，究題の目的地と産援つながって

いる，いわゆるドア・ツー・ドアの輪送である

のに対い鉄道の場合は，告の験送手段によっ

て補完される{特に貨物の場合は)2)。

1 )倒定系の市内驚話はながいこと NTTの独占であ
るが，携機滋話会の塁奏会務iふ市内通話市場における綴
争の効5災者Eなにがしかはもたらした。この場合，産
業分類の範囲を広くとれば，周波系も移動系も問ー
の震安楽であるが，jととえば運輸業における陸上輸送，
海上輸送のように，手段の幾いによって分ければ異
なる産業とも設える。

2 )務実の室長業分類ではそれは分類の大き;1;1，すなわち
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本稿でとりあぜる第2の問題は，サービス化

の本質である。サービス室長識は基本的には組織

再サービスの外部化，市場化kして展開されて

きた。外部化されることにはそれなりの合理的

概拠がある。その根拠そさまざまな角度から検

る。

サービス産業の中には耐久設錆のサービスを

提供する濯業がある。リース業，設備費袋撲が

それであるo他方，サービスを警護捜するlllff~こは，

を購入し自ら設備そ稼働させて事業を行う

と，設備のサ」ビスそのものを購入する場

合がある。ぞれらのいずれを選択するかは，そ

れなりの合理的損鎚にもとづく。

サービス産業について考察する上でもう一つ

の重要な視点はサービス需要関数の特費に

ずる。すなわちサービス消費には持関謂費的な

サービスが多い。時間の重要素がサービス需要関

数の議襲な要因となる。

問題の第3はサービス化と経捺進歩との関連

である。よく知られているように経済進歩とと

もに産業構瀧は変わる。 l次産業から 2

へとウェートを変えていくことは，コ、白血リン・

クラークやホブマンの議論によって衆知のとこ

ろである。サービス住は，このよう

の高度化の流れのよに往置づけられるかどうか

という問題である。これと関連して産業の設洞

化は先進工業悶の必然か，あるいはサービス化

は酪際貿易との関わりにおいて，屋擦i設支にど

のような影響をもたらすかという問題がある。

サービス化の位置づけを顎らかにすることも，

サービス経済を分析する場合の一つの重要な視

点である。

本績ではまず2節で選議の観念の検討からは

約数で処理草されている。 2桁の分類では盤上輸送も

海上輸送も航祭輸送もすべて運輸業である。因みに

これら運裏金業に用いられる機緩設備は輸送用機械で

あるが，それらは獲さに自動家，航空機，船級建撃であ

り， これらは機械室霊祭の中に合長とれる。

じまり，次にサーピス化の進騰を外部化という

視点から分析すFる。第4館では爵久財と耐久財

のもたらすサービスとの程離に注闘し，サーピ

スイ七との関連で分析を進める。 5欝ではサービ

ス化必需要lllUの繋聞から分析する。 6舗ではそ

れを受けたかたちでサービス需要関数について

特に時間の要国に詮苦し分析する。最後にサー

ピス化と

及ずる。

2.産業の嬢念

との関連につ

積7JU産撲を分類する場合，通常の産業分類で

はその産業が供絵する財の用途や物的建質，

る原材料の興需といった技矯的

れている。これに対して経

揖理論との標達で総業を定義すると，技術的分

類とは還った視点が必要になってくる。

綾済学の教科書における産業の斑義の最も

離的なものは，次の的くである。すなわち，密

接な代替関係にある財，サーピスを供給する企

業の群を間ーの産業として主主義している。密接

な代替関係にある対，サービスとは，需要の交

叉弾力伎がきわめて大きい棄さ，サーピスと諮う

ことができるJ企業の製品をX1，j企業の製品を

Xj，それぞれの額格をPr， 1うとすると，需要の交

叉弾力強がま

R 
17 dPr 瓦

この舗がきわめて大きければ企業と j企業

は向ーの産業に擁することになる。
ヲ

丸司 は，個々の企業の製品に多少の濃い

があっても，用途が興じであれば一方の髄格変

化は他方の需要に大きく影響するから，それら

をすべて含めて開一 とみなすことにな

るG 製品差別化がある場合，それぞれの製品の

品質は異なるから，代替関係はやや小さくなる

であろうが，しかし同一用途に撰される財であ

るためそれぞれの企業は持ーの産業とみなすこ
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とができる九製品差別化を定義する場合は，同

ーの製品であるが，それぞれの代替関係は差別

化のない場合にくらべて小さくなる，というこ

とができるだろう。そして製品差別化の度合い

も需要の交文弾力性の逆数であらわすことも

できる。それはあたかもラーナーの独占度が需

要の弾力性の逆数で示されたのと同様である。

製品差別化度をdとしよう。 t企業の価格をP"

i企業以外の他企業の供給量をおとしたとき，

d=1=dPl z 
d~ _ P， d~ P， 

dP， ~ 

で示すことができる。

経済学で産業を定義するときは，価格形成の

あり方が鍵となる。たとえば完全競争と独占と

を区別するときの重要なポイントは，個々の企

業がプライステーカー(価格受容者)であるか，

プライスメーカー(価格設定者)であるかが問

題になるのである。それは市場構造のあり方が

資源配分にどう影響するかということが，中心

問題になっているからである。言うまでもなく

価格は資源の移動にとってのシグナルとなるの

であり，価格がシグナルの役割を果たすために

は需給関係を反映して，言いかえれば資源の過

不足を反映して伸縮的に動くことが必要であ

る。その条件を充たしているところにこそ，完

全競争という市場構造の特別な意味がある。こ

のようにみてくると，産業を定義するに際して，

類似の製品を供給する事業者をどの範囲までグ

ルーピングするかは，結局のところお互いの価

格がそれぞれの製品の需要にどう影響するかが

指標となる。

この視点からすると，その財，サービスの製

造工程や物的特性が異なっていても，用途に共

通性があるならば同ーの産業としてくくること

3 )製品差別化の問題は，最初から同ーの産業であっ

て，用途も生産技術やプロセスもほぼ共通であり，

ただ品質や形態等で差別化されている，というとこ

ろに特徴がある。

ができる。たとえば，従来の電話と携帯電話は，

製品の製造工程に共通する部分もあるが，電線

を必要とするかしないかは大きな違いである。

しかし用途はまったく同じであり，かつ需要の

交叉弾力性はきわめて大きいであろう。したが

ってお互いに競争関係にあり，同ーの産業とみ

ることができる。そうした場合，固定系の通信

産業と移動系の通信産業という区分は産業分類

としてはあまり意味をなさないことになる。

鉄道，パス，自家用乗用車の関係については

どうであろうか。鉄道とパス，あるいは貨物鉄

道とトラックについては，かなり強い代替関係

があった。鉄道業が赤字に転落した大きな理由

の一つにトラックへの代替があったことは間違

いなしユ。しかし一方がドア・ツー・ドアの輸送

であるという点でサービスの質に違いがあると

いう点も見逃せない。かつては，わが国におい

ては，両者は相互補完的役割を果たしていたの

に対して，高度成長期から長距離トラックの需

要が急速に伸び，鉄道貨物に代替するようにな

る。この場合，広い意味では貨物鉄道もトラッ

ク輸送も，運送業という同一の産業に属すると

いうことができる。しかし，生産手段は異なる。

産業を技術的要因でみるか価格メカニズムで

みるかによって，ここには大きな違いがある。

経営学の分野でしばしば用いられる用語に企

業のドメインがある。ドメインは組織体の活動

の範囲ないし領域，と定義されている。ドメイ

ンを定義するときに，それを素材や製品の物的

特性でみるのと機能でみるのとでは異なる。鉄

道とトラックの関係についていえば，鉄道会社

がその事業を鉄道事業としてとらえているなら

ば，鉄道はドメインの物理的，技術的定義とな

るのに対し，輸送事業としてとらえるならば，

それは機能的定義となる 4)。

今日の産業の多様な展開は同ーの機能をもつ

ものの多様化ということができる。つまり，音

4 )企業のドメインについては榊原清則「企業ドメイン

の戦略論J(中公新書1992年)が参考になる。
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声を伝えるという機能は従来の電話も携帯電話

も同じである。そしておそらく経済理論でいう

密接な代替関係にある財というのは，特に機能

面においてあてはまると言っていい。

このようにみてくると，競争政策上の一定の

取引分野についても，機能的なドメインについ

て競争状態がどのようになっているかを中心に

みるべきと思われる。そのことをつきつめて考

えてみると，人々が得ょうとしているもの，言い

かえれば効用をもたらすものは財そのものでは

なくて，財の機能であるということを意味する。

ナイチンゲールは，産業の概念についてこれ

までの議論を整理し問題を提示している 5)。彼

はアンドルースの研究を引用し，そこでの問題

を批判的に検討する。アンドルースは，産業を

個々の事業のグループと定義するが，したがっ

て逆に個々の事業は， I十分に同種の生産過程で

活動する事業から成る産業のうちに含まれるこ

とになる。」産業の主要な性格は技術と生産のプ

ロセスにあるとみている。同時にアンドノレース

は長期，短期という時間的要素と産業の概念の

関わりについて示す。アンドlレースは，せまい

事業のグルーピングは短期に，広いグルーピン

グは長期の分析に妥当すると指摘している。つ

まり，技術や生産過程は固定的でなく，長期的

には変化する。したがって長期の分析において

は，技術，生産過程の共通項の範囲はより広く

なる。

ところで産業は売手のグループであるが，売

手と買手の相対する場は市場である。すなわち，

供給側だけでなくその反対側に顧客のグループ

がある。すなわち特定の商品の市場とは，商品

に対する顧客のグループから形成される。

供給者のグループである産業に対して，その

製品の顧客が対応する。

さて，アンドlレースの産業の定義は，ほぽ同

種の技術，生産過程をもっ事業のクゃループとい

5 ) J.Nightingale， On th巴Difinitionof ‘Industry' and 

‘Market'， Journal 01 lndustrial Economics， vol. 
27， No.1， sept. 1978. 

うことであるが，当然その産業には潜在的な競

争者がある。事業活動の計画期聞が長くなる程，

潜在的競争者の範囲は広くなる。長期において

産業は潜在的競争者まで含めて考える必要があ

る。長期においては技術の変化があり，新技術

をもって同ーの用途に供する財を提供すること

がある。

ナイチンゲールは，アンドルースの定義を検

討し，産業概念として不十分な点を指摘するが，

それは財の用途機能と物理的性格との問題に関

連する。アンドルースは，同一の原料，同種の

生産過程，生産技術をもつものを同ーの産業と

しているが，しかし，同じ機能をもっ品目が異

なる原料からつくられる例は多い。ぴんと紙パ

ックは原料をまったく異にするが，包装容器と

して共通の財である。屋根には木の屋根， トタ

ン屋根等まったく原料を異にするものがある。

こうした例は枚挙にいとまがない。

基本的には，財の機能を中心にみるか，物理

的性質でみるかの問題であるが，現実の産業分

類はどうであるか。

ナイチンゲールは，国際標準産業分類 (SI 

C) Standerd Industrial Classificationについ

て，それがアクティビティの概念にもとづいて

いることを指摘した上で，オーストラリアの標

準産業分類を例にその分類基準を示している。

a) 物的構成と製造の段階

b) 使用のされ方

c) 加工，技術，生産組織

これら三つを基本に分類している。これと経済

理論における産業のくくり方には，若干のずれ

がある 6)。

産業概念をどこを中心にとらえるかは，企業

6 )ナイチンゲールは，主として産業分類上の問題点に

ついて指摘する。事業所統計の分類と企業統計の分

類との違い，技術的境界(同ーの技術とみるか他の

技術とみるかの区別)を，同じグループ内の他の技

術的境界におかずに他の産業との技術的互換性をも

っ産業を区別する，という問題点など，統計分類上

の問題点に注目している。しかし分類上の重要な点

は，企業の戦略，とりわけ多角化戦略に際してどこ

を戦略ポイントとするかに関わってくる。
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が多角化していく場合の戦略と関連する。

競争政策との関連で産業及び市場をみた場合

に，次のことが検討されねばならない。市場構

造を問題にするときに，最も単純に扱うと企業

が直面している需要関数は消費財ならば理論的

には，消費者の需要態度から導かれるものであ

る。しかし現実には卸売業，小売業という流通

段階が聞に入り，製造業が直接相対しているの

はこれら流通業者である。経済理論では，製造

業と流通業の関係では流通業者があたかも消費

者の需要態度を代弁しているかのように暗黙の

うちに前提して議論を展開している。さもなく

ば，流通業者があたかも製造業の販売部門であ

るかのように消費者と相対しているように前提

している。その場合の売手は流通業，買手は消

費者である。すなわち流通業者は買手としては

消費者を代弁し，売手としては製造業者を代弁

していることになる。

しかし流通部門が製造業から分離し独立した

場合に，販売業者の独自の戦略が生まれるかも

しれない。先に示した暗黙の前提が現実に妥当

するのは，各段階の取引関係において完全競争

が成り立っている場合である。競争政策上問題

にされてきたのは，メーカーによる流通経路の

支配(メーカーによる売手独占的状況)である

が，買手独占的状況ももちろんあるし，双方独

占的ケースもありうる。このように流通過程の

独自性を考慮に入れた場合には，販売業者の需

要関数と最終消費者のそれとの聞には若干の距

離が生ずるかもしれない。したがって産業論的

視点から市場の機能を論ずる場合には，それぞ

れの段階での取引当事者聞の関係の特徴を明示

する必要があるだろう。

現実の流通段階の特徴はさまざまである。最

も一般的には製造業が卸売業と相対し，卸売業

が小売業と相対し，小売業が消費者と相対する

というかたちであるが，製造業が直接消費者と

も相対する，すなわち小売機能をもっ場合，卸

売業が小売も兼ねる場合，特約庖制度の存在等，

さまざまである。どのようなかたちにせよ各段

階で売手と買手が相対しているのであるから，

それぞれに市場が成立している。その市場にお

ける競争形態が問題になる。タイプ分けしてみ

ると，すべての段階で完全競争が成り立ってい

る場合，小売段階のみが完全競争である場合，

卸売，小売段階は完全競争であるが，メーカー

と卸売りの聞には売手独占的状況がある場合，

逆に，流通業者が買手独占的に小規模生産者と

相対している場合等に分けられる。先に述べた

ように，すべての段階が完全競争的である場合

には，メーカーが直面する需要曲線は最終消費

者の需要態度から導出されたものとほぼ等し

い。その場合には，各段階ごとに個々の売手が

直面する需要曲線は横軸に水平である。しかし，

流通系列化が進んでいたり，メーカーと卸売り

とが双方独占的である場合や，メーカーとの聞

に継続的取引関係が成立している場合には，状

況は異なる。

以上は，市場構造をめぐる産業論上の問題点

についてみたものである。売手と買手との関係

を生産者と消費者という関係に単純化してとら

えるのでなく，生産者から販売部門が自立し，

流通過程が生まれた場合の市場構造の問題が，

より複雑になることを示している。これをサー

ビスまでに拡大したときに，きわめて興味深い

問題が生ずる。

たとえば乗用車は製造業で生産されるが，消

費者にとっては乗用車を購入して自ら運転する

場合と，レンタカーを借りて運転する場合の二

つの選択肢がある。同じことは電気洗濯機を購

入して自分で洗濯する場合とコインランドリー

を利用する場合についても言える。いずれも耐

久財に関して発生することであるが，レンタカ

ー会社もコインランドリーもサービス産業であ

る。同じことは製造業や建設業，運輸業につい

ても言える。機械設備を自ら所有して事業活動

を営む場合と，設備機器をリース業から借りて

事業活動を営む場合がある。この場合， リース

業はサービス業である。

さて，レンタカー会社もコインランドリーも，
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リース業も，いずれもサービス業であるが，こ

うしたサービス産業の発端は後にみるように組

織内部のサービスの外部化である。それは利用

する当事者にとってそれを利用する方が合理的

である根拠があるから生じた。サービス産業の

発端はそうした側面を持つ。他方，社会的にみ

て，サービス業の介在を経済厚生上どのように

評価しうるか，という問題がある。すなわち当

事者にとってのコスト節約が社会的にみてもコ

スト節約になっているかどうかという問題であ

る。

流通業も歴史的にみれば生産者の販売活動が

外部化され自立したものであり，サービス業も

同様に組織内部のサービスが組織から独立した

ものである。いずれの場合も当事者にとって合

理的根拠をもっている筈である。それが売手に

とってのコスト節約というのみならず買手にと

っての利便性の増大や選択の幅の拡大あるいは

コストの節約をもたらしているかどうか，それ

はサービス業の進展の社会厚生的意義を評価す

る重要なポイントとなる。

3. サービス産業の成立ー-'J十部化をめぐって

本節では，サービス化の基本要因を特に組織

内サービスの外部化との関連において分析す

る。サービス化をとりあげる場合，ここで二つ

のことに注意しておかねばならない。第 1は，

サービス産業を組織内サービスの外部化，市場

化という視点でとらえるなら，それは決して最

近の現象ということではなく，相当古くから進

展してきたことであるという点である。したが

って最近のサービス化現象が特に際立つている

としたならば，それが何故ここ 10数年の聞に

急速に進展しているのかを明らかにしなければ

ならない 7)。第 2に，サービス化の要因は外部化

の他にもいろいろ考えられるが，それら要因を

7)わが国の場合についていえば，第 1次石油危機後の

1970年代後半からこの傾向がめだちはじめている。

同じ次元で比較しうるか，という問題である。

外部化という現象はきわめて抽象的包括的概念

であり，流通過程が生産者から分離して自立す

るのも外部化であるし，家庭内での子供の教育

が専門的教育機関にゆだねられるのも外部化で

ある。したがってニュービジネスと言われるも

のもつきつめてみれば多かれ少なかれ外部化な

のであって，その意味ではほとんど多くのこと

が外部化の概念で包括されうる。しかし最近の

サービス化には，外部化という概念に包括され

るとしても，それだけでは説明しきれない特殊

時代的要因があるかもしれない。その点を区別

して論ずる必要がある。

本節では，まず外部化一般についてその理論

的根拠を示し，次節では特にサービス産業の中

で耐久財のサービスを供給する産業を中心とし

た問題点を分析しよう。

生産活動を中心に経済活動をみる立場からす

れば，流通もサービスも外部化としてとらえる

ことができる。そして外部化はそれをもたらす

根拠がある。経済理論においては，ある組織や

制度が生み出されてくるということは，それが

古い組織や制度にくらべてよりコストを節約す

るからである，と説明される。外部化もそうで

あって，生産者が製品の販売を同時に行ってい

たものが，生産と販売を分離するのも，コスト

節約をもたらすことになる。女房が機を織り，

亭主が町へ売りに行くというのは生産と流通の

家庭内分業であり，家内工業という一事業体の

内部で行われていたものであるが，販売を家庭

外の商人にゆだねると，そこで運送や販売が外

部化され，家庭内分業が社会的分業へと変わる。

もっとも，このような生産と販売の分離を組織

内サービスの外部化の範時に入れるべきかどう

かについては異論がありうるであろう。販売活

動は，事務所の清掃や警備といった組織内サー

ビスとは異なるという見方も十分可能である。

しかし，いずれもそのコストが買手に売渡され

る財の価格に含まれている点では同じである。

販売が生産者から独立し事業となるのと同
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様，サービスも家庭や企業内のサービスが外部

化し市場化されたものと言っていい。ただ，サ

ービスの場合は家庭内サービスという所得形成

に関わらなかった無償のサービスも市場化さ

れ，国民所得を形成するという点で違いがある。

商業の形成は国民所得に新たに付加されるもの

ではない。同様に企業内サービスも，すでに企

業の生産額の中に含まれていた部分が外部化さ

れただけであるが，家庭内サービスは無償のサ

ービスであったものが市場取引の対象になるわ

けであるから，それだけ国民所得に付加的な価

値を加えることになる。

しかし，いずれの場合も組織体においては外

部化するほうがコストを節約する。コストを節

約する根拠は，基本的には専業化，特化(分業

化)とそれにともなう規模の経済効果によるコ

スト低下にある。(それに次いで多くみられるの

は賃金格差であろう。)

流通の場合とサービスの場合で若干異なるで

あろうが，基本的には同じメカニズムに依存し

ているとみてよい。女房達の織った反物をそれ

ぞれの亭主達が町まで運び売って廻るよりは運

送と販売を専門の商人にゆだねたほうがコスト

節約になることは間違いない。それに諸国を歩

き廻る商人は町の市場についての情報を持って

いる。規模の経済性，専業化によるコストの節

約，情報コストの節約がある。各家内工業から

みれば商人を利用することのほうが取引コスト

を節約する。

流通の自立化は基本的にはこのメカニズムに

よっている。

サービスの場合についてはどうか。これも基

本的には同じであるが，これを対個人向けサー

ビスと対事業所向けサービスとに分けて考えて

みよう。

事業用サービス業の場合，事業者に設備等を

供給していた企業が，その付帯サービス部門を

独立させたケース，設備の修繕，メンテナンス

業等と，事業者が自身のために行っていた組織

内部のサービスを独立させたケースの二つに分

けることができる。製品の付帯サービス部門に

ついては，おそらくその国によって成立事情は

異なるであろう。日本のように製造業が製品の

販売のみならずきめ細かく付帯サービスを供給

していた場合，このサービス業は多くは製造業

の付帯サービスとして提供されていたものが独

立したケースが多いだろう。これに対して，製

造業とは企業的つながりを持たずに，自立的に

成立した修繕やメンテナンスのサービス業もあ

るだろう。いずれにしてもこれらは流通部門が

自立化するケースに似ている。すなわち製品の

販売の過程での付帯サービスにせよ，販売後の

アフターサービスにせよ，対顧客サービスであ

り，販売と同様，顧客の手に渡るものである。

これに対して事業所内部のサービスの外部化

には，調査，ビル管理，ビルメンテナンス，清

掃などがある。最近のコンピューターのソフト

ウェアなどは，いずれかといえば内部サーピス

の外部化に含められよう。

いずれの場合も，サービスを専門化し，その

専門業者にゆだねることによる分業の利益があ

る。更に多くの場合，規模の経済性が発生する。

サービスの専門業者は，扱う対象がー企業にと

どまらないから当然，サービスの供給規模は増

大する。

では家庭内サービスの外部化はどうであろう

か。古くさかのぽれば，教育も親が子に対して

授けてきたものが学校という専門機関にゆだね

られるようになったものであるし，医療もそう

である。これらの例にまでさかのぼって考えて

みると，明らかに家庭内サービスは外部の専門

家の手にゆだねられるようになるとともに，よ

りサービス内容が専門化，特化，高度化してい

るということがわかる。もちろん規模の経済性

が働く。主婦が家族にのみ提供していた給食サ

ービスが外部化される場合を考えてみると，一

人の主婦が数人の家族に対して提供していたサ

ービスは，外食産業においては一人の従業員は

おそらくその何倍もの顧客に対してサービスを

提供していることになる。来客を招くことが年
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に数回あっても，かつては家庭では応接間を用

意していた。その利用度は低い。他方，会場提

供産業は各室について 1年365日の大半を稼働

させている 8)。

このように資源利用をいっそう効率的にして

いる。これを整理してみると，外部化は基本的

には①社会的分業の拡大であり，②それは専門

化，特化を意味し，多かれ少なかれサービスが

より専門化することにともなう質の高度化があ

り，③規模の経済効果をともなっている。

このことは裏を返して言えば，サービス化社

会が専門化，特化のより進んだ社会であること

を意味してる。そして，サービスの外部化によ

って，当事者はコストを節約している。

ここでの問題は次の点にある。組織内のサー

ビスを外部化させた場合，多かれ少なかれ当事

者は雇用を節約している。他方，外部化し自立

したサービス業は生産性を増大させている。し

たがって，外部化によって全体としての雇用

は他の条件が不変ならば減少するかもしれな

。
)
 

9
 、
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もしサービス化を外部化のみから説明すると

すれば，それが雇用に与える影響はむしろ雇用

節約的となるはずである。しかるにサービス産

業の雇用の増大は，サービスを外にはじき出し

た企業の雇用減少をカバーしているかにみえ

る。これは何故か。

第 1に考えられることは，受けとるサービス

8 )かつて家庭には応接間があり，冠婚葬祭その他の行

事はそれぞれの家庭で行われた。今日，そうした行

事は外に会場を求めて行われる。冠婚葬祭産業が発

達する。ホテル，会館，葬儀社が会場提供と行事の

運営サービスを行っている。これは一方で、家庭内の

スペース節約であると同時に規模の経済効果を発揮

しているものでもある。

9 )企業内サービスを外部化することによって企業内

の雇用を節約するのと同様，企業内，家庭内の会議，

パーティー，冠婚葬祭を外部の会場に求めるのは，

企業内，家庭内のスペースを節約する。しかし他方，

会場提供産業のスペースは増大する。トランクルー

ムサービス業のスペースは拡大するが，家庭内の押

入れや納戸は節約される。スペースについても増減

両方の傾向がある。

の質の向上のみならず量も増大しているという

ことである。

第 2に，家庭内サービスの外部化の場合には，

サービスを外部化することによって家庭内雇用

が減るというものではない。父親が子供に対す

る教育を外部にゆだねたからといって父親が職

を失ったわけではないことは明らかである 10)。

このことと関連しておそらく，第 3に，兼業的

に行われたサービス部分が自立し，個人はます

ます専業化している，ということがあるであろ

う。これはおそらく企業組織内部の分業化の進

展とも関係がある。この点については，企業規

模の増大の場合にはよくあてはまると思われ

る。逆に零細企業は分業の反対で、兼業の効率性

を発揮するということがあるだろう。「社長兼小

間使い，電話番jという表現は，それを意味し

ている。

しかし，いずれにせよ組織内サービスの外部

化は，組織の生産性増大とコスト低下をもたら

したが，社会全体の雇用減少にただちにつなが

ったわけではなしむしろ新規雇用を増大させ

てきたと言える。

4.耐久財とサービス

サービス産業の一つの特徴は，耐久財あるい

は資本ストックのもたらすサービスを産業化し

ているものが多いという点にある。人的サービ

スを主とする産業の場合も，人材というストッ

ク，すなわち人的資産のサービスを提供する産

業であるということができる。

本節ではこのような耐久財のサービスを産業

化している場合の合理的根拠を求めることを通

じてサービス化の意義を考察する。具体例とし

10)主婦の家事サービスが外部化された場合は，外食産

業の雇用やベビーシッター，家政婦等の雇用を増や

すが，家事労働は市場化されていたわけではないか

ら，主婦労働の軽減は雇用の減少にならない。した

がって，家庭内サービスの外部化については雇用の

増大効果のみが生ずる。
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てすでにリース業，レンタカーやコインランド

リ一等を挙げた。これらは企業や家計が直接耐

久財を購入して財，サービスを供給したり家事

サービスを行ったりする代わりに，耐久財を所

有せずそのサービスを購入して事業活動を行っ

たり家事サービスを手に入れたりすることを意

味する。そこでの問題はミ当事者が資産を所有

することなくサービスを購入して経済活動を行

うことの合理的根拠は何かということ，更に，

そのようなシステムが社会全体としてコストを

節約しているかどうかということである。

まず家計が耐久消費財を購入する代わりにサ

ービスを購入する場合を考えてみよう。家計も

企業と同様，生産活動を行っていると考えるこ

とができる。この場合耐久消費財は家計の生産

活動における資本財である。しかしながら家計

の場合はその資本財を稼働させて収益をあげる

わけではない。一般家庭で耐久財を所有するか

サービスを購入するかの選択においてまず最初

に考えられるのは家事労働の軽減である。まず

最初に，耐久財の購入そのものが家事労働を軽

減すること，それが純経済理論的にはどのよう

な合理的根拠を持っているかを示し，次に，耐

久財を購入するか耐久財のサービスを購入する

かの選択問題を考えてみよう。

まず耐久財の利用によって節約される家事労

働時聞を年間T時間とする。家事を担当する主

婦の市場賃金を W とし，年利r%，耐久財の耐周

年数を t年とすれば，耐久財の利用によって得

られる利益は，将来にわたる家事労働節約の市

場価値の割引現在価値に等しいから，その利益

Rは，

WT WT WT 
R=一一一一+一一一一一一+…十一一一一一

l+r (1+r)2 (l+r)t 

である。他方，耐久財の価格をCとすると，

C < R 

である限り，耐久財を購入するほうが有利であ

る。

次に，家計が耐久財を購入せず，耐久財のサ

ービスの供給を受けるとする。その場合はどん

な合理的根拠があるか。このケースはいろいろ

に分かれる。洗濯の場合を考えてみよう。洗濯

機を購入するかコインランドリーを利用するか

という選択問題と，洗濯機を買うかレンタルで

借りてきて自宅で洗濯をするかという選択問題

の二つに分けて考えることができる。まず前者

から考えてみよう。

もしコインランドリーを利用するほうが，洗

濯機を買うよりも，より時間節約になるのなら，

コインランドリーを利用するほうが有利であ

る。しかしコインランドリーの事業者は洗濯機

の価格を上回る将来収益を得ることを期待し，

そのような利用料金を設定するだろう。それで

もコインランドリーを利用する人のほうが多く

の人にとって有利と言えるであろうかω。

次に後者について考えてみよう。家庭が洗濯

機を購入するかレンタルで借りて洗濯を行うか

の選択基準は何か。この場合，家事労働の節約

時間は変わらない。もし所有する洗濯機の耐周

年数とレンタルで利用する年数とが等しけれ

ば，レンタル会社の利益を考慮するなら，当然

レンタルのほうが高くなりそうである。それに

もかかわらずレンタルで耐久財を利用するケー

スが少なからずあるのは，それなりに理由があ

る。

先のコインランドリーを利用する場合にせ

よ，レンタルで耐久財を利用する場合にせよ，

それらを利用する理由は他にある。たとえばサ

ラリーマンが 2年あるいは 3年という期間単身

赴任の生活をしている場合，耐久財を買わずに

レンタルで聞に合わせたり，コインランドリー

を利用することがある。この場合，もし耐久財

を購入したならば転勤で再びその地を離れる際

に，耐久財を売っていくことになるかもしれな

11)コインランドリーの利用料金を一定とする。 t期に

わたる総支払額の割引現在価値が洗濯機の価格を上

回ったとした場合には?その差額を補うだけ家事労
働の節約の利益がなければならない。
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いが，その売値は耐久財の残存価値よりもかな

り低いかもしれない。その場合はレンタルで聞

に合わせたほうが有利である。同様のことは普

通の家庭でも起こりうる。技術進歩によって

次々に新製品が登場する場合には，すでに買っ

た製品の残存価格が急落することがありうるの

で，耐久財の購入を手控え，しばらくはレンタ

ルで、間に合わせるということが起こりうる。当

該耐久財の利用期間と，その間に生ずる新製品

の登場とそれによる旧製品の陳腐化という問題

がここでは重要である。

他方，先のコインランドリーやレンタル会社

の側からみた場合はどうであろうか。コインラ

ンドリーについてみると，個人が洗濯機を利用

するのはある限られた時間であるという点に注

意しなければならない。事業者の場合は，同ー

の機器を多数者に利用させることができる。こ

こで大事な点は，耐久財のサービスについては

稼働率と時間の要素が重要であるということで

あり，そこが通常の消費とは異なる点、で，サー

ビス産業成立のー要因となっている。

さて，先の陳腐化に関してもう少し考えてみ

よう。中古品を売る場合に，残存価値よりも安

い価格でしか売れないという場合，その価格差

はサンクコストとみなすことができる。どれく

らいのサンクコストがかかるかは確実には予測

できない。技術進歩による新製品の性能が向上

するほどサンクコストは高くなる。これはリス

クである。また実際に中古品を売る際に中古市

場が未発達で買手がみつけにくいという場合は

取引費用が高くつくと考えることができる。

このようにみてくると，耐久財を所有するか

サービスを買うかは，耐久財所有によるリスク，

不確実性の存在や取引費用の高低にも依存する

と言える。耐久財のサービスを提供する産業は，

こうしたリスクを軽減させる。リスクシェアー

を行う産業でもあると言える。

以上のことは事業向けのサービス業，すなわ

ちリース業やレンタル業にもあてはまるであろ

う。リース産業について考えてみよう。

製造業が設備を所有せずリースによって事業

活動を行う理由はさまざまある。

I)技術進歩が盛んでより良質の機械設備が

あらわれる場合，リース契約を破棄して

新設備に借り替えることがある。契約破

棄のコストを支払っても，新設備を利用

するメリットのほうが大きいこと。

II)上述のような状況で，リース契約の期聞

を設備の耐用年数より短く設定する，と

いうやり方もある。

III)退出する場合のサンクコストが小さくて

すむ。自分で設備を所有する場合，より

良質の機械設備が現れると，中古の設備

を売却するとしても，その価格は当初の

残存価値よりも低下する。

IV)一般的にいえば，リースによるほうが事

業活動は身軽である。

V)立地点を変更する場合の移動のコストが

かかる。リースやレンタルの場合は移動

のコストカ河岳い。

1) ~IV) は，いずれも関連がある。もし完全

競争，完全予見が想定されるなら，リースであ

ろうと，設備を保有する場合であろうと無差別

である。リースが選択されるのは，なんらかの

摩擦的要因，市場の不完全性，不確実性等があ

る場合である。これらの中で最も基本的要因は

不確実性であると思われる。技術進歩が進む場

合は，既存設備の収益率は低下する。このよう

な場合，状況の変化に容易に対応できるために

は，できるだけ身軽で、あるほうが望ましい。ち

ょうど家計がクルマを利用する場合に，より性

能の良い車が出現する場合には，直ちに良い車

に買い替えるということがむずかしい。その場

合にはレンタカーを選んだほうが合理的であ

る，というのに似ている。

さて，もし企業が新設備の出現を予想して設

備の物理的耐周年数を下回る期間についてリー

ス契約を行ったなら，リース会社は古い設備を
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引き取ることになる。もしその設備が利用され

なければそれは破棄され，残存価値はゼ、ロとな

る。

リース会社は損失を蒙ることになりそうであ

る。しかし，もし中古市場が成り立っていて中

小企業などが古い設備を安いコストで利用する

ということになれば，破棄は必要ない。耐久財

の存在する場合，市場の階層性があることによ

って社会的にはより効率的な資源利用が達成さ

れることになる。

耐久財を所有するよりもリースやレンタルで

利用するほうが状況の変化に対応しやすい。リ

ースの場合，契約の形態が弾力的であれば，長

期にわたってリース契約で事業を営む場合につ

いても，企業は状況変化により柔軟に対応しう

る。これらは不確実性に対応したリスクシェア

リングの方法とみることができる。

では，社会厚生上，耐久財を所有してサービ

スを供給する産業の成立は，社会的厚生を改善

すると言えるであろうか。これは，事業体が資

産を所有して事業活動を行う場合と，資産を所

有して賃貸を行う企業が聞に介在する場合との

違いである。

この場合，二つの問題が考えられる。

技術進歩が存在する場合，既存設備は物理的

陳腐化の起こる以前に経済的に陳腐化する。物

理的耐周年数を残したまま破棄されるとすれば

その破棄される残存価値の分だけ社会的損失が

発生する。これは技術進歩のコストということ

ができる。もちろん，技術進歩による利益が旧

設備破棄のコストを上回ることは当然でトある。

個別企業にとっては残存価値の低下，あるいは

破棄によるコストを上回るだけの新設備による

期待利益があるからこそ，新設備に置換するの

であるが，社会的にみれば破棄される価値の損

失分が発生している。だがもし，中古市場が成

立し旧設備を低コストで利用する事業者があれ

ば，社会的損失を防ぐことができる。国内的で

あれ国際的であれ，このような市場の階層化は

社会的資源の有効利用をもたらす。

リース方式は，こうした技術進歩の進展が個

別企業にとって予見困難である場合に，有効で

ある。リースやレンタルが有効であるためには，

中古市場を含めたストック市場が有効に機能し

ていることが必要になる。

資産の価格は資産所有権の代価であり，山サー

ビスの価格は，資産の使用権の代価である。土

地で言えば地価と地代の関係である。地代にせ

よビルのテナント料にせよ，理論上は資産価格

と連動している。しかし仲介事業者の存在は，

それだけ社会的コストを高めるように見える。

だ、が，不確実性が存在する場合は，不確実性の

コスト，すなわちリスクプレミアムがかかる。

サービス業の存在はリスク軽減をもたらすとす

れば，全体として社会的コストを節約すると考

えてよい。それは金融市場において，金融仲介

業の存在が取引コストを節約することと同じで

ある。

このように， リース業やレンタル業のような

サービス業は，技術変化の激しい経済のもとに

おけるリスクや不確実性を軽減する産業である

と同時に，階層市場を仲介する側面ももっ。

5. サービス化一一需要側の要因

これまで，サービス化を主として内部サービ

スの外部化という視点と耐久財あるいは資産ス

トックのサービスの自立(ストックとサービス

の分離)という視点から，その合理的根拠をみ

てきた。

外部化にせよストックとサービスの分離にせ

よ，それをもたらす合理的根拠があること，そ

れは多かれ少なかれコスト低下をもたらすこ

と，あるいは多くの場合，専門化による質の高

度化があること(たとえば家庭内教育から学校

教育へ，家庭内治療から専門医療機関による医

療へ)が示された。こうした外部化は，流通過

程の生産過程からの分離独立についても同様に

あてはまる。

しかし今日，事業体が販売部門を統合する場
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合もあれば分離する場合もある。分離と統合と

いう視点からみると，分離が外部化なのであり，

分離と統合はいずれも生じうることであって，

常に分離を続けてきたというわけではない。し

かし，歴史的にみれば第 3次産業の拡大過程は

分離の過程でもあると言いうる。分離(外部化)

する場合も統合(内部化)する場合も，それぞ

れに合理的根拠がある。そのときどきの状況に

よっては分離していたものが統合されることも

ある。他方，歴史的傾向としては分離が進み，

外部化された商業やサービスが産業として定着

しているものが多い。であるとすれば歴史的傾

向としての外部化の基本要因と，そのときどき

の状況によって外部化したり内部化したりする

要因とを区別する必要がある。また純理論的に

は，完全競争，完全予見(取引コストゼロ)の

世界においては，分離も統合も無差別である。

いずれかのシステムが採用されるというのは，

そちらのほうが取引コストを節約するとか，リ

スクを回避できる，といった理由があるからで

ある。

では，歴史的傾向としての外部化の要因は何

であったのか。

これはすでに述べたように，分離，すなわち

専門化は社会的分業の進展であり，生産性を増

大させてきた，ということである。この場合，

組織内分業から社会的分業への変化という点が

重要でトある。女房が機を織り，亭主が町へ売り

に出るというのは家庭内分業である。専門の商

人が登場し販売を引き受けるという場合は，一

軒の機織りの販売のみを引き受けているのでは

ない。専門商人としての彼は，市場情報，販売

テクニックを所有し，その優位性をもって多く

の機屋の反物の販売を引き受ける。

これに対して，メーカーが自社の販売部門を

独立させたり逆に統合したりするのは，メーカ

ーの組織内の効率性に関わることであって，社

会的分業の進展には直接はつながらない。分離

や統合を繰り返すのは同一企業の部内の分離又

は統合である。

したがって，サービス化を外部化としてとら

えるときには，この点を明確にしておかねばな

らない。外部化は，特定企業や家庭の内部サー

ビスが，その企業や家庭にのみサービスを提供

する機関として独立したわけではない。その意

味で多かれ少なかれ規模の利益をともなうので

ある。

このような外部化は専門化，サービスの質の

向上，生産性の上昇あるいは大規模化の利益を

もとにしている。

同じことは耐久財とサービスの分離又は統合

についても言える。

リース産業はー企業のみを対象にして機械設

備を賃貸しているわけではない。レンタカーも

同様である。地主と小作人の関係もそうであり，

ビルのオーナーとテナントの関係もそうであ

る。耐久財，ストックの所有者と借り手の分離

は，サービス業の外部化一般と共通の面を持つ

ている。

事業所統計に示されるサービス産業の中に

は，ニュービジネスと呼ばれるものがある。こ

れまで述べてきた外部化や耐久財のサービスと

いう範時にははまりきらないものも多くみられ

る。また所得水準の上昇にともなって発生した

サービスへの需要もある。さまざまなサービス

産業の中で基本をなすものは，これまで述べて

きた社会的分業の特化，拡大をともなうもので

あり，分業，専門化による質の向上と生産性の

増大をともなうものであるということができ

るo

これに対し，所得水準，生活水準の向上によ

って発生した需要，いわゆる人々のニーズの多

様化や質の向上への欲求から生まれたサービス

への需要に応ず、るサービス産業がある。これら

は需要主導型サービス産業と呼ぶことができる

が，それは主として対個人向けサービスに多く

みられる。

ここで注意しなければならないのは，外部化

という範時でくくったサービス業の多くが需要

誘導型でもあるという点である。外部化は，内
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部サービスを外注する側の合理的根拠を持つと

同時に，外部サービスを需要する要因もある。

特に対個人向けサービスの場合はそうである。

教育，医療サービスはもとより外食産業も，需

要側の要因がきわめて強い。

所得水準，生活水準の向上とともに拡大した

サービス需要の中で典型的なものは，高等教育

サービス，文科芸術サービス，旅行，観光関連

サービスなどである。これらは外部化の範障に

入りうるところもあるが，動因としては所得水

準の上昇や余暇時間の増大によるところが大き

い。次節では，これら教育や文化サービスへの

需要についての理論的問題に触れよう。

6.サービス需要関数について

サービス需要の中で特徴的なことの一つは，

時間消費的であるということである。これは文

化，芸術，教育，その他スポーツ，娯楽，興業

サービスにおいて顕著である。そしてこうした

サービス産業への需要は，所得水準の上昇と余

暇時間の増大とともに増加してきた。これは最

近のサービス化を説明する一つの要因であると

同時に，所得水準の上昇，余暇時間の増大は，

かなり歴史的趨勢とみることができるから，一

時的な現象ではなく，長期的傾向ということが

できる。では，この種の文化サービス需要関数

はどのようなかたちをとっているか。

通常の財への需要は，その財の価格と所得の

関数としてあらわすことができる。

Xn=f (Pn， y) 

Xnはη財の需要量，Pnはη財の価格，yは所得で

ある 12)。文化サービスの場合，時間消費的である

というところに特徴があるが，これに加えて，

今日，重要な特徴として指摘しうるのは高度な

文化であればそれを消費する知識や技術が必要

12) Yは代表的個人の所得水準と解釈してもよいし，買

手の所得総額と考えてもよい。

になることである。これも ηの需要に影響する

重要な要因である。もう一つは，この種のサー

ビスは地域性を有するということである。すな

わち，人が通ってこられる範囲内に市場が成立

する。したがって，これらサービスが市場的に

成り立つにはある程度の都市の集積が必要であ

る。消費しうる能力，消費スキルをお都市の集

積を示す指標をCとし，サービス消費に要する

時間をzとすると，

Xn=f (凡， 1'; s， Ts， C) 

とあらわすことができる。

しかしCの扱いは，いわば制約条件とみるこ

ともできる。c~ Cm， cmは当該サービスの成

立するミニマムの人口規模である1九

文化サービスの場合は，市場規模は所得増加

と同じ役割を果たす。すなわち需要曲線のシフ

ト要因となる。人口10万の都市で辛うじて成り

立つサービスは， 20万都市では，需要が人口に

応じて増大する。もし需要関数を単純化するな

ら，人口規模は所得と同様に扱っていい。つま

り個人の所得が変化するのも需要曲線のシフト

要因であるが，人口増加による需要曲線のシフ

ト要因もある。その意味で，需要関数のYは個

人の所得水準と人口規模の複合変数であると定

義づければよい。

一つの扱い方は c~ cmという制約条件

であり，それ以上の人口増加はYの増大に含め

て考えるという方法である。

では時間の要素は需要にどのように影響する

であろうか。時間消費的サービスの場合，サー

ビスの市場価格に加えて時間消費にもとづく遺

失所得を考慮、しなければならない。遺失所得は，

需要者の賃金にサービス消費の時聞を掛け合わ

せたものである。サービスの市場価格に，この

13)通常の財の需要関数では市場の規模を明示的に示

す必要はない。関連があるのは市場の規模に比して

相対的に企業規模が大きな割合を占める場合，潜在

的な競争者の参入の可能性とそれに対する既存企業

の価格設定戦略が問題とされるような場合である。

これは参入阻止価格論として知られる。
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遺失所得を加えたものを完全価格(フルプライ

ス)とし，J{であらわすと，

Xn = f (I{n， Y， s) 

のように示すことができる。

Ptn=P+ω弘

Wは時間当たり賃金，九は当該サービスの消費

に要する時間である。W九はサービス消費による

遺失所得である。

さて，このような需要関数が想定されるとし

たなら，一般的に所得と余暇の増大がサービス

需要を拡大するといわれる現象は，理論的にど

のように説明されるであろうか。

Yの増大はωの上昇によってもたらされる。

他方， ωの増大は時間の機会費用を高め，サービ

ス消費による遺失所得を増大させる。

δ'RnθY  
二>0，一一>0

o W  OW  

である。一方，

θXn oXn 
二<0.-'ニ>0

δPtn θY 

の関係があるから， ωの増大は一方で所得を増

加させることによってサービス需要を増大させ

るが，他方では時間消費による遺失所得の増大

を通じてXnの需要を減少させるように作用す

る。単純に言えば需要の価格弾力性と所得弾力

性の大小関係が，賃金上昇のサービス需要への

影響の正負いずれかを決める要因となる。した

がって，一概に所得水準の上昇がサービス需要

を増大させるわけではない，ということにな

る14)。

では，常識論として言われる所得と余暇時間

の増大がサービス需要を増大させる，という事

14)常識論と経済理論とのギャップは，経済理論が時間

を含めた資源の完全利用を前提にしていることによ

ってもたらされている。すなわち無為に過ごす時間

はないという前提にたっていることによる。言いか

えれば労働しない時間の消費には必ず賃金の喪失，

すなわち機会費用がかかっていると前提しているこ

とによる。

実はどのように説明されるのか。

ここで時間，所得，消費の関係を若干整理し，

サービス需要の問題が価格理論の枠組みの中で

どのように位置づけられるかを考えてみよう。

家計の効用は，所得とレジャーによってもた

らされ，時間の制約のもとでその最大化問題が

解かれる。所得は消費され，消費による効用最

大化をもたらすような支出の配分がなされる。

このようにして効用最大化問題は示されるので

あるが，ここで，次のような問題がある。まず，

レジャーについて，その過ごし方は格別問題に

されていない。しかし，実際には，無為に過ご

す時聞から充実した時間の過ごし方まで多様で

ある。同じレジャーでも充実した過ごし方をす

るならば，効用はより高まる。ところで，レジ

ャーの過ごし方の中にはサービス消費のために

用いる時間もある。その場合，時間消費的財・

サービスの価格の支払いをともなう。図式的に

示すなら，時間消費的財・サービスをX;， 通常

の財をXnとし，その価格をそれぞれPu凡とす

ると，消費効用の最大化問題は，次のようにな

る。

UC=ιほんXt)

y=九五+J{X;

J{=1ミデトWら

九はサービスそのものの価格，んはサービス消

費に要する時間であり W は時間当たり賃金で

ある。 Yの制約のもとでU最大化を求める。

他方，労働供給者としての家計の効用最大化

は，

ι= UL (Y， Te) 

y=ωTn 

T=Tn+Te 

Tは総時間，Tnは労働時間，Teはレジャーであ

る。ここまでは通常の労働供給の理論と変わら

ない。賃金等の変化とともに，最適なTnが決ま

る。

しかし，もし九の使い方で効用水準が変わる
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とすれば議論は若干異なってくる。 Teの内容は

時間使用的サービス消費，通勤その他に要する

時間，無為に過ごす時間に分けられる。すべて

の時間の過ごし方に共通に時間の機会費用がか

かっているとすれば，効用水準を上昇させるZ
への時間のふり分けは，より有効であるかもし

れない。 1'sfこは，文化，教育訓練等の高度なサ

ービスが含まれる。これらの理論の定式化は別

な機会にゆずる。

7.産業構造論の中におけるサービス化

産業構造をめぐる論議の中心の一つは，経済

発展にともなう産業構造の変化であり，古くは

ペティ法則からはじまり， c.クラークの議論

やホフマンの法則がよく知られている。これら

は歴史的にほぽ実証されているが，この傾向の

中にサービス化を位置づける議論がほぼ主流と

言える 15)。

経済進歩と産業構造の関連を示す指標として

は，重化学工業化率，あるいは貿易における重

化学工業化率などがあり，わが国の高度成長時

代はこれらの指標において明らかに「経済進歩」

を示していた。これらの指標は，基本的には迂

回生産の度合いの高まりを示している。しかし，

サービス化は迂回化の傾向に沿ったものであろ

うか。迂回化という点についてホフマンの法則

を例に考えてみよう。ホフマンの法則は，消費

財部門の付加価値と資本財部門の付加価値の比

率で示され，経済発展にともなって資本財部門

の付加価値の割合が相対的に高まることを示し

たものである。資本財部門の相対的比重の高ま

りは，明らかに迂固化を示しているが，資本財

部門の中には耐久消費財も含まれている。すな

わち電気機械産業は資本財部門に含まれるが，

15)たとえば， D.Riddle ; Service.Led Growthは，サ

ービス化を経済成長の促進要因として積極的に位置

づけている。 Dorothy 1 Riddle Service.Led 

Growth一一一TheRole of the Service S巴ctorin 

W orld Development--1986. 

この中には家電のような耐久財も含まれてお

り，本来ならそれは消費財産業に含まねばなら

ない。

しかしそれらは資本財産業に含まれている。

その意味でホフマン比率は重化学工業化率を示

すとも言える。そして日本を例にとると高度成

長の時代はまさに重化学工業化率の急速な高ま

りによって特徴づげられている。生産の迂回化

の進展という点からいえば，資本財部門の比重

の高まりこそ代表的な指標とみなされるかもし

れない。そうした場合，耐久消費財を消費財部

門に含めるとしたなら，ホフマン比率の動きは

若干割引して考えねばならないということにな

る。

しかし，これについては次のような見方も可

能である。耐久消費財は家計内における資本財

であるという見方である。家計も企業と同じく

最終消費に至るまでの途中の加工，たとえば調

理，縫い物等の家事を行っている，と考えれば，

その家庭内労働を迂固化するなり外注するなり

して直接労働を節約してきたのだ，とみること

ができる。

直接労働の節約過程として経済進歩をとらえ

るなら，耐久財の普及はその最も代表的な指標

である。直接労働の節約を家計内についてみる

と，耐久財の導入と外注の二つに分けられる。

耐久財の導入は言うまでもなく，直接労働を機

械によって節約していることを意味し，外注は，

たとえば加工食品によって調理が代替されるこ

とを意味している。重化学工業化は，耐久財の

増大を含んでいるといえる。重化学工業の中心

は機械産業であり，その中には汎用機械，工作

機械，電気機械，輸送用機械，精密機械と多様

にあり，日本でも製造工業の中の 3分 1以上を

占めている。この中で耐久消費財はそのほとん

どが電気機械に含まれるが，自家用乗用車も同

様に耐久消費財といえる。

経済進歩を直接労働の節約過程としてみるな

ら，サービス化はどのように位置づけられるか。

サービス産業は相対的に労働集約的である。企
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業部門や家計部門で直接労働は節約されるが，

それと対照的に労働使用的なサービス部門の拡

大が生じている，とみることができる。

1950年代後半から米国は脱工業化時代に入っ

たと言われ，第 3次産業の比重が50%を越えた。

日本は米国より約20年遅れて後追いしていると

言われる。事実， 1975年頃から第 2次産業の比

率の低下がめだってきた。したがって第 1次石

油危機後，わが国でも脱工業化がはじまったと

いう見解も多い。実際， 1975年以後，第 3次産

業のウェートが増大し，特に雇用吸収の場とし

て注目された。

たしかに日本経済は高度成長時代のピーク

時， 1970年頃に比較すると，第 2次産業のウエ

ートは低下している。しかし，名目構成比では

第 2次産業のウェートは低下しているが，実質

値であらわした構成比では逆に増大しているの

である。実質値でみると， 1970年に第 2次産業

の構成比は37.8%であったのが， 1987年には

42.3%に増大しているのである。製造工業につ

いていえば， 1970年には26.0%のウェートであ

ったのが， 1987年には34.8%に増大している。

すなわち，物財生産の量では逆に増大している。

高度成長期以後，日本は重化学工業の比重を

低下させてきたように言われているが，低下し

たのは素材型産業であり，加工産業は逆に急速

に増えているのであり，それのみならず，輸出

に占める重化学工業比率はいっそう進んでいる

のである 16)。

もちろん，その過程でソフト化，サービス化

は進展している。ソフト化については，事業体

の中で直接製造工程よりも技術開発や企画，販

売等，管理部門等にウェートがかけられている

ことが実証されている。

サービス化，ソフト化は企業内のインプット

においても，したがって産業構成においてもあ

16) この点については，新庄浩二・岩崎晃・土井教之・

井手秀樹「新・産業の経済学J(昭和堂1990年)の特

に第3章“産業構造の変化" を参照。

らわれていることは，たしかである。家計にお

けるサービス需要の増大，企業におけるサービ

ス需要の増大は，当然，産業構成においてサー

ビス供給を行うサービス産業の増大をもたら

す。

サービスの中で特にウェートの高いのは情報

サービスである。これは情報通信技術の発達と

無関係ではありえない。サービス化は，この点

で明らかに産業の発展段階と深く関わってい

る。しかし，経済成長率や国際競争力との関連

でサービス化を位置づけてみると，ソフト化，

サービス化の進んだ園が同時に成長率が高く，

国際競争力も強いとは言えない。

これまでの研究から明らかなことは，サービ

ス産業は労働集約的であり，したがって，人件

費のウェートが高く，賃金上昇によって価格を

押し上げる傾向があるということである。もち

ろん，流通やサービスにおける合理化も進展し

ているから，コストヲ|き下げ要因も働く。しか

し，これまでのところ製造業にくらべてサービ

ス部門は価格上昇傾向が強い。需要拡大による

価格引き上げ要因 (demand-pu11effectと呼ぼ

う)と，技術進歩や規模拡大によるコスト引き

下げ効果 (cost-reduction)とのいずれが大きい

か。基本的にはこの二つの要因で決まるが，わ

が国のこれまでの動きを， 1960年代以後につい

てみると，おおよそ次のように言うことができ

る。

1969~ 1975~ 1985~ 
1991~ 

1974 1985 1990 

製造業 強 中 強 5号

demand.pull 
サーピス業 中 3宣 5皇 司君

製造業 5虫 5皇 中 強

cost-reduction 
サービス業 弱 中 中 強

高度成長期までは製造業はdemand-pu11もき

わめて強かったが， cost-reductionも更に強か

った。他方サービス業は， demand引 111はやや強

いが， cost-reductionは弱いため，価格上昇傾向
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があった。高度成長以後，製造業のdemand-pull

要因は徐々に弱まったが， cost-reductionは依 参考文献

然として強く，結果として価格は低下傾向を示 [ 1 ] Andrews.P.W.S; Manulacturing Business， 
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