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序章

情報技術革新と日米経済の逆転現象

本書の目的

　1990年忌の日米経済には、興味深い2つのコントラストがみられた。その

第1は、米国経済の活況と日本経済の停滞という明暗であり、第2は、この

明暗がそれ以前、殊に1980年代とはみごとに逆転したことである。すなわ

ち、199◎年代は単に日米両国の経済が対照的な姿をみせたというだけでな

く、「近年で初めて日米経済の実態ないし一般的評価が逆転した10年間」1）と

位置づけることができる。

　こ：うした日米経済の「明暗と逆転」に加えて、1990年代は「情報技術の進

歩と急速な普及」2＞が経済社会に広く深く影響しはじめた時期でもあった。

ChaRdler（2◎◎◎）は歴史的な視点から、2◎世紀最後の1◎年、すなわち199◎

年代は18世紀以降続いてきた工業の時代（lndustrial　Age）から新しい情＝報

の時代（Information　Age）への転換期だと位置づけたが3）、歴史分析のみ

1）吉／ll・松本（2001a），　p．1参照◎

2）パソcuンに代表される情報処理技術とインターネットに象徴される通信技術の総体を

「情報技術（lfif◎rraatiOft　Technology：IT）」と考えれば、それが急速に一般普及してい

ったことで、狭い意味の工学的な技術進歩のみならず、経済社会全般にも大きく影響を

及ぼすようになった。単なる技術問題を越えて「革新」を論じたシュムペーターに準ず

れば、「情報技術の進歩と急速な普及」は「情報技術革新」と呼ぶことができる。

3）Chandler（2000），　p．3参照。情報化の捉え方は様々であるが、情報化を工業化と区別

する認識はかなり以前からなされている。例えば、日本においても、1960年代前半に情

報産業論を先駆的に展開した梅樟（1963）は、「情報産業は工業ではない。それは工業

の時代につづく、何らかの新しい時代を象徴するものなのである」（p．52＞と論じ、こ

れを「情報産i業の時代」と呼んだ。
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ならず経済成長や生産性といったマクロ経済分析の主要テーマにおいても情

報技術革新の問題が盛んに取り上げられ、それはしばしばf革命」と表現さ

れた。

　これらの現象は、たまたま重なって起きたものなのか、それとも何らかの

強い関係があるものなのか。関係があるとすれぼ、一貫性をもってどのよう

に整理できるのか。本書の目的は、日米経済の「2つのコントラスト」と

「情報技術の進歩と急速な普及」という特筆すべき現象が199◎年代に時期を

重ねて起きたという事実を、過去になされた議論を踏まえて、実証的、理論

的、体系的に分析することにある。

　誤解を避けるためにあらかじめ断っておかなけれぼならないのは、本書は

1990年代にみられた日米両国の経済実績について、その全体像を解明しよう

とするものではないことである。日本経済の停滞には様々な要因一金融問

題やマクロ経済政策の失敗など　　が影響していると考えられるが4）、本書

の目的は、その要因を探り全貌を明らかにすることではなく、同様に、米国

経済の活況について、その要因を探り全貌を明らかにすることでもない。あ

くまで、lgge年代の特筆すべき2つの現象一一日米経済の明暗と逆転、およ

び、情報技術の進歩と急速な普及一一の実態を実証的に確認した上で、それ

らの関連性を取引費用の枠組みで論理的に検討することに絞られている。も

ちろん、「情報技術の進歩と急速な普及」という要因のみで、日米経済の明

暗と逆転がすべて説明できると考えるわけではないが、特筆すべき2つの現

象が全く無関係に、たまたま199◎年代に現れたとも考えにくい。むしろ、2

つの現象を関連づける作業が、日米の企業・経済システムの特質や情報技術

革新の本質を解き明かす糸口になるのではないかと考えられる。

4）VARモデルを卜いて実証分析したBayoumi（1999＞によると、財政政策、金融政

策、過剰債務、金融仲介機能の不全という4つの要困は、すべて199◎年代のN本経済の

不振に影響を及ぼしているが、その中でも、資産衝格下落に伴う金融紳介機能の不全が

虫要な要因であると指摘されている。また、吉川（！999）では、この時期の臼本経済が

詳細かつ包括的に分析されている。
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本書の構成

　本書では、前半の第1章から第6章において、日米の経済動向と情報化投

資の経済効果について、統計データに基づく実証分析を中心に掘り下げ、両

国経済の実態を客観的に明らかにしていく。これを受けて後半の第7章から

第12章では、情報技術革新が経済へ及ぼす影響について、経済学の基本原理

に立ち返って論考した後、それが日米経済の「明暗と逆転」にどのように関

わっているかを、これまでなされてきた日米比較研究の議論を踏まえて考察

していく。

　具体的な聖立ては以下のとおりである。まず第1章では、196◎年代以降の

日米経済を長期マクロ指標に基づいて概観し、1990年代の両国経済が、経済

成長、雇用情勢、民間活力、国際評価の面で明暗を分け、日米の立場が1980

年代とは逆転した状況を確認する。これを受けて第2章から第4章では米国

経済を、第5章と第6章では日本経済をそれぞれ対象に、情報化投資の経済

効果を分析する。

　第2章では、199◎年代の米国経済が情報化投資の増勢と共に再生した経過

を統計データに基づいて示し、続く第3章では、生産性論争を跡づけなが

ら、米国における情報化投資の経済効果を検証していく。生産性論争に関し

ては、話題性が先行してジャーナリズムを賑わしたせいか、表面的な理解に

よる上滑りな議論も多い。ここでは、1980年代後半から今日に至る論争の経

過を丹念に追い、いわゆる「ソ傾心・パラドックスjがどのような背景から

提起されたものか、また、「ニュー・エコノミー」論とはどのような繋がり

があり、何が異なるかを明らかにしつつ、情報化投資が1990年代の米国の生

産性向上に寄与したことを確認していく。ただし、情報技術は1990年代に突

如として出現したわけではない。コンピュータの商業利用は1950年代に始ま

り、インターネットも、その原型は196◎年代末にスタートしている。第4章

では、以前から脈々と続いていた情報技術の進歩がこの時期にどのような新

しい特徴を備えて米国の経済再生に結びついていったかを、クリントン政権

の経済政策にも触れながら考察し、199◎年代の特徴を浮き彫りにする。

　これらの米国に関する分析を踏まえて、第5章と第6章では、日本につい

ての実証分析を行う。米国の生産性論争が、「利用」「供給サイド」「効率性」
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を対象としたのに対して、日本の過去の実証研究は、「産業」「需要サイド」

「量的拡大」に焦点が当てられていた。そこで、まず第5章では、前者の分

析に不可欠な情報化投資に関する基礎データを独自に構築して日米の動向を

客観的に比較し、1990年代の日本では、情報化投資が一一般の経費削減と同列

に扱われて短期間のサイクルによる増減を繰返し、継続的な蓄積が進まなか

ったことを明らかにする。これを受けて第6章では、産業連関分析をもと

に、情報化投資の生産と雇用誘発効果を計測して需要面の効果をみた後、供

給面の効果をみるために、いくつかの計量モデルを推定して、情報資本蓄積

の生産性向上への影響を分析する。これらの分析の結果、日本でも、情報化

投資は、潜在的には生産活動や雇用にプラスの効果をもたらし、生産性の向

上や経済成長に貢献し得ることが確認できるが、同時に、そうした効果があ

るにもかかわらず、1990年代の日本では、情報資本の蓄積ペースが198◎年代

に比べて鈍化し、潜在的な効果が充分発揮されなかったという実態が明らか

となる。

　1990年代の日米に関するこれらの実態把握を受けて、第7章から第9章で

は、情報技術革新が企業・経済システムに影響を及ぼすメカニズムを掘り下

げていく。米国の生産性論争からも明らかなように、情報技術の導入がプラ

スの効果を生む過程では、企業組織や企業間関係の再設計といった調整を伴

う。この点は、多くの具体例やいくつかの実証研究で確認されているが、そ

うした調整の必要性については、ある意味で、自明＝視されてきた感がある。

ここでは、情報技術：革新が企業・経済システムの再設計を要することについ

て、新奇な理論からではなく、オーソドックスな経済学の基本原理に立ち返

って考えていく。康ず第7章では、情報技術革新が企業の内部構造に及ぼす

影響を分業や比較優位の原理に遡って論考し、情報技術の導入による分業体

制の見直しは、多段階の階層構造をただ単にフラット化すればよいというよ

うな単純なものではないことをみていく。この分業体制の見直しは企業の内

部だけにとどまらない。続く第8章では、組織の枠を越えた分業の問題とし

て、企業間関係のあり方を取引費用の枠組みから検討し、情報技術革新が狭

い意味の工学的な技術問題にとどまらず、市場と企業の関係という、経済の

より本質的な構造にまで深く影響するメカニズムを提示する。これらを受け
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て、第9章では、ネットワークの経済性を再考する。ネットワークの経済性

については、規模の経済性を需要（消費者）サイドから見直しただけの「ス

ケール・メリッNとして捉える議論も散見されるが、この見方では、企業

間の競争やイノベーションの環境を産業組織論的に分析するには不充分であ

る。そこで、カッツ・・シャピロの「ネットワーク効果jと宮澤の「連結の経

済性」を包括した概念として、「規模の経済性」や「範囲の経済性」と対比

しつつ再考し、日米の企業・経済システムを比較検討するための分析ツール

に再構成する。

　データに基づく実態分析（第1章から6章）と一連の理論的考察（第7章

から9章）をもとに、第10章では、過去になされた日米の企業・経済システ

ムに関する比較研究を、市場と組織を巡る議論の面から再検討し、198◎年代

に成功の鍵とされた日本型経済システムが壁に突き当たった原因を、情報技

術革新との関わりの面から解明していく。H本型経済システムについては、

それが1990年代に変わったという「変質説」と、そのようなものは、もとも

と存在しなかったという「不存在説」が指摘されているが5）、ここでは、そ

れが確かに存在し、しかも基本的に変わらない中で、199◎年代には正反対の

要因として作用したのはなぜかという第3のアプローチをとる。そして、そ

のことに情報技術革新がどのように関わっているかを、取引費用の枠組み

で、企業内、企業間、技術開発の三面から検討していく。企業と市場の問題

に光を当てる取引費用の枠組みをノースの制度分析にまで拡張していくと、

それは制度変化の問題につながっていく。第11章では、この拡張した分析視

点を提示した上で、情報技術革新に伴う制度変化の具体事例として、199◎年

代末の日本でみられた会社法改正を巡る動きを考察する。これらの分析によ

り、情報資本の蓄積を阻む高い調整費用の問題を、企業・経済システムの面

から解明していく。最後に、第12章では、1990年代が終焉すると同時に起き

た「日米同時IT不況jを取り上げる。情報化投資の二面性から生じる「利

用」と「生産」、あるいは、「生産性」と「景気循環」の問題を、日米経済の

現実の動きに沿って分析し、この景気後退におけるH米経済の関連性と異質

5＞貝塚・原田く2◎e2），　pp．5－7参照。
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性を抽出することで、情報技術革新の渦中でみられた日米経済の「明暗と逆

転」の構造を総括する。

　以上が本書の分析内容である。ig9◎年代にみられた「日米経済の明暗と逆

転」という現象は、比較研究の対象として実に興味深いものであり、本書で

は「情報技術の進歩と急速な普及」を具体的な切り1コにして、その断面を描

こうとするものである。一連の分析を通して、1980年代に日本経済の強さの

特徴といわれたシステムが、情報技術革新の奔流のなかで弱さとなり、逆

に、かつて米国経済の弱点と指摘されたものが強みに変わっていった構造を

浮き彫りにしたい。
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第1章

日米経済の長期概観と1990年代

第1節　成長率および失業率の逆転

　チャンドラー一が工業の時代くlndustrial　Age）から新しい情報の時代

（lnformation　Age）への転換期と位置づけた199◎年代は、日米経済にとっ

て変化の大きな年代であった。停滞感のあった米国経済は活気を取り戻し、

逆に、良好なパフォーマンスを続けていた日本経済は著しく低迷した。

　この太平洋の両岸でみられた2つのコントラスト　　明暗と逆転　　は、

両国のマクロ経済指標を長期比較することによって確認できる（表1－1）。

1960年代以降を年代別に整理すると、1990年代には次のような特微が観察さ

れる。それは、第1に成長率が逆転したこと、第2に失業率が逆転したこ

と、第3に政府支出と民間投資の関係が逆転したこと、第4に国際経済にお

ける一般的評価が逆転したことである。特にこうした傾向は、1992年以降に

より鮮明に表れているが、それは1991年が両国経済の明暗を分ける対照的な

転換点となったからである。

　日本経済は、198◎年代末期から199◎年にかけてみられた大型景気とその過

程で起きたバブルが崩壊し、1991年2月を景気の山にして、32カ月という戦

後2番目の長さの後退局面に入った。その後、1990年代の中盤と終盤に2回

の景気回復を経験したが、この間も雇用情勢は悪化を続け、本格的な経済の

拡大は199◎年代を通して実現されなかった。その意味で、1991年は、1980年

代までの繁栄が転換点を迎えた年と位置づけられる。これに対して米国で
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表1－1主要経済指標の日米比較

［日　本1 （o／e＞

年代 GDP
個人

ﾁ費

住宅

且

設備

且
輸出 輸入

政府

x出

うち

i投資）
失業率

就業

ﾒ数

労働力

l口
§◎年代 10．4 9．4 18．2 19．玉 15．6 14．8 7．9 14．5 L3 1．5 1．4

70年代 5．2 5．4 5．4 4．0 9．7 8．9 6．1 7．7 1．7 0．8 ⑪．9

80年代 3．8 3．4 2．5 7．8 6．4 4．7 L3 一◎．2 2．5 茎．1 L1
90年代 ！．7 1．8 一2．1 0．8 4．6 3．7 3．1 4．7 3．1 0．5 ⑪．8

（92－2000） （1，0） （1．3） （一1．8） （一⑪．5） （5．2） （4．9） （2．2） （2．9） （3．5） （0．1） （0．4）

［米　副

年代 Gr）P
個人

ﾁ費

住宅

且

設備

且
輸出 輸入

政府

x出

うち

i国防）
失業率

就業

ﾒ数

労働力

l口

60年代 4．4 4．4 2．2 7．2 7．2 7．3 3．8 2．4 4．8 1．9 1．7

70年代 3．3 3．5 5．3 5．4 7．9 5．3 0．5 一3．1 6．2 2．4 2．7

8◎年代 3．o 3．2 1．7 3．3 6．◎ 6．◎ 3．0 窪．7 7．3 L7 L7
90年代 3．⑪ 3．1 3．2 6．9 7．0 8．4 1．4 一2．4 5．8 1．3 1．2

（92－2000） （3，6＞ （3，8＞ （6．1＞ （9．0＞ （7．2＞ （10．5＞ （L4＞ 〈一2，5＞ （5．5＞ （L6＞ （12＞

（出所）内閣府「国民経済計算」、総務省統計局「労働力調査」、US　1）epartment　of　Commerce，翫’ガ。ηα／加ω耀

　　and　Product　Accoztnt，　US　Department　of　Labor，　Bureau　of　Labor　Statistics資料等により作成。

　　失業率を除き、前年亀卜兜率の平均値。各需要項目は実質値。8本は過去への遡及のため1§9◎年基準

　　ベース。

は、1991年3月を景気の谷として2001年3月に景気後退入りするまで、史上

最長の好景気を実現しており、1991年は197◎年代以降の長期停滞から再活性

化する転換点の年であったと位置づけられる。それゆえ、転換点の翌年であ

る1992年以降の動向には、1990年代の特徴がより凝縮されているのである。

　具体的に、まず両国経済の成長率をみると、日本経済の高度成長によるキ

ャッチアップが進むにつれ、両国の成長率格差は縮小傾向にあったが、1980

年代までは一・・一貫して日本の成長率が米国を上回っていた。しかし、lgge年代

にはこの関係が逆転し、米国が堅調な成長を続ける中にあって、日本の成長

率は2％を下回る水準にまで低下し、米国の成長率をかなり下回る状況とな

った。特に1992年以降をみると、日本の平均成長率は1％にまで低下し、同

じ時期の米国のおよそ4分の1に過ぎなかった。

　このような経済成長率の相違は、雇用情勢が改善した米国と悪化した日本

という明暗につながった。それを端的に示しているのが、失業率の日米逆転’

である（図Fl）。定義の違いなどがあるため厳密な水準比較はできない

が、両国の失業率の開きを時系列の変化で観察することによって、日米の経

8



図レ1　日米の失業率推移
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（出所）総務省統計局「労働力調査」、US　Department　of　Labor，

　　Bureau　of　Labor　Statistics資料より作成。

済状態を相対的に比較することは可能である。敗戦直後の混乱期を除く

と1）、第二次世界大戦後日本の失業率は近年まで一貫して米国を下回って推

移してきた。日本は米国よりも高い経済成長を続けてきたが、移民を多く受

け入れている米国に比べて労働力人口（就業者＋失業者）の増加率は低く、

日本の経済成長は人手不足と表裏一体の関係にあった。そのため、労働力人

口の増加と就業者数の増加との問には乖離がみられず、失業率は成長率の鈍

化によっていくぶん上昇傾向を示したものの、1980年代までは概ね2％台で

推移していた。

　しかし、1990年代に入るとこの関係は崩れ、労働力人口と就業者数：の増加

に乖離が起きて失業率はこれまでになく速いペースで上昇した。これに対し

て、1970年代以降長期的に失業率の上昇に悩まされてきた米国は、「雇用な

1）1945年12月1臼に実施された臨時国民登録の調査によると、無業者総数は3191i余人、

また、1946年4月の人口調査による完全失業者は159万人であり（経済企画庁［1957］，

p．69）、当時の労働力人口3358万人（1947年）をもとに失業率を試算すると、それぞれ

9．5％、4．7％となる。その後、総理府統計局のデータによると、1947年には失業率が

O．7％にまで低下している（経済企画庁［1976］，p．599）。他方、1945年から47年までの

米国の失業率は、L9％～3．9％であった（Economic　Roport　Of　the　President［2002］，

Table　B－35）．

ag　1章　日米経済の長期概観とiggC年f£ 9



き回復」といわれた1990年代序盤の厳しい雇用情勢を乗り切った後、1993年

からは長期の景気拡大が続く中で失業率の低下が続いた。その結果、1998年

末には遂に日米の失業率が逆転し、その後約3年間、日本の失業率が米国を

上回るという状態が続いた。失業率の日米逆転という現象は、事実上戦後は

じめての経験である。こうした日本の雇用情勢の悪化は、個人消費や住宅投

資といったGDPの約6割を占める家計部門の支出行動を弱め、それが成長

の重石になるという負の連鎖につながった。199か年代の日本の個人消費の伸

びは、年平均1％台に低下し、実質住宅投資に至っては、不動産価格の低下

や住宅投資減税などの実施にもかかわらず、平均するとマイナスの伸びであ

った。これらの動きも米国とは対照的である。

第2節　設備投資にみる明暗と逆転

　1990年代の日本経済における民間部門の低迷は、企業の投資行動にも表れ

ている。設備投資は、需要項目として現在の成長の牽引力になると同時に、

投資の蓄積が資本ストックとなって2つのルートで供給サイドの生産性に作

用する。ひとつは、単位労働当たりの資本装備率を高めるこ：とであり、2つ

目は最新の技術を企業活動に導入することによって資本生産性の低下を防ぐ

ことである。こうした効果を通じて、企業は経済環境の変化に対応しつつ競

争力を高めることができる。198◎年代までの日本経済は、ほぼ完全雇用の状

態が続いていたことからもわかるとおり、労働投入の制約が強い中で比較的

高い成長を実現しており、それは労働生産性の上昇によってはじめて可能と

なる。労働生産性は資本生産性と資本装備率に分解することができるので、

成長率は資本装備率、資本生産性、労働投入量の変化の合計として表され

る2＞。かつて日本経済は、労働投入量の制約が強い条件下にあって、積極的

な設備投資の実施によって高い成長と競争力の強化を実現してきた3）。オイ

2）yを産出量、Lを労働投入量とすれば、　y＝（Y／L＞・しと表せる。ここで、群L＝

，P，とすれば、

　玖瓢瓦＋んとなる（・は変化率を示す）。また、資本装備率（K／L）をK乙、資本生

産性（V／K）をPんで示すと、レ＝1（ガPズゐであるから、V＝茂＋戸κ＋乙となる。



ル・ショック（石油危機）とニクソン・ショックに見舞われた1970年代に

は、日本の設備投資はいったん鈍化したが、1980年代の前半と中盤には、自

動車や電機などの加工組立型産業を中心に再び増加し、多資源消費型の産業

構造から省資源・技術集約型産業構造への転換が図られた。198◎年代末に

は、その後の不良債権問題につながる過剰な不動産関連投資が起きたが、そ

うした特徴は1989年以降に顕著にみられたもので、それ以前は産業構造の転

換や企業の競争力を高める投資が中心であった4）。

　これに対して、1980年代の米国では、日本ほど設備投資が活発ではなく、

国内産業の競争力低下を招いた。設備投資は平均すると年3．3％の増加にと

どまり、10年間のうち半分の5年は投資が前年割れであった。しかもレーガ

ン政権下でいったんは導入された加速度償却制度がその後見直されるという

動きの中で、税制改正前に税効果の大きな商業ビル建設が相次いだ1984年を

除くと5）、平均の増加率はL7％にすぎなかった。

　ところが、この構図は199◎年代に逆転する。日本の設備投資は199◎年代に

はほとんど増加しておらず、1992年以降をみるとむしろ減少気味で、2000年

までの9年間のうち5年が前年割れであった。一方、米国は設備投資が増勢

を強め、1992年以降は年平均9％とほぼ2桁に近い増加が長期間続いた。第

2章で詳しく考察するが、この間の設備投資増加の3分の2は情報化投資の

3）とりわけ1960年代の高度成長期には、戦前から復興期にかけて引き継がれた資本スト

　ックのビンテージが古かったため、近代化のための投資ブームが起き、資本生産性を高

めた（資本係数を抵下させた）。しかし、その後の低成長期には、雀エネルギー投資や

更新投資比率の増大などにより、資本生産性の低下（資本係数の上昇）がみられた（香

西［1981］，p．4，　pp．123－124）。

4）経済企画庁（1989），第5章参照。

5）1984年1月の一般教書において、レーガン大統領は新たな税制改革案の作成に着手し

たことを明らかにした。この流れが結果的に1986年税制改革法（Tax　Reform　Act　of

1986＞の成立につながり、各種租税優遇措置の廃止等による課税ベース拡大が実現し

た。これは、景気鋼激効果を目的に減億償却の耐用年数の短縮、加速度償却制度の導入

が盛り込まれた1981年の税制改革（Economic　Recovery　Act　of　l981）路線の変更を意

味した（山口・島田［1994］第7章参照）。こうした税制効果により、1981年から85年

にかけての商業不動産関連投資は、それ以前の5年間に比べて実質で25％以上増加した

　と分析されている（Economic　ROPort　Of　the　President［1993］，　pp．91－92．）。

第1章　旨米経済の長期概観と199倉年代



寄与によるものである。設備投資の増勢は米国経済の成長の牽引力となった

ばかりでなく、新しい情報技術を経済システムに取り込みながら供給サイド

の体質改善につながったとみられる。これに対して日本は、その対極のとこ

ろで低迷を続けたといえる。

第3節　財政支出と民間活力の逆転

　民間企業の設備投資行動において、1990年代は日米でコントラストがみら

れたが、それとは正反対のコントラストを描いたのが政府支出である。日本

では1980年代に民間の設備投資が増勢を続ける中、政府支出は行財政改革と

それに伴う公的企業の民営化などにより、年平均の伸び率が1．3％と大幅に

鈍化した。一方、小さな政府を掲げたレーガン政権下の米国は、他方で強い

アメリカを標榜して国防支出を増大させたため、政府支出が197◎年代に比べ

てむしろ増加するという皮肉な結果を招いた。しかもそれは、高金利による

ドル高政策によって支えられていたため、上述したように民間部門の投資を

抑制するというクラウディング・アウトの現象を引き起こした。Friedman

（1985）は、好況期の財政赤字の拡大は貯蓄を奪って民間投資を抑えること

になるため、資本蓄積が遅れて米国産業の生産性や競争力の向上にとって脅

威になると指摘した。1980年代をみると、米国では政府支出が増大して民間

企業の設備投資が停滞し、日本では政府部門の支出が抑えられて民間企業の

設備投資が活発化したという意味で、まさに両国の民間活力に明暗がみられ

たといえる。

　199◎年代はこの関係も逆転する。個人消費や住宅投資などの家計支出と設

備投資の低迷で明らかなように、民間部門の経済活動が著しく停滞した日本

では、1992年8月から1999年ll月までの7年間で実に9回の経済対策関連の

補正予算が組まれており、政府による何らかの不況対策が毎年のように実施

されてきた（表1－2）。このため、198◎年代に鈍化した政府支出の伸びは、

1990年代に入ると公共工事の増加によって年平均3．1％へと高まった。これ

に対して、1980年代の政府支出の伸びが年平均3．0％であった米国は、冷戦

終結にともなう国防支出の減少やクリントン政権下の財政赤字削減努力によ



表1－2　1990年代における日本の主な経済対策

時　期 経済対策名称 事業規模

1992年8月 総合経済対策 約10兆7千億円

1993年4月 総合的な経済対策 約13兆2千憶円
圭9§3年9月 緊急経済対策 約6兆胃
1994年2月 総合経済対策 約15兆3千億円

1995年4月 緊急円高・経済対策 約4兆6千億円
／995年9月 当面の経済対策 約14兆2千億円

1998年4月 総合経済対策 約16兆円

1998年11月 緊急経済対策 約23兆9千億円
1999年11月 経済新生対策 約18兆円

（出所）内閣麿資料（www5．cao．90．lp／kelzail／mit◎sh｛一taisaku．

　　html）、日本政策投資銀行（2000）等をもとに作成。

り、1990年代は年平均1．4％の伸びにまで低下した。ゴア副大統領が提唱し

た「情報スーパー・ハイウェイj構想は、財政赤字削減という政策課題の中

で、当初考えられていた政府投資主導から民間投資主導へと切り替えられた

が、これは、連邦政府の財政黒字化と民間企業による情報化投資の増勢とい

う1990年忌の米国経済の足取りを象徴するものだったといえる。

　このように、1980年代をみると、日本は政府支出が抑えられるなかで民間

投資主導の成長を実現し、米国は政府支出が増大するなかで民間投資が停滞

した。これに対して1990年代は、政府支出が増加するなかで民間投資が停滞

したのは日本であり6）、米国は政府支出が抑制されるなか民間投資主導で成

長を実現した。これは民間活力の面で日米に見られた2つのコントラストと

いえる。

第4節　国際評価にみる日米の明暗

これまでみてきたような成長率、失業率、設備投資などの逆転は、世界経

6）ただし、1990年代の日本の場合は景気低迷下の政府支出拡大であり、民間貯蓄が豊富

で金利はきわめて低い水準を続けた。したがって、現象としては、民間投資の低迷と政

府支出の増大で類似しているものの、因果関係はむしろ逆であり、1989年代の米国でみ

られたような意味でのクラウディング・アウト効果は強くなかったとみられる（吉川

［1999］，p．173参照）。
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表1－3　臼米の直接投資比較 （単位：百万ドル，％）

対外直接投資（年平均） 構成此
期間

日本　　　米国　　OECD計 日本　　　米国　　OECD計

71　80

W王　9命

X1－99

1，805　　　　13，435　　　　　30，736

P9，241　　　　22，59i　　　　11ζ｝，845

Q1，995　　　　93，243　　　　368，243

5．9％　　　　　43．7％　　　　　100．0％

n7．4驚　　　　　2（｝．4％　　　　　圭｛｝（）．◎％

U．◎％　　　　25．3％　　　　1⑪0。0％

対内直接投資（年平均） 構成比
期間

臼本　　　米国　　0£CD計 黛本　　　　米属　　　OECD計

71　80

W1－90

X1－99

　142　　　　　　5，628　　　　　19，093

@332　　　　　36，342　　　　　86，944

Q，689　　　　　97，492　　　　281，202

0．7％　　　　　29．5％　　　　　100．0％

O．4％　　　　　41．8％　　　　　100．0％

P．0％　　　　　34．7％　　　　　100．0％

（出蕗＞0獄CD，　internatienal　Z）卿綴In　vesぎ規ε癖Stcttis～lcs　ylearbo（漉より作成。

済における日米経済のプレゼンスにも相対的な変化をもたらした。日本の場

合、内需の低迷に比べると199◎年代も輸出は堅調に推移したが、貿易摩擦回

避iや対外直接投資の累積効果によってその伸び率は鈍化しており、1990年代

に輸出の伸びを高めた米国とは対照的である。

　また、近年は貿易だけでなく直接投資が国際的な経済活動で重要性を増し

ているが、1980年代に急速に増大した日本の対外直接投資は、1990年代に入

ると勢いを失っており、力強さを取り戻した米国とは対照的である。そのた

め、OECD諸国の対外直接投資に占める日米の割合をみると、1980年代に

低下した米国の比率が199◎年代に再び上昇しているのに対して、かつては米

国を上回る年もあった日本のプレゼンスは、大幅に低下している（表1－

3）。1980年代に貿易、直接投資、金融活動等で世界経済に存在感を示した

日本が199◎年代に勢いを失う一方、米国は、これらの面で再び世界経済にお

けるプレゼンスを高めたのである。

　国内経済の活況と世界経済におけるプレゼンスの高まりによって再評価さ

れる米国経済とは対照的に、日本経済に対する世界の評価は、198◎年代とは

うって変わり、かなり厳しいものに変化している。スイスのビジネス・スク

ールinterRatiomal　IRstitute　fer　Ma簸agement　DevelopmeRt（IMD）は、経

済、政治、技術、人材など幅広い領域を249の基準項目に分け、139項目の統

計データと、世界47力国の経営者・管理職3千人以上を対象に実施された

11◎項目のアンケート調査結果をもとに、国際競争力指数を発表している

短
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（注＞1989－1993はOEca癩盟国と弗加盟蟹で分けたランキングに基づく。

　1994年以降は全体でランキングしたもの。

　なお、2001年に評価項目が変更され、97年に遡って本図と異なる再ラ

　　ンキング値が公表されている。

が7）、このランキングの変遷がこのことを端的に示している（図1－2）。

1980年代後半から1990年代初期にかけてランキングでトップの地位にあった

日本は、1990年代中盤に順位を下げ始め、終盤には一段と評価を落：としてい

る。一方、日本の後塵を拝していた米国は1994年以降トップの座を続けてい

る。このように、日米経済の2つのコントラストは、両国経済に対する国際

的な評価の面にも明らかに現れている。

　以上、本章では、いくつかのマクロ経済指標等を用いて日米経済を比較

し、1990年代にみられた両国経済の明暗と逆転という二重のコントラストを

概観した。これを受けて、次章では再活性化した1990年代の米国経済と長期

拡大の牽引役となった情報化投資について検討していく。

7）2000年調査によるもの。詳しくは、IMD（2000）pp．54－58参照。
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第2章

米国経済の活況と情報化投資

第1節　過去と異なる長期の景気拡大

　米国の景気基準日を判定するThe　National　Bureau　of　Economic

Research（NBER）によると、1990年代の米国は1991年3月を景気の谷に

2001年3月まで！20カ月の景気拡大を実現した。第二次世界大戦後はそれま

でに9回の景気循環を経験しており1＞、ig90年代の拡大は戦後10回目の局面

ということになる（表2－1）。それ以前の過去9回の景気循環をみると、全

循環の平均期間は61カ月で、拡大期間の平均は50カ月、後退期間の平均は11

カ月となっており、戦後の米国の景気循環は、およそ4年拡大して1年後退

するという5年サイクルが平均的な姿である。したがって、199◎年代の1◎年

問にわたる拡大は、戦後の平均拡大期間の2倍以上であることがわかる。こ

の拡大期間は、NBERが公表している1854年以降の約150年間の景気循環の

中でもっとも長く、事実上米国史上最長の景気拡大といえる。

　ただし、オイル・ショックや変動相場制への移行などで先進国経済全般が

混乱した1970年代を除くと、1960年代は約9年（106カ月）間、1980年代は

約8年（92カ月）間の景気拡大を実現しており、近年は景気拡大の長期化が

1）1945年8月を第二次世界大戦の終結時とすれば、正確には1945年2月を山として同年

10月まで続いた景気の後退局面が戦後2ヵ月あったが、循環の途中であるため、それを

除いて考える。
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表2－1米国の景気循環

景気の基準月 循環期間

景気の谷 暴気の山 景気の谷 拡大期間 後退期間 全期悶

45年10月 48年11月 49年1⑪月 37カ月 11カ月 48カ月

蓬9年1明 53年7月 54年S月 弱カ月 1◎カ月 55カ月

54年5月 57年8月 58年4月 39カ月 8カ月 47カ月

58年嘆月 60年護月 61年2月 24カ月 10カ月 34カ月

61年2月 69年12月 70年11月 106カ月 11カ月 117カ月

7⑪年11月 73年11月 75年3月 36ヵ月 16ヵ月 52カ月

75年3月 8◎年1月 80年？月 58カ月 6カ月 64カ月

80年7月 81年7月 82年11月 12カ月 16カ月 28カ月

82年i1月 9倉年7月 91年3月 92カ月 8カ月 1c㈱月

91年3月 2001年3月 一 120カ月 一カ月 一カ月

平　　　均 50カ月 11カ月 61カ月

（含むgo年代） （57カ月） 〈一〉 （一〉

（資料）National　Bureau　of　Economic　Research資料より作成。

図2－1米国の景気循環パターン

　　　　　　　　　　　　　　　（労働）失業率低峯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

景気拡大→拡大終盤→〈経済資源の完全雇駕〉→インフレーション加速
　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　　　　　　（資本）稼働率上昇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実質所得低下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

景気後退局面へ←需要の減退　←一く引き締め効果＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金利引き圭：げ

観察される。そこで、比較的長期の拡大がみられた1960年代、1980年代、

1990年代について、景気が谷をつけた翌年からの年次データをもとに比較検

討し、1990年代における景気拡大の特徴をみていくことにする。

　米国の景気循環には、これまで次のような特徴がみられた（図2－1）。す

なわち、景気が回復していくにつれて、設備稼働率の上昇と失業率の低下に

みられるように、資本と労働が完全雇用の状態に近づいていく。そして、賃

金上昇に象徴される生産要素の需給逼迫等1こ伴ってインフレーシyンが加速

し景気が過熱気味となる結果、金利の引き上げといった引き締め政策の実施

や物価上昇に伴う実質所得の低下で投資や消費需要が減退し、景気が後退局
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表2－2米国景気拡大局面の比較

成長率 インフレーション 失業率 襯弊 甥勲生産鑑 ユニット・レイ 最終需要 長期金穂

GDP　コア （月次（月次 夢隈業製造業 バー・コスト 個人　設備 1麻　　実質
期間

実質 デフレ　CPI 年平均　最高　最低 製造業 部門 非農業製造業 消費　投資 国債　金利

G醗） 一タ 麺〉　嬉） 部門

62－69 4．9 2．6　2．7 4．5　5．9　3，4 86．5 3．0　2，9 2．2　　1、9 4．9　　8．1 4．8　　2．2

（62－65） （5、6） （L5）（1．3） （5．2）（5，9）（4．｛〕） （85．0） （3．8）（3，3） （0，⑪）　（⑪．1） （5．3）（10．7） （4，1）　（2．6）

1§§一§§） 1娃．2） ／3，8）（蓬，至） ／3．？）〈4，§）〈3．繧） 188．§） 〈2．1＞12．5） （蓬．3）　〈3．7） （蓬，5）　15．5） 〈5．6）　〈茎。§）

平 71－73 4．8 5．G　3．8 5．5　9．0　4．6 83．O 3，6　4．2 3．3　　L§ 4，9　　7．8 6．嘆　　1．4

76－79 4．7 6．9　7，5 6，7　7，6　5．6 82．8 1．6　2．3 7．2　　6．6 4。3　10．0 8．2　　1．3

均 83－9⑪ 4．⑪ 3．4　4．4 6．7　10．4　5．0 80．2 L8　2．9 2．5　　LO 唾．0　　4，0 9，5　　6．1

／83一§6＞ 縫．？／ 13，3＞（透．3） （7．§）1鎗．4）1§．6） 177．91 （2，8｝（3，＄／ （圭．＄）　（§β1 （5．§1　〈5．21 1憩．5）（7．2）

値 （87－90） （3．2） （3．5）（4，5） （5，7）（6．6）（5、⑪） （82．5） （⑪，9）（2．0） （3．2）　（L8） （3，0）　（2．9） （8，6）　（5．0＞

92－00 3．6 2．0　2，7 5．5　7，8　3，9 81．3 2，1　4．0 1，7　－0．4 3．8　　9．0 6．3　　4．3

（§2一§5） ／3？茎） （2．3／／3．2） （§．5）〈7．8｝／s．嘆） 〈§L2） 1三．§｝／3．5＞ ／L3）〈一§．婆／ ／3．2／　（？．§） 鰯）　韓、逢）

（96一⑪0） （4，0） （L7）（2．4） （4．6＞（5．5｝（3，9） （81．4） （2，5＞（4．4） （2．0）（一〇，4＞ 〈4．2）（10，1） （5、9）　（4．2）

62－69 0．29 0．51　0．6⑪ 0．19　一一　　一 0．03 0．44　0，51 1．13　L⑪9 ⑪。23　⑪．67 ⑪．18　0．22

〈§2一§5｝ （奪．ま4） （§．董§｝緯、緯） 韓．㈱　　一　・一 韓翻 〈§．玉6）〈§．331 一　　（4．12） ／o．1§／〈o，42｝ 〈鱒3＞／鱒5）

（66－69） （0，38） （⑪．23）〈0，30） （⑪．04）　　　一 （0，⑪2＞ （0．61）（0．68） （o．37＞（o，37＞ （027＞（G．9⑪〉 （0，王2＞〈0，15）

変 71，一73 ｛〕．22 0，11　0．18 0．08　一一　　… 0．05 0．14　0．57 0．34　1，38 0．19　0，78 0，⑪5　0，26

動 76－79 0．20 O．14　§．19 o．玉1　一　　一 の．§3 G、94　1．OG e．27　0．40 O．28　0．33 0．憩　　O．28

83一鱒 a，37 ｛｝．16　σ，鱒 春．2§　　　　一 3，蟹 倉．7§　倉．蓬8 o．5三　1，2奪 §．31　笠，5至 暮．16　C．23

係
（83－86） （⑪．32） （0．21）（0．10） （0，13）　一　　一 （0．03） （0．42）（0．21） （0，69）（3、01） （0．10）（L55） （0，17）（0．16）

数 （87－90） （o．28） （0，1ω（0．⑪7） （⑪，⑪6）　一　　．… （⑪．01） （0．43）（0．62＞ （0．27）（⑪．61） （0，27）（0，90） （0．⑪2）（⑪，08）

§2一麟 §．18 蓼．茎§　夢．璽§ §．2董　一　　一一 導．§董 ｛｝，嘆5　奪．25 §．5§　一4．15 奪．1§　窮．2§ §．馨§　§．憩

（92－95） （⑪．18） （0．06）（⑪．10） （0．11）　…　　一一 （0．02） （0．75）（0，34） （0．27＞（一2．11） （0．11）（0．33） （0．07＞（0．13｝

（96－OO） （⑪，08） （0，19）（0，09） （⑪．1D　一　　一 （0．01） （⑪．12）（0．13） （0．61）（一5、58） （0．16）（0．20） （0．⑪7）（0．05）

〈出所）｛∫SDepartment　of　C◎mmer（：e，　Bureau　of　Economic　Analysis；奪S　Department◎f　Labor，　Bureau

　　of　Labor　E　tatistics；　Department　of　the　Treasury；　Board　of　Governors　of　the　Federal　Reserve

　　System等の統計資料より作成。

・注）麟数一5�Eヤ鷺くXf二四般一癖

面に入るというものである2）。

　表2－2は、1960年代以降の景気拡大局面について、成長率、インフレー

ション、失業率、労働生産性、労働コスト、設備投資等の年平均データとそ

の変動係数を各拡大期間別にまとめたものであるが、この表からもぞうした

特徴が読みとれる。196◎年代と198e年代について、拡大前半から後半への変

化をみると、失業率の低下と設備稼働率の上昇が起きるなかで、ユニット・

レイバー一・コストや金利の上昇がみられ、個人消費や設備投資などの需要が

弱まって全体の成長率も鈍化するというパターンである。

2）Weber（1997），p．67－69，および日本開発銀行（1996），p．44参照。
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　具体的に1960年代についてみると、前半に一時6％近い水準であった失業

率は後半に3％台にまで低下し、年平均の設備稼働率は85％から88％へと3

％ポイント上昇している。それにつれて、ほとんど上昇していなかったユニ

ット・レイバー・コストは4．3％へ、長期金利の水準は4．1％から5．6％へと

上昇し、インフレーシwンが加速するなかで個人消費（年平均5．3％増→4．5

％増）、設備投資（同10．7％増→5．5％増）とも伸びが鈍化している。同様

に、198◎年代についてみると、一時1◎％を超えていた失業率は後半に5％程

度へ低下し、年平均の設備稼働率は779％から82。5％へと4．6％ポイント上

昇している。それに伴い、1％台にあったユニット・レイバー・コストは3

％台へと高まった。ただし、長期金利については高水準ながらやや低下して

おり、また、インフレーションの顕著な加速もみられない。だが、1980年代

前半には第二次オイル・ショック後のきわめて高い物価上昇期が含まれてお

り、直前の景気後退が、インフレーションと同時進行したという特殊な事情

（スタグフレーシmaン）を考慮する必要がある。景気後退局面での激しい物

価上昇が198◎年代前半の景気回復初期には尾を引いていたのであって、オイ

ル・ショックによる混乱が沈静化した1980年代後半のインフレーションを年

次別に確認すると、GDPデフレータは1986年の2．2％から1990年の3．9％へ、

代表的なインフレーション指数のコアCPI（食料とエネルギーを除く消費

者物価指数）は4．0％から5．◎％へと景気拡大の長期化に伴って年々上昇して

いる。一方、需要の動きをみると、個人消費（年平均5．0％増→3．0％増）、

設備投資（同5．2％増→2．9％増）とも景気拡大後半には伸びが鈍化してい

る。その意味では、上述した景気循環のパターンは根底では生きていたとい

える。

　しかし、1990年代には、必ずしも過去にみられたような景気循環のパター

ンが当てはまらず、従来の景気拡大期とは異なる特徴がみられた。それらを

要約すると、第1に各種の経済指標の変動が小さく、堅調な成長の持続が安

定したものであったこと、第2にインフレーションの抑制と失業率の低下が

両立していたこと、第3に労働生産性の向上と設備投資の増勢がみられたこ

と、第4にこうした傾向が拡大後半に一層強まったことの4点である。



第2節　物価安定と低失業率の両立

　経済成長率を実質GDPの増減率でみると、1990年代の3．6％という平均

増加率は、4％を超えていた他の拡大期間と比べるとやや控えめのものであ

るが、長期的な労働人柱の伸びや労働生産性上昇率をもとに2％台半ばと推

計されていた潜在成長率からみると3＞、高めの成長を続けたといえる。しか

も、9年間のうち7年間は年平均成長率が3％以上であり、さらにその中で

も5年間は4％以上の成長を実現しており、特定の年に成長が偏っていたわ

けではない。成長率の年ごとのバラツキを示す変動係数は過去の拡大期間に

比べて低く、この期間の堅調な成長が従来に比べて安定したものであったこ

とがわかる。

　既述したとおり、一般に景気拡大の長期化は物価上昇を招きやすいが、

GDPデフレータによりインフレーションの状況をみると、1990年代の拡大

期は、1961年から1968年までケネディ大統領、ジmaンソン大統領と8年間続

いた民主党政権下の黄金期4）よりもさらに低位でしかも安定した状態にあっ

たことがわかる。年次別の動きを確認すると、二度にわたるオイル・シsuッ

3）1990年代中盤、クリントン政権の経済スタッフは、人口増加率1．0％、労働力化率0．1

％上昇、労働生産性1．2％上昇を根拠として、長期的に持続可能な成長率を2．3％と推計

　していた（Econontc　RePort　Of　tke．President［1997］pp．86－87．）。ただし、！999年10月

　に行われたGDP統計（2VIPA）の全面改訂により、　ig59年以降の年平均成長率は従来

の公表値よりも0．2％高くなっているため（Seskln［1999］）、この点を考慮すると潜在

成長率はおよそ2．5％に読み替える必要がある。

4）「完全雇矧の達成を掲げたケネディ政権と「健切な社会」を掲げたジョンソン政権

の下では、景気後退期には政府による積極的な財政政策をとり、ひとたび完全雇用が達

成されると市場メカニズムに委ねるというケインジアン・モデルと薪古典派モデルを総

合した「ニュー・エコノミクス」が採用された。この政策によって国内の経済的繁栄を

謳歌した1969年代はしばしば即金の69年代〈G◎ldeR　Age［Era］of　the　1960s＞」と称

されるが（例えば、経済企画庁［1985］，Uchitelle［1999］，　Mandel［2000］）、対外的

には日本や西ドイツなどが経済復興を遂げる申で米蟹はベトナム戦争による漕耗などに

よって次第に相対的な競争力を失い、圧倒的な経済力を背景に築かれた戦後のアメリカ

体綱（バックス・アメリカーナ）が崩壊していった時代でもあった（木下［1989］）。
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クの時期には9％台にまで上昇した物価上昇率は、1983年以降は概ね3％台

で推移していたが、1992年以降はさらに低下し、1996年には31年ぶりに2％

を切った。その後、1999年までの4年間は1％台の物価上昇率ときわめて低

位の状態が続いた。1990年代の拡大期を平均すると、2％の上昇率であり、

これは196◎年代の拡大期平均の2．6％を下回るものである。しかも、この間

のデフレータの変動係数はO．2であり、1960年代の0。5と比較してわかるよう

に、変動自体が小さく安定したものであった。1970年代から1980年代にかけ

ても同じように変動が小さかったが、当時は高いインフレーシmaンを経験し

ており、高物価が持続していた。低位安定という意味で、1990年代は際立っ

ている。こうした物価の安定は賃金上昇圧力の低さによって支えられた。時

間当たり賃金の上昇率で確認しておくと、199◎年代は後半にかけてやや高ま

りがみられたが、全体を通してみると、1960年代の5．2％、1980年代の4．4％

を下回る3．8％と落ち着いたものであり、後述する生産性の上昇を反映して

ユニット・レイバー・コストは1％台で安定して推移した。

　一方、雇用情勢を失業率の推移で確認すると、1990年代序盤には一時8％

近い水準にあった失業率が、景気拡大終盤には3◎年ぶりに4％台を割って3

％台になるまで改善が進んだ。このような失業率の低下は一筋縄に達成され

たわけではないが5）、インフレーションの加速を引き起こすことなく失業率

が顕著に低下したことは、1990年代の特写といえる。

　198◎年代までのデータによる分析では、インフレを加速させない失業率

（NAIRU：Non－Accelerating・lnflation　Rate　of　Unemployment）の水準は

およそ6％と推計されていたが6｝、現実には1994年9月以降失業率は5％台

に低下しており、1997年7月からは5％を切って4％台に、1998年終盤から

はさらに4％台の前半にまで下がっている。物価の安定と失業率の低下は、

5）米国は通常、景気回復から数カ月で失業率は低下し始めるが、1990年代序盤は、雇用

なき回復といわれる情勢の中で、失業率が景気の谷のレベルより改善したのは、約3年

後のことであった（第12章参照〉。

6）Economic　RePert　Of　tlze　President〈1996），pp．51－53参照。また、労働生産性の向上

　という1990年代の経済成果を踏まえたNAIRUの今日的意義については、　Ball　and

Mankiw（2002）参照。
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政府の経済運営にとって基本的な政策目標であるが、失業率の低下という経

済成果はしばしば物価の上昇を引き起こして景気の腰を折ることにつながる

ため、景気拡大が長期化するにつれてNAIRUの水準に高い関心が向けら

れるようになる。日本においても、198◎年代末から199◎年にかけて景気拡大

が長期化するなかで、政府当局がNAIRUの分析を行い、2％台前半（2．1

％～2．4％）との推計結果を発表しているがη、クリントン政権下の経済諮

問委員会も、1990年代後半に度々NAIRUの分析を行っている8）。

　注目されるのは、NAIRUの分析結果が年を追って下方修正されている点

である。当初6％程度と推計されていたNAIRUは、1990年代後半には5．5

％を中心にプラス・マイナス0．5％ポイントの範囲に低下したと推計さ

れ9｝、さらに2000年の分析では、第二次大戦後から199◎年代半ばまでを通し

てみると5．75％程度であったNAIRUが、その後は短期的な要因もあって

4％台前半にまで低下したと指摘されている19｝。

　もちろん、NAIRUは一定の水準に固定されるものではなく、人口構成の

変化などによって、時間とともに変化し得るものである。例えば、男性に比

べて女性の雇用機会は必ずしも恵まれてはいないといった事情や、就業経験

の豊富な中堅層に比べてスキルを身に付けていない若年層の雇用機会は充分

でないといった点を考慮すれば、女性の労働力化が進み、ベビー・ブーマー

層が若年労働力として本格的に労働市場に現れ始めた1970年代からそれが一

巡するまでの1980年代にかけて、ミスマッチによる摩擦的な失業が増加し、

NAIRUを押し上げる要因になったと考えられる。1990年代に入ってから

7）経済企画庁（1999），pp．415－416，付注1－5参照。

8＞1996年のEconomic　RePort　Of　the　Presidentで特別の欄を設けてNAIRUが検討さ

　れ、続く1997年報告書で詳細な検討がなされて以来、2001年忌報告書謙で毎年NAIRU

　について言及されている。

g）Economic　RePort　of　the　President（1998＞，p．58参照。その後、1999年の報告書では、

　さらに5．3％を中心とする範囲内にあると指摘されている（Economic　RePort　Of　the

　President　［1999］，　p．24．）．

IO）Economic　Report　Of　the　President（2000＞，p．92。また、　Ball　and　Mankiw（2002）

　では、1960年に5．4％であったNAIRUがピークとなった！979年には6．8％にまで上昇

　し、2◎◎◎年には4．9％に低下したと試算されている（p．123）。
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は、逆の変化がそうした失業の程度を和らげ、NAIRUの低下につながった

とみることができる。もっとも、人口動態の緩やかな変化はNAIRUの推

計に当たって予想可能なものであり、現に1990年代中盤になされた推計で

は、この点が考慮されている。それにもかかわらず、人口動態調整後の

NAIRU推計値をさらに下方修正せざるを得なかったところに、1990年代に

固有の、別の要因の存在が強く示唆されるのである。Ball　and　Mankiw

（2002）は、こうしたNAIRUの低下に、労働生産性が、上昇率そのもので

はなく過去の趨勢からの乖離という点で強い相関を示していると指摘し、イ

ンフレーションと失業率の関係については、人口動態や政府の政策のみなら

ず、生産性の変化の面からも分析を加えることが重要だと論じている。

第3節　生産性の上昇と設備投資の増勢

　199◎年代の米国経済の拡大で特筆すべき点は、1970年代から1980年代まで

低迷していた労働生産性の上昇率が、景気拡大とともに高まったことであ

る。労働生産性は景気循環の局面によって変わり得る。景気回復の初期にお

いては景気後退局面で遊休していた経済資源を利用できるため、短期的に労

働生産性が上昇しやすが、景気拡大が長期化するとこうした短期的な効果が

剥落：する。したがって、景気拡大後半の労働生産性上昇率が完全雇用を前提

にした長期的に持続可能な実力を映し出すと考えられる。1960年代の拡大後

半に2％程度であった労働生産性の上昇率は198◎年代の拡大後半には約1％

程度に低下しており、これは、かつて潜在成長率が2％台半ばと推計された

際に前提とされた長期的な労働生産性の伸び率にほぼ一致する11）。

　しかし、1990年置をみると、景気回復初期の労働生産性の伸びはそれほど

高くなく、むしろ後半にかけて上昇率を高めている。このことは、第1に、

景気拡大初期において過去から引き継いだ利用可能な経済資源が豊富ではな

かったこと、第2に、その後の景気拡大を通じて長期的に持続可能な労働生

産性の向上が実現されたことを強く示唆しており、経済構造に何がしかの変

11）注3参照。
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表2－3成長に対する設備投資と政府支出の寄与率

拡大期間 実質Gr）P平均伸率 設備投資の寄与率 （うち情報化投資） 政府支出の寄与率

1962－6§ 娃．9 1L5 〈倉。6） 22．8

1983－90 4．0 9．4 （4．5） 19．1

至992－oo 3．§ 28．違 （17．5＞ 7．1

（出所）US　Department　of　C（｝mmerce，　National／ncome　and　I）roductive、Account（NIPA）をもとに作成。

化が生じたことを窺わせる。すなわち、資本や労働などの経済資源の利用に

際して、過去からの延長ではなく新しい蓄積が求められ、景気拡大とともに

そうした資源の蓄積が進んで生産性の向上につながったと考えられるのであ

る。

　こうした構造変化に深く関わったのが設備投資の長期にわたる増勢とみら

れる。第1章で日米比較したとおり、1980年半の米国経済に停滞感がみられ

たのは、設備投資の低迷によるところが大きい12）。確かにレーガン政権下の

米国経済は長期の景気拡大を謳歌したが、それは政府支出主導のものであ

り、民間の設備投資は脇役でしがなかった。198◎年代の拡大期には、実質

GDP増加のうち政府支出の増加による寄与率は19．1％であるのに対し、民

間の設備投資の寄与率は半分以下の9．4％に過ぎなかった（表2－3）。しか

も、民問設備投資はオフィス・ビルなどの商業不動産投資が増加した1980年

代前半に集中しており、特にレーガン政権による税制改革見直しの影響で税

効果の大きな商業不動産投資の駆け込みがみられた1984年、85年の増加率が

飛びぬけて高い13）。変動係数の高さが示すとおり、その他の年をみると設備

投資は低迷しており、供給サイドの体質改善につながるような民間投資の着

実な蓄積は進まなかったと判断される。

12）Friedman（1985）およびEcene372ic　Roport　Of議6　President〈1993），　pp．233－235な

　ど。ただし、Baily　and　Chakrabarti（1988）では、投資率の低下は生産低下の一部を

説比するに過ぎないと分析されている。

13）商務省の資料によると、商業用不動産建設（Commercial　Construction＞は名目で

　1984年に前年比34．1％増、1985年には同23．0％増となっており、一般産業等の1984年、

　85年の建設投資がそれぞれ前年比5．9％増、5．0％増であったことと比較して、その突出

　ぶりが窺える（第1章注5参照）。
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　これに対して、1990年代の拡大期には設備投資が年平均9．0％増加してお

り、この間の実質GDP増加に対する民間設備投資の寄与率は28．4％に達し

た。しかも、変動係数をみてもわかるとおり、安定して投資の増勢が持続し

た。設備投資は、需要項目のひとつとして現在の景気拡大に寄与するばかり

でなく、その蓄積が供給基盤となって経済に作用するという意味で、需要効

果と供給効果の二面性を有するが、現在の投資が将来の経済活力を規定する

という点で現在と将来をつなぐ「かなめ」でもある。無駄な投資の蓄積は将

来に負担を残すことにつながるが、その一方で、投資の低迷は最新技術の導

入機会を逃し、資本の老朽化によって将来の展望を暗くする。それゆえ、設

備投資は民間企業の存続にとって重要な意思決定の「かなめ」といえる。

　投資が需要効果と供給効果の二面性を有するということは、過剰な投資に

陥れば需給バランスを崩して景気後退につながることを意味する。この点

は、第12章で詳しく分析するように、20e1年からの景気後退の主因ともなっ

たが、総じてみると、1990年代の設備投資の増勢は、1980年代に衰えた供給

基盤を刷新し、米国経済の再活性化に寄与した重要な要因であったとみられ

る。投資の蓄積による供給力の増加によって稼働率の逼迫が回避され、ま

た、最新技術の導入による労働生産性の向上が賃金コストの上昇圧力を吸収

することで、先にみたインフレなき成長の持続に貢献したと考えられるので

ある。

　こうした特徴は1990年代後半にかけて一層強まった。失業率はかつて

NAIRUとみられていた水準をはるかに下回り、4％台かそれ以下の状態が

景気後退局面に入るまで4年間続いたが、その一方で、ユニット・レイバ

ー・コストの上昇率は労働生産性の上昇を反映して後半も低位に推移し、製

造業に至ってはマイナスが続いた。このため、賃金上昇圧力は高まらず、ま

た、設備稼働率も前半と変わらず安定していたことから、景気過熱による需

給の逼迫はみられなかった。結果的にインフレーションの加速が起きず、む

しろ、物価上昇率は後半にかけて一段と低下していった。
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表2－4名目と実質の情報化投資

（名目値） （10億ドノレ、％）

1960年 1970年 1980年 1990年 2000年

情報化投資〈a＞ 4．9 鶏．7 §9．6 17§。1 446．§

全設備投資（b＞ 49．4 109．0 360．9 630．3 1265．8

（a）／（b）比率 9．9 15．3 19．3 27．9 35．3

（96年基準実質値） （10億ドル、％）

196§年 1§7§年 198倉年 1ggo年 2◎o奪年

情報化投資（a＞ 2．8 11．2 46．0 136．4 583．3

全設備投資（b） 151．5 280．8 466．3 641．7 1324．2

（a）／（b）比率 1．9 4．0 9．9 21．3 44．0

（肉薄量〉｛∫S£lepartment◎f　C◎mmerce，　MP4よb作成。1986年以羨については、　Cka至難ノrype　QuaRt至ty　and

　　Price　lndexesをもとに算出。

第4節　設備投資を牽引した情報化投資

　設備投資主導の成長が続いた1990年代の米国経済は、停滞していた1980年

代までの体質を明らかに改善したといえるが、こうした設備投資の増勢を力

強く牽引したのが情報化投資であった。米国のGDP統計（7Vational　lncome

and　Prodzact　Accounts’SNAとは異なる独自の体系）では、民間設備投資

（R◎Rresidential　fixed　lnvest搬e鑑）の一項目として情報化投資（informa－

tion　processing　equipment　and　software）が計算されており、その内訳は、

コンピュータ関連（computers　and　peripheral　equipment）、ソフトウェア

〈s◎ftware）、通信設備等を含むその他（other）となっている14）。

　名目情報化投資の規模は、ig8◎年の696億ドルから199◎年の1761億ドルへ、

さらに2000年には4469億ドルへと増加し、設備投資に占める割合も5分の1

だったものが1990年には4分の1、さらに2000年には3分の1を占めるまで

に上昇した。コンピュータなどの情報機器は技術革新による価格低下が激し

いため、実質でみた情報化投資の増加はさらに大きなものとなる。実質値の

場合は基準年を何年にするかによって相対的な価格が変わるため、ある時点

14）統計データの厳密な定義等は、第5章補論参照。
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図2－2　米国の実質設備投資と実質情報化投資（前年比増減率）
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（出所）US　Department　of　Commerce，！＞：TPAより作成。

における情報化投資比率の水準を国際比較などでみる際には名目値を観察す

る必要がある。しかし、技術革新による性能の向上が価格の低下につながる

ことを勘案すると、質的な変化を加味した技術革新の動学的な寄与を観察す

るには、実質値の時系列変化をみるのがふさわしい。例えば、5年前と同じ

金額で同程度の性能のコンピュータを2倍の台数購入することが可能なら

ば、実態的な処理能力は投資総額が変わらなくとも2倍に高まるからであ

る。この点に関して、Baily　and　Gordon（1988）は、生産性の分析におい

てはコンピュータの計算能力が重要であり、性能の向上による価格低下を反

映した「コンピュータ・パワー」が実態をより正確に表すと指摘している。

もちろん、性能の向上を厳密に統計データに反映させることは、技術的に困

難であるが、価格の変化を織り込んだ実質値の動向によって、こうした傾向

をある程度つかむことが可能である。

　景気が拡大局面に入った1992年から2◎◎◎年までの情報化投資の推移をみる

と、この間の実質設備投資の増加の約3分の2は、情報化投資の寄与による

ものであり、設備投資全体の増加を力強く牽引したことが読み取れる（図2

－2）。つまり、1990年代には最新の情報技術に対する集中的な投資が長期間

続いたのであり、これが景気拡大の牽引力となっていたことがわかる。

　以上、本章では、設備投資主導による景気の拡大によって、1990年代の米

国に停滞感を強めた1980年代とは異なる特徴が現れ、経済が再活性化したこ



とをみてきた。そして情報化投資の増勢がこうした変化に中核的な役割を果

たしたと位置づけることができる。このような実態経済の動向は、情報化に

よる生産性向上をどう評価するかという経済分析への関心を高め、「生産性

論争」を引き起こした。次章では、いわゆる「ソロー・パラドックス1から

「ニュー・エコノミー」論へ至る論争の展開を跡づけながら、情報化投資が

米国の生産性向上にどのように影響したかを検証していく。
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第3章

情報化投資の経済効果と生産性論争

第1節　生産性論争前史：情報経済学と情報化社会論

　「情報」に関する経済分野の研究は、コンピュータの商業利用が次第に広

がりを見せ始めた1960年代から盛んになったが1）、研究には大きく2つのア

プローチがみられた。ひとつは、伝統的な経済理論が前提としてきた完全情

報の条件が満たされない場合に、市場メカニズムを通じた資源配分にどのよ

うな問題が起きるかを分析する理論的研究とそれに基づく実証研究である。

Stigler（1961）は、取引される財の価格情報が完全に行き渡っていない場

合を、Akerlof（1970）は、品質情報が当事者間で偏っている場合を取り上

げ、完全競争市場と現実の市場との乖離を情報の問題として論じる嗜矢とな

った。またArrow（1962a）は、不確実な状況下での資源配分を論じる中

で、発明や研究開発などの情報財を取り上げ、公共財的性質によってその生

産が社会的に望ましい水準に達しないことを論証した。情報の非対称性や不

確実性に関するこれらの優れた先駆的研究に導かれて、逆選択、モラル・ハ

1）Stiglitz（2000）によると、　A．スミスは今日の情報経済学で「逆選択」の問題として

定式化されている内容に触れており、」．S．ミルやA．マーシャルなどの経済学者も情報

の問題について言及している。だが、いずれも例外的な扱いでしかなく、情報の問題を

全面的に取り入れると経済分析があまりに複雑になるため、経済学の主要テーマに取り

上げられることはなかった。これを可能にしたという意味で、20世紀の経済学の発展に

最も貢献した分野のひとつ力精報経済学だとされる（pp．1441－1443＞。
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ザード、シグナリング、エージェンシー一理論など、伝統的な経済学にはなか

った新しい概念が次々に導入され、情報経済学という新領域が生まれた2）。

それらは、いずれも数式を用いた厳密な論理的証明が施され、それに基づく

実証研究も積み重ねられているが、情報という切り口から現実経済の「全体

像」を解明するというよりは、情報の問題が生起する場合に市場メカニズム

がどのように変化するかを消費者や生産者の行動に着目して分析するという

点で、ミクロ研究の領域に重なる部分が大きい。そこでの研究スタイルは、

伝統的な価格理論が機能しないような特定の局面に焦点を合わせ、時には強

い前提条件の下で精緻な議論を展開する傾向が強く、経済学を科学として取

り扱おうとする主流派経済学の禁欲的な姿勢が色濃く表れている。

　これに対して、他のひとつは、情報というキーワードで社会の全体像とそ

の変貌をとらえようとするマクロ的研究であり、Machlup（1962）、梅樟

（1963）、林（1969）、Bell（1973）らの先駆的研究に代表される産業組織論、

社会論的なアプローチである。この種の研究では、知識産業、情報化、脱工

業化、サービス化、ソフト化というように、用語の使われ方がまちまちであ

り、対象の輪郭に曖昧さを残す観があるのは否めない。しかし、財の生産に

ついて単に物的な価値（実用的機能）だけでなく、デザイン、色、ブランド

などの非物的価値（情報的機能）が重要性を増し、そのことが放送、広告、

出版、調査・研究といった情報関連産業の成長基盤になると考える点で、情

報の問題を核にして産業構造や社会の変貌をとらえるという共通の視点を備

えている3）。それらは後に、様々な産業の生産活動の中で情報に関連した労

働や中間投入が増加していく側面を捉えた「産業の情報化」、および、それ

に伴って情報関連のサービス活動が独立した産業を形成し発展していく側面

を捉えた「情報の産業化」という概念へと整理され、統計データを用いた実

2）情報経済学については、Hirshleifer（1973）およびStiglitz（2000）参照。

3）この点は、あえて定義を行わずにソフト化の問題を論じた国警編（1983＞の次の文章

に端的に示されている。滞情報化の時代毒は秒フト化」の時代である。物が重要な

『工業化社会』に対して、情報が物以上に重要な資源となり、情報の価値の生産を中心

　とした社会は、『情報化社会』といわれる。ダニエル・ベルのいう『脱工業化社会の到

来』であり、アルビン・トフラーのいう『第三の波』である」（pp．43－44）。
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証分析も施されるようになっていく4）。その一方で、このアプローチによる

研究は経済学の主流派が取り扱う中心テーマから離れた社会学的、文明論的

な色彩を帯びやすかった。こうした時に気宇壮大な構想を描く研究と、前者

のような禁欲的な研究姿勢との間には埋めがたい溝があり、情報に関する2

つの研究アブU一チは相互のつながりを深めることなく、それぞれ独自に展

開される状況が続いた。

　この状況が転機を迎え、情報に関する経済学的な議論を生産性や経済成長

といったマクロ経済分析の表舞台に導いたのが、ソロー・パラドックスに象

徴される生産性論争である。次節で考察するように、ソローは必ずしも今日

理解されているような狭い意味で問題提起を行ったわけではないが、情報技

術への投資は増加したが生産性上昇率の加速（生産性の向上）は統計的に検

証されていないという彼の指摘は、「情報」の問題に「技術jや「投資」の

要因を加えることで、この分野の研究に新たな可能性を切り拓いた。しか

も、1990年代の米国経済が1970年代から続いていた停滞を脱し、再活性化し

たという興味深い現実の動きを目の当たりにして、情報化投資の経済効果と

いう研究テーマが急速に脚光を浴びるようになった。成長会計や生産関数を

用いた実証分析はもちろんのこと、新技術導入の経済的影響に関する歴史的

分析、企業組織や資本市場、労働市場との関係など、「経済学のあらゆる分

野」5＞をまさに総動員する形で研究が進められるようになったのである。

第2節　ソロー・パラドックスの起源と背景

　「コンピュータの時代ということを至るところで目にするが、生産性の統

計では目にしない」（Solow［1987］）という鋭くも軽妙なソローのコメント

は、コーエンとザイスマンによる共著Manufacturing　Matters：The　Myth

Of　the　Pos“lndasstria／Ecenomy（製造業の重要性一ポスト工業化という

神話）に対する書評の中の一文である。後に、ソW一・パラドックスといえ

4）例えば廣松・大平（1990）など。

5）JergenSOR（2991），　pp．26－27参照◎
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表3－1米国の生産性上昇率の屈折 （％、ポイント〉

1948－73年（a） 1973－87年（b） 変化（b）一（a）

労働生産性 a．94 L§2 一L92
非農業部門 2．45 0．84 一1．61

製造業 2．82 2．52 一〇。30

非製造業 2．32 0．25 一2．07

全要素生産性 2．00 0．39 一L61
非農業部門 1．68 0．22 一L46

製造業 2．03 1．68 一〇．35

非製造業 1．5§ 一◎．3◎ 一玉．85

（出所）Baily　and　Gordon（1988），p．355，　Table　1．より抜粋。

ば「情報化が進んでも生産性の向上が実現しない逆説」と認識され、それが

さらに「情報化投資による生産性向上は、統計的に確認できるか否か」とい

う実証研究上の論争へと展開していくが、もともと彼の問題提起は「1980年

代に米国経済が直面した生産性の長期停滞の原因は一体何なのか」というも

のであった。

　コ・…一エンらの著書が出版されたのは1987年であり、本書の第1章で概観し

たように、自動車や電機などの製造業を中心に、日本経済が優れたパフォー

マンスを示すなかで、米国経済が停滞感を強めたという時代の状況を強くに

じませるものであった。この点は、その当時Baily　and　Gordon（1988＞カ§

示した生産性の下方屈折データに端的に示されている（表3－1）。コーエン

らは、経済のサービス化やポスト工業化をはやしたてる当時の論調に対し

て、サービス活動は製造業の活動と密接につながっており、書名がまさに示

すとおり「製造業こそが重要である」と主張した。

　これに対する書評の中で、ソローは、日本や西独（当時）などと激しい国

際競争を繰り広げる中で、米国が高い賃金や投資収益を確保して悪化した対

外バランス（経常赤字）を回復させるには、製造業の競争力再生が欠かせな

いと指摘し、サービス化やポスト工業化というあやふやな議論に惑わされて

はならないという著者らの主張に一定の理解を示している。しかし、次の点

に関しては、著者らを厳しく批判した。それは、研究開発や技術開発に積極

的に取り組むことが生産性向上への道であると唱えられ、とりわけ、急速に

勃興しつつあるマイクロ・エレクトロニクス分野の技術革新に対する産業界
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の取り組みが重要だと強調される場面である。コーエンらは、高度なエレク

トロニクス技術やコンピュータ技術を導入した生産の効率化を「製造業革

命」と称し、そこで重要なのは技術そのものの可能性ではなく、その効果的

な利用にあるのであって、企業の設備投資が停滞し続けている米国は、こう

した技術を資本へ体化することに失敗したのだと断じた。

　彼らの議論展開に対して、ソローは、誰もが新技術や研究開発による生産

性向上を自明のことのように唱えるが、日本も含めてあらゆる先進国経済が

新技術や研究開発に力を入れ、多くの投資を行っているにもかかわらず、生

産性上昇率の下方屈折に見舞われているではないかと反論したのである。そ

して、著者らだけでなくソロー自身も日本や西独が相対的に優位になった真

の要因を正確には理解できていないことを認め、生産性の問題は実証研究の

分野では未解明のままであると指摘した。こうした論旨の中で、書評の終盤

にさりげなく述べられたのがFコンピュータの時代ということを至るところ

で目にするが、生産性の統計では目にしない」という有名な一文なのであ

る。その意味で、ソローが提起したパラドックスは、情報技術が生産性向上

に寄与するかどうかという狭い問題設定というよりは、長期的にみて生産性

上昇率の下方屈折がみられるのはなぜなのか、たとえ最新技術の象徴である

コンピュータを導入してもこの停滞が克服されないのはどうしてなのか、と

いう生産性低迷の原因に対する疑問であった。同時に、コーエンらが提起し

たポスト工業化や情報化の議論、および、198◎年代の日米経済の明暗をも視

野に入れた文脈から落せられたものであり、米国経済をとりまくその頃の時

代背景を色濃く映し出した問題提起であった。

　ソローの書評が出た当時は、第1節で述べた第2のアプローチから、情報

化社会論が華やかに繰り広げられており、彼のコメントはその楽観的な見通

しに対する痛烈な一撃ともなった。確かに、1980年代はかつて未来論、文明

論的な文脈で展望されていた情報化社会が、より具体的なイメージを伴って

身近に意識され始めた時期であった。2度のオイル・ショックで、資源やエ

ネルギーを大量に使う鉄鋼や化学などの重厚長大型産業が限界に達し、省エ

ネルギー型の自動車製造や半導体などの電子機器製造が新しい産業として伸

び始めた時期にあたる。コンピュータ産業では、集積度の増したIC（集積
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回路）を利用して、小型のパーソナル・コンピュータ（PC）が出回り始め、

大型計算機メーカー一の巨人IBM社も1981年にPC市場へ参入した。他方、

通信分野をみると、米国市場では独占的企業のAT＆Tが1984年に分割さ

れ、日本では1985年に電電公社がNTTへ民営化されると同時に新しい通信

事業者の設立と市場参入が始まった。コンピュータと通信の融合などを曝し

て、いわゆる「ニューメディア・ブーム」が日本でわき起こったのもこの頃

である。

　ところが、1980年代の後半からは、いくつかの研究によって楽観的な情報

化社会像に対する否定的な見方が生まれ始めた。多くの企業がこぞって情報

化投資を行い、その管理や新機種への対応などで社会全体としては相当の資

金を費やしたにもかかわらず、目に見える効果がなかなか現れなかったから

である。特に米国では産業界に情報化への懐疑が強かった。Gleckman　et

a1．（1993）によると、米国の産業界は198◎年代に多額の情報化投資を行っ

たものの、生産性の改善にはみるべきものがなく、当時破竹の勢いにあった

日本と比べてかなり見劣りするマクロ経済のパフォーマンスに、失望感が漂

っていたとされる6＞。

　こうした現実は研究者たちの関心も惹きつけた。Baily　and　Gordon

（1988）は、1973年以降にみられた生産性上昇率低下の謎に迫るべく、統計

上の計測問題をいくつかの業種にわけて分析しているが、特に、「コンピュ

ータ投資の効果が公式の生産性統計に現れないのはなぜかという問題を重要

なeej　7＞に位置づけて詳細な検討を加えている。彼らは、コンピュータの利

用が盛んな銀行、証券、保険などの業種では、そもそも生産性が一定になる

ような定義で産出量の計算がなされており、質の向上がうまく反映できない

などの課題があることを指摘した上で、独自のデータを構築して公式統計の

不正確さがどの程度かを試算した。その結果、確かに業種によっては計測上

の問題が確認されるものの、それは1973年以前にもみられたものであり、生

産性上昇率の低下という時系列上の変化を充分説明できないこと、また、全

6＞GleckrcaR　et　al．〈1993），ひ38参照。

7）Baily　and　Gerdon（1988），　p351参照。
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産業に集計すると投入産出関係を通じた相殺部分が多い（ある業種における

産出の上方修正は別の業種の中間投入の増加となって付加価値を減少させ

る〉こと、などの理由により、1973年を境にした1．6％ポイントの労働生産

性上昇率低下（非農業部門）を0．5％ポイントしか説明できないとの結論に

至った。つまり、確かに公式統計には計測上の問題があるものの、それを織

り込んだとしても生産性上昇率の下方屈折は否定できない事実であることが

再確認されたのである。

第3節　生産性論争のr情報化」と実証研究

　Baily　and　Gordon（1988）では、「ソロー・パラドックス」についての明

示的な言及はなされていないが8）、彼らの研究は生産性上昇率低下の原因を

解明しようとした点でソローの問題意識（生産性上昇率が低下したのはなぜ

か〉に適うものであった。同時に、その原因を特にコンピュータ利用度の高

い業種に焦点を当てて統計上の計測問題から分析したものの、結果的にそれ

が棄却されたという点で、いわゆる「ソロー・パラドックス（情報化が進ん

でも生産性向上が確認されない）jを支持する結果にもなった。

　同様の実証結果は、その他にも数々みられた。1952年から1986年までの時

系列データを用いて米国製造業の情報化投資を実証分析したBemndt　and

Morrison（1991）では、情報化投資の限界利益は限界費用を下回るという

結論が導かれている。また、Roach（199Dは、この問題をホワイトカラー

の労働生産性に絡めて論じ、脱工業化しつつある米国経済はホワイトカラー

の多いサービス部門（非製造業）が雇用を拡大しており、情報化投資の85％

がこの部門で行われているが、そこでは生産性が向上しておらず、結果的に

経済全体の効率化を妨げていると指摘した。彼によると、米国のサービス部

門では最新の情報技術に毎年多額の投資が行われ、ホワイトカラーの情報資

本装備率は1980年代に倍増しているにもかかわらず、労働生産性はほとんど

8）この論文に対するDavid　Romerのコメントの中では“computer　puzzle”（p．427）と

表現されている。
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上昇していない。こうした分析結果を踏まえてローチは、規制が強く貿易に

よる外国との競争からも守られているサービス部門では、効率性を度外視し

た過剰な情報化投資が行われたと結論づけた。U．S．　Department　of　Labor

（1994）には、情報化投資と生産性に関する過去の研究成果が整理して報告

されているが、それによると、198◎年代から1990年代序盤までは情報化投資

と生産性の問にポジティブな関係が確認されないという「ソru・一・パラドッ

クス」を支持する分析結果が数多く出されていることがわかる9＞。

　このように、情報化投資の経済効果に関する否定的な実証結果が相次いで

出される中、ソローのコメントは、次第に書評全体の文脈から切り離されて

人iコに謄卜し、「生産性が長期的に低下したのはなぜか」というコメントの

背後にある問題意識はかすんでしまい、「情報技術の導入は、はたして生産

性の向上に寄与しているか否か」という、より焦点の絞られた設問に移行し

ていった。いわば生産性論争の「情報化」である。こうして議論の焦点が移

っていく中で、彼のコメントは、いわゆる「ソ帰一・パラドックス」とし

て、その後長く研究者たちの関心を惹き続けることになったのである。

　情報化投資の経済効果について否定的な見解が多かった状況は、景気回復

が3年目に入った1993年半ばを境に変化し始めた。Bzasiness　Week誌は、

1993年6月に“The　Technol◎gy　Payoff”という特集を組んでいるが、その

中では情報技術の導入が生産性の上昇に効果を表し始めたといういくつかの

報告が掲載されている’o）。また、翌1994年5月には、“The　Information

Revolutien（情報革命）”という表題の増刊号を出版し、インターネットの

普及などに触れながら、「情報革命は今や臨界点を迎えつつあり」11）、企業、

9）報告された分析の要約によると、例えば、最新の情報システムを導入した2999社に対

　する調査結果では、少なくとも4割の企業で期待した効果を得られなかったことが示さ

　れている。また、欧米の製造業60社を対象に情報化投資の生産性に対する影響を分析し

　た研究では、情報化投資と生産性の問に強い関係は検証できず、1982年から87年までの

　データに基づき主要製造業の33事業部門について情報化投資の経済効果を分析した研究

　でも、両者の間に有意な関係は検証されなかったと報告されている。さらに、情報輪投

　資はむしろ生産性にマイナスの影響を及ぼしているとする分析結果もみられた（U．S．

　Depar雛、e盛of　Labor［1994］，　pp．9－12参照〉。

10）Business　Week，　June　14，1993，　pp．36－48参照。
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産業、経済の繁栄にとって重要な問題になっていると論評された。その中で

は、1990年代に入ってみられるようになった生産性向上について、「これま

で企業が費やしてきた莫大な情報化投資がついに全面的に開花したことを反

映している可能性があるji2｝と報告されており、生産性と情報技術の関係が

肯定的に議論されている。第2章でみたように、情報化投資に牽引された景

気拡大という現実の動きの中で、「ソn一・パラドックス」は解消されつつ

あるという認識が産業界に生まれ始めたことを窺わせる。

　産業界だけでなく、研究者の間からも肯定的な分析結果が報告されはじめ

た。その嗜矢となったのが、Brynjolfsson　and　Hitt（1993）である13）。彼ら

は、1987年から1991年までの367社のミクロ・データをもとに、企業資産を

コンピュータ関連とそれ以外の一般資産に、労働力を情報関連スタッフとそ

れ以外の一般従業員とにわけた生産関数を推定している。そして、一般資産

の投資収益率（ROI：ReturR　on　investment）は6．3％なのに対して、コンピ

ュータ関連の投資収益率は81．0％でかなり高いという計測結果を基に、「生

産性のパラドックスは解消された」14）と結論づけた。

　その一方で、情報化投資の経済効果について否定的な分析も依然として根

強かった。01iner　and　Sichel（1994）は、上記ソローのコメントを明示的に

引用しつつ、成長会計の手法によって、コンピュータ導入の成長に対する寄

与を計測している。その中で、彼らはコンピュータ資本は総資本の中でほん

のわずかのシェアに過ぎないことを示し、ソローのコメントをもじって、そ

もそも「コンピュータを至る所で目にするわけではない」15）と指摘した。そ

して、たとえコンピュータがかなり高い投資効率（グロス）を有するとして

も、成長への貢献は低く、また減価償却の大きさを考慮するとネットではほ

13＞BUtsiness馳盈，　May　l8，1994，揖2参照。

／2）Mandel（1994），　p．26参照。

13）Business　l・Veele（June　14，1993，　p．38）およびUS。　Department　of　Labor（1994，

　p．11＞でも取り上げられている。この論文は最終的には1996年4月差“Paradox　Lost～：

　Firm－level　Evidence　on　the　Returns　to　lnformation　Systems　Spending”というタイト

　ルの論文としてManagement　Science，　VoL42，　No．4に掲載されている。

14）Brynjolfsson　and　Hitt（1993＞，　p．2参照。

15）　Oliner　and　Sichel　（199．　4），　p．314．
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とんど成長に寄与していないと主張し16）、1990年代序盤にみられた生産性の

上昇は景気循環要因によるものであって、コンピュータ導入の効果によるも

のではないと断じた。ただし、彼らはまた、情報技術はコンピュータ単独で

効果をもたらすのではなく、通信機器やソフトウェアなどとの結合効果を視

野に入れるべきであると指摘し、新たな分析の必要性と可能性も示してい

る。

　Brynj　olfsson　and　Hitt（1993）の企業データによるミクu・レベルの分

析や、Oliner　and　Sichel（1994）の通信機器を視野に入れるべきとの指摘を

踏まえて、篠暗（1996）では、コンピューータの他に通信機器やオフKス機器

も含めた広義の概念で情報化投資をとらえ、マクロ・データを用いて情報資

本の限界生産性と労働生産性への影響が実証分析されている。そこでは、資

本ストックを情報資本ストック（K，）と一般資本ストック（K。）に分けた、

次のようなコブ＝ダグラス型生産関数に基づく推定がなされている。

　ただし、α＋β＋γ＝1，V：付加価値、五：労働投入

　資本の限界生産性（∂V／∂K）は、資本ストックを追加的に1単位増加さ

せたときに得られる付加価値の増分であるから、α、βを求めてそれぞれの

限界資本生産性を推計することができる。

　　∂レ『／∂K。＝・・a×、4κ8－1謬言γ

　　　　　　＝　cr　×（V／Ke）

同様に、

　　OV／5K，　一一　fi　×　（V／K，）

ここで、（1）式を変形して次のモデルを導く。

　In　V／L＝A’＋　（a＋P）　lnKe／L＋rslnKi／Ko　’”　（2）

　このモデルを推定した結果から資本の限界生産性を求めると、一般資本ス

トックが20．2％なのに対し、情報資本ストックは63．9％とかなり高いことが

確認されている（表3－2）。これは、ミクu・データに基づいて情報化投資

16）この点は、Baily　and　Gordon（1988）に対するDavid　Romerのコメント

　も指摘されている。

（p，427）で
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表3－2情報資本ストックと一般資本ストックの限界生産性 （o／o）

Bry纐。韮｛ss◎轟a轟（韮…｛至綻　（1993） 篠緕（1996＞

～般資本ストック 6．3（n．a．） 20．2（12．0）

情報資本ストック 81．0（67．0） 63．9（48．1）

（出所）Brynjolfss◎登a撮9itt〈王993＞、篠鋳（1996）。グロスの生産性。（〉内はネット。

（濾＞Brynjolfsson　and　H｛ttは1987年から1991年までの367祉の企業データを用いた推定。篠嫡はマクロ統計

　　を用いた1979年から1994年までの推定。

表3－3　労働生産性の要因分解と資本設備の情報化　　　　　　　　　　　　（％〉

労働生産性

@y／五

一般資本装備率

@　κ。／五

資本設備の情報化

@　κ〆κ。

　その他

�ﾝ備要因
1≦｝82－19§嘆　i　　　　　　　1．33　　　　　　　　　　　　　　　　0．畦5 §．8嘆 脅．縫

（出所）篠崎（1996），p．26，表3　一一　2より抜粋。

の限界収益率が高いことを明らかにしたByy難jdfss◎R　and　Hitt（1993）らの

分析結果をマクロ的に支持するものであり、情報化投資の経済効果に関する

肯定的な実証結果が、1990年代中盤にミクw的にもマクロ的にも現れたこと

を意味する。

　さらに、上記（2）式は労働生産性（V／L）の変化が一般資本装備率（K。／L）

要因と資本設備の情報化（Ki／．Ke）要因で説明できることを示しており、一一

般資本の装備率が上昇するほど、また、資本設備の情報化が進むほど、労働

生産性が上昇することを表している。一般資本ストックに対する広義の情報

資本ストック割合（資本設備の情報化）は上昇テンポを加速させており、

！982年から1994年までの労働生産性上昇率1．33％の3分の2は資本設備の情

報化で説明されることが明らかにされた。つまり、たとえ情報資本の収益率

が高いとしても、そのシェアが小さいために、全体としての労働生産性上昇

にはさほど貢献しないという01iner　and　Sichel（1994）の主張は、通信機

器まで含めた広義の概念で分析すれば当てはまらず、情報化投資はマクW的

にも労働生産性上昇に影響することが確認されたのである。

第4節　歴史的アプローチによる解釈

「ソロー・パラドックス」については、歴史分析の観点からも解明が進め
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られていた。David（1989）は、19世紀末から20世紀にかけての第二次産業

革命期にみられた電力技術の導入を分析対象に取り上げ、新技術の導入開始

から生産性向上の実現までには、かなりの時間ラグがあったことを丹念に検

証している。それによると、1881年のニューヨーク中央発電所建設から約20

年後の1899年時点で、電気の普及率は製造業で5％、一般家庭で3％に過ぎ

ず、5割を超えるのはさらに約20年後のことであった。経済社会全体へのプ

ラスの影響は、それから後にようやく現れはじめたが17）、その問は旧技術と

の並存による非効率が避けられない。

　例えば、工場についてみると、動力源が蒸気機関か電力かによって工場内

の設備装置の配置と作業内容は全く異なる。電力の利用は工場内のスペース

利用、照明度、維持管理、安全性の面ではるかに優れているが、稼動可能な

既存の設備装置をすべて廃棄して電力利用型に更新するのは、旧設備への投

資が膨大な埋没費用となって経営を圧迫するため、新技術（電力）の部分的

な導入による新旧技術の並存期間が生じざるを得ない。こうしたシステム転

換の遅れは、人的資源の訓練や組織管理上のノウハウ蓄積面で非効率の温床

となり、経済全体でみると技術の二重構造による生産性の停滞をもたらすこ

とになる。しかし、時間の経過とともにこうした非効率は姿を消し、ある時

期からは新技術導入による生産性上昇の効果が全面的に現れ始める。電気の

発明と電力技術導入の場合は、それに「4◎年から5◎年の時間を要してお

りj’8）、それから類推すると、1950年代から始まったコンピュータ開発とそ

の後の商業利用による技術革新の効果は、1990年代以降にようやく現れ始め

るということになる19｝。したがって、それ以前に生産性の向上を要求するこ

とは、「非現実的な性急さ」20）に過ぎない。また、David（1990）では、

17）米國では1920年代以降に製造業の全要素生産性が急上昇している（David［1989］，　p．

　323，Figure　4a参照）。

18）David（1989），p．325参照。

19＞ただし、David（ig89）では、1881年の発電所建設と董971年のインテル社によるマイ

　クロプロセッサの開発とが電力技術と情報技術の同じ発展段階と位置づけられている

　（p．321，Figure　3参照）。

20）David（1990），　p．359参照。
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Baily　and　Gordon〈1988）の問題意識を受けて統計の問題にも言及されて

おり、技術革新がもたらす質的向上を数値化して統計に示すことは難しく、

また、既存の経済活動は統計的にうまく捕捉できても勃興する新産業の活動

を正確に映し出すことは困難であり、その点からも新技術導入に伴う経済効

果の検証は、つねに認知ラグを伴うと指摘されている。

　もちろん、Triplett（1994）が指摘したように、電力技術と情報技術の導

入では価格下落のスピードひとつをとってもかなりの違いがあり、新技術の

普及や新しい仕組みへの転換は蒸気機関から電力への移行期に比べて格段に

速く実現している。しかし、後の章で分析するように、人的資源、組織体

制、社会制度などの適応が、技術そのものの変化に比べて時間を要するとい

う問題は今も厳然と横たわっており、こうした歴史的アナmジーは、ある程

度幅をもってみる必要はあるにしても、情報技術革新の経済効果という今日

的問題に貴重な手がかりを与えてくれる。実際、1990年代中盤以降の生産性

論争では、こうした歴史分析はかなり説得力をもって受け入れられるように

なっていった。

　北村（1997＞は、長期的、構造的問題としての知識集約化を「コンセプチ

ュアライゼーション」と定義し21）、経済史、経済学説史の面から情報技術革

新の影響を考察しているが、それによると、経済成長には次のような一定の

パターンがあるとされる。それらは、第1に、労働力や資本などの投入増加

による成長、第2に、前方関連効果や後方関連効果として以前から知られて

いたネットワーク外部性、補完性、規模の経済性などによる同時的成長、第

3に、技術革新が波及し生産性フwンテKアがシフトすることによる成長で

あり、経済史をみると、第1の効果から第2の効果、そして第3の効果へと

時問とともに動いていくことが往々にしてみられる22）。北村（1997）では、

「ソロー・パラドックス」を説明する仮説が「時間的ラグ説」「統計不備説」

「技術革新効果相殺説」「資本蓄積過少説」に整理されているが、上記の経済

2Dこの定義は次節で述べるジャーナリスティックに過熱した「ニュー・エコノミー」論

　との混同を避けるために行われている（pp．83－84参照）。

22）北村（1997），p．91参照。
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成長のパターンを視野に入れると、コンピュータ導入に関するパラドックス

は、結局のところ時間が経過すれぼ解消されるのではないかという展望が開

けることになる。

　この種の歴史分析が頻繁に議論されるようになった経過から窺えるよう

に、1990年代中盤になると、情報技術の導入によって生産性が上昇すること

は次第に自明のこととして受け入れられ、それが現時点で明示的に確認でき

ない要因は何かをつきとめることに論点が移行している。1980年代における

生産性論争の背景には、米国経済が長期的な繁栄に向けて正しい道を歩んで

いるのか、という不安や疑問があった。これに対して、1990年代中盤以降の

議論では、そうした意識が希薄になり、むしろ米国経済は正しい道を歩んで

おり、生産性の向上は今は明示的に確認できないが間もなく明らかになる、

という自信が垣間見られる。こうした論調の変化には、「ソロー・パラドッ

クス」が発せられてから1◎年間の米国経済の変貌が強く影響しているとみら

れる。

第5節　ニュー・エコノミー論争

　以上みたように、1990年代中盤になると、それまで否定されていた情報化

投資のプラスの経済効果が実証研究の分野でも一部で確認され始め、また、

歴史的な見地からも効果が現れるのは時間の問題という論調が醸成されてき

た。しかしながら、これによって生産性上昇率の長期的な鈍化傾向に歯止め

がかかり再上昇したと判断するには、それが「持続的な趨勢変化なのか、い

つもどおりの循環要因なのか」23）を見極める必要があった。1990年代序盤の

生産性上昇率の高まりは循環要因に過ぎないというGordOR（1993）の実証

分析結果が出されていたこともあり、情報化投資が生産性上昇にプラスの効

果もたらすという主張は、必ずしもただちに広く受け入れられたわけではな

かった◎

　例えば、クリントン政権の経済諮問委員会は、1997年版の年次経済報告で

23）Gordon（1993），　p3◎4参照。
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2◎◎3年までの持続可能な成長率を2．3％と推計したが、その根拠となった労

働生産性の上昇率は、1973年から1990年までの平均値1．1％とほぼ同水準の

1．2％である24）。また、設備投資の増加によって成長が牽引されているだけ

であれば、単に投入の増加によって産出が増加しているにすぎないともいえ

る。アジアの奇跡は幻想であると論じたKrugman（1994＞は、その理由と

して、アジアの経済発展が専ら労働や資本の投入増加によってもたらされた

ものであり、技術やノウハウなどの伝播による生産可能曲線の拡大が起きて

いないことが問題だと指摘した。単に投入の増加によってもたらされた成長

は、収穫逓減の法則や完全雇用による投入の限界によって、いずれ立ちいか

なくなる。これと同じ議論は情報化投資の増勢による米国経済の成長にも当

てはまるため、情報技術導入の効果によって、資本や労働といった要素の投

入以上に産出が増加しているかどうかの検証が重要になってくる。つまり、

経済が完全雇用状態に近づいて投入の伸びが鈍化しても維持される成長の源

泉として、情報化の進展とともに全要素生産性（TFP：Total　Factor　Pro－

ductivityまたはMFP：Multi　Factor　Productivity）が上昇しているか否か

の検証がクローズ・アップされるようになったのである。

　ここで、労働生産性と全要素生産性および景気循環要因については、次の

ような関係が導かれる。

　V一　TLa（pK）”，　a＋B　＝1

　［V：付加価値，T：全要素生産性，　L：労働投入，　K：資本投入，ρ：稼働

　率］

両辺の対数をとって時間で微分すると、

　7＝T＋evZ；＋β穴＋βρ［ただし、・は変化率を示す〕

この式はさらに次のように変形できる。

　シr－L＝・T＋（ev－1）∠二＋β穴＋βρ

　　　　＝T＋B（K－L）＋Bp

　すなわち、労働生産性の変化率（V－L）は全要素生産性の変化率（T＞、

資本装備率の変化率（K－L）、および稼働率の変化率（ρ）に要因分解され

24）Economic　R砂。πof　the　President（1997），pp．86－87，　Table　2－3参照。
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る。資本装備率は設備投資による資本投入の増加の結果であり、稼働率は景

気循環の動きを示す変数である。この要因分解を応用することで、情報化投

資の増勢による資本装備率の上昇や単なる景気循環要因によって労働生産性

が向上したのか、それともそうした投入要因や景気要因以外の全要素生産性

の上昇も伴うものかを検証することが可能になる。

　ただし、1990年代に入ってからの米国経済を詳細に分析するには、時系列

データの蓄積が必要である。かつて、Baily　agd　GordOR（1988）カs指摘し

たように、全要素生産性の詳細な実証には資本投入の基礎データとなる資本

ストック量のデータ処理をどのように行うかといった複雑な統計技術上の問

題が伴う。特に情報資本に関しては、近年重要性を増しているソフトウェア

を資産として扱うための統計整備が必要だったこともあり、具体的な研究成

果が現れるのは時系列データの蓄積や統計の改訂などを経た後の1990年代終

わりまで待たなければならなかった。その間に、研究者のみならず金融当局

や市場関係者などを巻き込んで沸き起こったのが、いわゆる「ニュー・エコ

ノミー」論争である。

　「ニュー・エコノミー」論については、1997年7月のグリーンスパンFRB

議長の議会証言や、同じ時…期に出されたWeber（1997＞の論文がきっかけ

となって一段と注目されるようになったが25＞、Bosworth　and　Triplett

（2000）が指摘するように、その概念や定義は論者によって異なり必ずしも

明確ではない26）。そもそも「ニュー・エコノミー」という表現は、企業収益

の増加と株式市場の活況が続く中で、米国経済が1980年代までの停滞を脱

し、新たな繁栄の時代を迎えたという産業界や市場関係者の声を伝える経済

誌で、しばしば用いられるようになったものである27）。1996年10月7日号の

25）特に日本では、グリーンスパン証言以降、ニュー・エコノミー論という用語が頻繁に

　登場しはじめた。『日本経済新聞』の記事検索を行ったところ、1997年6月までの検索

　結果は0件で、グリーンスパン証言を伝える7月23日以降に急増する。

26）B◎sw◎rth　and　Tr三plett（2◎0◎〉，　P．1参照C

27）それ以前にも、例えばアップル社のジョン・スカリーは、クリントン政権誕生に伴い

　1992年12月に開催された経済会議の席上で、「二x一・エll？ノミー」という表現を用い

　て経済構造の変化を説明している（Economic　Conference［1992］，　pp．15－22参照）。
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Business　Week誌では、　FRBの金融政策に関する論説の中で「ニュー・エ

コノミ’一一」が大文字の固有名詞として用いられているが、それによると「ニ

ュー・エコノミー弓とは、新技術やグローバル化（より具体的には、設備投

資の増勢、生産性の上昇、国際競争）によって、インフレの加速を引き起こ

すことなくより高い成長を実現することが可能になった米国経済の姿を表現

するものであり、その当時産業界のほとんどの経営者がこの議論を支持して

いたとされる28）。

　すなわち、「ニュー・エコノミー」論は当時の産業界が抱いていた「米国

経済再生」の実感を強く反映したものであり、そこで繰り広げられていた議

論の主要な関心は、インフレなき景気拡大の強さとこの好景気がいつまで続

くのかという2つの事柄、すなわち、「成長率の高さ」とその「持続力」に

向けられた。前者は潜在成長率への関心を通じて「生産性」の議論に結びつ

き、後者はインフレーションの加速が引き起こす景気の転換点への関心を通

じて「景気循環」の議論に結びついた。このように、生産性だけでなく景気

循環の問題にも論点が広がったところに「ニュー・Xコノミー」論の大きな

特徴がある。その結果、研究者を中心に「ソロー・パラドックス」の解明と

いう形で進められてきた生産性論争は、「好景気の行方」という産業界で強

かった関心の影響を受けながら「ニュー・エコノミー」論争へと膨張してい

ったのである。

　もっとも、「ニュー・エコノミー」論は当初、産業界や市場関係者の期待

感が入り混じった感覚的議論の域を出ておらず、必ずしも研究者たちによっ

て正統に認知された議論とはいえなかった。経済分析能力の高さで定評のあ

るグリーンスパン議長は、1996年12月に株式市場の急ピッチな上昇を「根拠

なき熱狂（irratieftal　exgberaRce）jではないかと述べて牽制し、1997年2

月の議会証言29》では、情報技術の進歩やグローバルな競争によって経済が変

貌している可能性はあるという見解を示しつつ転「過去の歴史をひもとく

28）“The　Right　Call　at　Greenspan’s　FED，”Business　Week，　October　7，1996，　p．170参

　照。

29）ハンフリー・ホーキンス法（完全雇用均衡成長法）に基づき、連邦準備理事会

　（FRB）議長が米国議会に経済晃通しと金融政策の運営を報告するためのもの。
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と、“新時代（new　eras）”という見解が結局は幻想に過ぎなかったという

教訓が得られる」　30）と述べ、安易な楽観論に対して一定の距離をおく姿勢を

崩してはいない31）。このような慎重な言い回しを続けるグリーンスパン議長

の発言に関心が集まったのは、金融政策の舵取りから金利動向を探るという

目的だけでなく、「ニュー・エコノミー」論を支持する産業界や市場関係者

が、これに正統性を付与するきっかけを求めていたからでもあった。

　その後、1997年5月の連邦公開市場委員会（FOMC）では、「現実の生産

性が現行の公表統計以上に上昇している可能性があり、これがインフレーシ

Nンの抑制に重要な役割を果たしている可能性がある」32）という見解が表明

され、安易な楽観論には組しないものの、1990年代に入ってからの米国経済

の構造変化もまた否定し得ないという立場が示された。こうした情勢の中で

注目を集めたのが、1997年7月のグリーンスパン証言とフォーリン・アフェ

アズ誌に掲載されたWeber（1997）論文である。

　タイバーツ暴落に端を発したアジア通貨危機の渦中に行われた議会証言

で、グリーンスパン議長は「現在の発展が、国の内外で起きている一世紀の

うちに一度か二度起きるような生産性の上方シフトかどうか、あるいは、通

常の景気循環の中でたまたま異例の事態が起きているだけなのかはわからな

い。最近の生産性の向上は一時的で短期的な需要や産出の増加によって作り

出されたものであるかもしれない」33）と述べたに過ぎない。しかし、証言の

他の場面では、コンピュータなどの情報技術革新に言及しつつ、米国経済が

長期的に効率性を改善していることを示唆しており、あえて「一世紀に一、

二度起きるかどうか1という表現を証言で使用した点が注目された。また、

実質成長率の見通しを2月時点の2％強から3％強へと上方修正する一方

30）Greenspan〈1997a）22段落目参照。

31）同様iの姿勢は、既述したようにクリントン政権の経済諮問委員会が1997年版の年次報

　告書で示した労働生産性の長期見通しにも表れている〈Econonzic　RePort　Of　the　Presi・

　dent［1997］，　pp．86－87，　Table　2－3参照〉。

32）Federal　Reserve　Board（1997）参照。

33）Greenspan（1997b）の項目“頚flatioR，　Output，　and　Technological　Change　in　the

　1990s”の16段落目参照。
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で、インフレーション見通しを同3％弱から2％台前半へと下方修正してお

り、エコノミストや市場関係者からは、インフレーションを最も警戒する

FRBが、生産性上昇による潜在成長率の上方シフトを認めたものと解釈さ

れた。これを伝える新聞報道からもわかるとおり、グリーンスパン証言は

「米国企業のハイテク投資に伴う生産性の大幅上昇について『百年Cl・一度か

二度の現象』である可能性に言及した」34）と受け止められたのである。

　一方、Weber（1997＞は、生産性の問題に関しては、先進国と途上国の

関係を論じた箇所で、グローバル化によって先進国の低賃金労働は脅かされ

ることになるが、逆にそのことによって「生産性を上昇させるために技術革

新や人的資源への投資が促されるj35）と簡単に触れているだけであり、専ら

景気循環の問題を論じている。彼の主張は、景気循環の諸要因が完全になく

なってしまったわけではないが、経済全体としてはショックを吸収して循環

の波を小さくする柔軟性を高めており、景気循環の問題は過去のものになっ

たというものである。その理由として、製造業に比べると安定した動きをす

るサービス業のウェイトが高まっていることや、グXX一バル化、金融市場の

高度化、雇用環境の変化、国際間で協調的な経済政策、新興市場の出現、情

報技術革新などが挙げられている。

　いみじくも、同率のフォーリン・アフェアーズ誌では、歴史的考察から景

気循環の安定を論じたDavid　Hackett　Fisherの著書：τ：he　Great　l）Vave！

Price　Reyolutions　and　lhe　Rbythm　Of　llisto7ryに対するKrugman（1997a）

の批判的書評が掲載された。その中でクルーグマンは「ニュー・エコノミ

ー」論を明示的に取り上げ、インフレなき長期の経済成長が続いた結果、も

はや不況は訪れないとする楽観的な議論が蔓延していることに真っ向から反

論し、1960年代も同じような主張が広くなされたが現実は異なり、むしろ歴

史的考察からは、景気循環はつねに生き残ると解釈しなければならないと批

判した。クルーグマンはまた、1997年7・8月号のハーバード・ビジネス・

レビュー誌において、失業率と成長率の間に成り立つオーカンの法則をあて

34）『日本経済新聞』1997年7月23日付夕刊，p．1およびp3参照。

35）Weber（1997），　p．79参照。
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はめると、米国の潜在成長率は依然として2％台前半であると指摘し、成長

率が高まったとする「ニュー・エコノミー」論の楽観的姿勢を痛烈に批判し

た36）。

　経済誌などのジャーナリズムで繰り広げられていた「ニュー・Xコノミ

ー」論にグリーンスパン証言や著名な経済学者による論争が加わったことで

議論は一気に過熱した。ウェバーは必ずしも景気循環が「なくなってしまっ

た」と断じたわけではなく37）、景気循環を生み出す諸要因が緩やかになった

として、その背景を論じたに過ぎない。しかし、議論の過熱と共に、米国経

済は永遠の繁栄期を迎えたとする主張が市場関係者の問でもてはやされるよ

うになり、中にはもはや既存の「経済学」は古くなって適応できないという

見解さえみられた38）。当時の議論を整理すると、現象面では、生産性上昇の

加速、景気循環の消滅、株式相場の上昇が取り上げられ、要因面では、情報

技術革新、グローバル化、規制緩和、労働市場の変化などが指摘された。こ

うしてみると、いわゆるfニュー・エllノミー」論争は、「ソ灘一・パラド

ックス」として取り組まれてきた生産性論争の中で、1990年代後半の一時期

にみられた議論の膨張というこ：とができる。それはある意味で、当時の米国

経済の雰囲気を映し出した一種のバブル的現象でもあった。

　安易なrニュー・エコノミー」論に対して慎重なスタンスを取りつづけて

きたクリントン政権の経済諮問委員会は、同政権による最後の経済報告とな

った2◎◎1年遅の報告書で「ニュー・エコノミー」を全面的に取り上げ39＞、そ

れを「技術と企業行動と経済政策の高度化が結びつくことによってもたらさ

れた、生産性の向上、所得増加、低い失業とインフレーションの抑制という

特筆すべき経済成果」と定義した上で、経済学の基本法則がもはや通用しな

36）Krugman（1997b），p．126参照。

37）“Those　fundamentai　forces　of　the　business　cycie　have　not　gone　away．”と述べられ

　ている（Weber［1997］，　p．71．〉。

38）このような見解があったこ：とは、The　Economist（1997），　p．13，　S　tephenson（2000），

　pA2iなどでも櫓摘されている。

39）それ以前の経済報告では、固有名詞として大文字で始まる「ニュー・エコノミー

　（New　Economy）」は登場しない。



い領域に転換したと考えるのは大きな誤りであり「経済は依然として景気循

環による変動を受けやすい」と指摘した40）。

第6節　ソロー・パラドックスの解消

　景気循環が消滅し永遠の繁栄と株式市場の上昇が続くとする議論は、ひと

つの極論であり、1990年代終盤から2000年にかけてみられた米国経済のバブ

ル的様相とそれに続く景気後退や株式相場の下落という現実（この問題は第

12章で詳しく分析する〉によって、膨張した「ニュー・エコノミー」論は明

らかに否定された。しかし、そのことと情報技術導入による生産性向上の問

題とを混同させ、同レベルで取り扱うのも短絡的である。1990年代の米国経

済でみられた集中的な情報化投資のすべてがバブルであり、経済構造に何の

影響も与えなかったと結論づけてしまうのは、別の意味で一方の極論といえ

るだろう。

　統計の改訂と蓄積が進むにつれて、「ソロー・パラドックス」に取り組ん

できた研究者たちの実証分析結果が1990年頃末から現れはじめ、次第に株式

市場の動向や景気循環の消滅といった議論からは一線を画した「情報技術導

入と生産性向上の検証」に議論が立ち返っていった。B◎sworth　and　Tri－

plett（2◎oe）は「成長率や生産性の加速に対する情報処理技術や通信技術

の役割」の問題を「狭義」のニュー・エコノミー一論として、膨張した他の議

論との混同を避けている他、情報化投資の経済効果について懐疑的な立場を

取り続けるゴードンも、論争に際しては「ニュー・エコノミー」の定義を情

報技術の進歩と生産性の加速に限定している41）。つまり、「ニュー・エコノ

ミー」という用語こそ使用されているが、論争の中身は再び「ソロー・パラ

ドックス」に回帰したといえる。

40）Ecewomic　Repeyt　of　tke　President（2◎◎1），　pp．23－24参照。また、積極的に「ニュ

　一・エコノミー」論を展開したBusiness　Week誌も、景気循環の消滅や経済学の法則

　が成り立たなくなったとする極論に対しては、当初一線を画する立場をとっていた

　（Shepard［1997］参照）。

41）Bosworth　and　Triplett（2000），p．1．およびGordon（2000），　p．66参照。
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表3－4労働生産性と全要素生産性（TFP）の加速に対する情報技術（IT）の要因（％）

分析春
Oll擁er＆

richel
Gordon Jor暮enson Whelan ERP2⑪⑪1 駅P2002

73－gs ？2－95 73－go 7喋一95 73－95 73一％
分析対象期間

95－00 95一⑪0 95－99 96…98 95－2000 95－2001

70年代以降の労働生産性上昇率〈a＞ L40 1．42 1．26 1．16 1．39 1．39

90年代後半の労働生産性上昇率（b） 2．55 2．86 2．11 2．15 3．01 2．6◎

労働生産性上昇率の加速（b）一（a） 1．15 L44 0．85 0．99 1．63 1．21

同上循環的要因 　
0．4◎

一 ｝
0．04 一⑪．48

同上構造的要因 一
1．04 …．閲 ■．一 1．58 1．70

資本装備率 暮．3荏 §．37 §．4S
…

§、3§ ◎。§7

（うちIT要因） （0．59） （0．60） （0．54） （0．46） （⑪．62） （0．60）

全要素生産性；TFP 0．77 0．52 o．50 …
1．19 1．◎7

（うち王T要因〉 〈0，47） （O．3◎） （◎．31） （◎．27） （◎．18） （0．16）

その他 0．04 0．15 一〇．10
…

0．00 0．04

労働生産性加遼への一丁要因の寄与率 92％ ε3％ 1総％ 7嘆％ 4§％ 6396

TFP加速に占めるIT要因の寄与率 61％ 58％ 62％ 一 15％ 15％

（出藤＞Oliner＆Slchel〈29§9），p．13，　Tab！e2；GordoR〈2§92），p．64，　Table3．2；W難ela難（2愈§O＞，罫34，

　　Table5；　Jorgenson　（2001），　p．25，　Tabie8；　」Elrconomic　RePort　of　the　」President（ERP　［2001］），　p．

　　28，Table　1－1；同（2002），p．61，　Table　1－4のデータをもとに作成。01iner＆Siche1については、

　　Bai｝y（2◎92），p．5，　Tab至e　lと2をもとに更薪したデータを認載。

　情報技術導入によるプラスの経済効果については、一部に懐疑的な見解も

残っているが42＞、最近の実証分析ではfソロー・パラドックス」の解消を示

す結果が多く得られている。例えば、かつて情報化の効果について否定的な

結論を出したOliner　and　Sichel（2◎00）は、全要素生産性をさらに詳しく

要因分解し、資本についてはコンピュータ、ソフトウェア、通信設備、その

他一般の4種に、また労働については技能の向上といった質的変化を織り込

んだ要因分解を改めて行っている。それによると、米国の労働生産性は199◎

年代後半に1．2％ポイント上昇率が加速しているが、そのうち資本装備率の

上昇によるものは約0．3％ポイントであり、全要素生産性の加速が約O．8％ポ

イントに達している（表3－4）。また、資本装備率と全要素生産性のそれぞ

42）例えば、GordOR（2◎◎3，2◎02＞など。しかし、かつて否定的な見解を示していたク

　ルーグマンは一定の効果を認めている（“Charting　Our　Course　in　the　New　Economy，”

　American　Ec◎nomic　Association，　Annual　Meeting　at　New　Or｝eans，　jan．6，2◎◎1での

　発言。会議の様子は2001年1月10日付『日本経済新聞』朝刊p．9でも報じられている）。
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れで、情報化投資に関連する要因の寄与はかなり大きく、労働生産性向上の

ほとんどがこの要因で説明される計測結果となっている。情報技術と労働生

産性向上の関係を確認した同様の実証研究はWhelan（2◎◎◎）、　Jorgenson

（2901）、大統領経済報告（ERP）などでも相次いで出されており、一連の

分析に拠ると、バラツキはあるものの、概ね次の点では共通の結果が得られ

ている。第1に、米国では情報資本の蓄積が進んだこと、第2に、それにつ

れて1990年代後半に労働生産性の上昇率が0．9％から1．6％ポイント程度加速

したこと、第3に、全要素生産性の上昇率が約0．5％から12％ポイント程度

高まっていることの3点である。つまり、情報技術を積極的に導入するため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の　　　　の

の投資とともに、全要素生産性の上昇を伴いつつ労働生産性の上昇率が高ま

っており、かつてクルーグマンがアジア経済の発展に対して指摘したような

単純な資本投入による成長のパターンではなく、新技術のスピルオーバーを

伴う成長が実現したことを示しているのである。

　一方、懐疑的な立場のゴードンは、労働生産性の向上は景気循環の要因も

大きく、構造的要因は見た目ほど大きくはないと主張した。また、全要素生

産性の加速についても、経済全体でみると生産ウェイトで12％に過ぎない耐

久財製造分野に集中しており、88％を占めるその他の分野に広がりがみられ

ないとして、情報化の効果に対しては否定的な解釈を行っている43＞。彼は、

情報技術の利用はそもそも「娯楽的なものに過ぎず」44）、第二次産業革命期

の電気の普及などがもたらした生活水準の向上に比べれば、取るに足らない

技術変化であって、労働生産性の向上は一時的で持続しないと主張する。確

かに、製造業の雇用や投資の割合が低下し、それ以外の分野で経済活動の割

合が上昇している現実の動きと、彼の計測結果とを照らし合わせるならぼ、

一見すると米国経済は全要素生産性上昇率の高い分野からそれが低い非効率

43＞表3－4の全要素生産性加速のなかでIT要因以外は◎．22％（…◎．52－9．3◎）である

　が、このうち◎．15％は耐久財製造業にみられるものであり、それ以外の産業では0．07％

　しか加速していない（Gordon［2002］，　p．64，　Table　3－2参照）。この議論はBaily　and

　Gordon（［1988］，　pp．350－351）でも展開されており、Gord◎nに一貫してみられる主張

　である。

44）　Gordon　（2000），　p．72
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表3－5情報技術集約度の高低別にみた労働生産性上昇率 （o／o）

情報技術集約度 1989－1995（a） 1995－2000（b） 変化（b）一（a）

高い産業 2．43 4．15 1．72

低い産業 一〇。10 1．05 1．15

（出所）Baily（2002），p．10，　Table　3より抜粋。情報技術集約度の高低は当該産業の付加価値に対する情報資

　　本の比率で区分したもの。

な分野に資源をシフトさせているかのようにもみえる。

　しかし、コンピュータなど情報関連が集まる耐久財製造分野で全要素生産

性が上昇しているのは、それを利用する産業での旺盛な需要が後押している

からこそ可能なのであり、雇用や投資の面で情報技術を積極的に導入してい

る非製造分野が大きく伸びていることと、そこに情報関連財を供給する製造

業の活動とが独立して無関係に成り立っているわけではない。したがって、

製造分野に比べて全要素生産性の加速が小さい非製造業の分野で雇用や投資

が増加しているという現象は、資源が非効率な分野にシフトしていることを

意味するのではなく、むしろ、相互に強い関連性をもちながら、全体として

全要素生産性の上昇を伴った労働生産性の向上に貢献していると解釈するこ

とができる。すなわち、情報技術の導入を契機として産業間の資源配分がダ

イナミックにシフトし、そのことによって米国経済が全般的に生産性を高め

たと考えられるのである。

　さらに、労働生産性に関しては、情報技術の利用度が高い産業は利用度の

低い産業に比べて良好なパフォーマンスを示しているとする分析結果も出さ

れている。Baily（2002）では、　BEA（Bureau　of　Economic　Analysis）の

データをもとに産業別の労働生産性とその上昇率が計測されているが、付加

価値に対する情報資本の比率（情報技術集約度）が高い産業と低い産業に分

けると、前者の労働生産性上昇率は後者に比べてかなり高く、しかも1990年

代後半の加速がより大きいということが明らかにされた（表3－5）。同様の

結果は、総資本に占める情報資本の比率で分類したStiroh（2002）の研究

でも得られており、情報技術の利用度と生産性上昇とのプラスの関係につい

ても次第に明らかになりつつある。

　実は、ゴードン自身も、第二次産業革命による1913年から1972年までの
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「生産性上昇の黄金期」が終焉して以来、およそ20年間にわたって停滞期を

過ごした米国経済が、「資本深化と全要素生産性の上昇によって1％ポイン

ト以上も労働生産性を加速させた」ことについて、「この成果は否定しよう

もなく印象的だ」45｝と述べている。加えて、Gordon（2002）では、労働生産

性の向上は「循環要因というよりは構造的なものである」46｝と表明され、こ

の向上がコンピュータの生産分野だけでなく、利用分野でも情報資本装備率

の上昇（情報資本深化〉を経由して実現していると言及されている47＞。

　このように、199◎年代の米国経済が「生産性上昇率の下方屈折」にみまわ

れた197◎年代以降の停滞期を脱し「生産性の向上を復活させた」こと、およ

び、それが「情報化投資の活発化によってもたらされた」こと、そして「経

済全体の全要素生産性が加速した」こと、の3点は今や一般に認められた事

実としてコンセンサスになりつつある。その意味で、1990年代の米国経済に

関しては、「生産性上昇率が低下したのはなぜか、たとえ最新の情報技術に

対する投資が進んでもこの停滞が克服されないのはどうしてなのか」という

問題の設定自体が、もはや成り立たなくなったといえる。

　1987年にニューs一ク・タイムズ紙の書評で生産性のパラドックスを指摘

したソローは、2◎◎◎年3月に同紙の取材に応えて「今や、生産性の統計でも

コンピュータ（の効果）を目にすることができる」と述べた48）。もっとも、

彼はそれに続けて、「もし生産性の向上が次の景気後退局面でも続けば安心

なのだが」と学者らしい慎重さをみせた。この点に関して、大統領経済諮問

45）G◎rdon（2999），勲p53－54参照。しかし、彼は生産性上昇の源泉が製造分野に限ら

　れ、また持続性のない一時的な上昇に過ぎないという懐疑的な姿勢を貫いている。

46）Gordon（2002），　p．65参照。

47）ただし彼は、全要素生産性の加速は耐久財製造分野に限られており、情報化投資が息

　切れすればコンピュータ利用分野の情報資本深化が鈍化して労働生産性の向上が止ま

　り、コンピュータ製造分野の生産低迷によって全要素生産性の向上も続かないので、

　紅ニュー一一iエコノミー」についての決着がついていないのは明らかだ』と主張してい

　る。この議論展開からわかるとおり、1990年代後半に生産性上昇の加速があったことや

　情報化投資がこれに関係していたことを認めつつ、それは一時的なもので持続性はない

　という方向へ議論の焦点が移っている。

48）Uchitelle（2000）参照。（）内は引用者による加筆。
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委員会の分析（ERP）を2001年報告と2002年幸艮告で比較すると（表3－4）、

景気循環の要因を除いた構造的要因の生産性上昇率は鈍化しておらず、むし

ろやや高まっていることがわかる。また、MaRdel（2◎◎2）によれば、企業

の粉飾決算問題などが明るみになり、2◎◎2年7月のGDP統計の改訂によっ

て、1999年から2◎91年までの企業収益は6％下方修正されたが、労働生産性

に関しては、1995年から20◎2年前半までの上昇率は年平均2．5％で改訂前の

2．6％とほとんど変わらず、それ以前の停滞期に比べて1％ポイント加速し

たことが改めて確認されている。このように、米国の労働生産性は、2002年

までをみる限り景気後退入り後も堅調に推移しており、ソローの懸念を取り

払う内容になっている。

　もちろん、そのことが米国経済に永遠の繁栄を約束したわけではない。米

国経済は！990年代の終盤から変貌しはじめ、内需の過熱による過剰投資とそ

の反動による急速な投資縮小に見舞われた49）。膨れ上がった内需の調整は今

も進んでおらず、大幅な経常赤字の累積が続く中、テW事件からアフガン、

イラク戦争へと、財政規律を脅かす国防支出が拡大しており、20eo年代の米

国経済が199◎年代と同じような軌跡をたどるとは楽観できない。とはいえ、

これ窪でみてきた生産性論争の経過からは、情報技術への集中的な投資によ

って、少なくとも1999年代の米国経済が197◎年代以降の停滞から再生し、生

産性を向上させたことは確かな事実だといえる。その意味で、いわゆる「ソ

ロー・パラドックス」は解消されたと考えられるのである。

49＞二二（2◎O！b）参照。
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第4章

情報技術発展の経過と1990年代の特徴

第1節　情報技術の共通資源化

　前章までみてきたとおり、199◎年代の米国経済は情報技術に対する投資の

増勢によって生産性を高め、経済を再活性化させた。情報資本装備率の上昇

が生産性の向上に寄与したことからもわかるように、その要因のひとつは、

積極的な情報技術の導入にあった。これを受けて本章では、「情報技術の進

歩と急速な普及」という面で1990年代にはどのような特徴がみられたかを、

技術開発の経過とクリントン政権の政策面から整理していく。

　一一般に、情報化という概念はかなり幅広い経済・社会現象を含んでいる

が、技術との関連ではコンピュータ化、あるいは通信技術（特にインターネ

ット）と融合したネットワーク・コンピューテdングの進展を意味すること

が多い。パソコンに代表される情報処理技術とインターネットに象徴される

通信技術の総体を情報技術（lnformation　Technology：IT）とすれば1）、

現在では単に電子的に速くて正確な計算を行うという「情報処理機能」だけ

でなく、「情報蓄積機能」と「情報伝達（通信）機能」を備え、数値や文字

情報の他に音声情報、映像情報といった人間が直感的に理解しやすい情報を

1）OECDの資料など、国際的にはInformation　and　Communication　Technology

（ICT）と表記されることが多いが、本書では、　H本や米圏で一般化しているITという

表現を用いる。
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図4－1マイクロ・プロセッサの処理能力

（トランジスタ数：対数目盛）
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　　quickrefyr．htm）のデータをもとに作成。
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一体的に処理し、伝達する技術として今や経済活動の隅々に行き渡ってい

る。

　もっとも、技術革新とそれを体化した機器の性能向上は、1940年前後にコ

ンピュータ開発が始まって以来、1950年代の商業利用開始から今日に至るま

で連綿と続いてきており、1990年代に一気に飛躍したと単純に言い切れるわ

けではない。もちろん、様々な研究開発の成果がこの時期に生まれたが、例

えば、コンピュータの性能を規定するマイクロ・プロセッサのトランジスタ

数をみると、ほぼ2年強（27カ月）で倍という一貫したペースで向上してお

り2）、それが特に1990年代に加速しているわけではない（図4－1）。またイ

ンターネットの発展経過をみても、「理論的、技術的に重要な貢献の多く」

は1985年までに実現されている3）。

　しかし、狭い意味の情報工学的な技術問題から視野を広げてみていくと、

1990年代には、それまでとは違ういくつかの特徴がみられた。それは、技術

2）メモリー・チップのトランジスタ数が18カ月から24カ月で2倍になるという経験則

は、インテル社の共同設立者であるムーアによって広められ、今日ではムーアの法則

　（Moore’s　Law）として知られている。ただし、ムーアは当初その期間が1年であると

　していた（Langlois［2002］，　p．283，　footnote　32参照）。

3）Mowery　and　Simcoe（2002），　p．232参照。

58



的にも制度的にも、コンピュータやインターネットに詳しい情報技術分野の

専門家ばかりでなく、全くの素人でも利用可能な環境が生まれたことと、そ

うした素人の利用が、オープンなネットワーク基盤の上に成り立ったことで

ある。それ以前の情報化は、専門家による研究開発とマニア間での普及にと

どまっており、企業の中では特別な部署や要員だけが利用していた。コンピ

ュータと通信の融合についても、商業化は囲い込み型のクローズドなネット

ワーク環境で進められたに過ぎない。これに対して1990年代は、優れたソフ

トウェアの開発とその快適な動作を可能にしたマイクロ・プWセッサの性能

向上がそれぞれ累積された結果、特別なプログラム言語を知らなくても、視

覚的、直感的な理解でパソCUンやインターネットが利用できるようになっ

た。しかも、インターネットという開放型のネットワーク基盤が、学術目的

以外の商業利用にも提供されはじめ、情報技術が限られた関係者のものか

ら、広く社会全体の「共通資源」へと転換した。情報技術の普及がある閾値

を越え、量的効果が質的な効果を生み出す状況に至ったと考えられる。

　こうした特徴が生まれた経過を跡づけるため、以下ではまず、コンピュー

タとインターネットの開発、普及の歴史をたどった上で、急速な普及を後押

しすることになったクリントン政権の政策背景を検討し、1990年代の米国に

おける情報化の特徴を整理していく。

第2節　コンピュータ開発の歴史とパソコンの登場

　横山（1995）によると、最も古い歯車式計算機の発明は、優れた哲学者で

ありまた数学者でもあったパスカルの活躍した17世紀にまで遡れるが、今日

みられるような電子式コンピュータの開発の歴史は1940年前後に始まった。

世界最初の実用コンピュータが何であるかについては諸説あるが、一般に

は、砲撃兵器の弾道計算を目的にエッカートとモータリーが米国ペンシルベ

ニア大学で1946年に開発したENIAC（ElectroRic　Numerical　IRtegrator

and　Computer）が有名である4）。1万8800本の真空管と6千個のスイッチ

を使い、30トンの重量と1800平方フィートの面積を占めたこのマシンは、そ

の後9年間、弾道計算のほか気象予測などに利用されたが、ENIACの欠点
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のひとつは、プラグやソケットによるワイヤリング方式でプログラムが作製

されることであった。ひとつのプWグラム作製に数百のワイヤー結合を行わ

なければならず、数人がかりで数日を要する作業であったとされる5｝。この

問題点を解決したのがプログラムを内蔵したフォン・ノイマン型マシンであ

り、1949年には英国でプログラム内蔵方式のEDSAC（Electronic　Delay

Storage　Aut◎matic　Computer＞がっくられ、米国では1951年にEDVAC

（Electronic　Discrete　Variable　Automatic　Computer）が完成している6）。

このプログラム内蔵方式のコンピュータ開発によって、本格的なコンピュー

タ時代が始まった。それに先立つ1948年には、その後の技術発展の基礎とな

るコード化やデジタル化の概念を打ち立てたシャノンの情報理論が発表さ

れ、同じ年に、ベル研究所で第二世代コンビ」・・一タの開発につながるトラン

ジスタが開発されている。

　こうした1940年代のコンピュータ開発の揺藍期を経て、1950年代には商業

用のコンピュータ開発が一気に進んだ。ENIACを開発したエッカートとモ

ータリーの設立したxンピュータ企業を前身とし、後のUnisys社へつなが

るSperry社は、1940年代後半からコンピュータの開発に取り組みはじめ、

IBM社と競い合う中で1951年に世界初の商業用（非軍事目的）コンピューー

タUNIVAC－1の開発に成功、このマシンを米国人口統計局に納入した。

4）先発明主義による1973年の判決でENIAC特許が無効になったことをきっかけに、世

界初の電子計算機は1939年にアイオワ州立大学で開発されたABC（Atanasoff　and

Beτry　Computer）であるとする説もある。ただし、これは線型方程式を解くだけの專

用機で汎用コンピュータではないとする見解もみられる。また、1975年1◎月にイギリス

政府の機密解除によって明らかにされたところによれば、1500本の真空管を用いたイギ

　リスの電子式暗号解読機COLOSSUS（コロサス）が1943年12月に完成しており、これ

が世界初の実用コンピュータとも指摘されている（情報処理学会歴史特別委員会

119981，ひ2，福霞豊・須藤修・早見均［1997］，p．3！，国立科学博物館ホームページ

www．kahaku．go．jp／special／past／jyoho／ipix／index．html参照）。

5）横山（1995），p．84参照。

6）プwグラム内蔵方式の検討はノイマンがEDVAC計画に参加する1944年9月以前か

　らエッカートとモータリーによって始められていたが、そこでの議論の結果をまとめた

ノイマンによる非公式の報告書が彼の単名で出されたために、ノイマンによる創案とし

て広謹つたとされる（情報処理学会歴史委員会編［1998］，p．3参照）。
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これに対抗するIBM社は、1952年に科学技術用の王BM7◎Pンピュータ

を、翌53年には商業用コンピュータIBM7◎2をそれぞれ開発した。これらの

コンピュータは、真空管を用いた第一世代コンピュータであるが7）、真空管

に比べて熱に強く動作が安定するトランジスタを用いた第二世代コンピュー

タは、1958年にSperry社（UMVAC80）、　IBM社（IBM7◎◎◎）が相次い

で開発した。また、1955年にベル研究所で開発された集積回路（IC）を用

いた第三世代のコンピュータは、1964年に発表されたIB　M360シリーズには

じまり、1960年代後半からビジネス分野での本格的な導入が一気に図られ、

ig80年代まで続くメインフレーム（大型汎用コンピューータ）黄金期を築いて

いくことになる。

　メインフレームの市場で第二世代から第三世代への交代を促した集積回路

の登場は、コンピュータ発展の歴史に別の扉を開くことにもなった。この技

術のおかげで、ひとつのチップ上に数万個のトランジスタを集積することが

可能になり、小型のパーソナル・コンピュータ（PC）開発の道を切り開い

たのである。1990年忌にみられたコンピュータ利用の急速な一般への普及と

いう現象は、メインフレーム機からパソコンへのシフトという「ダウンサイ

ジング」と特徴づけられるが、パソコンそのものは、メインフレームを単純

に小型化していった最終形態として生まれたものではない8）。1960年代の電

卓開発がきっかけで実現したマイクロ・プロセッサのLSI（Large　Scale

Integrated　Circuit）化が伏線となって生まれたものである9）。集積技術の進

7）ENIACでは、真空管が切れないように、長さ45メートル、幅1メートル、高さ3メ

ートルのマシンを相手に技術者が絶えず交換に動き回っていた。それでも半日程度しか

継続利用できなかったといわれている。

8）古瀬・廣瀬（1996）によれば、1960年代議からの反体制運動や反戦運動の気運の中

で、コンピュータなどの情報技術を政府や大企業だけが利用でき、あるいは、システ

ム・エンジニアなどの専門家集団だけが操作できるという集中化から大衆に開放し、個

人が能力と管理と自発性を発揮しながら知識と情報を共有するための道具にする、とい

う考えがサンフランシスコを中心に形成された。そして1971年に開発されたマイクロプ

ロセッサの技術を利用して、そのための具体的な道具としてパソコンが作り始められた

とされる（pp．2－21参照）。一方、メインフレーム・メーカーも小型化に取り組み、1960

年代後半からパソコンとは別の系統でミニコンピュータやオフKスコンピュータが市場

投入されるようになっていった。
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歩によって、1個の半導体チップ上に情報処理機能をまとめたワン・チッ

プ・Xンピュータが製造されるようになり、メインフレームの機能を大幅に

簡素化しつつ、個人でも手軽に購入し利用できるマイクロ・コンピュータ

（マイコン）、すなわち今日のパソコンが生まれたのである。1974年には今H

のパソコンの原型といえるALTOがtf　wックス社のパロアルト研究所で誕

生したが、同社では商品価値が認められず、本格的な市場投入は行われずに

終わっだ。｝。197◎年代後半は、マニアによるパソコンの隅棚期であったが、

表計算ソフトなどの開発で実用機能が高まり、当初は会計部門など計数管理

を要するオフィス現場で、個人的な動機による利用がなされ始めた。やがて

業務用のマシンとしての有用性が企業でも公認されるようになり、オフィス

の中ではメインフレームに加えてパソコンも利用されるという状態が既成事

実化していった。こうした展開の中で、パソコン市場が急速に拡大するきっ

かけとなったのは、メインフレーム市場で圧倒的な地位にあったIBM社

が、オフィス用途に狙いをつけて1981年にパソコン市場への参入を開始した

ことである。

第3節　急速なパソコン普及の背景

IBM社によるパソコン市場への参入は、単にパソコン市場の量的拡大を

9＞電卓の開発に際して、多様な機能の要求に応じてその都度回路設計を行うことは罪効

　率であるため、パーードウェアとしての集積回路を共通にし、ソフトウェアで機能を変え

　るという着想が日本計算機販売（通称「ビジコン社」）で生まれた。ビジコン社の技術

　者嶋正利氏はその開発のため米国のインテル社に赴き、ワンチップ・マイクUプロセッ

　サIntel　4ee4の開発に携わった。1971年に完成したIntel　4◎94の処理能力は第一世代の

　真空管コンピュータに等しかったとされる。その後ビジコン社は消滅しインテル社がこ

　の分野の中心企業として成長していった（豊田［1984］，pp．25－26；Langlois［2002］，　p．

　276参．照）。

IO）しかし、後述するように、この設計思想は組織の枠を越えて受け継がれ、最終的1こは

　ALTOの思想を受け継いだマッキントッシュが1984年にアップル社の手によって市場

　投入され（その前身の「リサ」は処理速度の遅さ、アプリケーションの少なさ、価格の

　高さ等により市場で受け入れられなかった）、後にウインドウズでも採用されてパソコ

　ンが社会に受け入れられていくことになる。
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促しただけでなく、その参入手法がコンピュータ産業の構造を大きく変える

きっかけともなった。嘉村（1993）およびLanglois（2◎◎2）によると、

IBM社のパソコン進出は198◎年8月に決定され、開発期間は1年という短

いものであった。そのため、このパソコン開発計画は巨大な官僚機序をもつ

IBM社の既存組織からは独立した社内起業的な方式で進められ、通常はほ

とんどすべての部品を内製していたIBM社の伝統にこだわらず、マイク

ロ・プロセッサや基本ソフト（OS）、フロッピィ・ディスク・ドライブなど

の枢要な部品までも外注品や既製品を採用するという「オープン生産方式」

が採用された。ソフトウェアを含む主要部晶が異なる企業から供給されると

いう生産方式は、部品問の連結面（インターフェース）さえ統一しておけ

ば、それぞれの部品内の性能や技術開発には緻密な擦り合わせを要しないと

いうモジュール構造の分業体制を企業の垣根を越えて可能にした11）。この方

式が奏効し、1年後の1981年夏には当初予定通りIBM社のパソコンが発売

開始され、生産が間に合わないほどの好調な売れ行きとなった。

　コンピュータ市場で圧倒的な知名度をもつIBM社が「オープン生産方

式」にてパソコン市場へ参入したことで、それまで各社各様であった周辺機

器やソフトウェアの仕様が1980年代前半にIBM互換という形に標準化して

いった。これは、Uンピュータの利用者側からみると、作成したデータや情

報の相互利用という点で利便性を高めることになり、また機器類の製造者側

からみると、互換性のある製品市場の総和を巨大にして産業の魅力を高め、

多数の起業家による参入を促すことになった。IBM社だけについてみると、

こうした互換機メーカー一の参入による競争の激化でパソコンのシェアを落と

していくという皮肉な結果をもたらしたが12）、パソコン市場全体をみるとそ

の規模は急速に拡大した。すなわち、IBM社がパソコン市場参入で採用し

11）Baldwin　and　Clark（1997）によると、1960年代に開発されたメインフレームの

　IBM360シリーズでもモジュール構造が採用されたが、この時の開発はBM社内を申

　心としたクローズドな分業にとどまっており、PCでみられたようなオープン方式では

　なかった。

12＞鬼木〈1994＞によると、互換機市場でのBM社のシェアは、1983年の72％から1989

　年の24％へと低下した（鬼木［1994〕上，p．51，図3参照）。
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表4－1米国Hughes社の情報化事例

時　期 情報　化　の　内　容 効　果

197◎年代 メインフレームによるコンピュータシステムの導入 生産性向上なし

1980年代前半
メインフレーム型システムに一部PCをスタンドア

香[ンで導入
生産性向上なし

1980年代後半 PCをLANで結んで電子メールを導入 生産性10～15％向上

1ggo年代前奉
メインフレームを廃し、分散型のオープンなシステ

?ﾖ全面移行
生産性鎗％向上帽標5096）

（出所）二丁（1996），p．11，表1－2より抜粋。1995年7月12日現地聞きとり調査による。

たモジュール構造の分業と外注によるオープン戦略は、互換性と標準化を組

織を越えて推し進め、Kats　aRd　Shapiro（1985）カ§いうような「ネットワー

ク効果」と宮澤の唱える「連結の経済性」とによって、需要と供給のパラレ

ルな拡大を一気に推し進めたといえる（詳しくは第9章で検討）。

　米国では198◎年代後半にメインフレームとパソコンの市場規模は逆転した

とみられ、ig9◎年の段階ではメインフレームの市場規模よりもパソコンの市

場規模の方が上回っていた13）。そして1990年代に入ると、Hughes社の事例

（表4－1）にあるように、1980年代中盤までビジネスの場で主流であったメ

インフレームを中心とした集中システムからパソコンを活用した分散型シス

テムへの移行、すなわちダウンサイジング化が急速に進んだ。

　1990年代にパソコンの普及を一段と推し進めた要因のひとつは、技術進歩

の累積によって、高性能な機器の価格が劇的に低下したことである。Lang－

1◎is（2◎◎2）によると、1946年に開発されたEMACは当時の価格で推定

750，000ドル、1998年基準の実質価格で6，265，000ドルとされるが、加算スピ

ードでその処理能力をみると毎秒5000回の加算能力に過ぎなかった。これに

対して、1998年のペンティアムII搭載パソコンは毎秒2億回の加算処理能力

をもち1，5◎◎ドルで購入できた。計算能力百万回当たり（MFLOPS）の実質

価格に計算しなおすと、ENIACの約12億5000万ドルに対してペンティアム

13）OSの構築費用を含むか否かなどメインフレームの定義・範囲により、この分野の統

計数字は発表元で違いがみられ、必ずしも整念性が図られていないが、日米の比較が可

　能なデータクエスト社の資料や通産省監修の『電子工業年鑑』からこの逆転が確認でき

　る（旧離［1996］，p．12，図ユー2参照）。
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表4－2　コンピュータの価格／処理能力比較 （1998年基準ドル／MFLOPS＞

機　種
i年〉

ENIAC
iユ946＞

BM　36◎
i196§〉

BM－PC
i1982）

ペンティアム11

@　（1998＞

価格／処理能力 1，253，eo怠，O◎◎ 20，！11，20§ 7，9◎◎ 8

（出所）Langlois（2002＞，p266，　FigureiG．1のデータをもとに作成。

（21｝i）　MFLOPS：　million　floating一一point　operatioRs　per　second．

機はわずか8ドルに過ぎない。同様に、第三世代コンピュータとして1960年

代に開発されたIBM360と1980年代に投入されたIBM－PCについてみると、

前者は約2000万ドル、後者は7，900ドルであり、この間の技術革新とそれに

伴う価格低下の大きさが窺える。かつては多額の投資資金を必要としていた

コンピュータが、高機能機種でも数千ドルで購入できるようになり、大企業

のみならず、資金制約の大きな中小企業や零細な個人企業も含めて、広範囲

な経済主体でコンピュータの導入が可能になった状況が窺える。

　パソコン普及のもうひとつの理由は、その操作が容易になったことであ

る。ハード面、ソフト面の技術革新がうまく結びつき、パソコンの利用者層

が専門家だけでなく技術の面で全くの素人にも広がっていった。そもそも、

利用者にとって使いやすいコンピュータの開発は、1960年代から米国防総省

高等研究計画局（Advanced　Research　Projects　Agency：ARPA）14）が取り

組んできたもので、1968年には、画面に向かってキーボードで文字を打ち込

む操作（CUI：Character　User　Interface）ではなく、マルチウインドウや

マウスを用いた視覚に訴える操作（GUI：Graphic　User　Interface）などが

考案されている。G班による初心者にも簡単なパソコンの市場投入は、ア

ップル社が先行し、ALTOの思想を受け継いだマッキントッシュ・コンピ

ュータとしてすでに1984年発売されていたが、どちらかというと個人ユーザ

ーを対象にしたマニア向け市場の製品にとどまり、オフィスでの本格的な導

入には至っていなかった。

　一方、メインフレーーム市場で多くの企業ユーーザーを擁iしたIBM社のパソ

14）1972年にはDefense（国防〉を冠してDARPAと名称変更になり、1993年にいった

　んARPAへ戻った後、再び1996年にはDARPAへと名称変更された。
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コン事業は、198◎年代前半にかなり成功し、互換機メーカーも含めて企業向

けの販売が拡大していった。しかし、パソコンが存在感を増すにつれてメイ

ンフレームの市場が侵食されることを恐れた社内事情を反映して、198◎年代

中盤にはBM社の戦略に迷走がみられた。同社は、メインフレームを中核

に据えてパソCUンを従属した端末に位置づけるという構想にこだわったた

め、当初は独立的であったパソコン事業が本社に管理された一部門となり、

他部門との社内調整に時間が費やされることになったほか、メインフレーム

市場を維持するためにあえて機能を弱めたパソコン開発が行わることもあっ

たとされる15）。初心者にも容易なGUIの基本ソフトを快適に作動させるた

めには、マイクロ・プロセッサの高い処理能力が必要で、技術革新による高

性能化が欠かせない。パソコンの頭脳部分にあたるマイクW・プロセッサの

開発と供給でIBM社のパソコン参入に連携したインテル社は、すでに1985

年に32ビットの8◎386を開発し、それにあわせてマイクロソフト社もW癬

dowsの開発を進めていたが、　IBM社のこうした姿勢の変化により、オフィ

スでの用途に充分対応した視覚的、直感的理解で操作可能なパソコンの投入

はやや遅れることになった。

　こうした状況に変化がみられたのが1990年前後である。コンパック社など

の互換機メーカーが力をつけ、1980年代後半からはマイクmuソフト社やイン

テル社と連携して基本ソフトやマイクロ・プロセッサの開発を進めるように

なり、IBM互換機市場がメインフレーム市場を気にするIBM社の方針と

は独自に展開していくようになった。1989年には、インテル社がWindows

ソフトの快適な作動に必要な80486DXを開発し、これを受けてマイクロソ

フト社は1990年5月にWindows3．0を、1992年4月にはそれを改良した

Wi磁ows3。1をそれぞれ出荷した。この基本ソフトの投入によりパソコンの

操作性が飛躍的に向上し、プログラム言語を知らない一般人でも視覚的、直

感的な理解で快適に操作することが可能になった。ソフトとハードの両面に

おける技術革新の累積効果が、メインフレーム時代に形成された膨大な

IBMユーザーを引き継げる環境で現れ、オフィスへの導入が一気に拡大し

15）嘉村（1993），pp．74－79，94－96参照。
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ていった。その結果、企業の中で専門要員に限られていたコンピュータの利

用が、それまではコンピュータに無縁と思われていた一般社員、管理職、役

員層にまで広くゆきわたり、さらに、職場での利用経験が家庭でのパソ灘ン

購入を促すという経路にまで波及した。1970年代の揺藍期には、コンピュー

タに詳しい個人によって「個別に職場に持ち込まれたパソコン」16）が、1990

年代には、職場での利用から家庭への浸透という逆の形で普及を促していっ

たのである。かつては、専門家による研究開発と企業内の特殊な部署やマニ

アによる利用という具合に経済活動の中で偏在していたコンピュータが、社

会全体の共通資源へと変わっていったことで、量的拡大が質的転換につなが

る土壌が生まれた。

第4節　インターネット構築と商業利用の開始

　今El、コンピュータと並んで情報技術のもうひとつの柱となっているイン

ターネットの開発は、米国政府の積極的な関与によって開始された。1950年

代にコンピュータが利用され始めると、米国内に散在する貴重なコンピュー

タ資源を有効に共同利用したいという動機からコンピュータの接続に関する

研究が始まった。そして、この研究を資金的に支援したのが国防予算であっ

た。1957年の旧ソ連による世界初の人工衛星スプートニクの打ち上げ成功が

衝撃となり、広く基礎科学研究を促進する目的で国防総省にARPAが設立

された。コンピュータに関連した研究開発はその一環として取り組まれ、旧

ソ連の核攻撃に備えて有事の際にも全体がダウンしないようなコンピュー

タ・ネットワークの開発が進められた。インターネットは、こうした経緯の

もとで異機種コンピュータを接続して1969年に運用が開始された

ARPA：NET（AdvaRced　Research　Projects　AgeRcy　Network）を起源とす

る17）。ARPANETでは、　ARPAの情報処理技術室（IPTO：Information

16）嘉村く1993），p25参照。

17）ただし、プロジェクト発足の意図は軍事とは無関係の平和的なものだったとも指摘さ

　れているα｛a魚er　a磁LyOR［1996］，邦訳1－2頁）。
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Processing　Techniques　Office）とカリフォルニア大学ロサンゼルス校

（UCLA）、同サンタバーバラ校（UCSB）、スタンフォード研究所（SRI）

およびユタ大学の4つのコンピュータ・センターが接続された。この研究は

ミサイル開発のような軍事機密扱いにならなかったため、技術情報が公開さ

れ、世界的な研究の発展を促すことになったと指摘されている18）。1971年に

は電子メールが、1974年には今日のインターネット技術につながる通信処理

手願（TCP＞の詳細な概念が考案され、1983年にはそれを発展させた

TCP／IPへ全面的に切り換えられて現在に至っている。このように、イン

ターネットの技術は、もともと地理的に離れた複数の独立組織が関与してい

ること、異なる機種のコンピュータ接続が目的であったこと、そのための技

術提案が開放的になされていたこと、などの面で技術的なネットワーク構造

のみならず、推進体制そのものがオープンな性格を有していた。

　こうして、政府の資金によって国防や基礎技術研究を目的に構築されたイ

ンターネットが、1990年代に民間ビジネスの分野で急激に普及したのはどの

ような経緯からであろうか。1983年には、軍事目的専用のMILNETが分離

され、ARPANETは研究用の学術専用ネットワークとして存続した。その

後1986年には全米科学財団（NSF：National　Scieltce　FouRdation）の資金

によって教育と研究目的のNSF：NETが構築されてネットワークを引き継

いだ。NSFNETでは管理・運営が民間企業に委託されるようにな！l　19）、従

来から機器類の供給などを通して研究に関わりをもつ企業関係者の問で次第

にその利用価値が認められるようになった。パソrンの普及にも後押しされ

18）後藤・小西（2001），p．177参照。

19）NSFNETは、1986年に5カ所のスーパー・コンピュータセンターをつないだ56

　kbpsの大陸横断ネットワークとしてスタートした。その後ネットワーク容量を増大さ

　せる際に、ミシガン大学の研究者らが設立したネットワーク運用の非営利組織MERIT

　とIBM社、　MCI社の共同プロジェクトが実現した。異体的には、　MERITが基本計画

　を、IBM社が開発と実施テストを、　MCI社が長距離回線を提供してネットワーク敷設

　を行うという分担作業で進められた。その後199◎年には3者がANS社（Advafice

　Network　afid　Services猛。．〉を設立してネットワークの運営を再委託し、翌1991年に

　はさらにその子会社〈ANS　CO＋RE社〉によって岡じバックボーンを利用した商用サ

　ービスが開始されている（前川［1997a］，　pp．357－371；力武〔1994］，　p．2e参照〉。
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て、民間でのネットワーク利用が広がり始めるにつれ、研究者以外の一般利

用に向けたサービスを提供する商業用プロバイダーとしてUUNET、　CER一

編eξ、PSIRetが1987年以降に相次いで事業を開始した。その結果、

NSFNETを通る民間企業のデータが急激な勢いで増加しはじめた。

　こうした状況の中、NSFNETがもともとは政府の公的資金で構築したネ

ットワークであることに鑑み、1990年に利用基準（Acceptable　Use　Pol－

icy：AUP）の条項で商業利用の禁止規定が明記されることとなった。これ

により、商業プロバイダーは自社のネットワークの範囲内ではAUPの制限

を受けることなくサーービスを提供できたが、NSFのバックボーンを利用し

たデータ伝送は、技術的にはともかく制度上は禁止されることになった。そ

こで、いくつかの商業ネットワークはAUPという利用制限の環境から逃れ

るために、相互に接続して直接データのやり取りを始めた。1991年半は商業

用プロバイダーのPSInet、　BARRnet、　CERFnet、　NEARRet、　Sprint　C◎r－

poration、　Uunet　Technologies、　NYSERrletによってCIX（Commercial

蹴emet　Exchafige）が設立され、これらの企業が相互に直接ネットワーク

を接続するか、カリフォルニアにあるCIXのルーターに接続して、　AUPの

制限がない商業利用のインターネット環境を構築した。このCIXの設立が

契機となって、インターネットの商業利用は実態的に解禁され、宣伝広告や

注文販売といった営利目的の利用が企業と個人の両面から急速に拡大した。

ある意味では、AUPによって商業利用が明示的に禁止されたことが、逆に

商業ネットワークを拡大させるきっかけになったといえる。その後1995年に

はネットワークの運営が全面的に民間へと移行し、政府の支援による

NSFNETは役割を終えた。

　また、1990年代にはソフトウェアの充実によってきわめて容易にインター

ネットが利用できるようになり、それも一般利用を急拡大させる要因となっ

た。インターネットの商業利用解禁に先立つ1989年には、欧州素粒子物理研

究所（CERN）の研究者が、所内の研究論文や資料を埋もれさせることな

く管理し、かつ保存された資料が容易に利用できるシステムとしてWWW

を考案し、1991年冬はその技術が公開された。その後、GUIの技術を活か

して視覚的、直感的な理解での検索を可能にした閲覧用ソフトのM◎saicが
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イリノイ大学の学生によって開発され、1993年に無償公開されている。これ

らのソフトウェア開発によって、技術知識のない一般人や子供にとっても3

ンピュータを介したネットワークの利用が飛躍的に容易、かつ便利なものと

なり、身近な技術として爆発的に普及していったのである。

　米国ではすでに1990年時点で、約3台に1台のコンピュータがネットワー

ク化されていたが、1995年にはおよそ4台のうち3台が、そして今日ではほ

ぼすべてのコンピュータが何らかの形でネットワークに接続可能な状態にあ

るとみられる2の。これは文字、数字、音声、映像等あらゆるデジタル化され

た情報が、ネットワークで結ばれたコンピュータを通じて相互に共有、交

換、再利用することが可能になることを意味する。しかも、インターネット

の普及によって、こうしたネットワークの結合が特定グループや組織内の閉

じたシステムでなく、オープンに相互接続できる環境が生まれた。198◎年代

においても、コンピュータと通信の融合現象はみられたが、この時期のネッ

トワークは、特定グループ内の閉鎖的なシステムにとどまっていた。これに

対し、国境を越えたオープン・システムであるインターネットが、軍需、学

術向けの限定した利用からビジネスにも開放されて世界中に普及したこと

で、ネットワークが閉鎖的な囲い込み型の仕組みから、国境を越えた開放的

な仕組みへと転換したのである。

第5節　クリントン政権下の民間主導政策

　次に、199◎年代に情報化を推進し、経済成長を実現したクリントン政権の

政策とその政治的背景について整理しておきたい。米国ではクリントン政権

誕生前の1991年に高性能コンピュータ法（HPC法：High　Performance

Computing　Act）が制定され、翌1992年にはこれに基づいたHPCC（High

PerformaRce　ComputiRg　and　Communications）計画がスタートしていた。

この計画はクリントン政権の情報通信政策で主導的な役割を演じたゴア副大

統領が提唱した「情報スーパー・ハイウェイ」構想の源となるものであり、

20）篠崎［1996］，p．13，図1－3



1987年から繰り返し提出されてきた法案がHPC法としてようやく成立した

のは、彼が上院議員時代に力を注いできた政治活動のひとつの帰結であっ

た。それをさらに通信関連にまで拡充したHPCC計画は、各政府機関のネ

ットワ幽幽クを統合する全米規模の高速ネットワークを構築するというもの

で、当初の狙いは、それによって高性能コンピュータを駆使した先端科学技

術研究を推進するというものであった。したがってこの段階では、専門家の

専門家による専門家のためのネットワークであり、個人利用や商業利用へと

広く一般に普及させることは主目的にされていなかった。

　その後、クリントン政権発足に伴って、米国の高性能コンピュータとその

ネットワークを高度な科学技術研究の分野だけに留めておくのではなく、一

般の人々の教育や経済活動での利用にまで広げて普及促進を図り、情報通信

産業の成長と産業競争力の強化、米国経済全体の生産性向上を目指すという

方向に拡張されていく。そこに、1970年代から続く米国経済の停滞を克服す

るために、情報通信分野をひとつの核にするというクリントン政権の政策意

図が強くにじみ出ている。前節でみてきたように、これらの計画が打ち出さ

れた時には、急速に普及するインターネットによって通信基盤の整備が実現

可能な環境にあり、NSFNETをさらに発展させた次世代の大容量基幹ネッ

トワークとしてNREN（National　Research　and　Education　Network：全

米研究教育ネッ5ワーーク）の構築が具体的な目的のひとつとされた。

　しかし、クリントン政権は当初から、インターネットが中核的な通信イン

フラとして民間主導で一般に普及していくとみていたわけではない21＞。むし

ろ、利用の裾野を広げていくには、政府の主導で強力にインフラ整備を推進

することが不可欠だと考えていた。それが、政府による光ファイバー網の建

設を唱えたf情報スーパー・ハイウェイ」構想である。1992年の大統領選挙

21）もっとも、同政権はインターネットの利用価値については早くから認識していた。政

　権発足半年後の1993年6月には大統領と副大統領のメールアドレスが公開され、年末に

　は情報スーパー一・ハイウェイ構想に関連する資料もインターネットで配布されている。

　翌1994年2月にはスウェーデンのビルト首相とクリントン大統領との間で歴史上初の国

家首脳間の電子メール交換がなされ、若年11月にはホワイトハウスのWWWサーバー

　が構築された。
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でクリントン・ゴア陣営は、日本を意識して2015年までに光ファイバー網を

全米に敷設するという公約を掲げたが、この時点では、政府支出による公共

事業としての実施が念頭におかれていたことは間違いない。ゴア氏が上院議

員時代に出した論文（Gore［1991］）のサブタイトルは、「大容量の通信網

は、政府の投資なしには構築できない（Ahigh－capacity　network　will　not

be　built　without　government　investment）」となっており、政府主導のイン

フラ整備が念頭に置かれていたことを物語っている。

　科学技術政策に詳しいゴア副大統領は、全米の州をつなぐ高速道路網構築

に貢献した父親を意識して、上院議員時代から全米の通信網整備を強く訴え

続けていたが、この構想の具体化に際しては、1990年に日本のNTTが打ち

出した、2◎15年までに光ファイバー一網を全国に構築するというVI＆P構想

が強く影響したといわれている。前川（1997b）によれぽ、　HPC法の前身

となった「1989年全米高性能コンピュータ技術法案（National　High　Per－

formance　Computer　Technology　Act　of　1989）」は、結局廃案にはなったも

のの、全米をカバーする超高速の1ンピュータ・ネットワーク構築計画が含

まれており、ユ98◎年代後半の段階でゴア氏の念頭にあったのは、後にインタ

ーネットとして広く認識されることになるNSFNETを発展させたもの、

あるいはNSFNETに代わるさらに高度なネットワークであったとされる。

こうした中、1990年3月に発表されたNTTのVI＆P構想がひとつの要因

となって、その後の構想は政府による光ファイバー網の整備という方向に強

化されていった。前川く1997b）では、　HPC法案の成立に奔走していたゴ

ア上院議員が、NTTのVI＆P構想発表直後からこの構想に触れつつ、

HPC法案の承認をためらっている当時のブッシュ1政権を批判したこと

や、日本が2015年までに光ファイバー網の完成を目指しているのに対して、

何の促進策もとられていない米国の場合は、その完成が2040年にずれ込み、

日本との格差が決定的になると警鐘を鳴らした様子が紹介されている。当時

の米国では、自動車や半導体などの産業分野で日本の競争優位が脅威と受け

止められており、政府が率先して動かなければ、さらに情報通信の分野でも

先を越されるという危機感が強かった。

　だが、クリントン政権発足後この政府主導型の構想は2つの点で壁に突き



当たった。第1は、政府の介入に対する通信業界の批判が強かったことであ

り、第2は、！993年包括財政調整法が成立する中で、膨大な財政支出を伴う

施策を実行していくことは現実問題として困難だったことである。1992年の

大統領選に勝利したクリントン陣営は、正式に政権が発足する直前の同年12

月にアーカンソー州リトルロックでタウン・ミーティングを開催し、経済問

題を討論しているが、席上、AT＆Tのアレン会長（当時）が連邦政府主導

によるネットワーク・インフラの建設、運営に対して明確な反対意見を述

べ22＞、1993年3月には同社を含む通信企業十数社による反対意見書が議会に

提出された23｝。その結果、同年9月に出された情報インフラ整備に向けた行

動計画（NII行動アジェンダ［National　Information　Infrastructure：

Agenda　for　Action］）では、政府主導のインフラ整備にかわって、民間に

よる投資と市場での競争促進が掲げられ、政府の役割は先端的な実験、公正

競争の確保、学校や図書館、病院などの公共施設での基盤整備、政府調達の

電子化、情報格差の解消など補完的なものに位置づけられた。

　この転換は、財政上の観点からも已むを得ない選択であったといえる。第

1章でみたように、198◎年代の米国は財政赤字が急拡大し経常赤字とともに

「双子の赤字」として大きな経済問題になっており、金利上昇によるクラウ

デKング・アウト現象で民間部門の投資が抑制され、長期的にみて産業競争

力が低下していくと懸念されていた。こうした財政状態と経済情勢を引き継

いだクリントン政権は、連邦政府の財政赤字削減を最優先課題のひとつに掲

げて発足しており24）、情報通信政策もまた、1980年代からの課題である財政

赤字と産業競争力低下の問題を解決するという大枠の中に位置づけられ、推

進されていくことになったのである。

　米国政府は1980年代から財政均衡に向けた法の制定などによって財政再建

への対応を進めていたが、それらは実効性に欠けていた25）。1985年財政収支

22）その時の発言内容は、ECOR◎mlc　C◎nference〈1992），　pp．81－82参照。席上、タリン

　トン大統領はアレン馬副とゴア副大統領との問に見解の相違があることを認めている

　〈p82＞。他の通信業界の代表者も、民間投資促進策や規制緩和、　FCCの役割の重要さな

　どを主張した（pp．82－84＞。

23＞Andrews（1993）参照。
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均衡・緊急赤字管理法（グラム・ラドマン・ホリングス〔GRH］法）では、

1991会計年度の財政均衡を目標に大統領による一律歳出削減措置が盛り込ま

れ、立法府の機関である会計検査院が大統領に歳出削減報告を行うとされた

が、補正予算に対する規律がなく、会計操作の余地が残されていた。加え

て、大統領による一律削減の発動に立法府の機関が関与するのは三権分立に

反するという連邦最高裁の違憲判決によってその効力が失われた。1987年の

修正法では一律歳出削減の執行が行政府の行政管理予算局（Office　of　Man－

agemekt　and　Bgdget　：　OMB）に委ねられたものの、その発動には不徹底さ

が残り、財政均衡の目標年度を1993年へ延期する先送り色の強いものとなっ

た。その後、当時の共和党ブッシュ1政権が民主党に追い込まれる形で成立

した1990年包括財政調整法では、財政支出を義務的経費と裁量的経費に分

け、前者については、支出額が増加する場合は同額の支出削減か増税措置を

義務づけるという条項（pay－as－you－go　rule）が課され、後者については国

防費、国際費、国内費の三分野に分けた上でそれぞれの上限額（spending

cap）が設定されるなどの施策が盛り込まれることとなった。

　こうした流れを受けて、クリントン政権が発足した1993年の包括財政調整

法では、義務的支出に関するpay－as－you－go条項と裁量的支出に関する上限

条項が財政均衡への規律として積極的に引き継がれ、5年間で約5000億ドル

赤字を削減するという具体的な期限と数値目標が、支出削減策のみならず高

額所得者に対する120◎億ドルの増税策まで盛り込んで掲げられ、財政均衡に

向けて強い規律が設定された。クリントン政権下でFCC（連邦通信委員会）

委員長を務めたハント氏は、同政権の情報通信政策推進に大きく貢献した施

24＞1993年1月29日に行われたクリントン大統領の就任演説では、米国再生のために債務

　削減が不可欠であり、そのために国民に意識変革と自己犠牲を訴えている。また、同年

　2月17日に行われた新政権目標についての議会演説（“Address　Before　a　Joint　Session

　of　Congress　on　Administration　Goals”）では、外交、国防、国際戦略のテーマに言及

　せず、国内経済問題に絞って施政方針が述べられ、①景気浮揚と経済の改善、②雇用と

　家庭問題、③財政赤字の根本的劇減、④政府の浪費と非効率性の排除、という4つの基

　本計画が打ち出されている。演説の中では、政治的に不人気な増税についても明言する

　など、財政赤字の問題解決を重視する姿勢を鮮明に示している（Clinton［1993a，　bコ）。

25）米国連邦政府の財政問題についてはSchick（2000）および山口・島田（1994）参照。
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策として、1996年の通信法改正と並んで1993年の包括財政調整法をあげてお

り、財政上の制約が、政府主導による情報インフラ整備という選択肢を現実

問題として困難にし、民間主導の政策へと舵を切る要因になったという見方

を示している26｝。競争力回復と財政赤字削減という198◎年代から引き継がれ

た経済政策上の政治課題が、情報通信政策における「民間主導」方式への転

換を促し、その後にみられた情報化投資増勢に少なからず影響を及ぼしたも

のと考えられる。

　以上みてきたように、1990年代にはダウンサイジング化とオーープン・ネッ

トワーク化が進み、情報技術の利用が急速に一般化していった。それはパソ

コンやインターネットがもつ特性とそれらの技術開発の成果であると同時

に、ネットワーク・インフラが専門研究者の限られた利用から一般的な商業

利用へと転換したこと、および、政治的にも民間主導による競争促進型の政

策がとられたこと、などが相互に関連し合って普及に拍車をかけたとみられ

る。さらに遡るならば、コンピュータやインターネットなどの情報技術の発

展は、ハード面、ソフト面、ネットワーーク面のいずれも、軍事部門での開発

がひとつの契機となっており27）、これらが1990年遅に経済面で一一気に開花し

たのは、冷戦構造の終結に伴う技術資源の民聞へのシフトがもたらした「平

和の配当」とみることができる。1980年代のレーガン政権時にはピーク時で

7．5％あったGDPに占める国防支出の割合が、1990年代末には4％弱にま

で低下している。これに対して、1990年代序盤の景気後退期に10％弱にまで

低下した民間設備投資の対GDP比は逆に13％弱にまで上昇している。1991

年から2000年までの10年間について比較すると、国防支出の対GDP比は

2．6％ポイント低下し、民間設備投資の対GDP比は2．7％ポイント上昇し

26）Hundt（2000），　pp．ix－x参照。

27）第二次世界大戦後の新しい情報技術産業の創生には連邦政府のR＆D支出が重要な役

　割を演じているが、その多くは国防に関連した支出であった（Mowery　and　Simcoe

　［2002］，p．241参照）。もっとも、コンビ漁一タやネットワーク関係の技術開発では直接

　政府が関与したが、その基盤となる半導体技術については、ベル研究所での閣発から始

　まって民間主導で進展した。しかし、そこでも半導体開発の初期における軍関係の政府

　調達が、技術スペックや生産規模の面で半導体産業の発展に重要な役割を果たしたと指

　摘されている（Langl◎ls［2◎◎2］，ひ269参照）。
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た。これと符合するかのように、1990年代前半には国防関連企業の技術者が

技術を核にしたベンチャー・ビジネスの起業家として積極的に職を転換する

動きがみられた。彼らは冷戦崩壊に伴う国防R＆D支出の減少とともに民間

へ移っていったのである28）。国防予算の中からはじまったARPANETが民

闘部門を主体とするインターネットへと転換する過程で、民間部門の旺盛な

情報化投資が重なったのは、こうした199◎年代の状況を象徴的に示すものだ

ったといえる。

28）伊丹編（2991＞，p．235参照。
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第5章

日本における情報化投資の実証分析

第1節　情報化に関するH本の研究アプローチ

　米国における情報化投資の経済効果とその背景について検討してきた前章

までの分析をうけて、本章からは、日本における情報化投資の経済効果につ

いて検討していく。情報化に関する従来の日本の実証研究スタイルは、「生

産性論争」を通じて活発に情報技術導入の経済効果が分析されてきた米国と

は、やや様相を異にしていた。日本で盛んだったのは、梅樟（1963）らが展

望した「情報化社会」の実態を定量的に明らかにしていくというアプローチ

であり、情報に関連した産業活動や雇用が日本経済の中で拡大していく様子

を、「情報の産業化」や「産業の情報化」として、統計に基づいて検証して

いくというものであった。

　米国での実証分析が、技術導入による生産性向上の検証に注がれ、情報技

術の「利用」を対象としているのに対して、日本の場合は情報に関連した

「産業」の拡大を対象にしている。別のいい方をすれぼ、米国では、情報技

術の「利用」を目的に実行された投資が経済のf供給サイド」をどの程度

「効率化」したかという投資効果に関心がもたれ、日本では、情報化によっ

て関連産業の「需要」がどの程度「量的に拡大」し、それに伴って産業構造

がどのように変貌しているかの補捉に関心が置かれていたといえる。前者が

「利用」「供給サイド」「効率性」を対象にしたものであるとすれば、後者は

「産業」「需要サイド」「量的拡大」を対象にしたものだといえる。
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　日本の場合は、統計資料などが豊富に揃う旧通産省や旧経済企画庁などの

官庁による調査研究が実証分析で重要な役割を果たしてきたが、廣松・大平

（1990）によると、これらの官庁ではすでに1960年代中盤から、情報化をテ

ーマにした審議会答申や各種の報告書が出されており、早い段階からこの問

題が注目されていたことを窺わせる1）。当時は、成長産業を育成する観点か

ら、情報関連産業の需要見通しや産業構造、就業構造の展望に関心がもたれ

ており、こうした政策的な背景も日本における実証研究のスタイルに影響し

たと考えられる。

　もっとも、こうしたアブma一チも、その源流は米国にある。　Machlup

（1962）は、米国で知識の生産・流通活動に多くの資源が投入されているこ

とに着目して、様々な角度から経済全体に占める「知識産業」の割合が高ま

っていることを定量的に示し、Porat（1977）はそれを精緻化して情報化指

標を作成した。情報（あるいは知識）産業の定義や具体的な計測方法等で差

異はあるものの、日本の実証研究はこれらの流れをくむものであり、例え

ば、この分野で先駆的な研究を行った大平（1982）は、ポラトの手法を日本

に適応して情報化の進展度を計測し、さらに独自の産業連関分析を加えてサ

ービス・情報産業が自立的な物財産業に依存した構造にあることを明らかに

した。分析の中では、情報職業就業者の割合をもとに、日本の情報化が1980

年の段階で米国との間に10年の開きがあることも指摘されている。

　また、廣松・大平（1990）では、過去の研究成果を踏まえて、日本の産業

を情報財の生産を行う「情報産業」、情報活動に利用される財・サーービスを

提供する「情報支援産業」、それ以外の「非情報産業」に3分類し、新しい

視点として組織内情報活動も加えて、より体系的、包括的にマクロの実証分

析が行われている。それによると、1985年における組織内情報部門の費用総

額はl17兆円に達しており、情報産業の総産出額（27兆円〉はおろか、これ

に情報支援産業を加えた総産出額（79兆円）をもはるかに上回っている。こ

の傾向は年々増大しており、同様の分析を期間延長した飯沼・大平・増田

（1996）によると、1990年には情報産業の総産出額が34兆円（情報支援産業

1）廣松・大平（1990），p．4参照。



を加えてもU◎兆円）だったのに対し、組織内情報活動にかかる総費用は173

兆円に達している。その意味では、日本経済は急速に「情報化」が進展して

いる。

　もっとも、情報産業の成長や企業の情報活動の増大は、確かに「情報化」

の進展度を測る重要な指標であるが、逆にみると、情報という新しいコスト

が経済活動の中で増大しているに過ぎないとみることもできる。一般に、中

心産業が工業からサービス業や情報産業へと移っていく「ソフト化」や「情

報化jが経済発展の方向とされるが、この見方には留意が必要である。飯沼

他（1996）はこの点を次のように指摘している。「情報活動とは、（中略）経

済活動にとって手段であっても目的ではない。（中略）われわれがパソコン

やソフトを購入し利用するのは、そのほうがパソCUンがないときよりも一層

効率よく仕事ができるからであって、パソコンやソフトを購入するのが目的

ではない。〈中略）それにもかかわらず、これが産業全体あるいは国民経済

全体になれば、その見方に変化が生じ、情報産業や情報活動の成長がその経

済にとってあたかも経済発展の成果であるように錯覚してしまうということ

が起こりうる。つまり、情報化という手段を目的観するという間違いを暗黙

のうちに犯しうる。情報産業の発展が持つ、その経済にとっての意味づけは

ここでの議論とは別の次元で行われるべきものである」2）。

　また、早い段階から指摘されていたことであるが、サーービス活動が中心と

なる情報部門は、物的生産活動を多く含む非情報部門に比べて労働生産性が

低く、両部門の生産性格差を単純に当てはめれば、情報化の進展に伴って

「情報部門が大きくなればなるほど、GNP全体の成長率の低下を招く」3）こ

とになる。情報化が進展することで経済効率が低下していくことを防ぐに

は、情報化によって生産性を引き上げることが重要であり、そのための取り

組みこそが、かつていわれたオフィス・オートメーションの導入、今日いう

ところの情報技術に対する投資（情報化投資）に他ならない。したがって、

情報化に関する実証分析では、かつて日本で重視されてきた「産業」r需要

2＞飯沼・大平・増田（1996＞，p．i72参照。

3）大平（1982），p．150参照。
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サイド」「量的拡大」の面だけでなく、「利用」「供給サイド」「効率性」に焦

点を当てた米国流の生産性分析もあわせて行うことが重要になってくる。

　こうした事情に加えて、米国で盛んに繰り広げられた「ソロー・パラドッ

クス」や「ニュー・エコノミー」論が日本で注目を集めたこともあり、1990

年代中盤からは日本でも生産性分析が実証研究の中心課題に浮上してきた。

第2節　情報化投資と生産：性に関する過去の研究

　そもそも、1990年代前半までの日本で、情報化の実証研究においてマクロ

的な生産性分析がほとんど行われてこなかったのは、分析の基礎となる情報

化投資に関して、正確なマクロ・データが整備されていなかったことに一因

がある。篠崎（1995）では、この問題を解決するため、産業連関表の固定資

本マトリクスを利用した情報化投資の推計方法が予備的に検討され、これを

もとに篠崎（1996，1998，1999a）では、産業連関表と財別生産・輸出入統

計等の各種公式統計資料を活用して、実証研究に欠かせない情報化投資と情

報資本粗ストック量の時系列データが構築された。そして、次のような情報

資本を明示的に取り入れた生産関数のモデルを推定し、情報資本の限界生産

性や労働生産性への影響等を計測している。

　資本ストックを情報資本ストック（瓦）と一般資本ストック（K。）に分

け、一次同次（α＋β＋γ＝1）の仮定をおいたコブ・ダグラス型の生産関数

を用いると、次のように表すことができる。

　　V瓢Aκ8κ鬼γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（1）

　　［ただし、γ：は付加価値、L：労働投入］

ここで、（1）式を変形して、

　　ln　V／L－A’＋（cr＋B）IRKo／L＋filnKi／Ko　”’（2）

　このモデルの推定結果によると、情報資本の限界生産性は一般資本ストッ

ク（非情報資本）に比べてかなb高いこと、しかしながら、推定されたモデ

ルに基づいて労働生産性の要因分解を行うと、米国とは対照的に、資本設備

の情報化は労働生産性上昇の主要要因とはなっていないこと、などが初めて

明らかになった。



　固定資本マトリクスを用いたデーータ構築方法の考案がひとつの契機とな

り、その後の研究で様々に応用、精緻化されて、日本でも情報化投資と生産

性に関する実証分析が盛んに行われるようになった。例えば、平成12凹版経

済白書では、この手法をもとに情報関連の純資本ストック量が独自に構築さ

れ、上記（2）と同様のモデル推定によって労働生産性増減の要因分解が行わ

れている。その結果、1990年代後半にかけて「資本設備の情報化」が労働生

産性の押し上げ要因として作用し始めていることが明らかにされた4）。この

他、新庄・張（1998）、日本経済研究センター（2000）、峰滝（2000a）、荒

井・安藤（2◎◎1）、栗山（2◎02）においても、同様の手法で実証分析が行わ

れ、情報化投資が経済成長に一定の効果を与えていること、その一方面、米

国に比べて情報資本の蓄積が遅れていること、などが検証されている5）。

　このように、日本においても1990年代後半から、いくつかの角度で情報化

の進展と生産性の関係がマクロ的に実証分析されるようになってきている

が、これらの実証分析で用いられているデータに関しては、情報化投資の推

計における価格表示の違い、資本ストック推計におけるグロス（粗）とネッ

ト（純〉の違い、ソフトウェアの取り扱いの違いなどがあり、単純な比較に

は留意を要する6）。推計の基礎となる産業連関表には、個々の取引を生産者

が出荷する際の価格で表示した生産者価格と、その後購入者が入手するまで

にがかった商業マージンや国内貨物運賃などの流通費用を含む購入者価格の

2つの価格表示がある。固定資本マトリクスでは、こうした流通費用は各資

本財とは別の項目としてそれぞれの部門にまとめて計上されているため、各

財ごとの表示は生産者価格のみである。物量に近い安定的な技術係数を必要

4）経済企画庁（2◎O◎）第2章第1節，pp．152－160および付注2－1－1（1），（2），（3），　pp．362－

364参照。

5）固定資本マトリクスのデータを基礎とした分析とは別に、産業別の情報処理費用等の

データに基づくセミマクロ分析や、企業に対するアンケート調査によるミクU分析から

　も生産性や効率性の検証が行われている（例えば、廣松他［1998］、経済企画庁調査局

［2000］、峰滝［2000b］、栗山［20⑪2］、鵜飼［2003］など）。

6＞例えば、平成1岬版情報通信白書では、ネットの情報資本が推計されているが、それ

がグロスの資本ストック全体の一部として取り扱われており、情報資本の比率がかなり

過小評緬になっているとみられる。
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表5－1価格表示による情報化投資額の差 〈百万円）

分　類 投　資　財　名 購入者価格（a） 生産者価格（b） （b）／（a）

コンピュータ関連
電子計算機本体

d子計算機付属装置

3，099，651

Q，4圭蓬，649

2．465β70

s，95c，c3蓬

0．7954

掾D8蓼76

通信関連

有線電気通信機器

ｳ線電気通信機器

ｻの他の電気通信機器

d気通信施設建設

1，626，786

P，328，244

@213，849

@780，808

1，331，423

P，134，001

@董86，重28

@78⑪，808

0．8184

J．8538

?D87縫

P．0000

事務矯機器

複　写　機

潤[ドプロセッサ

ｻの他の事務用機械

606，457

P65，346

R84，255

374，660

氓S◎，461

Ri7，107

0．6178

D，8畦95

O．8253

　情報化投資財全体

ｭ除く電気通信施設建設）

10，620，045

Xβ39，237

8，679，992

Vβ99，184

0．8173

掾C8§28

（出所）総務庁「1995年産業連関表」をもとに算出。

とする産業連関分析では通常生産者価格が用いられるが、最終需要項目であ

る設備投資の内訳としてみる場合には、過小評価を避けるためにも現実の取

引認識に近い購入者価格が望ましい。1995年産業連関表の産出表をもとに両

者の違いを計算すると、前者は後者に比べて約20％程度過小評価されている

ことになる（表5－1）。

　一方、資本ストック量の推計にあたっては、耐用年数の終盤に設備の廃

棄・除却がなされるまで使用可能との前提で計算される「物的生産力を反映

するグmuス（粗）の資本ストック」7）と、年々の経済的陳腐化を反映した減

価償却の概念から算出された「経済価値としてのネット（純）資本ストッ

ク」の2種類のものがある。日本の資本ストック統計はグロス（粗）ベース

であり、米国では従来グwスとネットの両方が公表されていたが、1997年に

発表された統計からは、ネットのみが公表されるようになった8｝。このた

め、日本の情報資本ストックの推計では、資本ストック統計と整合的である

ためにはグロスを、日米比較を行うためにはネットをそれぞれ採用する必要

がある。

　過去の研究について、これらの統計処理上の相違点を指摘しておくと（表

7）新庄・張（1998），p．24参照。

8）情報関連の統計に関する日米の相違高等については松本（2001）に詳しい。



表5－2過去の主要研究と：データ構築上の相違点

幣 価格表示 ソフトウェア 資本ストック

篠嫡（1996，1998，1999a＞ 生産者価格 含まない グロス（粗）

新庄・張（1998）、新庄（2⑪00） 生産者価格 含まない グロス（粗）

日本経済研究センター（2000） 生産者価格 含む グロス（粗）

経済企画庁（2§鋤 購入者懸格 含まない ネット〈純）

峰滝（2000の 生産者価格 含む ネット（純）

三三伽§2） 生産者二二 含まない グロス〈粗）

日本経済研究センター（2⑪02） 購入者価格 含む ネット（純）

本書の分析 購入者価格 含む
グロス（糧〉

lット（純）

5－2）、例えば、篠暗（1996，1998，1999a）では、グロスの資本ストック

をもとに限界生産性の計測などが行われているが、そこでの情報化投資と情

報資本ストックは生産者価格表示で計算されており、過小評価されているこ

とになる。また、ハードウェアのみが計上され、情報化の中で重要な位置を

占めるソフトウェアは含まれていない。この点、日本経済研究センター

（20◎0）では、ソフトウェアを含めたグロスの資本ストックが推計されてい

るが、価格表示は生産者価格のままとなっている。一方、経済企画庁

（2000）では、購入者価格による推計がなされているが、情報化投資の中身

はハードウェアのみでソフトウェアは含まれておらず、ストック量について

はネットで構築されている。その後、日本経済研究センター（2002）では、

長期経済予測モデルの推定に際して、購入者価格の情報資本ストックがソフ

トウェアを含めてネットで求められているS｝。

　本章では、情報化投資の経済効果についてさらに多面的な分析を進めるべ

く、ソフトウェアを含めた購入者価格表示による情報化投資額を構築し、そ

れをもとに次章では、グロスとネットの両方の情報資本ストック量を推計す

る。これによって、価格表示による過小評価問題を回避し、ソフトウェアを

含めた情報化投資の動向（本章）、ネットベースの日米の情報資本比較（次

章）、および情報資本ストックの物的生産力を反映した限界生産性の計測

9＞総資本ストックについても独自にネットで推計されている。
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（次章）を行うことにする。

第3節　ソフトウェアを含む情報化投資額の推計

　ハードウェアのデータの基本的な推計方法は篠崎（1998，1999a＞に準じ

るが、今回はこれを購入者価格べ一一スで再構築する。その概要を記すと、ま

ず情報化投資の範囲は、固定資産マトリクス表で定義した情報関連財（表5

－1参照）にソフトウェアを加えたものとする。その上で、ハードウェアに

ついては、1995年産業連関表の産出表をもとに各回別に求めた購入者価格／

生産者価格比で変換し、1995年以前については、すでに生産者価格ベースで

計算されている年間の伸び率で時系列データを遡及する。1996年以降につい

ては、各品目別の内需（生産一輸出＋輸入）の伸び率で延長した。具体的に

は、（社）電子情報技術産業協会の「生産実績表」、「輸出入実績表」を利用

し、電気通信施設建設については、総務省情報通信統計データベースの「通

信産業実態調査（設備投資）」から、第一種電気通信事業の設備投資伸び率

を利用する。

　一・方、ソフトウェアについて検討すると、受注ソフトウェア、汎用ソフト

ウェア（パッケージ・ソフト）および内製ソフトウェアの3種類があり、米

国のGDP統計では、1992年基準から1996年基準への移行があった際に、す

べて設備投資に計上されることになった。日本の場合は、1995年の産業連関

表で1年以上使用されるソフトウェアが初めて固定資本マトリクス表に計上

されるようになり、2◎◎◎年IC月のGDP統計基準改訂では、1993年に国連が

採択した新たな国民経済計算体系（93SNA）の考え方が導入されている。

しかし、いずれも基礎統計が未整備なため、受注ソフトウェアのみが設備投

資に計上され、汎用ソフトウェアと内製ソフトウェアは依然として中間投入

に計上されている。

　ここでは、この点を補うべく経済産業省の「特定サービス産業実態調査」

より、汎用ソフトウェアを含む情報サービス業の売上高（ソフトウェア開

発・プログラム作成）を年次データとして利用する。ただし、年次遡及の制

約が大きい内製ソフトウェアは依然として含まれていない。ちなみに、統計



表5－3　日本の形態別ソフトウェア投資額（1995年） （単位：10億円）

受注ソフト 汎用ソフト 内製ソフト

ソフトウェア投資額 3，14⑪ 557 2，158

1995年産業連関表 3，151 n、a． n．a．

参
　
考

国民経済計算年報 3，562 n．a． a，a．

日本政策投資銀行 n．a， n．a． 2兆円弱

〈注）受注ソフトと汎需ソフトは経済憎憎省「治定サービス産業実態調劃のデータ。内製ソフトは「19§5奪

　　産業連関表」の雇用マトリクス蓑を利用して求めた推計値。国民経済計算年報の値は政府部門も含めた

　　総固定資本形成ベース。日本政策投資銀行は『調査』No，12（p．32）による。

間の比較が可能な1995年について、形態別ソフトウェア投資額を試算してみ

ると表5－3の通りである。内製ソフトについては、産業連関表の雇用マト

リクスを用いて各産業の内部で情報関連の業務に従事する雇用者数をもとに

推計を試みた’◎）。その結果、一般企業における内製ソフトウェアの規模は2

兆1584億円と試算され、この特製分を加えるとソフトウェア投資額は5兆

8555億円となる。これは、内製分を加えない場合の3兆6971億円に比べて

1．58倍の規模である。

　デフレ川底については、ハードウェアは日本銀行の国内卸売物価指数等を

用いて篠崎（1998，1999a）で求めた財政のデフレータを1995年を100とす

るものに置き換え、ソフトウェアは、日本銀行の企業向けサービス価格指数

よりソフトウェア開発の価格指数を利用した。ただし、過去への遡及に際し

て、ソフトウェア開発の物価指数データが利用不可能な1994年以前は、同指

数の情報サービスの価格指数を、さらにそれも遡及不可能な1984年以前は消

費者物価指数を利用して接続した。これらのデータ処理により1975年から

2001年までの27年分の長期時系列で、年次別の名目、実質情報化投資および

10）雇用マトリクスは、総従業者から個人業主と家族従業者を除いた者、すなわち、有給

　役員（一冊子職員と同じ給与規定に基づき給与の支給を受ける者は、雇用者に分類され

　る）と雇用者（常用雇用、臨時・日雇）について、産業別、職業別に示したものであ

　る。雇用マトリクスには、「産業×職業」と「職業×産業Jの2種類があるが、このマ

　トリクスを利用することにより、例えば、自動車産業のなかで情報関連の佳事に従事す

　る者など、職種による雇用状況を業種ごとに把握することが可能となる。日本政策投資

　銀行（2000）では国勢調査のデータをもとに同様の推計が行われているくpp．31－32）。
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表5－4①日本の情報化投資額（名目値〉 （単位　蕎万円〉

年
コンピュ　　通信関　　　事務用　　　通信施

黹^関連　　連機器　　　機器　　　　設建設
ハード計

ソフト

Eェア
総計

75 663，199　　　　　291，972　　　　　312，986　　　　4｛｝8，859 1，737，0玉6 畦2，082 1，779，◎98

7§ 7i5，i88　　　　　31婆，691　　　　　3尋2，612　　　　499，（｝72 i，87L563 4§，§鱒 王，918，553

77 805　614　　　　　332　197　　　　　385　032　　　　531　232　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 2054075　，　　　　　　　，

77，307 2，131，382

78 913，167　　　　　344，331　　　　　474，525　　　　565，464
2297488　，　　　　　　　，

88，973 2，386，461

79 1　069　766　　　　　342　902　　　　　389　359　　　　601　903　，　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 2403930　，　　　　　　　， 128945　　　， 2532875　，　　　　　　　，

80 1，263，557　　　　　374，640　　　　　422，854　　　　640，689 2，7◎1，74G 153，985 2，855，725

8墨 1，423，4ig　　　　　娃76，539　　　　　3圭？，631　　　　§52，72｛） 2，87き，3§9 227，5嘆§ 3，§97，858

82 1，698，989　　　　　588，565　　　　　384，498　　　　664，977 3，337，029 300，⑪98
3637127　，　　　　　　　，

83 ユ，846，369　　　　　776，613　　　　　643，976　　　　677，463
3944421　，　　　　　　　，

364，377
4308798　，　　　　　　　，

84 2，483，594　　　　　986，818　　　　　689，430　　　　690，185 4，850，026 512，398
5362424　，　　　　　　　，

85 3，172，930　　　1，271，385　　　　　888，268　　　　7⑪3，145 6，035，727 658，030 6，693，757

8§ 3，655，5i7　　　1，347，茎5豆　　　1，（｝（｝6，護86　　　　§嘆｛｝，35§ 6，649，508
9127嘆7　　　3

？562，255

87 凄，164，814　　　1，597，491　　　1，148，643　　　　583，172 7，494，H9
11045（｝4　，　　　　　　　，

8，598，623

88 5，008，691　　　1，809，272　　　1，569，455　　　　531，095
8918513　，　　　　　　　， 1799131　，　　　　　　　，

10，717，644

89 5，887，830　　　1，944，491　　　1，726，544　　　　483，669 1〔〕，042，533 2，512，535 12，555，068

90 5，452，243　　　2，232，756　　　1，487，095　　　　440，478
9612571　，　　　　　　　　，

3，457，947
13⑪70518　　，　　　　　　　，

9！ き，576，嘆66　　　2，376，嘆39　　　1，563，嘆1◎　　　　達91，843 憩，O導8，159 嘆，146，嘆§8
14154657　　，　　　　　　　，

92 4，617，8｛～7　　　2，119，258　　　1，422，717　　　　536，851 8，696，693 4，295，89圭 12，992，584

93 4，040，302　　　2，243，488　　　1，274，570　　　　604，355 8，162，715
3813288　，　　　　　　　， 11976003　　，　　　　　　，

94 9029893　，　　　　　　　， 3485844　，　　　　　　　， ！2515737　　，　　　　　　　，

95 5，514，300　　　3，168，879　　　1，156，⑪58　　　　780，808
10620045　　，　　　　　　　，

3，697，132 14，317，177

96 6，699，453　　　4，658，648　　　1，（）41，（｝12　　　　9？2，76S 13，371，877 4，259，115 17，630，992

97 6，920，412　　　盈，636，975　　　董．，｛｝26，9◎（｝　　　935，？22 13，520，0◎9 街6§8，517 18，188，526

98 6，061，148　　　3，971，010　　　　　830，030　　　　874，90⑪ 11，737，⑪88
6025265　，　　　　　　　， 17762353　　，　　　　　　　，

99 6，279，008　　　4，083，055　　　　　791，564　　　　801，4⑪9 11，955，036 6，387，786
18342822　　，　　　　　　　，

00 7，066，100　　　4，54⑪，317　　　　　834，269　　　　830，259 13，270，945 6，695，168 19，966，113

01 6，◎5（｝，134　　　4，59§，86嘆　　　　　644，940　　　　87◎，玉12 12，162，050 7，55◎，873
197／2923　　，　　　　　　　7

（出所〉総務庁「1995年巌業連関表」、（社〉電子箔報技徳産業協会「生産実績表」、岡「輸出入実績表」、総務

　　　省「通信産業実態調査（設備投資）」、経済産業省「特定サービス産業実態調査」、日本銀行「国内卸売

　　　物価指数」、同「企業向けサービス価格指数」、内閣府「国民経済計算年報」等をもとに推計。

デフレ一箪がコンピュータ関連、通信関連機器、事務用機器関連、通信施設

建設、ソフトウェアの項目別に構築された（表5－4①～③）。

第4節　日本の情報化投資の概観

　このようにして算出された日本の情報化投資は、名目ベースで2001年には

19．7兆円と、GDPの3．9％、設備投資全体の25．◎％を占める規模となってい

る。内訳をみると、ハードウェアが12．2兆円、ソフトウェアが7。6兆円とな
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表5－4②二本の情報化投資額（実質値1995年基準） （単位：百万円）

計
総

ト
ア
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エ
ソ
ウ

計
ド
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年
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6
7
8
9
愈
1
2
3
4
5
6
ア
8
9
◎
1
2
3
填
5
6
7
8
9
0
1
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
0

（出所）表5－4①に同じ

っており、ハードウェアが情報化投資全体の61．7％を占める。ソフトウェア

の構成比は1975年の2．4％から徐々に高まっており、1985年には9．8％、95年

には25．8％となった後、現在では38．3％とほぼ4割を占めるに至り、情報化

投資の中で重要性を増していることがわかる。ハードウェアについてその内

訳をみると、コンピュータ関連が6．1兆円でハードウェアの中では半分、情

報化投資全体では30．7％を占め、続いて通信関連機器が情報化投資全体の

23．3％の構成となっている。

　ハードウェアの投資規模について過去と比較してみると（図5－1）、1980

年代前半に1％台であった名目GDP比は、電電公社の民営化や通信自由化
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表5－4③　日本の情報化投資デフレータ （1995年＝100）
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（出藩〉表5畷①に瞬じ

を契機としたニューメディア・ブームに金融機関の第三次オンライン化が重

なった1980年代後半には、2％台半ばにまで上昇したが、バブル崩壊後の景

気後退もあって199◎年代前半は投資が抑制され、再びGDP比1％台に低下

した。その後、1990年代中盤には、米国企業による日本のパソコン市場への

攻勢が活発化したことなどにより11）、コンピュータ関連が1994年から、ま

た、携帯電話やPHSなどの移動体通信の投資ブームによって、通信関連が

1995年から上昇し始め、ハードウェア投資のGDP比は再度2％台半ばに高

まった。しかし、有力金融一鞭の破綻による金融不安などで景気が冷え込ん

だ1997年には、ハードウェアの投資が減少し、その後はGDP比2．3％～2．6
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図5－1臼本の情報化投資のGDP比（名目）

（o／o）

4．0

3．e

2．0

ID

一情報化投資全体
・一 E・一ハードウェア

ーー ¥フトウエア
　　灘ンビュータ四達
一一 ﾊ信関連

吻僚●軸へ

，．一喝」

．”／

o．0

　8081828384858687888990919293949596979899∞01（年）
（出所）表5畷①に同じ。

％で一進一退の状況が続いている。

　ただし、図は名目ベースのみだが、これを実質ベースでみると、技術革新

による価格低下を反映して、1995年に2．1％だったハードウェアの対GDP

比率は、1996年、1997年には2．7％となり、1998年、1999年にいくぶん低下

したものの、2000年、2001年には3％の水準に高まっている。このことは、

名目的な投資負担を高めずに、実質的な能力の導入が情報関連の設備で特に

進んでいることを示している。

　一方、ソフトウェアについては、ハードウェアとは異なる2つの特徴がみ

られる。そのひとつは、ハードウェアに比べて変動が穏やかで安定した動き

となっていることであり、2つ目は、1990年代中盤までは概ねハードウェア

と同様の傾向がみられたが、その後は、名目ベースで一進一退となったハー

ドウェアとは異なり、堅調にGDP比を上昇させていることである。1980年

代前半に0．1％に過ぎなかった名目ソフトウェア投資のGDP比は、198◎年

11）従来、漢字日本語ROMなどを組み込むことによってハードウェアで対応していた日

　本語変換をソフトウェアで解決したDOS／V機の登場により、日本のパソコン市場に外

　国企業も参入しやすくなった。DOS／V機よるコンパック社の日本市場参入は1992年で

　あったが、それが大きな流れになったのは、日本の大手企業富士通が1993年11月に

　DOS／V機へ転換したことが大きい。これによって価格競争が激しくなり、パソmuン投

　資が活発になった。
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代後半に0．8％へと上昇し、1990年代前半から中盤にかけて横ばいで推移し

た後、終盤からは着実に比率を高めて現在では1％台半ぼに達している。価

格変化が緩やかなため、この傾向は実質値でみた場合も概ね同様である。

第5節　情報化投資の日米比較

　ここで、情報化投資の水準について日米比較を行ってみよう。二国間の

「水準」比較を行うにあたっては、統計による定義の違いに充分な注意が必

要である。日米の統計を完全に一致させることは困難であるが、両国の経済

データを三二の定義に遡って統一した公式統計として、日米国際産業連関表

を利用することができる。日米国際産業連関表は、諸外国と相互依存関係を

強める日本経済の定量的分析を可能にするため、旧通商産業省が中心となっ

て進めてきた国際産業連関表のひとつで、日米両国における各産業の生産活

動が、日本、米国およびその他の第三国のどのような産業、または最終需要

との関連で行われているかを明らかにする基礎統計である。ハードウェアに

関してこれをベンチマークにした比較を行うと、本章で推計した購入者価格

による日本の情報化投資額とInstrumentsを除いた米国の情報化投資は、

いずれもベンチマークに対して1◎2．1％～1◎3．5％の水準で一致していること

が明らかとなる（詳しくは補論参照）。

　そこで、このデータ処理に基づいて日米の情報化投資の水準を設備投資全

体に占める割合（情報化投資比率）でみていくと、2000年時点で米国の33％

に対して日本は25％であり、8％ポイントの開きがみられる。民間企業の設

備投資における情報技術への配分に関する限り、米国と比べて日本は4分の

3の水準ということができる。ただし、日米の情報化投資比率の差は、主に

5．8％ポイントの開きがあるソフトウェア投資で大きく、ハードウェアに関

してはかなり差が縮小し、コンピューータ関連では1990年代の投資比率は同水

準になっている。ソフトウェアについては、既述したように内製ソフトウェ

アの取り扱い分だけ日本が過小評価となっている点に留意を要する。表5－

3に基づいて試算すると、1995年のソフトウェア投資額は58．4％増加する

が、これを単純に200◎年に当てはめるならば、ソフトウェア投資の全設備投
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表5－5主要項目罰情報化投資の日米比較（対設備投資比〉 （o／o）

1980年 1985年 1990年 1995年 2⑪00年

情報化投資（a＞

i内挿ソフト修正後〉（a’〉

7．3

i7．5＞

12．畦

i13．1）

錘，8

i17．0）

19．7

i22．7）

25．e

i29．9）

ハードウエア 6．9 11．2 10．9 14．6 16．6

コンピュータ関連

ﾊ信関連

3．3

Q．6

5．9

R．7

6．2

R．0

7．6

T．4

8．9

U．7

ソフトウェア

i内製ソフト修正後）

0．4

io．6）

1．2

qL9＞

3．9

i6ユ）

5．1

i8。1）

　8．4

i13．3）

情報化投資（b） 16．8 22．1 24．1 27．9 33．0

ハードウエア 13．9 17．2 16．2 17．7 18．8米
　
　
国

コンピュータ関連

ﾊ信関連

3．4

V．1

6．4

V．5

§ほ

V．5

7．8

V．3

8．5

X．0

ソフトウェア 3．0 4．9 8．0 10．1 142

醸米格差㈲バb＞×王倉｛）

@　　　（aり／（b）×10⑪

43．5

i44．6）

56．i

i59．3）

6L4
i70．5）

？§．6

i8L4）

？5．8

i90．6）

（出所）表5畷①およびU・S・Department　of　COmmerce　K料等より作成。

（注）米国については、椿報窺役資からkkstyumentを除いた値。内製ソフトウェアの修鑑は、表5一一・　3をもと

　　に1995年時点の〔（外注＋汎用＋内製）／（外注＋汎用）］の倍率を求め、これを各年次のソフトウェア

　　投資額に乗じて求めたもの。

資に占める割合は13．3％に修正される。この修正されたソフトウェアの投資

比率をもとに日本の情報化投資比率を求めると、2000年には29．9％となり、

日米の差は3．1％ポイントに縮小するが、それでも投資比率は依然として日

本が米国を下回っており、最近になってようやく米国の9割の水準にまで差

が縮まってきたに過ぎない。

　もっとも、情報化投資比率の取り扱いには注意が必要である。第1章で言

及したように、戦後の復興期を経て高成長を駆け抜けてきた日本経済は、不

足する資本ストックの蓄積に遙卜してきた。また、1990年頃前半までの低い

失業率が示すように、労働力が不足する状態が続いたため、これを機械や技

術で補うための要素代替（合理化・省力化）投資が不可欠だったことや、低

金利政策とインフレ体質によって実質金利が低かったこともあり、借入金を

挺子にした設備投資傾斜型の資源配分構造が出来上がっていた。そのため、

日本の場合は米国に比べて全体の設備投資自体が経済規模に比して大きい。

例えば、1990年代の米国の設備投資の対GDP比（名目）を平均すると11．2

％なのに対して日本は16．4％である。この点を考慮し、情報化投資を経済規
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表5－6主要項目別情報化投資のH米比較（対GDP比〉 （驚）

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年

情報化投資

i内製ソフト修正後）

1．2

qL2）

2．1

q2．2＞

3．0

q3．婆）

2．9

q3．3）

3．9

q嘆．6）

ハードウエア 1．1 1．9 2．2 2．1 2．6日
　
　
本

コンピュータ関連

ﾊ信盛運

0．5

O．謹

1．0

?D6

1．2

O．6

1．1

掾D8

1．4

P．◎

ソフトウェア

i内兜ソフト修正後）

0．1

i0．1）

0．2

i0．3）

0．8

i1．2）

o．7

i1。1）

！．3

i2．0）

情報化投資 2．2 2．8 2．6 3．1 4．3

ハードウエア L8 2．2 L8 2．◎ 2．5米
　
　
国

コンピュータ関連

ﾊ信関連

0．4

J．9

0．8

O．9

0．7

O．8

0．9

O．8

1．1

P2

ソフトウェア §護 §．6 §．9 ！．1 1．9

（出所）表5－5に同じ。

模（GDP）で基準化して日米比較をすると大きな差はなく、むしろ199◎年

代以降は日本がやや上回ってさえいる。

　しかし、1990年代までの日本の情報化が、パソコン普及率やネットワーク

利用状況など、様々な面で米国と比べて遅れていたことは、多くの調査です

でに明らかにされており12）、それはまた実感にも適うものである。それにも

かかわらず、情報化投資のGDP比率は米国と日本で差がないという事実

は、日米比較におけるパズルといえる。

　このパズルを解く鍵は、第1に価格と性能の関係、第2に投資の内容、第

3に成長率格差にある。第1の価格性能比については、伊丹編（2001）でハ

ードウェアとソフトウェアに関して詳細な検討が施されている。それによる

と、199◎年代前半のH本のパソ3ン価格は、ハードウェアの性能スペックを

揃えた「同一処理能力」の場合で米国の2倍程度、また、日本語処理に高性

能なスペックが必要であることを考慮した「同一快適度」の価格でみると3

倍から5倍の高さであった。同一処理能力の価格差は、1990年代終盤には概

ね解消されているが、同一快適度の価格差は依然として2倍程度の開きが残

12）例えば、篠崎（1996），p36，表4－3、日本情報処理開発協会（1996），p．352，データ

　編1－1表、憎く1999），p．398，データ編図表1－1など参照。
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っている13）。また、ソフトウェアについても、基本ソフトに関してはそれほ

ど大きな開きはみられなかったものの、アプリケーション・ソフトではやは

り2倍程度の開きがあると分析されている。これらの点を考慮すると、実態

的な意味での日本の情報化投資の水準は、金額で表示された水準の半分以下

であったと解釈できる。

　第2に、投資の内容であるが、コンピュータ関連については、日本の場合

199◎年代前半まではメインフレームへの投資がパソコンへの投資を上回って

おり、すでに1980年代後半に両者の投資規模が逆転していた米国とは投資対

象が異なっていた14）。また、通信関連についても、確かに規制緩和や技術革

新等によって能力増強やデジタル化、光ファイバー化、あるいは移動体通信

への対応といった高度化投資が増加を続けたが、その内容は電話網を構築し

てきた従来型の交換機システムを基盤としたものが中心で、インターネット

を基盤とするオープン・ネットワーク化への取り組みが米国に比べて遅れた

ことは否めない。この面からも、日米の情報化投資の水準が実態的に並んで

いたとはいえない。つまり、日本の情報化投資を金額ベースのGDP比率で

みると、1990年代には米国と同水準にあったが、性能や快適度の点からみて

日本の価格がきわめて高かったという事実や、投資内容がパソコンを主体と

するダウンサイジング化やインターネットを軸としたオープン・ネットワー

ク化に充分対応できていなかったという点で、実態的には日米でかなり開き

があったと考えられる。

　さらに、第3点目の成長率格差については、1990年代には投資比率であれ

GDP比率であれ、そもそも分母となる設備投資やGDP自体の動きが日米

で全く異なっていた。第1章でみたように、1999年代の米国はGDPや設備

投資が力強く拡大しており、そうした拡大するパイの中でさらに情報化の比

率が上昇している。一方、日本はかってなく成長が停滞し、設備投資も前年

13）伊丹編（2001），p．75，図2－4参照。

14）二二く1996），p．12，図1－2参照。また、日本清報処理開発協会編『情報化白書』

　（1997，1999年版）に基づくと、1995年のコンピュータ市場におけるパソコンのシェア

　は、米国の71．5％に対して日本は44．◎％であり、日本でパソコンのシェアが5割を超え

　たのは1997年である（［1997］，p．331，　p．429、［1999］，　p．549）。
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表5－7主要項目別情報化投資の日米比較（名目投資の平均伸び率：％）

81－85年 86刃0年 91－95年 96－2000年

情報化投資 18．7 14．5 2．2 7．2

ハードウエア 17．6 10．0 2．6 5．3日
　
　
本

コンピュータ関連

ﾊ信関連

20．6

P4．3

11．9

U．3

L3
W．7

5．7

V．8

ソフトウェア 34．0 40．0 2．0 12．9

情報化投資 14．0 5．6 8．7 13．2

ハードウエア 12．8 2．5 7．6 10．8米
　
　
国

コンピュータ関連

ﾊ信関連

22．7

X．2

3．1

R．7

112
T．0

11．2

P4．4

ソフトウェア 19．2 14．5 10．8 17．0

（出所）表5－5に同じ。

割れが続いた中で、情報化投資の比率が相対的に高まったに過ぎない。この

ことは、名目情報化投資の伸び率を日米で比較してみるとよくわかる（表5

－7）。日本の情報化投資は、1980年代を通じてほぼすべての分野で米国より

も伸び率が上回っていたが、199◎年代になると逆転し、米国の情報化投資が

ほぼすべての分野で日本の伸び率を上回っている。米国の場合は、198◎年代

後半に情報化投資の伸びがやや鈍化したが、その後は勢いを増しながら積極

的に投資が進められたことを示している。これに対して暦本の情報化投資

は、通信関連を除くとlgge年代前半に大きく抑制され、199◎年代後半にはや

や回復したものの、伸び率は米国のおよそ半分に過ぎない。第4章で検討し

たように、199◎年代の情報化は、ダウンサイジング化やオープン・ネットワ

ーク化など、1980年代までとは異なる特徴を有しており、H本はその取り込

みという面で、米国に遅れたといえる。それ故、パソコン普及率やネットワ

ーク利用状況などをみると、米国に比べた差が鮮明になるのである。

　1990年代にみられた日米の情報化投資の違いは、実質値の時系列変化によ

く表れている。実質値の場合は基準年の違いによって水準が異なるため、単

純な二国間比較はできないが、技術革新による価格変化が反映されるため、

実態面での時系列変化を観察するのに適している。日本の実質情報化投資の

年次別増減率をみると、明らかに米国とは異なる推移を示した。第2章でみ

たように、米国の場合は1990年代を通して情報化投資が増勢を強め、設備投
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図5－2　日本の実質設備投資と実質情報化投資（前年比増減率）
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（出所）表5－4①に同じ。
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全体の増加の3分の2を占めた。これに対してH本の場合は、短期間のサ

クルによる増減を繰り返している（図5－2および第2章図2－2参照）。

1990年代中盤には米国に2年程度遅れて日本の情報化投資が増加しはじめ

が、9年間増勢が続いた米国とは対照的に、日本では増加に転じてからお

そ2年半後の1997年から急速に後退した。通常、設備投資は計画から実

、完了までの期間が長いため、投資の動きは景気循環に遅行ずるが、この

の動きをみてもわかるとおり、重厚な装置産業の投資に比べて比較的身軽

情報化投資は、他の設備投資に比べていち早く削減されやすい。

この時期の投資削減には、景気後退や金融不安などのマクロ環境が強く影

しているとみられるが、米国でも情報化投資が増加し始めた1990年代序盤

「雇用なき回復」が続いて景況感はかなり悪かった。しかし、経済情勢が

しいまさにその時期に、企業の競争優位を取り戻す目的で、情報化投資が

切れることなく実行された。経済情勢が悪化し、他の経費節減と同じ次元

情報化投資が縮小されていった日本との違いは、かなり大きいといえるだ

う。結果的に、1990年代の情報化は日米で大きな実態上の差がついたとみ

れる。

ところで、情報化投資の規模を設備投資に対する比率（投資比率）でみる

とと、経済規模に対する比率（GDP比率）でみることは、次のような観

から意味合いが異なってくる。もともと日本の設備投資の対GDP比が長

5章段本における情報化投資の実証分析 5



期間にわたって米国よりも高かったということは、経済活動の中で資本設備

の関与の仕方が日米で異なっていることを示唆している。一面では、H本に

はそれだけ重装備な資本設備が様々な領域に張り巡らされており、それが新

技術の導入に際して、より多くの投資を必要とすることにもつながると考え

られる。例えば、高速道路の自動料金システムについて考えると、日本の高

速道路は原則有料であり、すべてのインターチェンジには料金所が設置され

ている。したがって、本格的に料金所の情報化を図っていくには、相当数の

工事個所が必要であり、しかも走行距離による従量料金であるために、シス

テムが複雑にならざるをえない。これに対して、米国の場合はごく一部の区

間を除いて高速道路の利用は原則無料であり、インターチェンジは乗り降り

自由で料金所が設置されていることはまれである。National　Highway　Sys－

ternについてみると、有料区間の総延長は全体の2．8％に過ぎないi5）。また、

料金体系についても、従量制の区間もあるが、通過ごとの均一料金である区

間も多いため、システムが簡略に構築できる。都市部の私鉄や地下鉄、バス

などの交通機関の料金体系をみても、きめ細かく多段階に料金設定がなされ

ている日本に対して、米国の場合は均一料金であることが多く、改札口での

料金支払いの自動化や情報化のシステムが簡素に構築しやすい。これらは、

必ずしも民間部門だけの事例ではないが、新しい技術を現実の経済システム

へ導入するに際しては、既存の資本ストックが強く影響してくることを示す

一一C列といえる。

　したがって、需要項目としての情報化投資の規模を経済規模で基準化して

日米比較する際には、対GDP比をみるのがふさわしいが、投資の結果がス

トックとなって経済活動にどう影響するかという観点からは、ストック比率

やその前段階としての設備投資比率にも重要な意味がある。また、ミクロ的

にも企業の設備投資は将来に向けた経営戦略上の資源配分であり、企業経営

の重要な意思決定が反映されている。それゆえ、情報化投資比率は将来に向

けた資源配分で情報技術革新がどのように位置づけられてるかを相対的に示

15）　U．S．　Department　of　Transportation，　Federal　Highway　Administration，　llighway

　Statistics　2000のTall　Facilities麺the　United　Statesのデータによる。
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す尺度とみなすことができる。日本の情報化投資比率は長期間にわたって米

国を下回っており、既述の通り、価格性能比や投資内容を考慮した実態的な

水準はデータが示すよりも低かったとみられる。つまり、日本では、情報化

に対する申長期的な経営上の関心が、その他の問題に比べて相対的に低かっ

た、あるいは、情報化以外の分野へ関心が奪われることが相対的に高かった

ことを示唆している。この点は、金融不安等によって景気後退が鮮明になっ

た1997年から、一般の経費削減と同じレベルで情報化投資が縮小されがちだ

った様子にも符合する。いずれにしても、これまで長い問、日本の情報化投

資比率が米国を下回っていたということは、過去からの投資の累積である資

本ストックでみた場合には、より大きな開きがあることを窺わせる。次章で

はこの点も含めて、情報化投資の経済効果を分析していく。

【補論】日米国際産業連関表を用いた日米比較

1．情報化投資に関する日米統計

　補論では、日米国際産業連関表’6）を用いて可能な限り正確に定義をそろ

え、情報化投資の現状を日米比較していく。日米産業連関表は、日米両国に

おける各産業の生産活動が日本、米国、およびその他の第三国のどのような

産業または最終需要との関連で行われているかを明らかにするものであり、

情報化投資の範囲をできるだけ日米で統一するには、この統計による調整が

適している。さらに、日米産業連関表では、消費や中間投入の面で情報技術

の導入を日米比較分析することも可能である。ただし、業種別の内訳は得ら

れないため、日本については産業連関表の固定資本マトリクス表を、米国に

ついてはFixed　ReProducible　Tangible　Wealth　in　the　United　States

（FRTW）を原統計とし、日米産業連関表で定義等を調整して比較してい

く。

16）以下補論では通商産業省『日米国際産業関連表1995年（速報）』のデータを利用し、

　日米産業連関表と略記する。
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　一般に、産業連関表には生産者価格と購入者価格の2つの価格表示がある

が、日米産業連関表では、各財の価格表示は日米それぞれに生産者価格でな

されている。業種別、財別のデータが利用できる米国のFRTWは、購入者

価格表示になっているが、同様のデータが利用できる日本の固定資本マトリ

クス表では、生産者価格表示になっており、ベースを揃えるための調整が必

要になる。他方、ソフトウェアの扱いについては、米国のGDP統計では

1999年7－9月期の事前推定値発表より従来の申問投入計上から設備投資へ

の計上に変更されるようになった。日本でも、1995年産業連関表で1年以上

使用されるソフトウェアの取得が固定資本形成に計上されるようになり、

2000年10月に改訂された1995年基準（93SNA）のGDP統計からこれに準

じるようになっている◎

　しかし、本論で述べたように、ソフトウェアには、①受注ソフトウェア、

②汎用ソフトウェア（パッケージ・ソフト）、③内製ソフトウェアの3形態

があり、米国のGDP統計ではすべて設備投資に計上されているのに対し

て、日本は基礎統計の制約もあって、受注ソフトウェアのみが設備投資に計

上され、汎用ソフトウェアと内製ソフトウェアについては依然として中問投

入に計上されている。金額が大きいとみられる内製ソフトウェアのデータが

欠落したままでは正確な日米比較はできない。また、この補論で用いる日米

産業連関表では、ソフトウェアが中間投入として処理されていることもあ

り、以下業種別の日米比較では、情報化投資にソフトウェアを含めないハー

ドのみを対象とする。

2．日米比較のための統計上の調整

　まず、業種の分類と財の定義を揃えることから始める。業種については表

5－8の対応表により、情報化投資の定義については表5－9の範囲により、

日米のデータを構築する。このうち、情報化投資の定義に関して付言してお

くと、米国のGDP統計で設備投資の1項目として計上されているInforma－

tlon　pr◎cessing　aftd　relateCl　eq賛ipmentの中には、情報化投資の範疇を大き

く外れるInstrumentsが含まれており17）、情報化投資を過大評価していると

みられる18＞。したがって、ここでは情報化投資の範囲からInstrgmegtsを外
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表5－8情報化投資の日米業種対応表

蒙本の分類 米国の．分類 臼本の分類 米闘の分類

食料品 Food　and　kindred　products 金融・保険 Federal　reserve　banks

Tobacco　products Other　depository　institutions

一一，m臨隔一一一一一一一■冒一一■冒

@　　繊維製品

@一り騨脳削鴨擢，一一醒一一一一一圏学

ηw智い臨一一一一一一一一■一冒胃”精開鳴一一一一一■一一一一一一’

sextlle　mill　products

`即are董a登d◎綴er毛ex之茎董e
垂秩揩ъﾚs憎鞘騰噛舳一曽曹，一一一一一一一一一H梱w騨一一一一一一一一一■冒▼

Nondepository　institutions

recur圭ty　an（至。◎mmodity

b窒盾汲?窒唐

hnSUranCe　CarrierS
パルプ・紙・木製品 Paper　and　allied　products Insurance　a暮ents，　brokers，

Lumber　and　wood　products and　service
Furnlture　and　f｛xtures Fi員anc量al　holding　and

一　一　刷　静　騰　瀞　餉　魅　一　■　■　■　一　■　冒　一　一　冒　冒 甲　旧　臨　齢　．．　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　曽　一　胤　隔　一　需　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　7

化学製最 C熱e彌cals　a嚢δallledひro由。総 童茎簾ves糠e盛◎貿ices

■一一¶描帽一一一一一醒■一目一一■一 甲醒学冒一一一一一邑一一一一一一一胃面目僧一畠■一一一■一一一一■一
黒▼7解｝一一一一醒一一一一一一■胴騨 冒7一一一一一一一一■■一置雫｝牌騨憎曹山一一冒一一一一一一一一｝¶

石州・石炭製品 Petroleunl　and　coaI　products 不動産 Real　estate

曹甲P榊開剛餉一一一一一一一一冒一一騨 脚葡η亀一一一一一一一一一一一曽一”常騰檜團團一一一■一冒■■一冒一
｝”脚國陶一一一一一一一一一一一一冒階榊

r　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　w　　糊　　幣　　炉　　砲　　幽　　‘　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　り　　騨　　”

窯業・土石製品 Stone，　clay，　and絃lass　products 運輸 Railroad　transportation
冒一一刷，騨嚇騨一一一一一一一一一一凹 戸幣”胴薗，，雫一一一一一一一一一w常髄鴫哺一一一一一一一一一一一一 Local　and　interurban

鉄鋼
　　　　　　　　　　　　　oﾞ）assenger　tra捻S1も

　　　非鉄金属
@　〈・一一次金属〉一　一　一　憎　憎　m　一　■　一　冒　一　冒　冒　り　一　一　一　一　一 Pr｛rnary　me£al｛nd“strles捌常艘幽一一一冒曹，一一願一一一一騨騨柵髄一一一冒■『一，一一一一一

Tr疑cki飛g　a鍛6　warehG雛si捻暮

vater　transportation

金属製品 Fabricated　Inetal　products Transportation　by　air
一，一牌憎冒一一一一一一－r一一一’「

@　　一般機械
引　憎　国　曽　一　一　一　一　一　一　一　丁　一　一　一　一　一　開　幣　謄　謄　一　一　一　一　一　一　－　r　一　一　一　一　一

hndustrial　machinery　and
Pipelines，　exC¢pt　natural　gas

　　　ワ?相�Opme継
喩鳳糀騨胤一営一曹■■　一一　一r｝輪

Transportati◎臓servlces胤　隔　＿　口　＿　＿　＿　一　＿　一　一　臨　曽　一　一　”　静　簡　n　曹　一　冒　冒　冒　一　醒　　　冒　　　－　一　一　一　轍

可■噂噂昂静応一冒一冒冒冒一一　一■P

@　　電気機械
［　幣　静　冑　菖　■　冒　冒　冒　醒　一　一　冒　一　顧　一　P　｝　”　滞　謄　”　曽　曽　曹　冒　冒　一　一　一　曹　曹　一　豊

窒撃?モ狽秩揩獅撃メ@a糠d　◎ther 通信・放送 Telepho擁e　a蕪欲elegrap嚢

electric　equipnlent
鴨静閉一殉曽餉幽一冒一一一一一即一円．胤

一　一　m　騨　簡　捌　舗　幽　幽　一　一　一　冒　冒　一　一　一　一　，

@　　輸送機械
帯牌博一一一一■■π丁噌一一一一｝齢幣暫彊曽曽｝曹窄幽｝一一一一幽一

lotor　vehicles　and　equlplnent
．対事業所サービス Business　se．rvices

P一｝，甲一一n一一一一一一■■一醒一

Other　trallsportation　eq⑳me就．「　胴．醐　曲　一　占　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　｝　犠　旧　”　曹　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一 Legal　servic¢S

m◎登f量na簸。捻茎h◎lding　a！｝（量

精密機械 玉目IS転rumer茎重s　aぎ韮（蓬　re茎a宅ed匿
叢鍛ves重搬en毛0繁｛lces

一一一刷棉帽簡一一一■一■一■一雫一叩

Products卿簡開暫一一一一＿一＿一一一一一一一｝僧憎舳罷・一一一一一一一一一学
卿申隔臨僧曽臨麿一一一一一一一一一脚騨

ｻの他非製造業
，謄，一一一一一一一一一一一一喘幣剛｝盟一一一一一一一一一一　一一”

oersonal　services
その他の製造工業製品 Printing　alld　publishing 対個人サービス Auto　repair，　services，　and

Rubber　and　ln｛scellaneous parking
plast童cs　products 醗scella聯縫s　r瞬lr　se醜es
M董scel茎a嚢e◎t達S　難儀aぎ疑ぎδC重嬢r一

鷺◎ξe垂sa磁。出er　i晦重貧9ひ茎aces

lng　industrles Motion　pictures
Leather　and　leather　products

Amusement包nd　recreation
一　一　一　一　静　囲　酌　髄　昌　一　一　一　一　■　一　■　冒　丁　一 鵠”ハ一一一一一一一一一一－幽邑弾榊幣一己■一一一¶”一一一一一一

建設 Construction 　　　，唐?窒魔撃モ?

π一n，閉講一團一一一■冒　一7一一雫

dかガス・熱供給

鼈鼈鼈鼕u瀞胤－一■冒一，需一一一一｝

¶　艀　簡　9　冒　醒　一　醒　冒　冒　冒　冒　7　一　一　，　｝　騨　”　楠　謄　一　曽　一　冒　一　一　一　一　一　一　一　一　一

昼ﾊecξγlc　servlces
fas　servlces咽　閉　脚　闇　曽　曹　＿　炉　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　蜥　卿　贈　階　餉　一　‘　一　一　一　一　一　一　一　冒　一

医療・保健・社会保障

@　教育・研究

ｻの他の公共サービス

Hea玉th　servlces

c…：（董縫ca蓑。盆a歪serv至ces

nther　servlces，　n．e．c．

水道・廃棄物処理 Sanitary　services 農林水産業 Farms
一　”　凹　一　幣　囲　一　一　一　冒　一　冒　冒　一　，　一　一　一　一 揃　憎　謄　回　暫　＿　＿　一　｝　齢　一　一　一　一　一　一　一　一　幣　w　騨　，　“　一　一　一　一　一　一　■　一　一　暫　一

卸売 Wholesale　trade Agricultural　services，

一一丁置巴齢一一一一一一一一一■一一一 ，　買　醐　眉　一　一　一　一　一　一　■　一　冒　冒　冒　一　一　一　一　欝　削　謄　簡　一　曽　一　醒　曹　，　一　一　一　一　一 forestry，　and　fishlng
小売 Re籔ll匙rade 鉱業 蟹eξa韮r駐至捻圭難9

Coa重mining
Oil　and　gas　extraction

Nonmetallic　minerals，

except　fuels

（濁H本は縫§§5年麓業連聡表」の罎定資本マ5Vクス。米露は、　Fixed　Repredeceible　Tang・ible；・｝9eglSk　izz

　　　theひ∫．の分類による。
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表5－9情報化投資の財別日米対応表

分　類 固定資本マトリクス表 F1η’1〃

コンピュータ関連 　電子計算機本体

鼈鼡rR簡嘔一一一一冒m脚一■一一曹一一騨陶一冒一需一騨n一一冒

@電子計算機付属装置

　簸al瞭a搬e　c◎即u宅ers
@Personal　computers雪　一　騨　舳　幽　一　一　一　騨　｝　蝋　幣　曽　一　曽　曹　，　一　牌　鹸　一　一　曹　一　一　圏　騨　”　曽　一　一　一　一　一　一　瀞　・　“　一　一　一　一　｝　附　O　｝　一

@D量reαacceSS　S重◎ra墓e　devlces

@Computer　printers

@C◎脚も叢ter　termlnals

@Computer　tape　drives

@C◎mputer　storage　devices

通信関連 　有線電気通信機器

@無線電気通信機器
@その他の電気逓信機器一一嚇甲蔚層一一一一唱，臆一一一一璽一庸・一一一幽一「験m一■一

@電気通信施設建設

　Communication　equipment

鼈鼕J臨一一一一，一門闇一一一一一一一閉一一”一一一一腎憎曹一一一一一幣闇邑F一一一一廟櫓。一一

@×
事務用機器 複写機

潤[ドプロセッサ

ｻの他の事務用機械

Photocopy　and　rel烈ted　equipment

nther　offlce　equlpment

（注〉躍～7’Wは、　FiXed　i～砂？’odblcibge　Tewgib～e種擁～醜魏91geひ∫σ）略。

　　㎜のGDP統計ではInfromation　processing　and　related　equipment（いわゆる情報化投資）に
　　Instrumentsが含まれているが，これは日本の固定資本マトリクスでは資本財コード3719の分析器、理化

　　学機械器翼、医療縮機械器具に該当するもので、明らかに歩一外であるため除外している。

した。また、米国の統計では明示的に計上されていない電気通信施設建設が

日本の通信・放送業では7808億円計上されており、その規模は日本の通信・

放送業の情報化投資額2兆5◎82億円の31％に相当するが、それ以外の業種に

は全く影響はない。

　米国については、FRTWの統計データをもとに、この定義で業種ごとに

集計しなおせば、業種別情報化投資額が算出できる。一方、日本について

は、固定資本マトリクスの財別データは生産者価格によって表示されている

ので、これを購入者価格に変換する作業が必要となる。そこで、産業連関表

の産出表をもとに、財別に生産者価格表示と購入者価格表示を調べ、両者の

乖離率（購入者価格／生産者価格）を計算する（表5－10）。その上で、こ

17）日本の固定資本マトリクスでは、資本財：一ド3719の分析器、理化学機械器具、医療

　用機械器具に該当する。

18）詳細な財別の内訳が掲載されているFRTWによれば、　Instrumentsの規模は227．6

　億ドル（1995年）であり、これを除いた情報化投資総額1488。9億ドル（同）を15．3％過

　大白州することになる。
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表5一　10　生産者価格と購入者価格の乖離率

購入者孟子／生産者価格
分　類

日　本 米　国

コンピュータ関連

@　通信関連

@事務用機器
﨣�ｻ投資財全体

L2489
P．1507

P．3891

P．2235

1．2059

k◎9爆9

P．3703

P」818

1出漸〉総務庁ほ995年産業遼関表」、U．S．　Department　of　Coirfi－

　　merce，　Benchma’rk　inPut－OutPut　Accounts　of　the

　　Un　ited　States，1992（1－O表）をもとに算出。

の乖離率から固定資本マトリクスの情報化投資額を財別に購入者価格に変換

し、それを業種別に集計して、購入者価格表示による日本の業種別情報化投

資額を求めることにする。

　ここで、上記のデータ加工で求められた日本と米国の業種別情報化投資

が、どの程度定義的に一致しているかを、日米産業連関表を基準統計として

確認しておく。日米産業連関表の情報関連投資財は、電子計算機・同付属装

置（089）、有線電気通信機械（09◎）、その他の電気通信機械および電子応用

装置［除くX線装置］（091）、電気通信施設建設（123）、通信（141）、事務

用機器（◎86）とした。ただし、事務用機器には複写機が含まれていない。

　上記定義で求められた日米産業連関表による1995年の日米の情報化投資額

は、生産者価格表示でそれぞれ8兆17◎7億円と1◎89億ドルとなる。FRTW

による1995年の米国の情報化投資額（除く複写機）は1312億ドルであり、日

米産業連関表の水準はこれの83％とかなり過小である。しかし、これはほと

んどが価格表示の違いによるものと考えられる。表5－10の乖離率をもとに

日米産業連関表のデータを購入者価格表示に変換すると、FRTW（除く複

写機）と日米産業連関表の情報化投資額（購入者価格変換後）のデータの差

は、わずか3．5％（131，241／126，839）に縮小する（表5一　11）。この点は、

日本も同様であり、1995年産業連関表（購入者価格。除く複写機）と日米産

業連関表（購入者価格変換後）との差は2．1％（10，013，588／9，806，976）に

すぎない。

　つまり、日米産業連関表を基準統計として、日米それぞれのオリジナル統

計との乖離をみると、財の分類による差はみられるものの、情報関連投資財
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表5－11　日米産業連関表と両国オリジナルデータと：の比較

①罠本の情報化投資と日米麓業連関表（1995年） （単位：百万円）

95産業連関表 日米産業連関表
分　類

（生産者価格）　（購入者価格） （原数値）　　（購入者価格）

コンピュータ関連

@　通信関連

@　複写機
@事務矯機器

荏，415，4｛）4　　　　　5，ξ涯嘆，3（）（｝

R，432，360　　　　　3，949，687

@374，66⑪　　　606，457

@457，568　　　騒9，総圭

3，9倉6，倉2倉　　塁，878，142

R，839，501　　4，418，192

@　　　0　　　　　　0
@畦25，三32　　　Si奪，醒1

　　合計

ｭ除く複写機）

8，679，992　　　　　10，620，045

W，305，332　　　　10，013，588

8，170，654　　9，806，976

W，170，654　　9β06，976

②米国の情報化投資と日米産業連関表（1995年〉 （単位：再万ドル〉

10表推計 FR　7’w 日米産業連関表
分　類

〈購入者懸格〉 （原数値） 〈原数値〉　　〈購入者緬格）

Colnputers　and　peripheral　equipment

@　Communication　equipment
o難破◎c◎茎｝ya蟹1ごe重a艶δe（茎滋玉）獄e溢

nffice　equipment　except　computers

64，758

T9，591

P5，§96

U，75⑪

65，293

T9，020

ﾊ7，醒5

U，928

56，921　　　68，641

S8，056　　　52，614

@　　　馨　　　　　　§

R，958　　　　5，583

　　　　　sum

曹?モ?垂烽ohαoc◎夢y

145，986

奄R§，89王

148，886

¥31，2荏圭

108，935　　　126，839

?W，935　　　王26，839

（注）IO表推計は、1992年ベンチマークの延長による1995年の推計値。

として集計された値は、それぞれ102．1～103．5％の水準で一致しており、購

入者価格表示へ変換された固定資本マトリクスによる日本の業種別情報化投

資と、FRTWによるInstrumentsを除いた米国の業種別情報化投資を利用

することで、ほぼ正確な両国比較ができると判断される。逆にいうと、米国

の情報化投資にInst顯meRtsを含めたままのデータや、購入者価格で公表

されている米国のデータと生産者価格で表示された固定資産マトリクス表に

よる日本のデータとを比較すれぼ、米国を過大に、もしくは日本を過小に表

してしまうことになる。

3．業種別情報化投資の日米比較

　さて、このように定義を統一黒した上で情報化投資の設備投資比率を業種別

にみると、両国とも製造業よりも非製造業で高い比率となっていることがわ

かる（図5－3＞。また、製造業ではH本が7。2％なのに対して米国は13．6％、

非製造業では日本が17．8％に対して米国は22．7％と、ともに日本の水準が低
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い。そして、その差は製造業の方が大きく、製造業13業種のすべてで日本が

下回っている。非製造業に関しては、通信・放送、金融・保険、小売など11

業種中5業種で日本が上回っている。

　この製造業と非製造業の相違については、リーースの取り扱いが影響してい

る点に留意が必要である。FRTWでは、キャピタル・り一スの場合はり一

ス会社ではなく、利用者＝賃借人（Lessee）の資産に計上される19）。日本で

は、i］　・一スなど物品賃貸の資本財については、すべて］］　・一スが属する物品賃

貸部門に計上されており、日本の製造業における情報化投資はその分だけ過

小評価（日本の物品賃貸の情報化投資が過大評価）されていることにな

19）米国では、リースの会計処理に際して、次の4条件のうちいずれかひとつに該当する

場合は、キャピタル・り一スとして利探｝者罵賃借人（Lessee）の資産に計上される。①

　リース終了時に所有権が賃借人に移転する場合、②格安価格での購入選択権（bargain

purchase　Qption）が契約に織り込まれている場合、③リース期間が耐用年数の75％以

上の場合、④合計り一ス料の現在緬値がり一ス資産の99％以上の場合である。
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業種別情報化投資対付加価値比率の日米比較（1995年）図5－4
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る20）。したがって、より正確には、キャピタル・リースの割合をもとに、日

本のリース資産について業種別に再配分する必要があり、この点は今後解決

すべき課題のひとつである。

　次に、日米産業連関表で求めた業種別の付加価値額をもとに、情報化投資

の対付加価値比率をみると（図5一違）、全産業ベースでは、日米とも2．4％

で差はない。産業別にみると、製造業では日本の1．4％に対して米国は1．5

％、非製造業では、日本の2．7％に対して米国は2．6％と、若干の違いはある

ものの、総じて同レベルといえる。さらに細かく業種別にみていくと、上述

したり一スの取り扱いの差もあり、対事業所サービスの情報化投資対付加価

値比率が日本でかなり高くなっている。また、通信・放送の比率も日本でか

29）社団法人亨一ス事業協会の資料・によると、1995年度のり一ス購入額のうち27。6％が製

　造業向けである。
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なり高くなっている（28．2％）が、この一部は日本のみ計上されている電気

通信施設建設が影響しているとみられる。ただし、それを除いたとしても、

日本の通信・放送は20．9％で、米国の14。7％を上回っており、付加価値に比

べた投資比率の高さが際立っている。裏を返すと、情報化投資の割には付加

価値を生み出していないという、投資効率の低さを示すものでもある。ま

た、1995年は、規制緩和により日本で携帯電話やPH：Sなど移動体通信の先

行投資が急速に盛り上がった時期であり、それが特殊要因として影響してい

るとも考えられる。

4．情報関連消費および中間投入の日米比較

　日米産業連関表を用いると、設備投資だけではなく消費や中間投入の面か

らも、情報技術の導入状況を比較することができる。さらに、日米産業連関

表では、国内供給と輸入による供給に分けて集計できるため、輸入依存度に

ついても比較分析が可能である。

　日米産業連関表における情報関連投資財は、電子計算機・同付属装置

（089）、有線電気通信機i械（090）、その他の電気通信機械および電子応用装

置［除くX線装置］（091）、電気通信施設建；設（123）、通信（141）、事務用

機i器（086）と定義したが、これに加えて、半導体（092）、電子部品（097）、

情報サービス（150）を情報関連消費財、情報関連中間投入財とした。

　この計；算によると、1995年の日本の情報関連消費は4兆88◎7億円で個人消

費全体の1．7％となっている。米国は1◎73億ドルで個人消費全体の2．1％であ

るから、日本の水準は米国の約8割（1．7／2．1）といえる。この情報関連の

消費水準は、米国では5年前の199◎年と変わらないが、日本は1．2％からし7

％へ0．5ポイント上昇している。消費の大部分は電話などの通信であり、日

本の場合は情報関連消費の93．0％、米国の場合は85．3％を占める。財に比べ

てサービスは非貿易財的な性格が強いため、情報化投資に比べて輸入比率が

著しく低い。だが、サービスを除いたコンピュータなどの財だけについてみ

ると、消費の面でも輸入比率は高まり、日本の情報関連消費財くハードウェ

ア）の輸入比率は1990年の5．8％から1995年の18．9％へ、米国は同34，5％か

ら41．0％へ上昇している。
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表5一　12情報関連（IT）消費と中間投入のN米比較

①日本の情報関連需要と輸入 （o／o）

情報化比率2） 情報関連需要増加率90締95年
項目1）

90年 95年 うち国産 うち輸入

企業投資

ﾂ人消費
?笂鞄

7．8

P．2

T．3

8．9

k7
U．1

0．9

U4．3

V．8

一7．1

U3．9

@3．8

128．1

P04．6

V6．8

情報関連輸入比率　95年
項目1）

うち米国 その他世界 うち米国 その他世界

企業投資

ﾂ人消費
¥閥投入

5．9

O．3

T．5

4．1

O．3

Q．2

1．9

O．0

R．3

13．4

P．2

?D§

4．1

O．2

Q．8

9．2

kO
?D2

②米国の情報関連需要と輸入 （9／o）

清韻化比率2） 情報蘭連需要増加率9◎沸95年
璽目茎｝

90年 95年 うち国産 うち輸入

企業投資

ﾂ入消費
?ﾔ投入

10．0

Q．1

S．9

10．5

Q．1

V．1

35．2

R8．2

W7．7

19．8

R4．7

V8．0

88．3

P96．6

P50．3

情報関連輸入比率　％年
項目1｝

うち米国 その他世界 うち米国 その他世界

企業投資

ﾂ人消費
?ﾔ投入

22．5

Q．2

P3．4

8．§

O．7

R．8

14．5

P．4

X．5

3L3
S．6

P7．8

13．婆

O．2

R．0

17．9

S．4

P4．8

〈出所）通商産業二二米国際産業連関表」より作成。

注1）情報関連企業投資：電子計算機・同付属装置、事務用機器、有線電気通信機械、その他の電気通信機械

　　　　　　　　　　　および電子応用装麗、電気通信施設建設

　　情報関連纒人消費：電子誹算機・岡付属装置、事務熔機器、有線電気遜信機械、その飽の電気通信機械

　　　　　　　　　　　および電子応用装i、通信、情報・コンピュータサービス

　　情報関連中間投入：電子計算機・同付属装置、事務用機器、有線電気通信機械、その他の電気通信機械

　　　　　　　　　　　および電子臨用装置、通信、情報・コンピュータサービス、半導体
注2）情報化比率は、各項目の需要全体に対する情報関連財・サービスの害【1合

　一・方、中間投入についてみると、1995年の口本の情報関連中間投入は20兆

6494億円で中間投入全体の6．1％となっている。米国は3476億ドルで中間投

入全体の7．1％である。この中間投入の情報化比率は、1990年には日本（5、3

％）の方が米国（4．9％）を若干上回っていたが、その後逆転したことがわ

かる。すなわち、中間投入の水準からみると、1990年代前半に米国の方が経

済構造の情報化をより進展させたとみることができる。

　消費と同様に中間投入でも、電話などの通信と情報サービスが大きな割合

を占めており、日本の場合は、情報関連中間投入の40．6％が情報サービス、
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表5－13　情報関連（IT）消費の内訳

縫本　　至η績 輸入比率 1丁消費 輸入比率

（1⑪億円）
90年　95年 90年　　95年

　米麗
i1⑪万ドル） 90年　　　95年 90年　　95年

機器・部品

ﾊ裾
･蒙サービス

　486　　310

Q，46⑪　4，537

@23　　34

5．79％　18．9％

O．05％　0．03％

?D総％　奪鱒％

機器・部品

ﾊ信
ｴ酒サービス

48，504　　121，032

V16，115　916，153

P2，572　　3ε，58愈

34．46％41．⑪％

O．0⑪％　0．⑪⑪％

D．15％愈、茎3％

合計 2，9704，881 0．99％　1．23％ 合計 777，191　1，073，765 2．15％4．62％

（出所）表5－12にi司じ。

表5－14情報関連（IT）中聞投入の内訳

IT中間投入 輸入比率　日本

i10億円） 90年　95年 90年　　95年

半導体

d子部晶

ｻの他機器

ﾊ信
﨣�Tービス

2，7◎22，992

k，1導（｝4，3§i

@7⑪0　　720

S，012　4，162

V，6488，385

14．6◎％34．84％

R．58％　4．66％

R5．41％50．18％

P．12％　1．61％

Q．81％　2．14％

合計 19，1632§，6蓬9 5．47％　8．98％

　米国
（10万ドル）

半導体

電子部晶

その他機器

通貫

情報サービス

合計

IT中間投入 輸入比率

　90年　　　95年　　90年　　95年

lll：躍1欝：ll謡ll髪ll：畿

i98，793　440，778i45．220／．50．62C／．

　586，542　854，311f 　O．OOO／．　O．OOO／．

　652，716　1，117，8241　O．180／．　O．15％

1，852，eO7　3，475，6C2　R3．38e／．　17．840／．

（出所〉表5－12に同じ。

20．2％が通信と、両者で6割を占める。財では、電子部品（21．3％）と半導

体（14．5％）が中心である。米国の場合も、情報サービス（32．2％）と通信

（24．6％）で6割弱を占め、半導体（17．1％）、電子部品（13．4％）と続く。

いずれにしても貿易に馴染みにくいサービスの割合が高いため、消費と同じ

ように輸入比率が低い。ただし、半導体の輸入比率については、H本は199◎

年の14．6％から1995年の34．8％へ、米国は47．1％から44．9％へと推移してい

る。また、電子部品の輸入比率は、日本は3．6％から4．7％へ、米国は30．8％

から27．3％と推移している。日本は海外直接投資の累積効果もあって、半導

体に関しては1990年代前半にかなり海外生産への依存度が高まっているが、

それ以外の電子部品については依然として国内の生産活動が活発であること

を示している。他方、米国はすでに199◎年の段階でかなり海外の生産に依存

している姿が浮き彫りになる。
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第6章

日本の情報化投資の経済効果

第1節　生産と雇用の誘発効果

　本章では、情報化投資が日本経済に及ぼす影響を、需要面と供給面の経済

効果に分けて考察していく。まず、需要面の効果について考えると、情報化

投資によって情報関連の投資財に対する需要が生E｝iれれば、それに関連した

産業の生産活動が高まり、ひいては雇用にもプラスの効果をもたらすと考え

られる。日本企業の対外直接投資が増加し、グローバルな分業体制が進展し

ているため、こうした効果が海外にスピルオーバー一する傾向は強まっている

とみられるが、1980年代までに製造拠点の海外移転がかなり進んだ米国とは

異なり、エレクトロニクス関連を中心に高度な製造分野を得意としてきたH

本の場合は、情報化投資が生み出す関連財への需要は依然として国内の生産

活動に波及していく程度が大きいと思われる。

　そこで、情報化投資によって国内生産がどの程度誘発されるかを確認する

ため、産業連関表の固定資本マトリクス表による各財（IT，）の資本形成額

と、各財を生産する部門の逆行列係数列和（eVi）から情報化投資の生産誘発

効果を算出する。ここでは、前章で情報化投資に定義したハードウェアの各

財について、逆行列係数列和を乗じることによって誘発される生産額をそれ

ぞれに求め、その総額（Σ［IT，×副）を情報化投資総額（ΣIT，）で除した

値として求めた。その結果、1995年時点の情報化投資の生産誘発効果は

2．275と、民間設備投資全体（住宅を除く固定資本形成）の2．034に比べて大
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表6－1情報化投資の生産誘発効果 （倍）

清子化投資 設備投資全体

1990 2，303 2，084

1995 2，275 2，034

90→95 一〇．028 一〇．050

／注）総務庁「1995年産業連関表」をもとに、

　Σ［IT，×α、］／ΣIT，で算出。

　［αi万財産出部門の逆行列係数列和，／T，　：i財の資本

　形成額，iRオは情報関連のハードウェア］

きいことが確認できた（表6－1）。

　すなわち、1990年代中盤についてみると、設備投資全体では、10◎万円の

投資が実行されると機械の生産や工場建設などを誘発して、最終的には203

万円の生産活動を生み出すが、情報化投資に関してみると、その効果はさら

に大きく、100万円の投資需要は、コンピュータ、液晶、通信機器、半導体

など日本の製造業で依然として中核をなしている分野の活動に波及して、

228万円の生産を誘発するのである。貿易構造の変化で、国内需要の拡大が

製品輸入に結びつきやすい体質になってはいるが、日本の対内外直接投資と

貿易構造を実証分析した研究によると、情報関連の製品輸入については、国

内生産に代替的であるよりは、むしろ補完的であることが検証されてい

る1）。事実、1990年に比べた生産誘発効果は、設備投資全体が9．◎5◎ポイン

ト低下しているのに対し、情報化投資では0．028ポイントの低下にとどまっ

ている。パソコン化から始まってネットワーク化へ重心が移った情報技術導

入の動きは、さらに各種製品がネット端末化していく動きへと進んでいる。

この場面では、微細な加工技術に優れ、軽量小型の製品作りを得意とする日

本企業の活躍が期待できるため、新製晶の開発や生産という新しい経路で波

及効果が創出されると考えられる2＞。このように、情報化投資が増加するこ

1＞篠暗・乾・野坂（1998＞は、199§年代に入ってからの製品輸入の増加を、緬格要霞、

所得要因、価格や所得の変化で説明できない構造要因に整理し、構造要因をさらに海外

生産比率と日本国内の情報関連生産にわけた輸入関数を推定している。その結果、いず

れも有意にプラスの影響を与えていることが検証され、グU一バルな水平分業が欝本経

済に組みこまれていることを明らかにしている。
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とによって、コンピュータや通信機器を生産する産業の活動が拡大し、関連

する産業群へ生産が誘発されていけぼ、当然それらの産業で雇用が増加して

いくことになる。

　以下では、産業連関表を用いてこうした連鎖による雇用誘発効果（労働誘

発係数）の計測を行う。投入係数の行列をa、最終需要、国内生産額、雇用

者数の列べクトルをそれぞれF、D、　Nで示し、輸入依存度を対角要素とし

非対角要素をゼロとする対角行列をm、単位労働投入量を対角要素とし非対

角要素をゼロとする対角行列をnとすると、国内生産、雇用者数は、それぞ

れ次の（1）式、（2）式で表される。

　　国内生産額：D＝a・1）＋F－m・D　　　　　　　　　　　　　　…（1）

　　雇用者数：N＝n・D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（2）

（1）より、

　　（1－g十　m）・D　＝　F

　　D　＝　（1　一a十　nz）ri・F　“’（3）
（2），　（3）　よ　り、

　　N　＝　n．　（1　一a十　m）wi・F

［ただし、a：投入係数行列，　F：最終需要列ベクトル，1）：国内生産列ベク

トル，1：単位行列，2V：雇用者列ベクトル，　m：輸入依存度対角行列，

n：労働投入係数対角行列］

　このとき、n・（1－a＋・m）一1の列和が各情報関連投資財を生産する部門

（産業）の単位当たり労働誘発係数となる。これをもとに、1兆円の情報化

投資がどの程度雇用を生み出すかを計算することができる3）。1995年産業連

関表によると、1兆円の情報化投資需要（生産者価格）は、コンピュータ産

業には284C億円、コンビ・・　一一タ付属装置産業には2246億円、有線通信機i器産

業には1534億円、無線通信機i器産業には1306億円といった具合に、各当別の

需要へわかれる。それぞれの産業に置き換えられた需要をもとに、労働誘発

2）こうした面で日本市場が注目され、外国企業の直接投資が増加していることについて

は、篠崎（2001c）参照。

3）もっとも、原材料などの投入とは異なり、労働投入は一定でも稼働率の増減で生産を

増減することが可能であるなど、違った条件があることには注意が必要である。
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表6－2情報化投資の雇用誘発効果 （人／兆円）

直接効果 間接効果 合　　計

1990年 43，085 54，541 97，626

1995年 3§，887 48，98§ 79，867

1990→1995 一12，198 一5，561 一17，759

（注）総務庁「1995年産業連関表」をもとに、以下の式のn・（1－a＋m）一1から算出。

　Z）潔α・1）＋F－m・1）…①、N＝n・1）…②、より、　N篇η・（1一α＋刎一㌧F

　陵：投入係数行列，F：最終需要列ベクトル，∠）：国内生麓列ベクトル，1：単位行列，

　押：雇用者列ベクトル，m：輸入依存農対角行列，　R：労働投入係数対角行列1

係数を乗じて雇用者数を求め合計すると、1兆円の情報化投資は直接的な生

産にかかわる産業で約3万人、そこから誘発される間接効果が約5万人、合

計すると直接間接に約8万人の雇用を支えているとみられる（表6－2）。情

報化投資需要による既存産業での直接的な雇用効果が意外に小さいのは、電

気機械など情報化投資の対象となる財の生産分野は、労働生産性が高く労働

節約的な構造になっているからである。その意味では、情報化投資によって

生み出される直接的な需要の増加は、雇用の増加につながりにくいというこ

とになる。その一方で、生産誘発効果の計算結果からもわかるように、情報

関連財への需要は関連する産業への生産波及効果が大きいため、こうした経

路も含めた産業全体への雇用誘発効果は直接的な効果の2．6倍に高まるので

ある。

　そもそも、情報化投資と雇用の関係は、次の3点で整理する必要がある。

第1に、新しい技術と既存の雇用との間で生じる「雇用の代替」、第2に、

新しい技術への投資、つまり需要の追加に伴う「雇用の増加」、層そして第3

に、新技術が創り出すまったく新しいタイプの経済活動による「雇用の創

造」である。上記の分析は、これらの3つの効果のうち第2の効果を計測し

たに過ぎないが、日本で一定の効果が見込める点は、米国にはない特徴だと

いえる。米国の製造業をみると、1991年に184◎万人だった雇用者数は、1999

年においても1843万人とほとんど増えておらず、とりわけコンピュータ関連

の製造業に関しては、1991年の65万人から1999年の63万人へと、若干ではあ

るが減少さえしている。製造業の海外展開が進んだ米国では、情報関連も製

造の分野ではかなり外国の製造拠点に依存しているため、この経路での雇用
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増大効果は大きくなかったが、その一方で、ソフトウェア産業やビジネス・

サポート産業など、第3の効果による雇用創出がかなり大きかったと考えら

れる。

　情報化投資の増加による生産活動の拡大とそれによる雇用の増加という第

2の効果が、199◎年代の日本に残っていた点は米国との違いといえるが、実

際に日本では、雇用の増加や創造という第2、第3の効果が雇用の代替とい

う第1の効果を上回ったのであろうか。気節からは、この点を確認していく。

第2節雇用マトリクスからみた情報化

　通常、情報に関連した雇用といえば、情報関連の財・サービスを生産・提

供する産業、例えば、コンピュータ製造業や情報サービス業の雇用が想起さ

れる。しかし、業種横断的に取り組まれている情報化投資は、それを実施し

た企業の内部で情報活動に従事する雇用にも影響すると考えられる。したが

って、情報技術導入の経済効果を考える上では、情報産業に属さない一般企

業の組織内部における情報部署の人員なども含めて、業種横断的に広がる情

報関連職種の動向をみることも重要である。前章で触れたように、廣松・大

平（1990）や飯沼・大平・増田（1996）の研究によって、組織内の情報活動

費用が虚報産業の総別出額をはるかに上回っていることが明らかにされてい

るが、以下では、この点を雇用の面から分析していく。

　具体的には、産業連関表の雇用マトリクス表を利用し、産業分類による業

種別のデータをさらに職種別に分類するマトリクス対応で、関連する雇用の

動向を考察する。雇用マトリクスには、「産業×職業」と「職業×産業」の

2種類があるが、このマトリクスを利用することにより、例えば、自動車産

業のなかで情報関連の仕事に従事する者など、職種による雇用状況を業種ご

とに把握することが可能となる。ここでは、情報に関連した職種の範囲を情

報処理技術者（◎102010）、せん孔機i等操作員（0319065）、電子計算機i等操作

員（0319066）、無線通信・無線技術従事者（0836132）、有線通信員

（◎836133）、電話交換手（◎836134＞、その他の通信従事者（0836136）の7種

とし、前の3職種をコンピュータ関連、後の4職種を通信関連、両者を合わ
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表6－3　業種別情報通信職の雇用者数 （単位：人、％）

1985年 1990年 1995年

業　種
雇用者 情報通 非情報 情報 崔用者 情報通 非情報 情報 雇用者 情報通 非情報 情報

数合計 信職 通倍職 比率 数合計 信職 通信職 比率 数合計 偏職 通信職 上憾

食料品 矯2奪，鰯 5，7§7 1，615，257 奪．35 i溺7、蓬75 §，§38 三，灘｝β37 1｝，42 1，慕筏8§8 蔭謁73 茎，57玉．｝勢 煽｛｝

繊羅饗贔 ま25暮β3餐 2，塁7§ 芝、25毒．嫌 §，2登 1，購β§1｝ 総7奪 圭．糊，i麟 §選 §27．総 3，3舜5 鰭，ミ7箋 §溺

パルプ・紙・本製品 83！，尊8s 3．2樋 ＄27，8s4 蓉，3§ 91｝6，重55 3，δ26 曾｛｝2，s2§ 1｝、韓 77馨．繊 2jl｝§ 7磁335 ｛｝．33

化学製品 506，125 5，973 5｛1⑪、152 ！，18 513，⑰42 6，237 506，8｛15 122 4gs、328 6，968 488，360 ｝、41

石油・石炭製品 44，528 885 43，643 1．99 47，775 1，074 46，川 225 4ピ，931 777 42，154 1、呂1

窯業・土石製品 463，741 1，893 461，848 041 4311937 1，327 43D、611） o．31 424，361 1，62】 422．7411 lL38

鉄鋼 426，953 8，343 418，610 1．95 390，727 6，294 384，433 161 399，496 4，671 394，825 1．17

非鉄金属 169，516 2201 167，315 130 172，981 1，867 171，II4 1．08 17呂、462 2．m2 176，360 1．1呂

金属製品 呂5§，869 3β96 さ56ヂ毒73 o．3臼 1．i職31｝o 6．捌 i1｛蝋灘 ｛｝§3 923，844 4．71｝2 819．｝42 1｝、57

一般義嫉 圭．！駄螂 1§，§53 1，27＄．31導 i2§ ｛，黙、§12 2｛1メ鶯 L2既講 1．鯵 1，i｝§3、駕 i5，i熱 亙、翻，2毒2 1，3塞

電気機鍼 歪β8§，螂 ≦3、奪73 三．8蕪蹴 2．2呂 1、蜥、鱒 淫酒 i，絡：…無｝ 2．鴎 1，螂．縣5 5鋒躁｝5 1．聾17、館｝ 2．鱗

〈電子・通信機器〉 ＜492，991＞ ＜12β92＞ ＜480．099＞ ＜2，62＞ （873，521＞ （3〔1，δ2D 〈842，9｛10＞ 〈3．51＞ 〈1，0fi5，491〉 〈39，152＞ qj｝26，339＞ ＜367＞

輸送機械 1，532，257 1｛1，272 1，521，985 1L67 1，｛165，144 川，593 1，054，551 四9 L叫2，7【Ml lll，494 1．1［32，2〔喝 1、li1

精密機械 285，937 3，413 282，324 1．19 267，693 3，692 264，川 138 2⑪1，061 2，475 198，586 123

その他の製造工業製品 1，561〕，346 12，812 L547，534 o呂2 L657，654 庶544 L638，lm l18 1，653，」49 17，｛183 1，636，166 LO3

建設 婆，581，2D2 ll，176 4，57｛1，026 D．24 5，14L684 12，696 3，128，988 〔125 5，527，972 12，43〔｝ 5，515，542 n．22

電力・ガス・酬共給 232，065 2，326 21§，739 互．05 2f｝9．2｛19 2，783 2甑426 L33 細．42｛｝ 3〒1臼5 218，315 1．4◎

承道嵯棄物甦理 3蛾鰻1 72s 3瓢313 §．1零 353，§88 1，鯖§ 332メ｝32 ｛｝．31｝ ：窒7漏7圭 1，372 凝、2鮒 奪．36

蕎業 ＄忍§，鎗1 7‘、雛 蒙．凄43．§§1｝ 1｝．ヨ丁 i鱒§i53§ 圭1篇鰻 蓑｝，零鉱簿 L擁7 iL障5、㈱ 饗｝、is：1 iL8，§、3113 献3

金融・保険 1，901，74臼 52β2｝ 1、84曾，4ま9 275 2，124，820 唾1，3〔｝8 21“83，512 ｛94 2，1｝68，〔｝2z ；14，29苫 2，（133』24 i、66

不動産 474，643 1，549 473」聰4 〔B3 539，744 2，914 536．831｝ o．54 48L呂95 1，544 48i［，351 け．32

運輸 2，710，830 21，4〔｝7 2，689，423 o．79 2．772β84 2Lo呂8 2，751，296 0．76 3，195、35唇 19，492 3，175，866 1［．61

通信・放送 595，153 61，851 533，302 1G　39 61〔｝，236 58154D 551，696 9．59 629，lo9 52，841 576，268 呂、釦

〈通信〉 ＜533，872＞ ＜53、241＞ q8幡31＞ ＜9．97＞ ＜548，2〔17＞ ＜5L451＞ 〈496，756＞ く939♪ （56｛Loo2＞ q3，659＞ 〈516，343、 （7、811＞

対事業所サービス 1β魯9，449 218，705 1，67｛Lア44 il．58 3βi6，442 458，038 3、359，姻 12G〔1 4、2聾2，864 471，687 3，呂2L177 1｛｝、99

〈惣贔賃費〉 轟，餐． 羅．a． 嚢、＆， 轟．騒． 〈圭5§趨4＞ く3．3δ夢 q52，㈱〉 〈2．1§〉 く2紙織》 〈2溺蟻 く！13溺2》 く1、32♪

該告蛸査・縫鞍サービス’ 綾．a． 嚢．a、 嚢，a、 嚢，簑． 〈73了崩書〉 〈：懲．鰯〉 〈35憾鑓〉 ぐ51．2萎〉 〈8｛｝2，？8圭〉 ＜3弱，桝5＞ （編．§：1§〉 〈絃3王、

その轡穰造業 9，§58，？73 3L暮73 §，927，700 奪、3！ ｝師49，9δ5 4眠946 i｛｝．6〔｝8，1｝歪9 葎．3彗 12、5δ§、1｝隻i 43」｝55 董2，52董、956 ｛｝、3遷

合計（除く公務・不鋤 43，991，143 595，561 43，395，582 135 49，640，915 go5，OI4 48，735．91）1 1．82 52．8911925 875，184 52，016，741 1．65

（製造業小計｝ 12，743，146 120，304 12，622，842 0．94 12，462，804 1481054 12、314，丁5（1 119 lL6〔｝6，117 136，177 ll，469，94（i 1．17

（非製造業小計） 31，247，997 475，257 3⑪，772，740 1．52 37，178，llI 756，961i 36，421，151 2．〔｝4 41，28519〔凧 739，DO7 4〔［、546、8〔｝1 1．79

（出所）総務庁「産業連関表」雇用マトリクス表より算出。公務、分類不明を除く。

せた全体を情報通信職と定義してデータを構築する。

　この定義に基づいて情報通信職の雇用者数を業種別に集計すると（i＊1　6　一

3）、1995年時点で87．5万人（公務、分類不明を含めると89．2万人置が情報

関連の活動に従事しており、全体の雇用者数の1．7％を占めている。そのう

ち情報サV一一・Hビス業（業種コード084の広告・調査・情報サービス）に従事して

いるのは39．6万人で、これを上回る47．9万人（公務・分類不明を含めると49．6

万人）がそれ以外の一般業種に雇用されていることが明らかとなる。ただ

し、1985年からの推移でみると、全産業（除く公務、分類不明不明）では、

1985年の59．6万人から1990年には90．5万人へと増加したものの、1995年目は

87．5万人へ減少し、全体の雇用者に占める情報通信職の比率（情報比率）を

114



みても、日本の場合は1990年代前半にやや低下していることがわかる。

　1995年について業種別にみると、雇用の情報比率が高い業種：は非製造業の

分野であり、特に情報サービス業が含濠れる対事業所サービス（11％）と通

信・放送（8．4％）で高く、これに情報関連のハードウェアを製造している

電気機械（2．9％）が続き、石油・石炭製品（1．8％）や金融・保険（L7％）

が平均を上回っている。

　職種別の状況を細かくみると（表6－4）、通信関連が一貫して減少してい

るが、これは交換機の自動化により、比較的規模の大きな事業所では従来一

般的にみられた電話交換手が、各産業とも大きく減少したことが影響してい

る。また、携帯電話の普及などにみられるように技術利用の大衆化、一般化

が進み、無線技術など特定技能を要さない利用が可能になってきていること

も影響していると考えられる。一方コンピュータ関連では、ウェイトの大き

な情報処理技術者が一貫して増加を続けているが、1980年代後半の増加に比

べて、199◎年代前半の増加はわずかに留まっている。特に、電子計算機操作

員は、1985年から1990年にかけて大きく増加した（112万人→23．4万人）も

のの、メインフレームからパソコンを中心としたネットワーク・システムへ

のダウンサイジングが進んだため、1995年には19．3万人へと減少している。

また、せん孔機等操作員はキーパンチ入力の必要性が低下したため、一貫し

て減少傾向にある。

　コンピュータ関連の職種の推移をさらに主要業種についてみると、製造業

では電子・通信機器産業が情報処理技術者を増加させているが、電子計算機

操作員はどの業種も押しなべて減少している。また、情報処理技術者につい

ても、電子・通信機器産業を除くと減少しており、アウトソース化の影響が

出ていると考えられる。非製造業では、POSシステムの積極的な導入がみ

られた商業で情報処理技術者が増加を続けているが、電子計算機操作員は

1995年に減少し、金融・保険では、情報処理技術者、電子計算機操作員とも

1995年に減少している。一方通信では、情報処理技術者が1995年遅減少して

いる中で、電子計算機操作員は微増しているが、ウェイトの大きな通信関連

の雇用者数は大きく削減されており、全体としては情報通信職の減少傾向が

続いている。これは、民営化や規制緩和等によって競争が激化し、合理化が
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表6－4職種尉情報通信職の推移 （単三：入〉

全産業 製造業 非製造業
職　種

85年 90年 95年 85年 9⑪年 95年 85年 90年 95年

麟睡理郷渚 2鱒，23§ 53§，灘 5銘，23§ 73，7§§ §茎瀞5 餌，98§ 225，織 鰯，茎75 婆73，25§

せん孔機等操作員 59，060 53，858 43，240 10，32⑪ 6，488 3，427 48，740 47，370 39，813

電子計算機操作員 111，666 233，782 192，910 27，817 47，118 36，576 83，849 186，664 156，334

（コンピュータ関連） （469，965） （823，520） （804，386） （111，925） 恨5，3U） （134、989） （358，脚） 〈678，209） （669，397）

無線技｛縦事者 2§，225 1§，075 18，a32 圭，慧3 332 憩7 28，墨型2 王8，7嘆3 17，8§5

有線濫署員 ！o，678 5，86ア 3，掻玉 §9δ 倉 奪 §，蝦 5，§67 3，鰍

電話交換手 81，482 52，825 45，79⑪ 6，490 2，255 1』21 74，992 50，570 44，769

その他の通信従事者 4，211 3，727 3，075 l
o

156 0 4，201 3，571 3，075

樋信関連） （125．596） （81，494） （73，798＞ （8，379） （2，743） （1，188） （117，217） （78，751＞ （69，610）

驚軽選信職露量 §95．5§三 鱒§，§｝蓬 875，18蓬 三2啓，3韻 1睦8，蒔毒 圭3§．177 嘆75，2蓉？ 75§，§§§ ？39，轍

非情報通信職 43，395，582 48，735，go王 52，016，議 王2，622，842 12，314，750 至L469，94倉 3G，772，740 36，421，15茎 4G，546，8c1

雇用者数合計 43，991，143 49，640，915 52β91，925 12，743，146 12，462，804 11，6⑪6，117 31，247，997 37，178，111 41，285，808

対事業所サー ビス 通　信 電子 ・通信機器産業
職　種

85年 go年 95隼 85年 9◎年 95年 85年 9倉年 ％年

情報処理技術者 152，251 334，441 360，346 4，079 12，124 1⑪，102 1〔1，244 24，486 34，222

せん孔機等操作員 31，248 32，981 3⑪，52⑪ 296 532 330 594 461 303

電子計算機操作員 28，700 82，墜50 69，921 1β8？ 3，3§9 3，568 1，5？3 4，9Q8 嘆，324

ωンピュー甥§遡 12三2，圭鯵 縫§，872｝ ／嫌，7s7｝ （5，7§2｝ ll§，§25｝ 1紘㈱｝ 1茎2，4ii） （2§，§55｝ ｛3s，躍｝

無線技術従事者 645 1，024 195 5，384 4，36G 3，497 101 115 7
6

有線通信員 725 537 195 5，058 3，403 2，072 3
8

0 0

電話交換手 4，515 6，283 10，510 36，629 27，178 23，702 342 536 227

その勉の通信鍵事妻 521 322 § 鉛8 塁§5 388 導 115 馨

樋信関連〉 16，5蔭61 （＄，166） 1姶，蜘〉 1≦7、遂7§〉 （35，426｝ （29，65§1 （蓬81＞ ｛7㈱ ㈱3｝

情報通信職 218，705 458，038 471，687 53，241 51，451 躊3，659 12，892 30，621 39，152

非情報通襲職 1，670，744 3，358，404 3，821，177 480，631 496，756 516，343 480，099 842，90⑪ 1，⑪26，339

雇用者数合計 1β89，449 3，816，442 4．292β64 533，872 548，20？ 560，002 492，991 873，521 1，⑪65，491

職　種
金融・保険業 道路輸送 商　業

85年　　90年　　95年目　85年　　90年　　95年　　85年　　90年　　95年

情報処理技術者

ぜん真機等揉鐸員

電子計算機操作員

（：ンピュータ関連）

無線技術従事者

　有線通信員

　藩絞撲手
その他の通信従事者

　（通信関連）

　情報通信職

　葬績報愚講

　獲用者数合讃

　16．912

　2，3i　5

　17，338

（36，575）

　1，665

　2，le3

　三｝β65

　　113
（15，746）

　52，321

1，849，419

圭，鱒L7繋

　17，991

　茎，733

　i9，281

（39，ee5）

　　38
　　玉憩

　2βs茎

　　44
　（2，303）

　41，308

2，g83，512

2，12畦，82奪

　16，083

　圭，§麟

　15，662・

｛32，839）

　　32

　　鵬
　三．237

　　0
　（1，459）

　34y298

2，e33，7・24

2，g68，fi22

　859
　　？？2

　1，991

　（3，622・）

　2，593

　　54

　25？

　　65
　（2，969）

　6，591

1，617，485

1，6雪4，倉76

　1，383

　圭，2§5

　4，｛｝64

　（6，742．）

　　182

　　g
　　馨

　　e
　（182）

　6，924

1，7？・3，g44

1，”S｛｝，？68

　1，207

　　7’1｛

　3，621

　（S，6L7）

　　210

　　g
　　総

　　o
　〈32U）

　5，947

2，l15，170

2，圭21，H7

36，60」r

鎗，鰯

2董，363

（67，9．　74）

　527

　455
5，毒§§

　9．7

（6，147）

74，IL）1

48，699

　？・．865

5il，43？

（110，0｛且）

　512
　一？82

6，ア§§

　　o
｛7，590）

117，591

51，584

凄，55？

39，76董

（9．5，902）

　291

　c
2鱒奪

　o
（3，281）

9．9，183

8，443，98e　lg，843，948　ll，81E，31｝3

8，5茎δ，｝o圭　　三〔｝，9§｝，53§　　　圭三，925，48ξ｝

（出所）総務庁「産業連関表」雇用マトリクス表より算出。公務、分類不明を除く。

迫られたことによるとみられる。雇用面で情報比率が最も高い対事業所サー

ビスでは、電子計算機操作員は1995年に減少しているが、情報処理技術者が

増加を続けており、コンピュータ関連は全体として増加を続けた。また、コ
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一ル・センターなどのアウトソース化の流れを受けて、他の業種では減少し

ている電話交換手もここでは増加を続け、通信関連の雇用増加が続いた。

　これらの動きを整理すると、①通信関連で電話交換手のような従来型の雇

用が減少していること、②メインフレームからパソコンへの転換により、

1990年代前半に電子計算機操作員が減少したこと、その一方で、③情報処理

技術者は増加傾向にあること、④情報処理や通信関係の職種にアウトソース

化の動きがみられること、などの特微がみられる。つまり、全体として199◎

年代前半に情報通信職の雇用者数が微減となったのは、電話交換手やキーパ

ンチャー、メインフレーム系の電子計算機操作員といった旧来型職種の雇用

減少をソフトウェアやネットワーク関連の情報処理技術者など新しいタイプ

の雇用創出が埋め合わせきれなかったことの表れと解釈できる。その意味で

は、情報通信職という情報化で最もプラスの効果が得られやすい分野に限っ

てみても、技術体系の変化に伴う「雇用の代替」という第1の効果が「雇用

の増加」や「雇用の創造」という第2、第3の効果を上回っていたことにな

り、1990年代前半の日本では、結局のところ、情報化が雇用の拡大に繋がら

なかったことを象徴的に示している。

第3節　雇用への影響に関する日米比較

　平成11年版経済白書では、情報関連財の価格低下が要素価格の相対的変化

を通じて雇用を削減する効果と、情報化投資の増加がGDPの増加を通じて

雇用を生み出す効果が試算されている4＞。それによると、情報化投資の代替

効果は日本で194万人、米国で248万人と両国ともに大きいが、注目されるの

は、情報化が新たな成長をもたらすことによる雇用の増加や創出効果が、米

国では588万人と代替効果を大きく上回ったのに対し、H本では172万人と、

代替効果に及ばなかったことである。差し引きずると、米国では340万人の

プラスとなっているが、日本では22万人のマイナスにとどまっているのであ

4）詳しくは、経済企画庁平成11年版経済白書，pp．369－370，付注2－3－1「情報化投資が雇

用に与える影響の推計方法」参照。
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表6－5情報化投資の雇用への影響 （単位：万入）

日　本 米　国

情報化投資による雇用代替効果 一194 …248

情報化投資による経済成長効果 172 588

〈情報化要因合計） （一22） （340）

一般的な経済成長効果 163 806

その催の要撃 415 一69

（出漸）経済企画庁「平成U年時経済白書」p．149，第23－10表より作成。1990年から1997年の効果。

る（表6う）。

　この点は、情報化投資と雇用の関係を業種別に日米比較しても確認でき

る。共通に比較可能な1990年代前半をみると、情報化投資の伸び率と雇用の

増加率との問には、日米ともに緩やかな正の相関が認められ、情報化投資が

盛んな業種ほど雇用が拡大するという傾向は、両国に共通であったことがわ

かる（図6－1）。ただし、日米の両国の実績を細かくみると、かなり異なっ

た特徴が表れている。米国では23業種中16業種で名目情報化投資が増加して

いるが、新技術導入に伴う雇用代替効果が強く現れたこの時期は、情報化投

資を増加させつつ雇用を減少させる業種が7業種あり、「雇用なき回復」と

表現される厳しい雇用情勢に見舞われたことを窺わせる。しかしながら、そ

の一方では、情報化投資を活発に行うと同時に雇用も増加させた業種が9業

種存在し、プラスの効果を実現した業種がある程度存在した点も目を引く。

これに対して、日本では、そもそも情報化投資を増加させた業種がわずか3

業種に留まり、ほとんどの業種では情報化投資が減少している。しかも、二

丁化投資と雇用をともに減少させた業種が12業種存在し、ともに減少となっ

たのが4業種に過ぎなかった米国とは対照的に、この時期の日本経済が縮小

過程にあったことを物語っている。

　これらの分析結果から明らかなように、1990年代前半の日本は情報化投資

に勢いがなく、潜在的には需要面で生産や雇用にプラスの効果が期待できた

にもかかわらず、必ずしもそれが充分発揮されなかったと結論づけることが

できる。
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図6－1業種別の情報化投資と雇用の増減（日米比較）

（y：雇用増加率，％）
6．0

4．e

2．0

o．e

一　2．0

一4．0

一6．e

一8．0

　－25．0　一20．0　一15．0　一10，0　一5．0　O．O　5．0　10．0　15．0　20．0
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第4節　情報資本ストックの日米比較

　以上の分析は、需要項目としての情報化投資に着目したものであった。他

方、情報化投資には、資本ストックの蓄積を通じて経済の供給サイドにも影

響を与えるという、別の効果も備わっている。情報化投資の効果が需要と供

給の両面に及ぶのは、「投資の二面性」に由来するが、日本の場合、情報化

投資は経済の供給サイドにどのような影響を及ぼしているのであろうか。以

下では、まず情報資本ストック量の推計を行い、成長会計に基づく全要素生

産性の計測、生産関数の推定に基づく資本生産性や労働生産性への影響度を

分析していく。

　ソフトウェアを含めたフローの設備投資データは前章で1975年から作成さ

れており、さらに除却率（ネットの場合は償却率）、基準年のストック量が

定まれば、次の式により情報資本ストック量が推計できる。

　　K，　＝＝　1，十（1－6）KtL，
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　　［K：資本ストック，1：フローの投資，δ：除却（償却）率，t：年］

　ここで、ベンチマーク年となる1974年の資本ストックは、それ以前の投資

の伸び率と除却（償却）率が一定で続いたと仮定すると、次の式で求められ

る。具体的な計算では、gは1975年からの5年間平均伸び率、δは同平均除

却（償却）率を用いる5＞。

　　K74　＝＝　f7s　＋／　（g　＋　6）

　資本ストックについては、除却による物理的な設備供用の停止を控除した

グロス（粗）ベースと、除却に加えて経年変化による経済価値の減耗分を織

り込んだネット（純）ベースの捉え方があり、日本の資本ストック統計はグ

ロスで計算されている。米国の場合は、第5章で述べたように、1994年まで

の統計データはネットとグロスの両方が公表されていたが、現在ではネット

のみの統計に改訂されている。したがって、日本の資本ストック統計を使っ

た分析を行う場合にはグロスの情報資本を求める必要があり、一方、米国の

情報資本との比較を行う場合にはネットの情報資本を求める必要がある。そ

こで、除却率と償却率のデータを用いてグロスとネットの両方の情報資本ス

トックを推計する。ハードウェアの除却率は1994年忌での米国の除却率（除

却／粗ストック比率）と償却率（償却／純ストック）を回帰することによっ

て求めた推計値を採用し、1995年以降は外挿して求めた。一方、ハードウェ

アの償却率はFraumeni（1997）の品目別数値を採用し、ソフトウェアにつ

いては、日本経済研究センター（2000）に準じていずれも20％とした。

　この推計による2◎◎◎年の情報資本ストック（1995年基準）は、グロスで

140兆円、ネットで87兆円となっている（図6－2①）。グロスとネットの開

き（粗純比率）は1975年から2◎◎◎年までの平均で1．5倍、直近ではし6倍にな

っている。グロスの情報資本ストックについて、内閣府より公表されている

資本ストック統計を利用して全体に占める割合を求めると、12．3％になって

いる6｝。グロスの統計が公表されていた1994年時点の米国は15．9％であ

5＞篠嫡（1996，1998＞の他、H本経済硯究センター〈2◎99＞、経済企画庁く2◎ge）など

多くの実証研究でこの方法が用いられている。この方法は、研究開発ストックの推計を

行った鈴木・宮川（1986）に基づくもので（pp．140－14／）、フローの投資データから初

期のストック量を算出する際にしばしぼ用いられる方法である。
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（出藤〉霞本の情報資本の推計方法は本文参照。米羅はFRTWdiデータを使馬。

り7｝、2000年の日本はそれを下回っている。

情報資本ストックの蓄積テンポを増加率によってみると（図6－2②）、マ

6＞過去に遡及する際は、NTT、　JR、電源開発、∫Tなどの民営化による断層修正を行

　つた。
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表6－6　除却率と償却率の比較（1975年一2000年平均）

平均除却率 平均償却率

ハードウエア 5．8％ 16．2％

ソフトウェア 20．0％ 20．0％

合　　　　計 7．1％ 16．5％

（注）除却率；当期除却額／前期末ストック、償却率i＝・　！’期償却額／前期

　末ストック

イクロ・エレクトロニクス化の進展や、電気通信事業法の制定による通信自

由化がみられた1980年代中盤から後半にかけて情報化投資が増加したため、

情報資本ストックの増加率は15％を上回る程度にまで高まった。しかし、

1990年半に入ると増加率が大きく低下し一時5％を下回った。パソコンブー

ムや移動体通信投資によって199◎年代中盤にいったんは盛り返したものの、

終盤には再び低下し、1990年代の情報資本ストック増加率は概ね1桁台に留

まった。

　この点を日米比較してみると、対照的な動きになっていることがわかる。

米国では、日本が1桁台の伸びに留まっていた197◎年代後半から1980年代前

半にかけて、情報資本の増加率が10％から15％とかなり高い伸びを示してい

たが、1980年代後半に伸び率の鈍化傾向が続き、1986年以降は増加率が1桁

台に留まっていた。しかし1991年を底にして、情報資本の蓄積テンポは一貫

して高まり、1996年からは11年ぶりに2桁台の増加率が続いた。1980年代と

lgge年代の日米経済が情報資本の蓄積に関しても対照的であったことがわか

る。

第5節　全要素生産性と労働生産性への影響

米国では、情報資本の蓄積が199◎年代の生産性向上に一定の影響を与えた

7）ただし、この比率はU．S、　Department　of　Commerce，　Bureau　of　Econemic　Analysis

より公表されたFixed　ROProducible　Tangible　IUealth　in　llze　Uniled　States，1925－89

およびその延長による1994年までの統計に基づいており、1987年基準の統計による比率

であるため厳密な比較はできない。
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表6－7　日本の情報資本ストック 〈単位：百万円、％〉

i　糧情報資本ストック 純廻報資本ストック ソフトウ

年
合　計　　対総資本　　ハ～ド

@　　　　　　　　ストック　　ウェア

合計　　ハード
@　　　　　　　　　　ウェア　　内コンビ　　内通信　　　内事務

エア資本

Xトック

（a）＋（c）　比率　　　　　（a） （b）十（c）　　　（b）　　　ユータ　　　関連　　　　機器
（c）

74 12，320，⑪55　　　　　4．6　　　　　12，153，868 9，471，753　　　9，305，567　　　　　369，837　　　8，73⑪，139　　　　205，591 166，187

7
5

13，009，277　　　　　4。4　　　　　12，807，168 9，665，926　　　9，463，817　　　　　嘆36，883　　　8，782，428　　　　244，5（｝5
2021eg　　　，

7
§ 圭3，？§§，53墨　　　　嘆．婆　　　　茎3，嘆7？，s9§ §，§§2，6§奎　　　9，§§《｝，？46　　　　　毒§9，725　　　8，§婆2，？28　　　　3｛｝§，2§2 23茎，93s

7
7

蓋4，ξ66，321　　　　　嘆．3　　　　　璽4，173，隻玉6 1｛｝，茎61，293　　9，868，ζ）88　　　　578，672　　8，9e2，8（護　　　　386，6茎4 293，2§§

7
8

15　298　052　　　　　4．3　　　　　14　945　155　　費　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　　，

10，504，084　　1⑪，151，187　　　　　690，212　　　8，961，523　　　　499，452 352，897

7
9

16　20⑪　901　　　　　4．3　　　　　15　752　956　　，　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　， 10，890，992　　1⑪，443，047　　　　　854，284　　　9，0⑪8，799　　　　579，963
447945　　　，

8
0

17，130，255　　　　　4，3　　　　　16，587，907 11，267，071　　10，724，724　　　1，007，399　　　9，061，126　　　　　656，199
542348　　　，

8
！ 18，163，⑪85　　　　　4．3　　　　　17，47⑪，1⑪3 ll，752，341　　11，059，359　　　1，188，217　　　9，186，394　　　　684，747 692，982

8
2

玉9，433，055　　　　　4．3　　　　　18，546，013 12，469，618　　玉1，582，576　　　1，違34，1ξ｝3　　　9，388，101　　　　760，311 887，042

§3 21，｛選§，5｛｝3　　　　蓬．ξ茎　　　　璽§，9嘆2，（｝8§ 茎3，嘆§｛｝，｛｝§§　　茎2，38s，§§§　　茎，§§蓬，2婆5　　§，7圭3，｛）7§　　　　§§8，2嘆蓬 圭，醸，§§3

8
畦 23，268，58（｝　　　　　4。｛｝　　　　　2圭，8畦4，3婆5 15，（）38，275　　13，6三4，｛｝41　　　2，｝88，8δ〔｝　1◎，165，§6婆　　1，259，217 圭，嘆2屡，235

8
5

26　244　359　　　　　　4．9　　　　　　24　423　　192　　，　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　，

17，216，40G　　15，395，234　　　3，020，594　　10，775，266　　1，599，374
1821ユ66　，　　　　，

8
6

30，066，573　　　　　5．3　　　　　27，663，706 20，024，094　　17，621，228　　　4，217，702　　11，391，029　　　2，012，497
2402867　，　　　　　，

87 23，499，108　　2⑪，429，476　　　5，734，984　　12，139，529　　　2，554，964 3，069，631

8
8

4ユ　122　352　　　　　6．4　　　　　36　816　482　　，　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　レ

28，168，273　　23，862，403　　　7，450，204　　12，956，677　　　3，455，522 4，305，870

89 48，1婆9，333　　　　　7．｛｝　　　　42，240，965 33，113，825　　27，205，違57　　　9，1蓬7，946　　13，7e8，83違　　嘆，3甚8，678 5，908，368

§§ §5，1～嘆3，｛）23　　　　　7．5　　　　　嘆？，§S8，213 37，§§｛｝，5§§　3｛｝，｛｝（｝§，7§§　　ま（｝，壌｝3，23§　　1嘆，728，§§圭　　尋，873，§3§ 7，蟷β鎗

9
1

63，305，45§　　　　　7．9　　　　　53，玉48，924 42，97｛｝，125　　32，822，5§（｝　11，546，85｛｝　　王5，87｛｝，433　　5，4（》5，3（）7 鎗，董56，535

9
2

69，53⑪，177　　　　　8．2　　　　　57，524，581 46，181，317　　3嘆，！75，720　　11，739，470　　16，692，736　　　5，743，515 12，005，596

9
3

74　528　714　　　　　8．4　　　　　61　414　538　　，　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　， 48，177，258　　35，⑪63，082　　11，525，387　　17，619，637　　5，918，058
13114176　　，　　　　，

9
4

80，028，635　　　　　8．7　　　　　66，166，615 50，857，996　　36，995，976　　12，307，095　　18，683，477　　6，005，404
13862020　　，　　　　　，

9
5

55，428，031　　40，641，283　　13，982，812　　20，577，982　　6，⑪8⑪，490 14786748　　，　　　　炉

9
6

98，331，902　　　　　9．9　　　　　82，232，715 62，942，190　　羅6，843，eO2　　16，73｛L　84〈｝　2睡，《｝？9，207　　6，032，955 16，099，188

§7 三§§，§圭§，3§§　　　　至§．§　　　　　§三，§｛）9，7｛｝3 §§，§§§，2§圭　52，圭s｛｝，§§§　　玉§，§9圭，§9i　27，17？，＄§§　　5，9§｛｝，§嘆§ ／？，鶴§，鰯

9
8

1韮8，391，尋7圭　　　　董圭，1　　　　　98，769，288 74，61S，09圭　　5婆，995，9（｝8　　19，9倉O，586　　29，314，8◎2　　5，780，52｛｝ 19，622，183

9
9

79，960，879　　58，262，864　　20，983，868　　31，661，233　　5，617，763 21，698，⑪15

0
0

139，838，183　　　　12．3　　　　116，206，482 87，113，626　　63，481，925　　23，308，657　　34，625，228　　5，548，040 23631701　　，　　　　　，

（出所）推計方法は本文参照。

ことは既にみてきたが、H本の場合はどうであろうか。1999年代の日本の情

報化投資は、米国に比べると勢いがなく不安定な動きを示したが、低迷著し

かった一般の設備投資に比べると、相対的には堅調に推移したといえる。そ

のため、ストックの伸び率をみても一般資本に比べると情報資本は高く、総

資本ストックに占める割合は上昇傾向が続いている。ここで、上で推計した

情報資本ストックデータを利用して、成長会計の手法に基づき情報資本の蓄

積が経済成長にどの程度寄与しているかを確認する。

　一般資本（K。）、情報資本（K，）、労働（L）という3つの生産要素投入
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によって産出物＝付加価値（Y）が生み出されるコブ：：ダグラス型生産関

数に基づき、要素投入量の増加以上の付加価値増加をもたらす要因として全

要素生産性（T）を考えれば、次のような関係が導かれる8＞。

　　V　＝　T（pK．）a（pK，）BL　r

　　［ただし、a十β十γ＝1，ρ：稼働率］

両辺の対数をとって時間で微分すると、

　　V　一一　T’　＋evk．＋BKi＋nd＋（a＋B）P

　　［ただし、・は変化率を示す］

となり、付加価値の成長率は、全要素生産性の上昇率、各生産要素の増加率

の加重平均、および稼働率変化の一部（資本分配率割合）の和として求めら

れる。この式はさらに次のように変形できる。

　　V－L一　T＋evK．＋exi＋（7－1）L＋（a＋8）P

　　　　　＝　T＋ev（K．一L）＋B（Ki－L）＋（ev＋B）P

　ここで、左辺のゾーLは、労働生産性の上昇率となっており、それが全

要素生産性上昇率、一般資本装備率の深化、情報資本装備率の深化、稼働率

の変化に要因分解できることを意味している。具体的に、国民経済計算年報

の労働分配率からγを求め、さらに資本分配率（1一γ　・・α＋β）を情報資

本ストックと一般資本ストックのシェアで割り振り、それぞれの寄与度を算

出したのが表6－8である。

　この計算結果には、198e年代と199◎年代の日本経済の明暗がよく表れてい

る。すなわち、1980年代には景気循環要因を除いた構造的要因による労働生

産性の上昇が年に3．2％あったのに対して、ig9◎年代には◎．7％ポイント低下

して年2．5％となり、後半にかけてこの低下がさらに進んでいる。全要素生

産性の0．5％ポイントの低下がその大きな要因となっており、臼本経済が

様々な面で効率性を低下させていることを示している9）。また、資本装備率

要因も0．2％ポイント低下しており、1990年代、とりわけ後半の設備投資の

8）Oliner　and　Sichel（2000），　p．4，　footnote　2，　p．11，　footnote　13参照。本章では、ハ

ードウェアとソフトウェを分けずに情報資本として一体的に取り扱っている。また、全

体の稼働率（ρ）が各資本ストックに均等に適応されると想定している。
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表6　・一　8　日本の生産性上昇率の変化 （％，年）

81　go 8王一8586－90
ia）　　（b）

91一◎0
91－95　9ひ◎◎

@（c）　　（d）

　　麟5年比増減
ib）一（a）（c）一（b＞（d）一（c）

経済成長率

J働投入増加率

4．43

堰D1圭

3．65　5．21

q。92　1．29

　1．51

黶?D55

　1．56　1．45

|a．27一倉．83

1．56－3．64－0．11

O．36－L§6…愈．55

労働生産性上昇率 3．32 2．73　3．92 2．06 1．84　228 1．19－2．08　0．44

循環（稼働率）要因 0．13 一〇，02　0．29 一〇．40 一〇．81　0．0⑪ 0．31－1．10　0．81

幽翠的要因 3．1§ 2、75　3．63 2．46 2．6違　2．28 愈．88一§．98一◎．37

資本装備率要因 1．65 1．60　1．71 L45 1．70　　121 0．12－0．01－0．49

一般装備率の深化

﨣�部�ｦの深化

L44
O．2圭

L48　1．40

q．i1　§．31

1．17

冝D28

1．45　0．89

?D25　§。32

一〇．⑪8　0．05－0．56

@c。圭§一§．総　　o．き8

全要素生産性（TFP） 1．53 1．15　1．92 1．01 0．95　1．07 0．76－0．97　0．12

GDP倍増の所要年数
q1司上一人当たりGOP＞

16．0

QL2
19．3　13．7

Q5，8　i8．倉

46．3

R4．i

44．7　48．1

R8。圭　30．8

一5．7　31．0　　3．4

|7．8　2愈．｝　一一7．3

（注）経済成畏率はGDP三業計付加価値ベース。

停滞による資本蓄積の鈍化が、労働生産性にマイナスの要因となったことが

示されている。そうした中で、情報資本装備率の深化については、かろうじ

て1980年代後半と同程度の寄与を維持しているが、この要因が労働生産性の

向上に強いプラスの効果となった同時期の米国と比較すると、かなり低調で

あることは否めない。この点を5年ごとの「変化」に分けてみると興味深い

事実が浮かび上がる。1980年代後半は、情報装備率要因が0．2％ポイト上昇

する中で全要素生産性は0。8％ポイント上昇し、逆に1990年代前半は、情報

装備率要因が0．1％ポイント低下する中で全要素生産性が1％ポイント低下

している。そして、1990年代後半には、再び情報装備率が◎ユ％ポイント上

昇する中で全要素生産性が0．1％ポイント上昇している。つまり、情報装備

率要因と全要素生産性はパラレルな動きをしており、ソU一が指摘したよう

な意味のパラドックスは日本でみられなかったのである。

　ここで、情報資本ストックを明示的に織り込んだ生産関数から、ストック

9）労働生産性の上昇を、各産業の資本蓄積による効果、資本の効率的配分効果、労働の

効率的配分効果、各産業の技術進歩率に分解して分析した日本経済研二究センター

（2002）によると、1990年代に日本全体の効率性が低下した要因のひとつは、労働力の

効率約配分効果が低下したことだと指摘されている（pp．7fi8）。
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＝
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一一一一 「「唱一胴胴｝ 労働生産性変化率 （推計値〉

労働生産性変化率 （実績値）

78　　79　　80　　81　82　　83　　84　85　86　87　88　　89　90　　91　92　93　94　95　96　97　98　99　00　（年）

構成の変化（資本設備の情報化）が労働生産性に与える影響を説明するモデ

ルを導き、その大きさを具体的に計測してみよう。第5章（2）式と同様に、

資本ストックを情報関連ストック（K，・）と一般資本ストック（K。）に分け、

一次同次（α＋β＋γ＝1）の仮定をおいたコブ＝ダグラス型の生産関数を

想定すると、次の式がえられる。

　　V　一　AK8KS・　Lr

　　ln（　V／L）　＝　A’＋（ev＋B）ln（K．／L）＋Bln（Ki／Ko）

　このモデルは、労働生産性の変化が一般資本の装備率要因（K。　／L）と資

本ストックの構成変化要因（資本設備の情報化要因：Ki！K。）で説明される

ことを示している。上で求めたデータと、内閣府の国民経済計算および資本

ストック統計、厚生労働省の毎月勤労統計、ならびに、経済産業省の鉱工業

生産指数（稼動率指数）統計のデータを利用して推定した結果は次の通りで

ある。

　　ln（V／L）　：1．99十〇．4811n（K．／L）十〇．1371n（Ki／K．）　・・’（4）

　　　　　　　（15．71）　　　（23．93）　（7．90）

　　。djR2・・，，⑪．997，D．圃＝L227，0内t値，

　　［推定期間1975年～2◎◎◎年，Kは稼働率修正後，　Lは労働時間修正後〕

　この推定結果をもとに労働生産性変化率の要因分解を行うと、確かに198◎

年代以降、資本設備の情報化要因が労働生産性の上昇に対して一定のプラス
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表6－9労働生産性上昇率と資本設備の情報化 〈％，年）

8圭一9§ 91一◎倉 気揃年5鯵ヒ増減
81－8586　§◎

@（a＞　（b＞

91－9596一総
@（c＞　（d＞ （b）一（a＞ （c＞一〈b＞ （d＞一（c）

労働生産性上昇率（実績値） 3．22 2．66　3．79 2．⑪4 1．82　2．26 1．13 一1．97 0．44

同　　上　　（推計値） 3．23 2．65　3．81 2．16 1．74　2．57 1．16 一2．07 0．83

一般資本装備率要因 2．40 2．26　2．54 1．41 1．15　1．67 0．27 ・1．38 0．51

資本設備の情報化要因 0．83 ◎。39　1．27 0．75 0．59　0．90 0．89 一〇．69 0．32

（注〉実績縫は、はじめに労働生産性を計算した後で上昇率を計算しており、二二衝値増三二と労働投入増加

　率の差で求めた表6－8の労働年産性上昇率とは計算結果が副帯異なる。

の効果を発揮していることがわかる（図6－3）。しかし、年代別に分けてそ

の効果を整理してみると、資本設備の情報化要因が労働生産性の上昇に寄与

する程度は、情報資本の蓄積が急速に進んだ1980年代後半に比べて、1990年

代は低下しており、特に前半における情報化投資の低調さが、労働生産性の

減速に影響していたことが明らかとなる（表6－9）。

第6節　情報資本の限界生産性の推計

　次に前節（4）の推定結果をもとに、日本における情報資本の限界生産性を

計測し、米国と比較検討する。篠崎（1996，1998）では日本の情報資本につ

いての限界生産性が計測されているが、そこで用いられた情報資本ストック

はソフトウェアを含まず、また、価格表示が生産者価格であったため、情報

資本の限界生産性が過大推計されている可能性がある。そこで、これらの点

を改善すべく新たに構築されたソフトウェアを含む購入者価格ベースの情報

資本を用いて、粗資本ストックの限界生産性を計測する。

　資本の限界生産性は、資本ストックを追加的に一単位増やしたときに得ら

れる付加価値の増分であるから、次の通り表現される。

　　艦ヨ舐郵盟・一番　　　　　　　　…（5）

　同様に、

談一一鰐甜1五・一β煮　　　　　…（6）
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図6－4情報資本と一・般資本の限界生産性推移（日米比較〉

（％）
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一・・一一一 ﾊ資本（日本：篠崎［1996］）

…・一一一 ﾊ資本（日本：ソフトを含む推計）

一…一
ﾊ資本（米国：篠嫡［1996］〉

0

　7576777879808182838485868788899091929394959697989900（年）
（注）篠嫡（1996）はH米ともハードウェアのみで日本については生産者価格表示によるデータ。

　すなわち、一般資本、情報資本の限界生産性はそれぞれの産出弾力性

a、βに付加価値・ストック比率を乗じたものとして求められる。前節（4）の

推定結果で求められた各産出弾力性をもとに日本における一般資本と情報資

本の限界生産性を計算すると、ソフトウェアを含めた情報資本の限界生産性

は、篠暗（1996）で求められたハードウェアのみの限界生産性に比べるとや

や低下するものの、一般資本に比べるとかなり高いことが確認できる（図6

－4）。また、時系列的な趨勢をみると、一般資本、情報資本とも限界生産性

は長期的に低下傾向にあるが、一般資本はその程度が緩やかであり、概ね2◎

％前後で安定している。これに対しで1警報資本の限界生産性は、1980年代中

盤以降に急速に低下し、1990年代前半に一旦ペースが鈍化した後、現在では

約5◎％程度になっている。これは両資本の蓄積テンポの違いを反映してお

り、1990年代序盤までの米国についても同様の傾向がみられる10）。

　問題は、一般資本と情報資本の問にみられる限界生産性の格差の程度であ

る。ここでの推計は設備の陳腐化など経済的な減価を考慮しないグロスであ

！0）米困については、比較可能なグロスの統計がないため、篠暗（19．　96＞で推計された

　19　94年までのデータを用いている。
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表6－10　情報資本と一般資本の限界生産性比較 （単位％、倍）

段　本 米　露

情報資本　　一般資本　　　格差
@（a）　　　　　　　（b）　　　　　　（a）／（b）

情報資本　　一般資本　　　格差
@（a）　　　　　　　（b）　　　　　　（a）／（b）

グ
　
　
ロ
　
ス

1975

P980

P985

P990

P§95

Q000

25（）．§　　　　　　　29．1　　　　　　　　　8．6

Q03．5　　　　　　　22．7　　　　　　　　　9．0

P59．8　　　　　　　　20。5　　　　　　　　　7．8

X3．4　　　　　　　　19．0　　　　　　　　　4．9

V3．3　　　　　　　　i8．s　　　　　　　　　違。｛｝

S9．6　　　　　　　　17．4　　　　　　　　　2，9

163．3　　　　　　　21．5　　　　　　　　7．§

P09．7　　　　　　　　19．5　　　　　　　　　5．6

V8．7　　　　　　　　19．9　　　　　　　　　4，0

T7．6　　　　　　　　20．2　　　　　　　　　2．9

又k婆．7　　　　　　　寒2〈｝．§　　　　　　　　摩2．2

ネ
　
　
ッ
　
ト

1975

P980

P985

P990

P995

Q000

234．0　　　　　　　　20．9　　　　　　　　11。2

P87．◎　　　　　　　　14．5　　　　　　　　12．9

P43．3　　　　　　　　12．3　　　　　　　　　11．7

V6．9　　　　　　　　10．8　　　　　　　　　7，1

T6．8　　　　　　　　10，3　　　　　　　　　5．5

R3．1　　　　　　　　9．2　　　　　　　　　3．§

146．8　　　　　　　　13．3　　　　　　　　11．0

X3．2　　　　　　　　11。3　　　　　　　　8。2

U2．2　　　　　　　　11．7　　　　　　　　5．3

S1．1　　　　　　　　12．0　　　　　　　　　3．4

魔Q8．2　　　　　　　＊12．4　　　　　　　　＊2．3

（注〉＊米国の1995年は1994年の値。

るが、コンピュータなどの情報資本は一般資本に比べて陳腐化が速いと考え

られるので、限界生産性から一定の経済的減価率を控除したネットの比較を

する必要がある。そこで、ソフトウェアを含んだ情報資本の償却率を用いて

ネットの限界生産性を計算してみると11）、グロスの場合とほぼ同様に大きな

格差があることが明らかとなる。資源の移動に制約がなく、効率的な配分が

行われるとすれば、限界生産力の高い分野には、より多くの収益機会を求め

て投資が集まり、この格差はやがて収敏していくと考えられる。逆にいう

と、これだけの格差が今なお存在するということは、情報資本の蓄積に対し

て何らかの抑制要因が存在することを示唆している。新技術への投資には、

償却費や金利などの資本コスト以外に、不確実性に伴う高いリスク・プレミ

アムや新技術導入に伴う労働者の入れ替え、教育・訓練、企業組織の再編成

といった調整費用が生じる。また、規制や独占などがあれば新分野への資源

移動が妨げられ、逆に、新しい経済活動に対する適切な制度が整備されない

！1）表6－6で示された16．5％を採用する。これは、篠崎（1996）で採用された情報資本

　の償却率15．8％、Brynjolfsson　and　Hitt（／993）で採用された14％をやや上回るもの

　の、ほぼ近い水準である。一般資本の償却率は篠綺（1996）に準じて8．2％とした。
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ことによって資源の効率的な移動が進捗しないことも起こり得る。

　この点の分析は後の章に譲ることとするが、いずれにしても、限界生産性

の格差の大きさは、何らかの理由で情報資本の蓄積がそれだけ遅れているこ

とを示すものといえる。この格差について日米で比較すると、2000年現在の

日本の格差は、ネットでみてもグロスでみても1990年の米国の格差とほぼ同

程度であり、両国にはおよそ10年程度の開きがあると解釈できる。

第7節　最適情報資本比率の推計

　それでは一体、情報資本の最適な蓄積のレベルはどの程度であり、現在は

そこからどの程度離れているのであろうか。荒井・安藤（2e◎Dは、総資本

を所与とした場合に、労働生産性を最も高める情報資本と一般資本の比率

（R－Ki／K。）がβ／αであることを提示した上で、情報資本の総資本に占

める最適比率を求めている。この最適1ぞ＝β／αという関係は、次の通り情

報資本と一般資本の限界生産力均等条件から一般的に導かれる関係である。

すなわち、上記（5）式と（6）式から

　　8髭一義一1二一β煮

　　K，　一S

　　Ko　ev

　この条件に基づいて、最適な情報資本比率（情報資本の総資本に占める構

成比）を算出すると、日米ともおよそ3割弱という結果が得られる12）。ただ

し、他の研究の推計結果に基づいて最適情報資本比率を求めてみると、日本

は概ね25％前後、米国は30％から35％程度となっており、日本の最適情報資

本ストックが米国を下回る傾向にある13｝。

　情報資本の定義や基準年、推計期間等の違いがあるため厳密な日米比較は

12）いずれも粗ストックベーース。ただし、実質ストックの基準年が日米で異なっており厳

　密な比較はできない。

13）荒井・安藤（2001＞はこの点を、米国では情報資本の蓄積を高めることで労働生産性

　を向上させる余地が日本より大きかったことを示唆するものだと解釈している。
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表6－11最適情報資本比率の推計

推定期聞 舶濯2 〃醐． ぴ÷β　〈≠値） β　　（≠値） 最適1ヒ
最適清報

^総資本

巳　　本 1975－20◎0 0，997 L23 0．48｝（23．93＞ ◎．137（7．9◎〉 o．4◎ 28．5％

総務省（20⑪2）

r井・安藤（2⑪01）

o済企画庁（2000）

ﾂ崎（1999）

1978－2000

P980－1999

P975－1999

P974－1996

0，997

O，997

O．99

O．99

1ユ8

P．74

P．69

P．61

0．438　　－

O．472（47．3）

O．48　（21．5）

O．466（17．20）

0．109（4．52）

J．107（5．0）

J．⑪8　（2．3）

O．114（3．44）

0．33

O．29

O．20

O．32

24．9％

Q2．7％

P6．7％

Q4．5％

米　　国 1970－1994 0，970 0．94 0．358（4．26＞ 0，1⑪7（6．38） 0．42 29．8％

荒井・安藤（2001）

ﾖ藤（2000）

F坂・平滝
ﾂ崎く1999）

1980－1999

P980－1998

P968－1996

P979…1994

0，993

O，998

O．99

掾D98

1．77

P．34

Q．14

k32

0．433（3．2）

O．665（21．9）

O．400　　－

O．413（2．35）

⑪．158　（11．9）

O．206　（61．9）

O．141　　一

掾C120（5．39）

0．57

O．45

J．54

掾D41

36．4％

R1．0％

R5．4％

Q9．1％

《注）最適R：最大癒条件を満たす警報資本／一般資29bk率。最適Rの考え方については荒井・安藤く2蓼鱒参

　　懇。米蟹については、離乳（19§6）の鍵爵で用いた糧資本ストック統計データに基づき期問を遡って再

　　推計。

図6－5総資本に対する情報資本比率の推移
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できないが、今回求めた日米の最適情報資本比率をもとに日米の情報資本蓄

積状況を検討すると（図6－5）、日本では1980年代後半にいったん加速した

蓄積ペースが199◎年代に入って鈍化した様子がみてとれる。20◎0年現在の日

本の情報資本比率は12．3％であり、最適レベルからみると4割強の蓄積に留

まっている。一方、米国の場合は1990年の段階で最適レベルの4割強の蓄積
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となっており、日米における約IO年の開きがここにも表れている。米国につ

いては、1995年以降の粗情報資本ストック統計が得られないため、情報資本

比率をトレンド線で延長してみると、2◎◎◎年現在で22。9％と試算される。こ

れは最適レベルからみると8割弱の蓄積である。1990年代後半の米国でみら

れた情報化投資の加速を考慮すると、実態は199◎年代前半までのトレンド線

よりも上方にあるとみられ、米国の情報資本蓄積はかなり進展していると考

えられる。

　このような情報資本の蓄積の開きを勘案すれば、日本の情報化投資が増加

する余地は、現在もかなり大きいとみられる。これまで推定してきたモデル

では、規模に関して収穫一定を前提条件としたが、情報資本ストックに外部

性があれば、成長に対する寄与はさらに高まる。そのことを確認するため、

以下では、規模に関して収穫一定の条件をはずしたモデルを推定し、情報資

本ストックに外部性があるかどうか、あるとすればどの程度であるかを確認

してみる。

第8節　情報資本の外部性の推計

　以下では、日本経済研究センター（2◎◎O）に準じて、情報資本全体（Kl）

に外部性がある場合、ハードウェア（K，，）とソフトウェア（Kis）のそれぞ

れに独立した外部性がある場合、ハードウェアのみに外部性がある場合、ソ

フトウェアのみに外部性がある場合の4通りのモデルを推定する。ハードウ

ェアであれソフトウェアであれ、情報関連の資本ストックに外部性があるな

らぼ、それらが直接利用される生産場面で投入要素として成長に貢献すると

同時に、その存在が公共財的な役割を果たして他の生産場面でも成長に貢献

することを意味する。すなわち、前者の場面では総資本ストック〈K。iS）の

一部として、後者の場面ではそれとは別のインフラとして、二重に生産活動

に寄与することとなる。

　まず、情報資本ストック全体に外部性がある場合についてモデルを特定化

すると、

　　V　＝　AK18，，LBK，
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　　［ただし、α＋β：1，K。〃＝K。＋K，］

　　V／L　＝　AK．a，，LBnyiK，r

両辺の対数をとって、

　　h簾（1レ「／L）＝／聖’十alR（ノくaκμ⊃十γ｝r蓬瓦・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9・・〈7）

　このモデルにおいて、情報資本（K，〉にプラスの外部性があれば、γが

有意に正の値をとる。上記（7）式において、Kiは情報資本全体であるが、こ

れをハードウェア（Kih）やソフトウェア（Kis）に置き換えてモデルを推定

すれぼ、それぞれの外部性の存在と程度が確認できることになる。

　各ケーースについて、（4）式の推定で利用したデータをもとに1975年から

2000年までの期間で推定した結果は次の通りである。

［情報資本ストック全体に外部性がある場合］

　　ln（1／1L）＝0．263一トO．3761n（Kagi／L）十〇．1◎11nKi

　　　　　　〈2．15＞　（12．99＞　〈7．4C）

　　aCi」R2＝e．998，　D．　W．　・・1．1◎5，（）内t値，推定；期間：1975年～2◎◎◎年

［ハードウェアとソフトウェアに別々の外部性がある場合］

　ln（1／IL）＝0．547十〇．2371n（1（厩‘！Z⊃）一F　O．0781nKih－1－0．0471nKis

　　　　　　（4．94）　　（7．74＞　（7．38）　（6．35）

　aCi」R2　・＝　O。999，　Z）．　W：・・　1．328，（）内t値，推定期間：1975年～2◎◎◎年

［ハードウェアのみに外部性がある場合］

　ln（　V／L）　一＝　O．172十〇．3881n（Kaii／L）十〇．1041nKih

　　　　　　（1．12）　（12．4g）　（6．45）

　。d訳2＝◎．997，　Zλ概瓢L◎猛，（〉内1値，推定期間：1975年～20◎O年

［ソフトウェアのみに外部性がある場合］

　ln（　V／L）　一　1．341十e．2961n（Kaii／L）十〇．0681nKis

　　　　　　（29．43）　（5．51）　（5．44）

　。djR2　：◎．997，　Zλ概瓢◎．521，（）内t値，推定期間：1975年～2009年

外部性を表す係数はいずれも有意にプラスの値をとっており、モデルの推

第6章　冒本の情報化投資の経済効果 133



定の結果からは情報資本ストックに外部性が存在すると確認できる14）。そし

て、係数：の値からは、情報資本の蓄積が1％高まれば、投入要素としての貢

献の他に、外部効果によって成長率を0．07％から0．1％程度高めることがよ

みとれる。

　以上、本章の分析からは次の2点が明らかとなった。第1に、情報化投資

は日本においても、潜在的には生産活動や雇用の増加に一定のプラスの効果

をもたらし、かつ生産性の上昇や経済成長に貢献し得るということであり、

第2に、しかしながら実際には、情報資本の蓄積が1990年代に鈍化し、その

潜在的な効果が充分には発揮されなかったという現実である。

　米国で論争になった生産性のパラドックスとは、情報資本の蓄積が進んだ

にもかかわらず生産性が上昇しないのはなぜかという問題であった。しか

し、1990年代の日本の場合は、プラスの効果が見込めるにもかかわらず、情

報資本の蓄積自体が進まなかったという点で、ソローの指摘とは逆のパラド

ックスに直面していたのであり、かつての米国とは別の疑問を引き起こ

す15）。すなわち、なぜ1990年代の日本では情報資本蓄積が進まなかったの

か、それを阻害する要因は一体何であり、情報技術革新のどのような性質が

関係しているのか、という問題である。

14）ただし、誤差項に系列相関の問題が残されている点は留意が必要である。

15）この点は、Baily（2002），　p．5，　Table　lと本書の表6－8を対比するとよくわかる。
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