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情報 サ ー ビス産業 の生 い立 ちと、その後 の急成長

(1)lBMの

ソフ トウェア価格分離政策

コ ンピコ、
― 夕の創草期 には導入 ユ̲― ザ ー も大企業 に限 られて いたか ら、 ソフ トウ。
ェア開
発 は、ほとメノどユ

ザ と コ ンピュー タ メーカーの技術者 によって成 されて いた。 ところ

が技術革新 によるハ ー ドウェアの価格低下 で ソフ トウェアの相対的価値が上昇 し、更 に、
コ ンピュー タ利用 が進むにつれ′
て 、技術者 の確保が困難 なユーザ ー も現れ、計算処理や ソ
フ トウェア開発 などの技術作業 とサ ー ビスを外部 に求 める動 きが 出て来 た。
産業 と して の成立 は1969年 、 ソフ トウェアの対価 をハ ー ドウェアの価格 と分離 したアメ
リカ IBMの 「価格分離政策」が実質的 な起点 とな ってい る。 これは情報処 理 システム全
体 の費用 に 占め る ソフ トウ ェア費用 の増大 とソフ トウェアによ る売上 の重 要性 を見通 した
同社 の先見性 が後 にひとつの ビ ッグ産業 を生み 出 した という意 味で高 い評価 を与 えて良 い
もの と思われ る。 とにか く、 この政策 は、 メー カ ーの経営 にソフ トウェア重 視 の流れを作
り出す と同時 に、 ソフ トウェアを、それ 自身独立 した契約 の対象 で、且 つ 、対価 の付 くも
の としたわけであ り、 これ こそソフ トウェア業を 「情報 サ ー ビス産業」 と して成立 させた
コロンブスの卵 だ った と言 える。

(2)通 産省 の強力な産業育成政策
アメ リカに於 ける ソフ トウェア価格分離 の流れを察知 した通産省 は1960年 「情報処 理振
興事業協会

(IPA)等

に関す る法律 」を制定 し′
、 ソフ トウェア業・ 情報処 理サ ー ビス業

の定義 を した。 これが我 が国 「情報 サ ー ビス産業 の萌芽 」の端緒 である。
事務処 理 に コ ンピュータが導入 されたの は1965年 頃 とみ らね′
るが、情報 サー ビス産業 の
歴史 は未 だ浅 く、 そ して、その経緯 は監督官庁 である通産省 の育成策 の もとにあ った。

IPAを 設立 した当初 の方向 は、その推進母体 と して当時、皆無 に近 い状態 だ った国産 の
汎用 プロ グラムの開発振興 と、そのための開発資金融資 を行 うとい う助成色 の強 い もので
あ った。
情報 サ ー ビス産業 の育成 に関す る次 のエ ポ ックは1973年 の 「特定機械情報産業振興臨時
は機;械 及 び電機産業を我が国 の重点産業 とし
措置法」 (機 情法 )の 法制化 であ った。 こ孝と
ていた 「機電法」が期限切れ にな ったの を機会 に、新 たにソフ トウェア業 を重点産業 に加
えて、法律 を発展 ・ 延長 させた ものである。 これで通産省 は情報 サ ー ビス産業 の振興 につ
tゞ て、 これまで の

「ハ ー ドウェア中心 の政策」か ら 「ソフ トウェアを含 めた トー タル視野

の政策」へ の政策転換 を明確 に打 ち出 した ことにな る。
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(3)税 制面でも産業育成 のために優遇措置
業界 の 自立性 と高付加価値性 を高 め るために、

IPAの 事業 に加え′
、税制面か らも優遇

措置 をと った。先ず、 1979年 にプログラムの開発業者 に対 し優遇措置を こ うず る 「汎用 プ
ログラム開発準備金制度」、 1982年 には中小企業 な ど、資金余裕 の乏 ヒ
ノ
し警J用 者 に普及 の
道を開 く「プログラム信用保険制度 」など、業界経営者 の 「自社 ブラ ン ドの優良製品を持
つ 」 とい う起業家精神 を引 き出す ための基本的 な対策 が補強 されている。更 に、租税特別
措置法第 56条 では、 「プログラム補修準備金制度 」 と呼 ばれ、プログラムを作成、納入 し
た後 に発見 され る欠 陥 の修正や必 要機能 の調整 などは無償 で行 わな ければな らぬ ことが多
く、 これに対す る支援 と して、保守準備金を積み立て ることがで きるとい う内容 の もので
あ った。 1988年 3月 には、通産省 は、 この租税特別措置法第 56条 を一部 改定 して、 「統合
システム保守準備金制度 」をつ くった。 この改定 によ って対象 がプ ログラムでな く、 シス
テム インテグ レー タヘ の優遇措置 と した。
このなかで 「汎用 プログラム開発準備金制度 」は、パ ッケ ー ジソフ トウ ェアを開発・ 販
売す る際 に登録 し、登録証明書 を確定 申告時 に添付すれば税金 の支払 いを 5〜 8年 後 に先
送 りで きるとい うもので ある。 ここ 5年 間 に毎年 1,000本 以上 のパ ッケ ー ジソフ トウェア
が同制度 を利用 してお り、 ソフ トハ ウスの同制度 に対す る評価 は高 い。銀行がパ ッケー ジ
ソフ トウェア開発 に投資 しない、ベ ンチ ャーキ ャ ピタルが発達 していないなど、 日本 のパ
ッケー ジソフ トウェア開発 を取 り巻 く状況 は芳

tノ

ヽ
ィ
。 そ うしたなかでプ ログラム開発
くな ヽ

準備金制度 の果 た した役割 は大 きい。
、
テど
もう一 つの 「統合 シヌ、
保守準備金制度」の適 用を受 けるには、 システムインテグレ
ー タの認定業者 にな らなければな らな い。認定 の ための 申請を通産省 の機械情報産業局情
報処理振興課 に提 出 し、審査 の結 果、認定が 与、
え られ るとい う制度である1)認 定業者 にな
ると、受注 した金額 の 10%を 将来 の保守 サ ー ビス費用 のため に引当金 と して留保す ること
がで きるので 、 それが課税 の対象 か ら控 除 され′
るとい う恩恵が受 け られ る。 この制度 は、
税金 の優遇制度 が 目的であ ったが 、認定 を受 ける ことの メ リッ トは、税金 の支払 いを少 な
くで きるとい うことよ りも、通産 省 か らシステム イ ンテグ レー タと してお墨付 きを貰 った
ことの方 が 、はるか に大 きい効果 が期待 された。

‑2‑

(4)通 産省発表 による超成長産業未来図
通商産業大 臣の諮問機関である産業構造審
議会 (産 構審 )の 情報化人材対策小委員会 で

□2000年 のソフ トウエ ア人材需要予測
― 産構審 「情報化人材対策小委員会 」 ――

は、温れ る情報化装備需要 を背景 に1987年 に
「2000年 の ソフ トウエ ア人材」 とい う産業未
来図を発表、2000年 には、需要 2,150千 人 に

〔
単位 :千 人〕
(970)＼

対 し、供給 1,180千 人程度 とな り、量的 にみ
れば 970千人が不 足す ると予測 した。 この発
表 は所轄官庁担当セ クシ ョンの権威 ある未来
図 として マス コ ミを通 じて大 き く宣伝 された
年間の大学・ 専修学校・ 高校 などか ら情報 サ ー ビス産業 に就職する新卒学生数がせ いぜ
い40千人 程度 であ り、民間企業就職を希望 する大学卒業生 が総数 で も 200千人余 りである
ことを考え ると 1,000千 人近 い人材不足 は、 とうてい追 いつ きようもな いほ どの絶望的 な
数字 であ る。 国の経済 にとって、雇用 の需要 が強 いとい うことは、失業者が増加す るより
、はるか に望 ま しいことなのであるが、一般労働者 の不足 と違 い、 ソフ トウエ ア技術者 の
よ うに、かな り特殊 な技術 と相当の年数 にわたる経験 を必要 とす る人材であれば、容易 に
は不足を補 うことが 出来 ないことは 目に見 えている。高度情報化社会 において 、高性能で
安価 な電子機器が益 々広 く使 われ るよ うになると共 に、 これ を作動 させ るソフ トウエ アの
供給 が需要を満 た し得 ないという事 態が起 きれば、 い くらハ ー ドウエ アが進歩 し、需要 が
拡大

tノ

たと て も、 ソフ トウエ アの面 で高度情報化 にブレーキがかか って しまう恐れがあ
tノ

るcこ のマ ス コ ミ攻勢 に煽 られ るよ うに各企業 の情報 システム部門の独立、 ソフ トハ ウス
か らの ス ピンアウ トなど企業数 は鼠算式 に増加 した。

(5)メ イ ンフ レーマが支 えた我が 国 の情報 サ ー ビス産業

IBMソ

フ トウエ ア価格分離政策 はその後、我 が国で も1972年 に実施 されたが

の シェアの高 いアメ リカでは1贋 調 に定着 したのに対 し、 日本

IBM機

IBMと 国産 メーカーが シェ

アを細分す る我 が国では、 メーカーの販売戦略がか らみ、その実質的 な定着 が遅れ、 日米
間で極 めて対照的 に推移 する こととな った。 そ して この違 いは、 日米情報 サ ー ビス産業 の
実力差を′
広げた一 因 として現在 なお尾を引 いてい る。
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我 が国 における情報 サ ー ビス産業 の成長 の特色 の ひとつ は、第一次 石油 ショック以 降 ユ
ーザ ーが人 員減量化 に力 を入れ初 め、加えて コ ンピュー タ技術職 の労働時間が一般事務職
に比 べ不規則 となることを回避す る配慮 もあ って、情報処 理 関連業務 の外注化路線 に切 り
換 えた ことか ら来 る需要増 によ ってい ることである。 もうひとつの特 色は、主 と して国産
い
メインフ レーマか らの大量発注 によ って い ることである。ア メ リカでは1順調 に定着を見 た
ソフ トウエ アの価格分離政策 が我 が国 ではかな り時間がかか った。 これはハ ー ドウエ アや
基本 ソフ トウエ アの技術開発 において、基調 として は IBMを は じめアメ リカの メー カー
を後追 いす る形 とな った国産 メー カーが、ユーザ ーのための ソフ トウエ アサ ー ビスなどを
ーシェア
含 めた総合 サ ー ビスで外資系 メー カー との差別化 を図 り、我が国 にお けるユーリミ
を高 く保持す る販売戦略を取 り続 けた ことによ ると ころが大 きい。 こ うして我 が国で は、
社内 に有力 な技術 ス タ ッフを有す る大手企業 では IBMを 初 めとす る外資系 メー カーを選
ぶ ところ も多 いが、 この点 に不安 の ある企業 では国産 メーカーを選 ぶ とい う傾 向が強 く出
て 、先進諸国 に比 べ

IBM機 の シェアが伸 びな い要因 の ひとつ とな ってい る。 ここでユー

ザ ーか らソフ トウエ アサ ー ビス も込 みで コ ンピュータの契約 をとるケ ー スの多 い国産 メー
カーでは、外資系 メー カーに比べ 、 はるかに多数 の ソフ トウエ ア開発要員 を必要 とす るこ
とになる。 この数 は 自社要員 で こなせ る量 をはるかに越えて いる。そ こか ら、この不 足工
数を ソフ トハ ウスに頼 る構造 がつ くられているわ け である。 1983年 実績 で ソフ トウエ ア業
の売上 の35%強 を 占める大 国需要 とな っている。
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(6)大 型景気が リー ドした急成長
1985年 9月 のプ ラザ合意、 1987年 2月 のルーブル合意後 の金融緩和 によ り日本経済 はバ

ブル景気 とも呼 ばれ る大型景気 へ と進んだ。 この大 型景気 を リー ドしたの は、株式市場 の
活況を背景 とす る極 めて コス トの低 い資金調達 に支 え られた企業 の積極的 な設備投資 であ
った。時価発行増資・ 転換社債・ ワラ ン ト債 などのエ クイテ ィ・ フ ァイナ ンスは1987年 か
ら1989年 の 3年 間で59兆 円 に達 した。 この好景気 を背景 に金融業・ 製造業 を中心 と して情
報化装備 による企業間差別化戦略 は大型設備投資へ と向か った。 この需要 に支 え られて 日
本

IBM・

富士通・ 日立・ NECな どの メイ ンフ レーマ と、それを支 え る ソフ トハ ウスを

中心 とす る情報 サ ー ビス産業 は急速 な成長を遂 げた。各 ソフ トハ ウスは、あふ れ る仕事 を
目のあた りに して、狂気 の ように人員確保 に走 った。 メイ ンフレーマ もシステムエ ンジニ
ア

(SE)の 採用・ 育成 を 目的 と して SE子 会社 を地方各都市 に設立、 システムエ ンジニ

アの増強を図 った。例えば、富士通 は地方各都市 に採用 目的 の SE子 会社 を 100社 設立、
シ.ス テムエ ンジエ ア18,000人 とい う、物量 と して は最大 の システムエ ンジニ ア軍団 をつ く
りあげた。
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