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１． はじめに

　日本の製造業は，ＯＥＭへの傾斜を深めながら ，徐々に製品の自社生産を抑制しつつある 。こ

のＯＥＭには，資本設備，雇用との問に代替的関係が認められるが，その役割は一様ではなく ，

資本設備や雇用との関係のあり様に対応して異なっている 。１９８０年以降のわが国製造業上場全企

業（継続企業）を対象とするＯＥＭ化の実態についてのわれわれの検証の試みによって，ＯＥＭ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
化のメカニズムやその効果，役割が徐々に明らかにされてきている 。今，日本企業は，ＩＴ革命

の追い風を受ける一方で，旧来の企業グループ，系列の枠組みを超えた，なりふりかまわぬ再編

への動きを強めながら ，以前にも増して大胆なリストラ策を計画，あるいは実行しつつある 。現

在実行途上にある ，あるいは立案中のリストラ策は，従来型ともいえる過剰雇用の解消を意図す

る大幅な人員削減のみならず，ここにきて，設備の廃棄や集約化等積年の過剰設備投資体質の改

善をも明確に射程に入れてきている 。設備の共有をも実行され始めた過剰設備投資体質の改善行

動をみると ，部品から商品 ・製品の外製化への傾斜を超え，人員のみならず，設備さえ保有しな

い経営体質への転換がうかがえる現象が生じてきている 。競争原理の徹底的貫徹の動きというこ

ともできる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
　本稿は ，ＯＥＭ化（。。１ｇｍ．１．ｑｕ．ｐｍ．ｎｔ　ｍ．ｎｕｆ。。ｔｕ．ｍｇ）という視点を提示した前稿に引き続き

，

ＯＥＭの調達先をあらたな分析軸として設定することによって，戦略的要因としてのＯＥＭ化の

論理をさらに調達先別に解明することを課題としている 。ＯＥＭの調達先は，大きく分けると ，

組織（系列）と市場に区別される 。本稿における基本的な問題 冒識は，調達先別にＯＥＭ化の決

定メカニズムを明らかにすることによっ て， 戦略的要因としてのＯＥＭ化の論理と役割を検証す

ることにある 。その方法は，前稿と同一である 。Ｇ．ａｎｇｅ．ｃａｕ．ａ１ｉｔｙの考え方に沿 ったパネルデ

ータによる分析（以下，パネルデータ分析と略称する）によって，ＯＥＭ化の決定メカニズムの解明

を試みる 。使用する変数は，ＯＥＭ比率，有形固定資産増加額増減率（設備投資），有形固定資産

減少額増減率（設備廃棄），期末従業員数増減率（雇用），営業利益増減率（利益）である 。ただし ，

前稿では，有価証券報告書に記載されている商品仕入高と関係会社商品仕入高の和をＯＥＭと定

義していたが，本稿では，調達先を区別するために，商品仕入高を市場によるＯＥＭ，関係会社

商品仕入高を組織によるＯＥＭとみなし，二分している 。分析対象期問は，１９８０年から１９９８年で

ある 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（！２ユ）



　１８　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

　本稿における主なファクト ・ファインディングはつぎのように整理される 。まず第一に，分析

対象期間によって，変数問の関係のあり様は異なっ ている 。第二に，０ＥＭ化のメカニズムとそ

の役割は，その関係のあり様に対応して異なる 。第三に，市場調達と組織調達の論理には，傾向

的相違が存在する 。組織調達が利益をもたらしたことはない 。

　このようなファクト ・ファインディングを報告する本稿の構成は以下のとおりである 。２節に

おいて，１９８０年以降のわが国製造業上場全企業（継続企業）におけるＯＥＭ化の実態を数量的に

明らかにする 。このＯＥＭ化の実態の検証を基礎に，集計データにもとづいて，雇用や資本設備

の状況とＯＥＭ化との関係を調達先別に明らかにする 。さらにそこで得られた分析をもとに，３

節では，個別の企業テータを用いて，ＯＥＭ化の決定メカニスムとその役割をＧｒａｎｇｅｒ　ｃａｕｓａ１１ｔｙ

の考え方に即したパネルデータ分析によっ て比較検証するための実証モデルを提示する 。４節で

は， １９８０年から１９９８年における製造業上場全企業（継続企業）を対象とする実証結果を報告する 。

最後に５節はわれわれの分析のまとめと ，今後の課題の整理にあてられる 。

２． ＯＥＭ化の動向

　２１分析対象指標と分析対象期間

　主要概念の定義や分析対象指標，分析対象期間は，比較可能性を確保するために，基本的に前
　　　　　　　３）
稿を踏襲している 。

　本稿においても ，有価証券報告書記載の商品仕入高と関係会社商品仕入高の和をＯＥＭと定義

し， 売上高に対するこのＯＥＭの比率をＯＥＭ比率として定義する 。このＯＥＭとＯ早Ｍ比率を

さらに商品仕入高と関係会社商品仕入高をそれぞれ対象として二分し，前者を市場調達，後者を

組織調達とみなし，それぞれについて，ＯＥＭとＯＥＭ比率を算定し，識別可能な表記をしてい

る。

　ＯＥＭとの関連が検証される雇用と資本設備に関する指標として，雇用については，期末従業

員数を，資本設備に関しては，有形固定資産増加額と有形固定資産減少額を使用している 。本稿

においても ，有形固定資産増加額を設備投資，有形固定資産減少額を設備廃棄と仮定している 。

業績指標として営業利益を分析対象指標としていることも前稿と同一である 。

　分析対象期間は，１９８０年から１９９８年である 。ただし，経営行動の変化の様相を比較検証するた

めに，本稿では，分析対象期間を細分化し，１９８０年代前半，１９８０年代後半，１９９０年代を対象とし

た分析結果を基礎に，検証を試みている 。区分の時期はプラザ合意による円高突入期としての

１９８５年と ，わが国製造業上場全企業（継続企業）の営業利益が総額としても ，また，一社平均当

たりでも ，最高益を記録した１９９０年である 。自覚の程度や具体的行動，成果は別としても ，いず

れの期間も ，わが国製造業が，その経営行動を変革しようとした契機と判断できる時期を区分の

節目としている 。

２２０ＥＭ化の動向　問題の所在

上のように定義されたＯＥＭ比率の動向を集計レベルのデータからまず確認していきたい 。
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　図１は，全体としてのＯＥＭ比率の推移を表示している 。製造業の全体としてのＯＥＭ比率は

１９８７年の円高不況期を底に，１９９０年代初頭の抑制期を経て，１９９７年には１５ ．９％と過去最高の水準

に達している 。その平均は ，１４ ．６％であり ，増減率の平均は ，Ｏ ．９％である 。製造業が段階的に

ＯＥＭ化を推進していることが確認できる 。その傾向は１９９０年代に顕著である 。

　図２に表示された調達先別のＯＥＭ比率の推移から ，増加基調をたどる市場からのＯＥＭに対

して，組織からのＯＥＭは１９８５年をピークに狭い範囲ながら相対的に激しい変化をみせている 。

このような動きに，競争原理の導入という経営政策の基調としての方向づけとクループ経営に対

する大胆にして臨機応変な対応を読みとることができる 。そのＯＥＭ比率の構成比の推移を図３

にみると ，市場調達への傾斜が段階的に進んでいるようにみえる 。期待情報量によって構成比の

分解分析を行った結果を図４に示すと ，１９９８年，１９８７年，１９８８年，１９９４年，１９８４年の順に構造的

な変化が確認できる 。１９８４年は市場から組織へ，１９８７年は組織から市場へ，翌１９８８年はふたたび

組織へ，１９９４年は組織，１９９８年は市場へという経営意思決定がなされている 。なかでも ，大きな

節目は市場へとシフトした１９８７年であり ，その後，翌１９８８年，１９９４年の組織調達への回帰を経て ，

１９９８年に確認できる最大の変化は，市場調達への今後の傾斜を予測させる 。このような傾向を示

す市場調達によるＯＥＭ比率の平均は ，１０ ．６％であり ，その増減率の平均は ，１ ．６％である 。他

方， 組織調達によるＯＥＭ比率の平均は，４ ．Ｏ％であり ，その増減率の平均は ，一
〇一 ５％である 。

　集計レベルにおける調達先別のＯＥＭ比率の相関関係をみると ，市場と組織のＯＥＭ比率は ，

逆の相関関係にこそあるが，その関係は弱く ，また，有意でもない。両変数問の相関係数の値は ，

一．
３３３１（Ｐ＝ ．１６４）である 。市場調達によるＯＥＭと組織調達によるＯＥＭは，補完的な関係にあ

るというよりも ，それぞれが独立に決定される傾向が強く ，調達先によるＯＥＭ化の論理の相違

を示唆しているといえる 。ちなみに，全体としてのＯＥＭ比率と市場調達によるＯＥＭ比率の相

関係数は
，．

８６８６（Ｐ＝ ．０００）である
。

　本稿はこのような製造業のＯＥＭ化の動向を踏まえつつ，とくに市場からの調達と組織内の調

達の決定メカニズムとＯＥＭ化の役割，その資本設備や雇用に与える効果を検証しようとしてい

る。 そこで，やはり集計レベルのデータにもとづき ，本稿においても ，行論の関係上，その資本

設備や雇用の傾向を確認しておくことにしよう 。

　図５は一社平均の有形固定資産増加額の推移を示している 。１９９２年にピークに達し ，１９９５年を

転機に回復基調をたどりはじめているが，ピーク期には及ばない。この一社平均の有形固定資産

増加額の増減率は，平均で，４ ．２％である 。図６に表示された一社平均の有形固定資産減少額の

動向にも ，その増加額と同様の傾向を認めることができる 。その一社平均の有形固定資産減少額

の増減率の平均は，４ ．３％である
。

　図７は一社平均の期末従業員数の推移を表示している 。１９９２年以降，あらためて減少基調を明

確にしている期末従業員数は，１９９８年に反転増加の兆しをみせているが，１９８０年代には遠く及ば

ず， 現状をみるかぎり ，増加基調に転じるとは思えない。一社平均の期末従業員数の増減率の平

均は，一
０． ６％である 。

　一社平均の営業利益の動向を示している図８から ，１９９４年を転機に回復の兆しが認められるが ，

１９９０年の最高水準をいまなお回復できない状態が継続していることがわかる 。業績回復への足取

りは依然として重い。営業利益増減率の一社当たりの平均は ，２ ．２％である
。
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　このような資本設備や雇用の傾向，とくに最近の動向は，現象面からみるかぎり ，ＯＥＭ化の

推進の動きと強い関係があるように思われる 。この関係を市場調達，組織調達別に，個別企業レ

ベルのデータを用いて，パネルデータによっ て検証することが本稿の基本的課題である 。

３． ＯＥＭ化の論理 ：実証モデル

　３．１．企業のＯＥＭ戦略

　わが国製造業のＯＥＭは，自社生産の技術をもたないような特殊な場合を除けば，大きく三つ

の方向で推進されてきたように思われる 。第一は，製薬業におけるビタミン剤のように，生産技

術の拡散によって自社生産を外部生産に振り替えるような場合である 。武田薬品工業などの行動

が典型的である 。第二は，たとえば為替レート水準の変化によって自社生産の抑制を余儀なくさ

れ， その不足分をＯＥＭによって補おうとする場合である 。第三は，ＯＥＭ化を戦略的に位置づ

け， ＯＥＭ化の推進を則提に経営戦略をたてていく場合である 。アイワなとはこれにあてはまる 。

だが，三洋電機のように，内製化にシフトする企業も存在する 。

　このように，ＯＥＭを戦略的に位置づけ，ＯＥＭ化の推進を則提に経営戦略をたてることが考

えられる一方で，自社生産に影響を与えるような外的要因（為替レートなど）の変化がまず認識さ

れ， それからシェアや自社ブランドの価値を守るために受動的にＯＥＭ化が推進される場合もあ

る。 当然，後者から前者へとシフトするケースもあろう 。

　わが国製造業の現実は，アイワのようにＯＥＭを戦略的に位置づける企業も輩出してきつつは

あるが，本稿の分析対象期問や製造業全体を想定すると ，製品の自社生産に拘泥する傾向の方が

基本的には強いと考えられる 。この場合には，ＯＥＭが経営内容に影響を与えるのではなく ，企

業の状況がＯＥＭを決定していくが，結果としてそのＯＥＭが一定の役割を果たすことになる 。

　３．２．市場と組織

　ＯＥＭ化推進の経営戦略は，調達先によっても ，その狙いを異にするだろう 。調達先のひとつ

は市場であり ，この場合，競争原理が働くことになる 。同種同質商品 ・製品が市場にも存在する

場合，組織内の内部振替価格よりも市場価格の方が低ければ，市場から調達するというケースが

代表例である 。また，自らが製造設備，製造技術を保有しない場合やそれらを保有していたとし

ても ，他社商品 ・製品に競争上後れをとっ ているケースも ，市場からの調達を促進すると考えら

れる 。過剰設備解消策としての設備共有も市場調達の一変形とみなしうる 。極端なケースは，設

備を保有しない場合であろう 。

　他方，組織調達の推進にも ，関係会社の育成，設備投資の肩代わり ，出向者，転籍者の受け皿

的活用等さまざまな場合が考えられる 。現実には，このような市場調達，組織調達のミックス選

択がなされている 。

３． ３．

実証モデル

ＯＥＭの決定において，各企業の経営戦略や技術水準等によって，ＯＥＭとＯＥＭによって影

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２４）



　　　　　　　戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）　　　　　　２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
響を受けると予想される資本設備に対する投資量や雇用量などの変数の先決性は異なってくる 。

　ここでは，調達先別に ，

　　　ＯＥＭ＝ｆ［ＯＥＭ（一ｔ） ，ｘ（一ｔ）；Ｚ１

　　　 ｘ：９［ｘ（一ｔ） ，ＯＥＭ（一ｔ） ；Ｚ１

のふたつの回帰を行い，両者の比較によっ て先決性の検定を行う 。ただし，ここで，ｘ はＯＥＭ

によって影響を受ける資本設備，雇用，利益に関する経営変数であり ，Ｚは外生パラメータであ

る。 また，（一ｔ）はラグ変数を示す。本稿においても ，３期のラグを考慮している 。これは基本

的に周知のＧｒａｎｇｅｒｃａｕｓａ１１ｔｙの考え方に即したモテルである
。

　本稿の分析対象企業は，製造業上場全企業（継続企業）であるが，１部，２部による上場市場

区分は行っていない 。

　データベースは，『開銀企業財務データバンク（会計年度の正規化あり）』の『個別決算データ』

を使用している 。分析対象期問は，１９８０年から１９９８年である
。

　パネルテータ分析においては，推言十手法の選択が問題となる 。われわれは４種類の回帰を行 っ

たが，本稿では ，テータの性格から丘ｘｅｄ　ｅｆｆｅｃｔｓ　ｅｓｔ１ｍａｔ１ｏｎのみを報告する 。分析結果は量的に

報告が困難であり ，その一部を要約，整理し，巻末，資料として掲載しているにすぎない。なお ，

データには一部報告されていないものも含まれるが，回帰に際しては単純に欠損値として扱って

いる 。また，毎期のマクロ 的な影響は，ｙｅａｒ　ｄｕｍｍｙを用いて処理している 。推計においては ，

独立変数のタイムラグを３期考慮した。自己ラグも同様である 。

　本稿では，既述のように，ＯＥＭ比率，有形固定資産増加額増減率（設備投資），有形固定資産

減少額増減率（設備廃棄），期末従業員数増減率（雇用），営業利益増減率（利益）を変数としてと

りあげる 。各変数を定常にするために，全体，市場調達，組織調達のいずれのＯＥＭ比率につい

ても ，階差をとっ ている 。Ｇｒａｎｇｅｒ　ｃａｕｓａｌｉｔｙによる因果律の分析結果については，５％有意水

準でＦ値によるグループ検定を行 っている 。その結果は，調達先別に，期間別，変数別一覧表
　　　　　　　　　　　　　　　　６）
として，巻末，資料に掲載している 。以下，期問別，調達先別にＯＥＭ化のメカニズムとその役

割， 効果に検討を加えたい 。

４． ＯＥＭ化の論理 ：実証

　４．１．ＯＥＭ化の論理 ：１９８０年～１９８５年

４． １． １． 調達先別ＯＥＭ化の概略的動向

　１９８０年代前半は，全体としてのＯＥＭ比率が上昇するなかで，市場調達の構成比が低下してい

る時期である 。変数間の関係を簡潔に示すために，以下，まず，調達先別に，もっとも簡略化し

た形でその関係の図化を試みたい。次頁図中の実線は有意な関係の存在を示し ，また，矢印は影

響の方向を示している 。

　市場調達と組織調達によるＯＥＭ化の規定要因は，明らかに異なっており ，市場調達では，設

備投資が同時決定的に，また，組織調達では，雇用がＯＥＭ化を決定している 。他の諸変数問に

は， 同一の規定関係は認められない。市場調達によるＯＥＭ化は，資本設備，具体的には設備投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２５）
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Ｌ＿ふ

全　　体

資と ，組織調達によるＯＥＭ化は，雇用と代替的関係をもっている 。

　市場調達と組織調達がミックス選択された結果としての全体のＯＥＭ化は，設備投資と同時に

決定されるとともに，雇用によっても規定されている 。１９８０年代前半における全体としての

ＯＥＭ化は，設備投資，雇用と代替的関係を有することが確認できる 。

　以下，調達先別にＯＥＭ化のメカニズムとその役割，効果を詳細に検討することになるが，そ

の作業に先立ち，変数問の多様にして錯綜とした関係を整理するためのひとつの枠組みを提示し

ておきたい 。

　企業の生産能力を示す設備投資，設備廃棄の関係には，４種類の組み合わせがある 。厳密さは

割引かざるをえないが，それぞれの組み合わせをつぎのように特徴づけることにする 。まず，設

備投資拡大と設備廃棄拡大の組み合わせを生産能力更新型と呼び，設備投資拡大と設備廃棄抑制

の組み合わせを生産能力拡大型と称する 。また，設備投資抑制と設備廃棄抑制の組み合わせを生

産能力維持型，設備投資抑制と設備廃棄拡大の組み合わせを生産能力縮小型とする 。

　生産能力の類型化としては平板で，単純にすぎるが，本稿では，まず，この単純化された類型

化を基礎に，この類型化に，雇用の拡大，縮小を組み合わせながら ，以下，ＯＥＭ化のメカニズ

ムの検証を試みることにする 。なお，以下で提示する解釈は，集計テータが示す傾向を踏まえて

おり ，また，ラグ変数が正（負）の影響関係を示す場合には，当期の変数は正（負）の変動を示

すと仮定している 。

４． １． ２． 市場調達の動向 ：生産能力縮小の手段

　その構成比に低下傾向が認められる１９８０年代前半の市場調達によるＯＥＭ比率は，設備投資と

有意な同時決定関係を有するだけで，雇用との問に代替的関係は認められない 。

　以下，時系列上，分析結果を確定できる１９８０年代の変数問の関係については，より詳細な関係

図を次頁に提示する 。図中の数値は，有意な関係が認められるラグ期を示し，矢印は影響の方向

を， 実線，点線はともに有意な関係の存在を示している 。また，カッコ付きの変数表示は，影響

の方向が正負逆の場合に，一方の変数に付けている 。

　この時期の市場調達については，変数間の錯綜とした組み合わせ，とくに，設備投資と利益 ，

雇用と利益の関係の解釈如何によっ て， いくつかの企業行動の論理を読みとることができる 。一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２６）
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義的な関係が認められる変数は，設備廃棄による設備投資の規定と設備投資とＯＥＭ比率の問の

同時決定関係である 。１９８０年代前半における市場調達によるＯＥＭ化の推進は，生産能力の縮小

を補完する手段として生じ，設備投資縮小をもたらす設備廃棄の拡大がその契機となる 。ＯＥＭ

化推進の効果は，設備投資の縮小を補完，促進することにある 。このＯＥＭ化の推進現象は，増

益期を挟みながらも ，減益期に雇用の縮小をともなって，生起していた可能性が高い 。

　このように，市場調達によるＯＥＭ化は設備投資とのみ代替的関係を有し，生産能力縮小期に

は， ＯＥＭ化が推進され，生産能力拡大期に，ＯＥＭ化が抑制される 。ＯＥＭ化は，減益期に雇

用を縮小させながら推進され，増益期には雇用を拡大させつつ抑制されていた可能性が高い。市

場調達によるＯＥＭ化は，自社生産体制の拡大期に抑制され，その縮小期に推進されていたと考

えられる 。

４． １． ３． 組織調達の動向 ：雇用の調整手段

　１９８０年代前半における組織調達の場合，そのＯＥＭ比率は，雇用とのみ，一義的な関係を有す

るにすぎない 。

　組織調達によるＯＥＭ化の推進は，雇用の縮小を直接の契機として生じる 。だが，雇用を縮小

させる要因は減益であり ，この利益の縮小と ，雇用の縮小，設備投資の拡大によっ ても加速され ，

また，減益をもうながす設備廃棄の抑制がＯＥＭ化推進の間接の契機といえる 。ＯＥＭ化推進に

よる直接的な効果は認められない。利益縮小期に，ＯＥＭ化を手段として雇用を縮小させつつ ，

生産能力拡大による業績回復を意図した経営行動とみられる 。

ｌＲ■ｌｌｌマ■ｌｌ

　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　このように，組織調達によるＯＥＭ化は雇用とのみ代替的関係を有し，生産能力拡大期に，雇

用を縮小させながら推進され，生産能力縮小期に，雇用増をともなって抑制される 。前者は減益

期に，後者は増益期にみられる現象である 。

４． １． ４． 全体的動向 ：企業防衛の手段

　ＯＥＭ化の論理を資本設備，雇用，利益の総合的な関係の中で考察すると ，市場調達において

も， 組織調達においても ，ＯＥＭ化は減益期に雇用の縮小をともなっ て推進されている 。だが ，

生産能力をみると ，市場調達下では，縮小が，組織調達下では，拡大がみられる 。現実には，企

業は，組織調達と市場調達を使い分けながら ，経営戦略としてミックス選択を行っている 。この

使い分けの論理の解明こそ，調達先別によるＯＥＭ化の論理解明につながる事実発見となるので

あるが，そのためには，組織調達と市場調達の同時決定的関係を明らかにしなければならない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２７）
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本稿では，以下，結果としての全体的動向を考察するにとどめさるをえない
。

　１９８０年代前半における全体としてのＯＥＭ比率は，雇用とは一義的な関係をもち ，設備投資と

有意な同時決定関係を有している 。

…；

鱗、

一（雇用増）

　　 ■一一’■一 〉（０ＥＭ化の抑制）

　　　１

（雇用減）

　Ｌ 一…〉（０ＥＭ化の推進）

　　１

　経営行動について，論理的には多様な解釈が可能であるが，相対的には，市場調達による

ＯＥＭ化の関係における場合よりも ，雇用との関係が強まっ ていると判断できる 。市場調達と組

織調達を総合した全体としての１９８０年代前半におけるＯＥＭ化の推進は，設備投資の縮小を補完 ，

促進し，雇用の縮小を補完する手段として生じ，設備投資減をもたらす設備廃棄拡大とＯＥＭ化

の推進それ自体が，時系列的には，ＯＥＭ化推進の契機となっている 。ＯＥＭ化推進の効果は ，

設備投資の縮小を補完し，促進することにある 。

　現実に，市場調達と組織調達のミックス選択の結果として生じている１９８０年代前半における

ＯＥＭ化は，設備投資，雇用と代替的関係をもちながらも ，生産能力の移行とＯＥＭ化の抑制期
，

増益期を経るという ，直線的ではない複雑なプロセスをたどっ てはいるが，傾向として，生産能

力縮小期に推進され，その拡大期に抑制されていたとみられる 。市場調達におけると同じように
，

やはり ，減益，雇用縮小期に推進され，増益，雇用拡大期に抑制されていた可能性が高い。マイ

ルズ＝スノーの概念ではないが，１９８０年代前半におけるわが国の製造業は，相対的には，環境適

応の防衛型の戦略行動として，ＯＥＭ化推進を位置づけていたように思われる 。

　４．２．ＯＥＭ化の論理 ：１９８６年～１９９０年

４． ２． １．

調達先別ＯＥＭ化の概略的動向

　１９８０年代後半は，１９８７年の急激な後退を転機に，ＯＥＭ比率が上昇基調をたどり始めた時期で

あり ，市場調達の構成比が短期の激しい変化を含みながらも ，上昇傾向を持続している期問であ

る。 経営行動の急変期を迎えた１９８０年代後半におけるＯＥＭ化をめぐる資本設備，雇用の関係は ，

利益をも含めて，調達先を問わず，いずれも ，もっとも複雑な様相を呈している 。

　この期間における変数間の関係を図示すると ，つぎのとおりであるが，そこには明らかに１９８０

年代前半とは異なる関係が認められる
。

　　　　　　…

棄

市　　場 組　　織

（１２８）
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　　　　　設平資一て
営業利益←０ＥＭ比率←設備廃棄

ド∴用＿二

全　　体

　市場調達によるＯＥＭ化は，同時決定関係が継続している設備投資に加えて，設備廃棄によっ

て規定され，また，営業利益によっても同時決定的に規定されている 。１９８０年代前半と比較する

と， 資本設備との関係は強くなり ，利益との間にも決定関係があらわれているが，雇用との有意

な関係はこの期間にも認められない 。

　他方，組織調達によるＯＥＭ化の規定要因としては，１９８０年代前半と同じく ，雇用があげられ

るが，両変数問の関係に，雇用によるＯＥＭ比率の規定から ，ＯＥＭ比率による雇用の規定への

変容が認められるのみならず，あらたに，設備投資，設備廃棄がＯＥＭ比率を決定する関係があ

らわれてきている 。

　このように，１９８０年代後半には ，市場調達によるＯＥＭ化は，資本設備と代替的関係をもち ，

また，組織調達においては，そのＯＥＭ化は資本設備，雇用と代替的関係を有するが，組織調達

によるＯＥＭ化が利益をともなうことはない。市場調達によるＯＥＭ化の推進だけが利益をもた

らしている 。

　市場調達と組織調達のミックス戦略の結果としてあらわれる全体としてのＯＥＭ化は，設備投

資とは１９８０年代前半と同様に同時決疋関係にあるが，１９８０年代後半には，雇用が同時決定関係と

なり ，さらに，設備廃棄に規定されるとともに，利益を規定する要因のひとつになる 。全体とし

てのＯＥＭ化は，資本設備，雇用と代替的関係をもちながら ，利益をも規定する要因に変化して

きている 。

　以下，調達先別に，１９８０年代後半についても ，ＯＥＭ化のメカニズムに検討を加えよう 。

４． ２． ２． 市場調達の動向 ：ＯＥＭ化の積極的な戦略的活用

　１９８０年代後半における市場調達によるＯＥＭ比率は，設備投資と有意な同時決定関係をもち ，

設備廃棄によっ て一義的に規定されている 。ＯＥＭ比率と利益との問に，同時決定関係が認めら

れる唯一の期間である 。設備廃棄によるＯＥＭ比率の規定関係や設備投資によるＯＥＭ比率の正

の規定関係は，１９８０年代前半にはみられない。だが，この期間においても ，ＯＥＭ比率と雇用の

問に有意な関係は認められない。１９８０年から１９９０年の期間を対象とする分析結果もＯＥＭ比率と

雇用の問に有意な関係が存在しなかったことを示している 。

　１９８０年代後半における変数問の関係からは，関係の推移の一義的なプロセスが読みとれず ，

ＯＥＭ化の推進を仮定したとしても ，その抑制期が含まれ，設備投資とＯＥＭ比率の関係も複雑

化し ，生産能力にも移行の可能性が認められるなど，経営行動の急変期らしいとしかいいようが

ないほど，錯綜とした関係が示されている 。このような変数問の関係を図示すると ，次頁のよう

になる 。

（！２９）
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　１９８０年代後半における市場調達によるＯＥＭ化は，増益期に雇用を縮小させながら推進された

現象と考えられる 。この期間における生産能力の類型は，厳密にいえば，拡大型から更新型に移

行しているといえるが，因果律の視点からは，更新型とみられる 。ＯＥＭ化と設備投資の間には ，

設備投資の拡大がＯＥＭ化をうながすという関係と同時に，その設備投資の拡大がＯＥＭ化を抑

制し，ＯＥＭ化の抑制もまた設備投資を拡大させるという関係が認められる 。設備投資や設備廃

棄と雇用との関係も一方向的ではない。変数問の関係は，このようにきわめて複雑ではあるが ，

傾向としては，ＯＥＭ化は，生産能力更新の不足を補う手段として推進され，設備投資の拡大と

設備廃棄の抑制がＯＥＭ化推進の契機となっているといえる 。雇用の縮小をともなっ ていること

から ，省力化設備への更新投資を行っていたと考えられる 。こうしたＯＥＭ化の推進がもたらす

効果は，利益の拡大である 。減益期に，生産能力の維持と雇用の拡大がみられるＯＥＭ化抑制現

象からは，間接部門への人員配置による業績回復への経営行動が読みとれる 。

　１９８０年代後半の市場調達によるＯＥＭ化の推進は，単純な図式では説明し尽くせないプロセス

をたどるが，そこにみられる傾向から判断するかぎり ，明らかに，１９８０年代前半には認められな

かった，経営戦略としてのいわば攻撃型の性格が強くあらわれた時期といえる 。

４． ２． ３． 組織調達の動向 ：雇用調整の本格的手段化と生産能力の保守化

　１９８０年代後半にみる組織調達によるＯＥＭ比率は，設備投資，設備廃棄に規定され，雇用を規

定する関係にある 。１９８０年代前半には認められなかった資本設備との関係が有意となるとともに
，

雇用との関係もそのあり様が１９８０年代前半とは異なり ，雇用がＯＥＭ比率を規定するのではなく ，

ＯＥＭ比率が雇用を規定する関係に変わ っている 。１９８０年代後半におけるこのＯＥＭ比率による

雇用の規定関係は，１９８０年から１９９８年の全期問を分析対象とした場合にも ，また，１９８０年から

１９９０年を分析対象期間とした場合にもみられない，この期問特有の現象である 。

　ＯＥＭ比率と他の諸変数との関係が１９８０年代前半とは様変わりした１９８０年代後半における諸変

数間の関係を図示すると ，下のとおりとなる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　１
，２ ，３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ，２ ，３

　　　　　　　　　
「■一

　　　　　　　　　雇用増　　
１’’

　　　　　　　　　　　減
　　　　　　　　　 ｉ

　　　　　　　　　
１１ 一　　　　 一一（設備廃棄増）＜ １３１ １－１…　　一一（設備廃棄滅）〈 １３

（１３０）
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　組織調達によるＯＥＭ化をめぐる諸変数問の関係は，矛盾なき解釈を許さない。たとえば，生

産能力の類型化とその構成要素である設備投資，設備廃棄とＯＥＭ比率との関係は，完全なる整

合性を有してはいない。したがって，ここでも傾向を論じざるをえない。組織調達によるＯＥＭ

化は，増益期に，雇用を拡大させつつ，推進されていたとみられる 。生産能力は，縮小→維持→

縮小を経て，当期は維持型になっている 。ＯＥＭ化は，生産能力を維持し，不足を補う手段とし

て推進され，増加した人員は間接部門に配置されている 。ＯＥＭ化推進の契機は，設備投資の縮

小と設備廃棄の抑制であり ，ＯＥＭ化による効果は，雇用の拡大である 。ＯＥＭ化抑制は滅益期

に， 生産能力を更新させつつ，雇用を縮小させている状況下で生じている 。拡大→更新→拡大を

経過しての生産能力の更新は，省力化設備投資とみられる 。

　組織調達によるＯＥＭ化の推進にも ，１９８０年代前半とは異なる傾向が認められ，生産能力とい

う視点からみると ，増益下ではあるが，経営戦略としては，いわば保守的な性格に変化してきた

と判断できる 。だが，最大の特徴は，ＯＥＭ化の推進，抑制それ自体を雇用の調整手段としたこ

とである 。

４． ２． ４． 全体的動向 ：ＯＥＭ化の戦略的位置づけ

　１９８０年代後半における全体としてのＯＥＭ比率は，設備投資，雇用と同時決定関係をもち ，設

備廃棄に規定され，利益を規定する関係にある 。設備投資によるＯＥＭ比率の正の規定関係が

１９８０年代前半よりも強くあらわれ，設備廃棄による規定，ＯＥＭ比率による雇用，利益の規定と

いう１９８０年代前半にはみられなか った関係が有意となっている 。とくに，ＯＥＭ比率による利益

の規疋関係は，１９８０年から１９９８年の全期問にも ，また，１９８０年から１９９０年の期間にも認められな

い， この期間特有の現象である 。

　この期問については，経営行動の統一的な解釈を試みることなく ，関係図を提示するにとどめ ，

分析結果から読みとれる部分的ではあるが，論理的な経営行動の傾向を示すことにする 。

　まず，全体の関係を示しておこう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（減益）＜

一１

３＝

３…

１益１〆１ム３＝
３‘

　全体としてのＯＥＭ化をめぐっ ても ，生産能力の類型化のすべての様式が論理的に解釈可能で

ある１９８０年代後半における変数間の上記の関係を部分論理に分解すると ，つぎのようになる 。雇

用がＯＥＭ比率を規定するケースとＯＥＭ比率が雇用を規定するケースがあり ，前者から次頁に

図示したい 。

　ＯＥＭ比率が雇用を規定するケースは，さらに，設備投資がＯＥＭ比率を規定するケースと

ＯＥＭ比率が設備投資を規定するケースに分かちうる 。前者が上図であり ，後者が下図である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３１）
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；１鶯∴
■（設備廃棄増）ぐ 一一一一・一一一

２　　　　　　　　１

　　　　　　　３
　　　　　　　　　　（増益）
１　　　　　　　　　　　　 〈

１　　
・１１ ’２ ’３

１一

（設備廃棄増）ぐ ．．、．．．．．

ｌｌ」

２　　　　　　　　１

３

三二

１．

》　　　　 ・・ ３」

　（設備廃棄減）〈’■一一一一・一一一一

２　　　　　　　　１

　　　　　　　３
　　　　　　　　　　（減益）

１　　　ｌ・ ・…

１　　　　　　　 １１

１　　　　　　　　　　　
，３：

Ｌ（設備廃棄減）＜　　一　　 １

２　　　　　　　　　１

いずれも ，減益期に，雇用縮小をともない，ＯＥＭ化が推進されているとみられる 。設備投資の

拡大，設備廃棄の抑制，この両者によって加速される雇用の縮小によるＯＥＭ化の推進は，省力

化設備投資を促進し，生産能力，雇用の不足を補うために実行されており ，設備投資の拡大と設

備廃棄の抑制がその契機となっている 。ＯＥＭ化推進は，その効果として，利益の拡大を招いて

いる 。増益期における生産能力の縮小，雇用増がＯＥＭ化を抑制しており ，間接部門への人員配

置による業績の向上をもくろむ経営行動が読みとれる 。

　他方，ＯＥＭ比率が設備投資を規定するケースにおいては，生産能力を維持しながら ，雇用が

縮小される状況下で，ＯＥＭ化が推進される 。こうした経営行動においては，人員削減という雇

用調整が主たる目的とみられ，ＯＥＭ化をうながす雇用の縮小をも招く設備廃棄の抑制がその契

機となる 。ＯＥＭ化による効果は，設備投資の抑制の促進と利益の拡大である 。ＯＥＭ化抑制期

には，生産能力は更新され，雇用も拡大されている 。生産能力，人員ともにＯＥＭ化に依存しな

い， 自社生産拡大型とでもいうべき経営行動が展開されているとみられる
。

　ＯＥＭ化が雇用を規定するケースにも ，設備投資がＯＥＭ化を規定する場合とＯＥＭ化が設備

投資を規定する場合が考えられる 。ここでも ，変数問の関係をまず以下，順次，表記しておく 。

　　　　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
　　　　　　　

１一一＞

　　　　　　ぞンゴ∴泌ン∴１ｗ

（設備廃棄増）〈 一一

２　　　　　　　　１

３

　　　　　　　　　 〉（増益）〈：

１　　 ，・
，・ｌ１・ ，・ ，・

１　　　
増‘■■一 ３＝

：　　　 、．．．一

２・

３　１

１（設備廃棄増）＜＿＿　　
一一＿

一Ｉ

２　　　　　　　　　１

（設備廃棄減）く

２　　　　　　　　１

３

　　　　　　　　　 一＞（減益）〈１

１　　　 ・…ｌ１・ ・…

…　　　　 減…＝・…

１　　　　　　
２・

３　１
Ｌ（設備廃棄滅）＜　　　　　　　 １

２

（１３２）
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　いずれも ，減益期に雇用の拡大下で，ＯＥＭ化が推進されているとみられる 。設備投資が

ＯＥＭ化を推進すると解釈する場合，ＯＥＭ化は生産能力の拡大を促進する手段として押し進め

られる 。その契機は設備投資の拡大と設備廃棄の抑制であり ，雇用と利益の拡大をその効果とし

てもたらす。戦略的要因として，ＯＥＭ化がいわばもっとも攻撃的に位置づけられている経営行

動とみられる 。ＯＥＭ化の抑制は，増益期に生産能力，雇用をともに縮小させながら ，生起する

現象といえるが，論理的な解釈はともかくとして，現実的には想定しがたい経営行動ではある 。

　ＯＥＭ化が設備投資と雇用を規定するという経営行動の解釈は，市場調達，組織調達にもみら

れない，この期間にのみ解釈可能な経営行動である 。市場調達と組織調達のミックス選択の結果

として，ＯＥＭ化を戦略的に位置づけるという行動が唯一あらわれた時期といえそうである ・

ＯＥＭ化の推進は，生産能力を維持しながら ，人員を積極的に問接部門に配置するという ，いわ

ば営業部門重視による経営行動の促進，展開のために，推進される 。その契機は，設備廃棄の抑

制であり ，その効果は，設備投資の抑制の促進，雇用の拡大，この雇用の拡大ももたらす傾向の

ある利益の拡大である 。雇用の縮小をともなうＯＥＭ化の抑制は，雇用をも縮小させる生産能力

の更新下で生じる 。生産能力の更新は，省力化設備投資を中心とする 。

　１９８０年代後半における全体としてのＯＥＭ化は，設備投資，設備廃棄，雇用，利益というすべ

ての変数と有意に関係し，経済，経営活動の激変期を挟むだけに，複雑な様相下で推進されてい

たとみられる 。防衛型の戦略行動とみられた１９８０年代前半と異なり ，この期問には，ＯＥＭ化の

推進に攻撃的な側面が強くでてきている 。とくに，設備投資と雇用がＯＥＭ化に規定されるとい

うＯＥＭ化の戦略的位置づけと活用が実行されていた可能性が認められることに，この期間の

ＯＥＭ化の性格，傾向が端的にあらわれているといえよう 。

　４．３．ＯＥＭ化の論理 ：１９９１年～１９９８年

４． ３． １． 調達先別ＯＥＭ化の概略的動向

　１９９０年代におけるＯＥＭ比率は，１９８０年代の最高水準期であった１９８９年の水準を微減ながらも

１９９３年まで横ばい気味に推移し ，翌１９９４年に大きく伸びた以降，ほぼ同じ水準で高止まりしてい

る。 増加傾向にあ った市場調達によるＯＥＭ比率の構成比は，１９９３年を転機に低下し ，横ばいに

推移した後，１９９８年に一気にその水準を高めている 。経済，社会状況が構造的に変革を余儀なく

されているこの期間におけるＯＥＭ化をめぐる諸変数間の関係にも ，混迷の様相がみてとれる 。

この期問の最大の特徴は，市場調達，組織調達，そのミックス調達を含めて，利益と他の諾変数

との問に，有意な関係がみられなくなっていることである 。

　１９９０年代のＯＥＭ比率をめぐる変数間の関係は，つぎのとおりである 。

　　　　　　∴Ｌ
棄

市　　場 組　　織

（１３３）
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全　　体

　市場調達によるＯＥＭ化の規定要因は，設備投資，設備廃棄，雇用であり ，いずれの変数も

ＯＥＭ比率とは同時決定関係にある 。設備投資とは，期間を問わず同時決定関係を維持しており ，

また，設備廃棄との関係も同時決定的となることによっ て， １９９０年代の市場調達によるＯＥＭ化

は資本設備との関係を深めている 。同時に，１９９０年代には，雇用との問に有意な関係が認められ

る。 ＯＥＭ化は資本設備，雇用と代替的関係をもつに至るが，いかなる変数も利益をもたらさな

くなっている 。

　一方，組織調達によるＯＥＭ化は，１９８０年代前半と同じく ，雇用によって規定されるだけであ

る。 全体としてのＯＥＭ化は，設備投資に規定され，設備廃棄，雇用によって同時決定的に規定

されている 。資本設備との関係を１９８０年代と比較すると ，設備投資とは，同時決定関係から規定

される関係へと変化し，設備廃棄とは，無関係を経て規定される関係から，同時決定関係へと変

容している 。

４３２市場調達の動向　方向感の喪失

　このような１９９０年代における市場調達によるＯＥＭ比率は，設備投資，設備廃棄と同時決定関

係をもつのみならず，雇用との問にも有意な同時決定関係が認められる 。この雇用との関係は ，

１９８０年代全般にも認められない１９９０年代特有の現象である 。設備廃棄との関係も強くなり ，生産

能力類型化のすべての様式の存在が解釈できるこの期問の変数問の関係を，以下，順次，図示 ，

解釈を示したい 。

　まず，雇用がＯＥＭ化を規定するケースとＯＥＭ化が雇用を規定するケースから ，説明を加え

るが，いずれのケースもそこに認められる変数問の関係のあり様は，全体としてのＯＥＭ化の場

合と変わらない。市場調達によるＯＥＭ化の論理と市場調達，組織調達のミックス選択の結果と

しての全体としてのＯＥＭ化の論理に整合性が認められる唯一の期間である
。

　雇用がＯＥＭ化を規定するケースには，さらに，下図に示されるように，生産能力が更新され

る場合と拡大される場合という二とおりの経営行動が解釈できる 。前者の場合，ＯＥＭ化は雇用

縮小と生産能力の更新を促進する手段として推進される 。ＯＥＭ化の契機は，雇用の縮小であり ，

その効果は，設備廃棄の拡大である 。ＯＥＭ化の抑制は，雇用の拡大と生産能力の維持によっ て

うながされる 。

　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　　　　　　　　 ０ＥＭ化の推進←設備投資増

く一　　　　 ０ＥＭ化の抑制←設備投資減
＜一

　　　　　　　　　１／・ ，・，・Ｌ
ｒ・ ，・，・／・１　ｌ／・ ，・，・Ｌ

－ｒ
・， ・，

・／・１

　　　　　　　　　１雇用減　　　　　設備廃棄増　 ．　　　　 、雇用増　　　　　設備廃棄減

　　　　　　　 ・， ・；↑…

　　　 ，・，・１・ ，・１！…

　　　 ，・ ，・

　　　　　　　　（設備廃棄減）一一一一一一一一一……
一一一一一一

」　　　（設備廃棄増）一一一一一…
一一一一一一一一一一一一

」

　　　　　　　　　　　　　　　１
，２ ，３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ，２ ，３
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　他方，ＯＥＭ化は，雇用の縮小と生産能力の拡大を加速させる手段としても促進される 。この

場合のＯＥＭ化の契機は，雇用の縮小と設備投資拡大をうながす設備廃棄の抑制である 。ＯＥＭ

化の効果は，やはり ，設備廃棄拡大の促進である 。雇用拡大と生産能力縮小期にＯＥＭ化は抑制

される 。

　つぎに，ＯＥＭ化が雇用を規定するケースであるが，この場合にも ，生産能力の更新と拡大と

いう二とおりの経営行動の存在が可能性として認められる 。

　　　　　　　　　　　　　 ２　　　　　　　　　　　　　　２
　　　　　　　 ０ＥＭ化の推進←設備投資増 く　　　　 ０ＥＭ化の抑制←設備投資減

＜・

　　　　　　　 小↓…Ｌｒ・
，・

，・／・ 　〈／・，・Ｌｒ１
，２

，３／１

　　　　　　　 Ｉ雇用増　　　　　設備廃棄増　　　　　　　雇用減　　　　　設備廃棄減

　　　　　　……１・ 　… 　　　
，・ｌｌ・ 　・ 　　 。

　　　　　　　（設備廃棄減）　　 一一
　一一　　　　　　　 （設備廃棄増）　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　
１・ ２・

３　　　　　　　　　 １， ２， ３

　前者の場合，ＯＥＭ化は生産能力を更新し，雇用を拡大させる手段として推進される 。ＯＥＭ

化の契機は，設備投資の拡大であり ，その効果として，ＯＥＭ化は，設備廃棄を促進し，生産能

力の更新それ自体をもたらす雇用の拡大を招くことになる 。ＯＥＭ化は生産能力を維持し，雇用

を縮小させるという経営行動下において，抑制される 。

　また，ＯＥＭ化は生産能力を拡大させながら ，雇用も拡大させる手段として推進されることも

ある 。この場合のＯＥＭ化の契機は，設備廃棄の縮小であり ，その効果は，やはり ，雇用の拡大

と設備廃棄の促進である 。その抑制は，いわば縮小均衡時に生じる 。

　このように，１９９０年代における市場調達によるＯＥＭ化の推進は，生産能力という視点からみ

ると ，１９８０年代後半以上に，積極的な性格を帯びるようになっている 。

　だが，１９９０年代における市場調達によるＯＥＭ化は，全体としてのＯＥＭ化の動向と軌を一に

する上述のような関係とは異なる側面も有している 。ここでも ，四とおりの経営行動の存在が可

能性として認められる 。その関係を図示すると ，以下のとおりとなる 。

　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　　　　　　　　０ＥＭ化の推進→設備投資減　　一　　　 〇ＥＭ化の抑制→設備投資増 ■

　　　　　　　　 〈／。
，。，。Ｌ－ｒ・， ・，

・／・
，・ ，・ 　〈／・ ，・，・Ｌ．ｒ・， ・，

・／・
，・ ，・

　　　　　　　　雇用減　　　　　設備廃棄増　　　　　　　雇用増　　　　　設備廃棄減

　　　　　　 ・， ・１！・ 　… 　　　　　
，・ｌ！…

　　　　　　　　（設備廃棄減）〈
一… 一… 一… 一一一一一一一一一一 」　　（設備廃棄増）ぐ 一一

　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　２
　０ＥＭ化の推進→設備投資減 一

　く／・，・Ｌ．ｒ・， ・，

・／・
，・ ，・

　　雇用増　　　　　設備廃棄増
・， ・１ｌ・ 　・ 　　

・・ …

　　　　　　　２
　０ＥＭ化の抑制→設備投資増　 一

　く／・，・Ｌ．ｒ・， ・，

・／・
，・ ，・

　　雇用減　　　　　設備廃棄減
・， ・１ｌ・ 　・ 　　

・・ …

（設備廃棄減）＜一一一

１

（設備廃棄増）ぐ…

１

　上段の図は，雇用がＯＥＭ化を規定するケースであり ，生産能力が縮小される場合と維持され

る場合の経営行動を示している 。前者の場合，ＯＥＭ化は雇用を縮小させながら ，生産能力を縮

小させる手段として推進される 。ＯＥＭ化の契機は，雇用の縮小と雇用の縮小がもたらす設備廃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３５）
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棄の拡大，そして，雇用の縮小を招く設備投資の抑制である 。ＯＥＭ化はその効果として，設備

投資を減速させ，設備廃棄を拡大させる 。雇用の拡大によって，ＯＥＭ化は抑制され，ＯＥＭ化

の抑制が設備投資拡大をうながす。他方，ＯＥＭ化は雇用を縮小させながら ，生産能力を維持す

る手段としても推進される 。この場合のＯＥＭ化の契機は，雇用の縮小である 。ＯＥＭ化の効果

は， やはり ，設備投資の減速と設備廃棄の拡大を促進することである 。ここでは，雇用の拡大が

もたらすＯＥＭ化の抑制が生産能力の更新を加速させる 。

　下段の図は，ＯＥＭ化が雇用を規定すると想定されるケースであり ，やはり ，生産能力の縮小

と維持という二とおりの経営行動が考えられる 。両者に共通するＯＥＭ化が設備投資，設備廃棄 ，

雇用のすべてを規定するというケースは，この期間に初めてあらわれている 。ＯＥＭ化は，生産

能力を縮小し，問接部門に人員を配置するという経営行動下で推進される 。ＯＥＭ化の契機は ，

ＯＥＭ化の促進それ自体であり ，その効果として，雇用と設備廃棄を拡大させ，設備投資を抑制

させる 。ＯＥＭ化は，雇用を縮小させ，省力化設備投資を拡大するという経営行動が展開される

場合に抑制される 。他方，ＯＥＭ化は，雇用を拡大させながら ，生産能力を維持するという経営

行動が展開される場合にも推進されるとみられる 。この場合のＯＥＭ化の契機は，設備廃棄の抑

制であり ，その効果として，ＯＥＭ化は，雇用と設備廃棄を拡大させ，設備投資の抑制を促進さ

せる 。雇用を縮小させ，生産能力の更新を加速させようとする場合に，ＯＥＭ化は抑制されるこ

とになる 。

　このように，１９９０年代における市場調達によるＯＥＭ化の推進は，市場調達特有の側面をも具

有しているが，生産能力という視点からみると ，１９８０年代後半以上に，保守的な性格が強まって

きている 。

　１９９０年代における市場調達によるＯＥＭ化の推進は，その解釈の可能性として，生産能力，雇

用のいずれについても ，多様な経営行動を想定させる多義的な関係を有しながら，実行されてい

るとみられる 。利益を抽出するための複雑な行動が展開されているとみられるが，その経営行動

は， 明らかに，方向感を喪失しているといわさるをえないようである 。

４． ３． ３． 組織調達の動向 ：雇用の調整手段

　多義的な解釈の可能性に方向感の喪失が読みとれる市場調達における動向とは異なり ，１９９０年

代の組織調達の動向には，比較的明快な行動図式があらわれている 。ＯＥＭ比率は，雇用に規定

され，設備廃棄を有意に規定する関係にある 。ＯＥＭ比率と他の諸変数との問にみられるこの関

係は，１９８０年代前半やその後半，また，１９８０年代全般をとおしても認められない関係であるが
，

１９８０年から１９９８年の全期問を対象とする場合と関係のあり様は傾向として変わらない。このかぎ

りにおいて，１９９０年代における組織調達によるＯＥＭ化の動向は，組織調達それ自体の基本的傾

向をあらわしているといえそうである 。変数問の関係を図示すると ，つぎのとおりである 。

　　　　　　　　　雇用減　　　ＯＥＭ化の推進　　　　　　雇用増　　　０ＥＭ化の抑制

　　　　　　　　　　　　　１　　↓１ ，２ 　　　　　 １　　↓１ ，２

　　　　　　　　設備投資増　　　　設備廃棄減　　　　　設備投資減　　　　設備廃棄増

　　　　　　　　　　　 ２， ３　 ３　↑１ 　　　　　 ２， ３　 ３　↑１

　　　　　　　　　　　　　　（設備投資減）　　　　　　　　　　　　（設備投資増）

（１３６）
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　０ＥＭ化は雇用の調整手段であり ，雇用の縮小がＯＥＭ化の契機となり ，ＯＥＭ化の推進は設

備廃棄を減速させる 。生産能力は拡大型から維持型へと移行している 。ＯＥＭ化の抑制は，雇用

の拡大がその契機となり ，ＯＥＭ化の抑制が設備廃棄を拡大させる 。ここでは，生産能力は縮小

型を経て，更新型へと変化している 。

　１９９０年代における組織調達によるＯＥＭ化は，雇用の調整手段としての性格をあらためて強く

有し始めたといえる 。

４． ３． ４． 全体的動向 ：縮小均衡下のＯＥＭ化の推進

　１９９０年代における全体としてのＯＥＭ比率は，雇用とは，１９８０年代後半にみられるように同時

決疋関係をもつが，設備廃棄とは，１９８０年から１９９８年の全期問や１９８０年代全般と同じように，同

時決定関係を有している 。だが，設備投資との問には，この期問特有の現象があらわれ，設備投

資がＯＥＭ比率を規定する関係がある 。変数間の関係のあり様は，すでに指摘したように，同期

間の市場調達に認められる関係の一部と同一である 。その関係を図示すると ，つぎのとおりであ

る。

　上段の図が想定する雇用がＯＥＭ化を規定するケースの場合，ＯＥＭ化は，雇用を縮小させ ，

設備投資拡大を促進し，設備廃棄を拡大させる手段として推進される 。ＯＥＭ化の契機は雇用の

縮小であり ，生産能力は拡大型から更新型へと移行しているとみられる 。雇用が拡大され，生産

能力が縮小型から維持型への移行過程をうながす経営行動下において，ＯＥＭ化が抑制される 。

　　　　　　　　　　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　　　　　　　　 ０ＥＭ化の推進←設備投資増 く　　　　　０ＥＭ化の抑制←設備投資滅

＜’

　　　　　　　　 小／・，・Ｌ－ｒ ・， ・／・ ■　 〈／・，・Ｌ．ｒ ・， ・／・

　　　　　　　　　雇用減　　　　　設備廃棄増　　　　　　　雇用増　　　　　設備廃棄減
　　　　　　　 。，

。１！。 　。 　・，・１・ ，・１！・ 　・ 　１ ，・
１

　　　　　　　　（設備廃棄減）一…一一一一一一…一一一一一一一‘‘■　　　（設備廃棄増）一一一一一一一…一一■■一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　１ ，２ ，３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ，２ ，３

　　　　　　　２
　０ＥＭ化の推進←設備投資増 く

　く／・Ｌ－ｒ ・， ・／・

　１ 雇用増　　　　　設備廃棄増
・， ・１ｌ…

　　　　　　　２
　０ＥＭ化の抑制←設備投資減

＜一

　く／・ 　Ｌ’ｒ ・， ・／・

　． 雇用減　　　　　設備廃棄減
・， ・１ｌ…

（設備廃棄減）一一

１， ２， ３

（設備廃棄増）一一一一一一一一一一一

　　　　　　１
，２ ，３

　下段の図で想定されているＯＥＭ化が雇用を規定する場合には，ＯＥＭ化の推進は，設備投資

拡大と設備廃棄抑制をうながし，雇用と設備廃棄の拡大を促進する手段として，実行される 。そ

の契機は，設備投資の拡大によっ てもたらされる雇用の拡大が招く設備廃棄の抑制である 。生産

能力は，やはり ，拡大型から更新型へと移行しているとみられる 。ＯＥＭ化の抑制は，雇用が縮

小され，生産能力が縮小型から維持型へと移行する過程をたどる経営行動下において，生起して

いる現象といえる 。

　１９９０年代におけるわが国の製造業は，集計テータが示すように，設備投資を抑制し，設備廃棄

も抑制しながら ，雇用をも縮小させるという縮小行動をとっており ，利益を生み出す要因がなく

なっ ている 。行動全体を縮小させながら ，利益を生み出す方向を模索している状況にあるという

こともできる 。雇用の縮小もいまや利益をすぐにもたらすものではなくなっている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３７）
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　ただ，方向感を喪失している日本の製造業も ，ここにきて，ようやく ，市場調達へと明確に方

向を転換し始めた可能性は認められる 。変化の兆しは情報量の動きに出ている 。ＯＥＭ比率の情

報量による構成比分解分析の結果が市場調達へのシフトの可能’性を示唆している
。

５． むすび

　以上，わが国製造業上場全企業（継続企業）を対象として，Ｇ．ａｎｇｅ．ｃａｕｓａ１１ｔｙの考え方に沿
っ

たパネルデータにもとづく分析によって，ＯＥＭ化の決定メカニズムとその役割，効果の検証を

試みてきた。使用した変数は，ＯＥＭ比率，有形固定資産増加額増減率（設備投資），有形固定資

産減少額増減率（設備廃棄），期末従業員数増減率（雇用），営業利益増減率（利益）である 。検証

作業は，市場調達と組織調達のミノクス選択の結果としてのＯＥＭ化の全体的動向を踏まえつつ
，

ＯＥＭの調達先別，すなわち，市場調達と組織調達を主たる対象になされている 。分析対象期間
は， １９８０年から１９９８年である

。

　集計データは，市場調達によるＯＥＭ化への段階的傾斜の傾向を示した。パネルデータ分析は ，

まず第一に，有形固定資産増加額，有形固定資産減少額という資本設備変数と期末従業員数にみ

る雇用とが，ＯＥＭ比率と代替的な関係を基本的に有することを明らかにした。第二に，調達先

別にみると ，ＯＥＭは１９８０年代前半から資本設備，雇用との間に代替的関係を有していたわけで

はなく ，市場調達は資本設備，とくに設備投資，組織調達は雇用と代替的関係にあった。市場調

達の場合，ＯＥＭは期間を問わず，設備投資とは同時決定関係にあり ，１９８０年代後半以降，設備

廃棄との関係を強めながら ，１９９０年代には雇用とも同時決定関係を有するに至 っている 。他方 ，

組織調達の場合，そのＯＥＭと雇用の間には，いかなる期間においても ，有意な関係が認められ

るが，規定関係の方向は同一ではない。資本設備との関係は１９８０年代後半にあらわれるが，１９９０

年代には，設備廃棄とのみ有意に関係している 。第三に，市場調達は資本設備と ，また，組織調

達は雇用と基本的に代替的関係を有する傾向が認められるが，利益をもたらすＯＥＭ化は，市場

調達だけである 。組織調達においては，ＯＥＭ化は利益をもたらさない。第四に，期間別，調達

先別に，変数間の異なる関係のパターンが存在している 。第五に，変数問の関係のパターンに対

応して，ＯＥＭ化が果たしている役割や経営行動における位置づけが異なっている 。第六に，利

益規定要因が変わらないとしても ，利益獲得パターンは同一ではない。最後に，１９９０年代は，利

益をもたらせず，方向感を喪失しているようにみえるが，ここにきて，市場調達へとシフトする

兆しが認められる 。

　調達先別によるＯＥＭ化の決定メカニズムの解明は，市場と組織によるＯＥＭ化の推進と抑制

の論理に傾向的相違が存在することを明らかにした。だが，市場による調達と組織による調達は
，

現実には同時に決定されている 。両者の同時決定関係を解明する作業が残されている 。また ，

ＯＥＭ化の論理は，規模や従業員のタイプ，あるいは，業種によっても ，当然相違が存在するで

あろう 。経営行動の解釈の統一化，精綴化やモデルの予測力を高めることも当然，本稿に残され

た多くの課題のひとつといえる 。

（１３８）
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注

１）詳しくは，拙稿「日本の製造業 ：空洞化の実態一検証 ：株式会杜『日本』一」『経営情報研究』（摂

　南大学），第４巻第１号，１９９６隼７月 ，同「日本の製造業 ：空洞化とＯＥＭ効果一検証 ：株式会杜『日

　本』一」『経営情報研究』（摂南大学），第４巻第２号，１９９７年２月 ，同「日本の製造業 ：パネルデータに

　よるＯＥＭ効果の分析一検証 ：株式会社『日本』一」『奈良大学紀要』 ，第２７号，１９９９年３月 ，同

　「ＯＥＭと雇用の流動化一検証 ：株式会杜『日本』一」『奈良大学情報処理センター 年報』 ，第１０号
，

　１９９９年９月 ，同「日本の製造業 ：ＯＥＭ化のメカニズムとその影響一検証 ：株式会社『日本』一」『奈

　良大学紀要』 ，第２８号，２０００年３月 ，を参照願いたい 。

２）拙稿「日本の製造業 ：ＯＥＭ化のメカニズムとその影響一検証 ：株式会杜『日本』一」『奈良大学

　紀要』 ，前掲 。

３）詳しくは，拙稿「日本の製造業 ：ＯＥＭ化のメカニズムとその影響一検証 ：株式会社『日本』一」

　『奈良大学紀要』 ，同上，を参照願いたい 。

４）図は巻末，資料に一括して掲載している 。

５）因果関係の検定については，たとえば，つぎを参照願いたい。１９８３年４月 ，山本拓『経済の時系列

　分析』創文杜，９章，１９８８年，Ｆｉｎｋｅ１，Ｓ．Ｅ
．， Ｃｏ舳Ｚルｏ伽ゐ吻肋Ｐ伽６Ｚ　Ｄ伽，Ｓａｇｅ　Ｐｕｂ１ｉｃａｔｉｏｎｓ

，

　１９９５

６）本稿では，前稿の分析結果と比較可能性を確保するために，主たる分析対象期間とはしなか った

　１９８０年から１９９８年，１９８０年から１９９０年の分析結果も掲載されている 。

（！３９）
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３８ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

図５：有形固定資産当期増加額（平均）と増減率
２００００

１８０００

１６０００

１４０００

１２０００

１００００

８０００

６０００

４０００

２０００

０

０． ２５

Ｏ．２

０． １５

Ｏ． １

０．０５

Ｏ

一〇 ．０５

一０ ．１

一〇．１５

一０ ．２

８０　　８１　　８２　　８３　　８４　　８５　　８６　　８７　　８８ ８９

年

９０　　９１　　９２　　９３　　９４　　９５　　９６　　９７　　９８

一０．２５

■有形固定資産当期増加額

十増減率

図６：有形固定資産当期減少額（平均）と増減率
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戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司） ３９

図７：従業員数（平均）と増減率
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図８：営業利益（平均）と増減率
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４０ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表１　Ｇ。。ｎｇ。。 Ｃａｕ。。１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

従属変数

ＯＥＭ比率

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

資産増加額

ｔ値一 ４． ００２５４ ４． ０１６８３
一．

２１９７９６ 一２ ．３３３９０ ３． ５２２５７

ｔ値 一２ １． ７８２９３ 一２ ．４２２４０ ４． １５４７１ 一３ ．３８４７８
一．

２９２４６７

ｔ値 一３
一．

１４２２９４ ５． ８７０３２
一．

９６７５１６ ２． ０７０５８ ５． ７３８５３

Ａ－Ｒ２ ．０１６６１９ ．０４１７５０ ．１０３６１１ ．０９４２４９ ．１４１４１２

Ｆ値 ．０００２７ ．０００００ ．００００１ ．ＯＯ００１ ．Ｏ００００

資産減少額

ｔ値 一１ 一１１ ．２８９３
一．

４９２７１７ 一１１ ．０９９５ ．２３８１４５ ．１３００８９

ｔ値 一２ 一２ ．２７８１３ １． ２９１５５ 一３ ．０４７５７ 一１ ．０２２６３ ２． ０９９１７

ｔ値 一３ 一２ ．６０８８８ 一４ ．１２３５４ ．９３１７３８ 一１ ．４４３２８ 一３ ．０５５４０

Ａ－Ｒ２ ．０１６６１９ ．０４１７５０ ．１０３６１１ ．０９４２４９ ．１４１４１２

Ｆ値 ．０００００ ．ＯＯ００２ ．０００００ ．２９６４７ ．Ｏ００００

従業員数

ｔ値 一１ 一８ ．４６７９６ 一４ ．９８１５２ 一６ ．８９６３４ 一３ ．３０４６２ 一３ ．６６９６３

ｔ値 一２ ．９０２２３２ １． ７３８９３ 一１ ．１６９０６ ．９７４７２２ ．０８６６６４

ｔ値 一３
一．

８１８７７５ ．１３０３５５ 一２ ．４１０７９ ．４０２０９１
一．

５７７０６１

Ａ－Ｒ２ ．０１６６１９ ．０４１７５０ ．１０３６１１ ．０９４２４９ ．１４１４１２

Ｆ値 ．０００００ ．０００００ ．０００００ ．ＯＯ０９４ ．０００４９

営業利益

ｔ値 一１ ．９６１１６４ １． ３９２１４ ．６２５６７８ ．２００７９５ １． １０５２８

ｔ値 一２
一．

３５５３４０ ．３０６８２８
一．

０８１０１４ 一１ ．０１４５４ ．６１６００１

ｔ値 一３ ．０４１７５３ ．３８４０９８ １． ００７２５ １． ４０７３４
一．

６２９５８４

Ａ－Ｒ２ ．０１６６１９ ．０４１７５０ ．１０３６１１ ．０９４２４９ ．１４１４１２

Ｆ値 ．７５７３１ ．５１０８８ ．６５９２９ ．２２３４４ ．３５５７６

会社数（ＮＩ） ９８５ ８２２ ９６０ ７５９ ７９９

観察数（ＮＯＢ） １３９１４ ７４３０ ６４８４ ４１８６ ３２４４

（１４４）



戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表２　Ｇ。。ｎｇｅ． Ｃ．ｕ．ａ１１ｔｙによる因果関係分析ハ不ルデータ分析結果要約表

４１

従属変数

資産増加額

分析期間 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ 一３ ．３７５２６ 一２ ．７０８３７ 一１ ．３７４０９ 一３ ．３４１５０ 一２ ．９２９９８

ｔ値 一２ 一．
７４５８１６

一．
８７１４６３ ．２０４７５７ 一３ ．１１６６１ 一１ ．９４１７０

ｔ値 一３ ２． Ｏ０８７１ １． ７４６３８ １． ９６７９１
一．

０８８７９９ ．６１３０００

Ａ－Ｒ２ ．０２１２１２ ．４８６６３６Ｅ －０２ ．０３６３７０ ．１６７２０７ ．０１１９６８

Ｆ値 ．０００６５ ．Ｏ０４２４ ．０６１４３ ．ＯＯＯ０８ ．０００８２

資産減少額

ｔ値 一１ ．０３０８４５ ．４８８６００ 一２ ．０８２７４ 一１ ．２３６８６ ．７９０２２４

ｔ値 一２
一．

６５４６４０
一．

７６１７８３ 一１ ．７２０９１ 一２ ．７７０２３
一．

１１６９５１

ｔ値 一３ 一１ ．７６０２７ ．３０８７０７ 一３ ．０７５５４ 一１ ．６８６８９
一．

０９７８１３

Ａ－Ｒ２ ．０２１２１２ ．４８６６３６Ｅ －０２ ．０３６３７０ ．１６７２０７ ．Ｏ１１９６８

Ｆ値 ．３０８２１ ．７２８５４ ．ＯＯ１４２ ．Ｏ１２８６ ．７９０１０

従業員数

ｔ値 一１ 一２ ．４９９９３ 一１ ．０６２８４ 一３ ．２８９８５
一．

７８７０７１
一．

４１０６０３

ｔ値 一２ 一．
７２５６６３ ．２９８８１３ 一３ ．３４４９１

一．
４３７２０９ ．２３８８９６

ｔ値 一３ ．０８５１８４
一．

Ｏ１６３４０ 一１ ．６８６１７ 一１ ．６８２７１
一．

０６３６５９

Ａ－Ｒ２ ．０２１２１２ ．４８６６３６Ｅ －０２ ．０３６３７０ ．１６７２０７ ．０１１９６８

Ｆ値 ．０５４６２ ．７１０９８ ．Ｏ０００１ ．２８４７８ ．９４８１０

営業利益

ｔ値 一１ １． ７４９２８ ．６９０７９２ １． ６６８０３ ３． ０１８２５ ．３１１６０２

ｔ値 一２ 一．
０２３９０２

一．
４８９０９９ ．２３４８８０ １． ３３７４９

一．
０２６４５９

ｔ値 一３ 一１ ．７４２１７
一．

６７６９６５ 一１ ．１１６５５
一．

６１９７７０ ．０２６６１３

Ａ－Ｒ２ ．０２１２１２ ．４８６６３６Ｅ －０２ ．０３６３７０ ．１６７２０７ ．０１１９６８

Ｆ値 ．０７８２６ ．７１４７８ ．１４６３８ ．Ｏ０４７３ ．９８０７２

会社数（ＮＩ） ９８５ ８２２ ９６０ ７５９ ７９９

観察数（ＮＯＢ） １３９１４ ７４３０ ６４８４ ４１８６ ３２４４

（１４５）



４２ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表３　Ｇｍｇ・・ Ｃ・ｕ・・１１ｔｙによる因果関係分析パ不ルデータ分析結果要約表

従属変数

資産減少額

分析期問 １９８０年～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ３． ３７２１０ ２． ４０７７５ ５． ７１６１２ １． ８６２２４ １． ２５２９４

ｔ値 一２ ．８０３１４０
一．

８８３８３２ ３． ６９７５２
一．

１３２３８３ ．２１３３３３

ｔ値 一３ ．７４０１３８ １． ６２１００ ．７２２１５９ ．６３８９７２ １． ８０１７５

Ａ－Ｒ２ ．０４３９７２ ．０５１５１９ ．１３７３７２ ．１３９６０２ ．１９２４１２

Ｆ値 ．００５０９ ．０１７０７ ．０００００ ．１９０５８ ．１３４１９

資産増加額

ｔ値 一１ ７． ４３７９０ ７． ６７０５８ ４． ３９１４３ ２． Ｏ０２２１ ６． ２９６２０

ｔ値 一２ １． ２３７３２ ２． ６５９９７ １． ３２７３０
一．

５７５４８１ ４． ８７２８３

ｔ値 一３ 一１ ．０６１９８
一．

８８４３６１ ．２４８９３８
一．

４９５２０６
一．

６７５８５３

Ａ－Ｒ２ ．０４３９７２ ．０５１５１９ ．１３７３７２ ．１３９６０２ ．１９２４１２

Ｆ値 ．０００００ ．０００００ ．００００５ ．０６４２６ ．０００００

従業員数
ｔ値 一１ ．４７４９７７

一．
３３１０３３ ．２３８９４７ ．４４０６６３ ．２２６７７９

ｔ値 一２ ．１４９４６２ １． ０５９６０ 一１ ．３４３０２ １． ５７４１５ ．４１３１！２

ｔ値 一３ ．１８５９０４ ２． ５７３１１ 一２ ．６３４１３ ．６２６６２０ ２． １８３６９

Ａ－Ｒ２ ．０４３９７２ ．０５１５１９ ．１３７３７２ ．１３９６０２ ．１９２４１２

Ｆ値 ．９５４１３ ．０３４８３ ．Ｏ１５２８ ．３５７０５ ．０９３６３

営業利益

ｔ値 一１ ．５０８８４０ ．０６８４６６ ．３８５７８０ １． ２４３４６ ２． ５４８１２

ｔ値 一２ ．８２７９２７ ．２４１１２２ ．７６５４７８ １． ６５１０４
一．

１４８９６３

ｔ値 一３ 一．
５９６５５４ 一１ ．３２３８０ ．７７０３５５Ｅ －０２

一．
４４５２５１

一．
６４６４６０

Ａ－Ｒ２ ．０４３９７２ ．０５１５１９ ．１３７３７２ ．１３９６０２ ．１９２４１２

Ｆ値 ．７０８８２ ．５５０４９ ．８５６７３ ．１６５９４ ．０１１８５

会杜数（ＮＩ） ９８５ ８２２ ９６０ ７５９ ７９９

観察数（ＮＯＢ） １３９１４ ７４３０ ６４８４ ４１８６ ３２４４

（１４６）



戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表４　Ｇ。。ｎｇ。。 Ｃ．ｕ。。１１ｔｙによる因果関係分析ハ不ルテータ分析結果要約表

４３

従属変数

従業員数

分析期間 １９８０年～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 一１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ７． ５２１２２ ２． ６８１９５ ８． ５３９６７
一．

６２２１４９ ４． ６３２６８

ｔ値 一２ 一１ ．１９７０１
一．

０１８０３２
一．

１４５４１７ 一１ ．２４５１０ ４． ２６７７０

ｔ値 一３ 一１ ．５１３０４
一．

０５４７６９ 一．
７７０６０２ 一１ ．３７３５０ ３． １８６９３

Ａ－Ｒ２ ．１１１８４８ ．１１０８４０ ．２０１８００ ．１６４０６３ ．２４４１２８

Ｆ値 ．ＯＯ０００ ．０４１７０ ．ＯＯＯＯＯ ．２８６９０ ．ＯＯ０００

資産増加額

ｔ値一 ２． １６４９４ １． ４４５３６ １． ６０６３１
一．

８７４３７３ １． ７８７８９

ｔ値 一２ 一．
０４２２１５ 一２ ．５９５８８

一．
１６７６８４

一．
６９６７２６ 一４ ．０１１４５

ｔ値 一３ ４． ４１５１１ ．７３９３８８ ３． ６３１４４ ．４６３８９９ ．１５２０５９

Ａ－ Ｒ２ ．１１１８４８ ．１１０８４０ ．２０１８００ ．１６４０６３ ．２４４１２８

Ｆ値 ．００００２ ．００８１７ ．０００２３ ．６３２３２ ．００００１

資産減少額

ｔ値 一１ １． １７３９５
一．

７８１７４１
一．

８３９７６８ ．５４２７６２ １． ４１３２２

ｔ値 一２ ５． ３３４７２ ．９２２９５６ ４． ６７４８８ 一．
３１６４４２ ４． ３０３９１

ｔ値 一３ ．０３６４５２
一．

８１３４７７ ．５２９５６６
一．

７２０３９９ ２． ８０７８９

Ａ－Ｒ２ ．１１１８４８ ．１１０８４０ ．２０１８００ ．１６４０６３ ．２４４１２８

Ｆ値 ．ＯＯＯＯＯ ．３７９００ ．ＯＯ０００ ．７２５００ ．Ｏ０００２

営業利益

ｔ値 一１ １． ５８６２１ １． ０３８２４ １． ０２０３７ ３． ０７９０２ 一１ ．２５６１０

ｔ値 一２ ．３６６１７１ 一１ ．６２７９３ １． ２３５２７
一．

３５９２１３
一．

２３１７９２

ｔ値 一３ 一．
４４２６８７ 一．

９８１１７３ ．６９９２５２ ．４８３５７３ 一．
８１０７９８

Ａ－ Ｒ２ ．１１１８４８ ．１１０８４０ ．２０１８００ ．１６４０６３ ．２４４１２８

Ｆ値 ．３８６１８ ．１４１６９ ．４３１８０ ．００４９０ ．４７０３６

会杜数（ＮＩ） ９８５ ８２２ ９６０ ７５９ ７９９

観察数（ＮＯＢ） １３９１４ ７４３０ ６４８４ ４１８６ ３２４４

（１４７）



４４ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表５　Ｇ。。ｎｇ。。 Ｃ．ｕ。。１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

従属変数

営業利益

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ．２３３９１４ ．７３７８１４
一．

０２６３６６ １． ０１１３３ ．０４４７１８

ｔ値 一２ ．８７４６３１ ．６１０７１９ １． ２３８２８
一．

５７７６２６
一．

６０３６３３

ｔ値 一３
一．

３２０９３６
一．

２９２７０６Ｅ －０４
一．

３５２４４６
一．

６２１２７３ ５． ６１２６１

Ａ－Ｒ２ ．０２２５７７ ．０３２２４０ ．１１３４５９ ．５７２１４５Ｅ －０２ ．５９１７８６

Ｆ値 ．７９７４９ ．８０５９５ ．５１４３８ ．４６９７５ ．０００００

資産増加額

ｔ値 一１ ．８１５８２６ ．６９１９０３ ．９５９９９７ ２． ３１１２８ ．５３４８１９

ｔ値 一２ ．４１３０２３ ．Ｏユ５１５１
一．

２０６７５６ 一１ ．９３５０７ 一１ ．０５０８１

ｔ値 一３ ２． ６５８２１ ４． ５１５０３ ．２２９０５５ ．５５２３７７ ．８７６５４０

Ａ－Ｒ２ ．０２２５７７ ．０３２２４０ ．１１３４５９ ．５７２１４５Ｅ －０２ ．５９１７８６

Ｆ値 ．０４３６８ ．００００５ ．７３１２９ ．０００６６ ．３４６６４

資産減少額

ｔ値 一１
一．

４４３９０４
一．

７９５３３５ ．２７２２４７
一．

６５４３５８ ３． ７５５３７

ｔ値 一２ １． １３８４６ １． １９７３４ ．５３１６７５
一．

０８０１３１ ９． ０１３２６

ｔ値 一３ ．３００２４１
一．

４６１９１５ ．９７１４４５ 一１ ．５２７９３ １６ ．９２４９

Ａ－Ｒ２ ．０２２５７７ ．０３２２４０ ．１１３４５９ ．５７２１４５Ｅ －０２ ．５９１７８６

Ｆ値 ．６１４５０ ．３５１７６ ．７３４０３ ．３５８４３ ．０００００

従業員数

ｔ値 一１ 一２ ．４１５３０ 一２ ．５３４０１ 一１ ．５５１４５ 一３ ．１０２７９
一．

７９６４７２

ｔ値 一２
一．

２０５７０３
一．

５７１２８５
一．

１９９２５６
一．

７２９８５６ ．９５５８３８

ｔ値 一３ １． ０８０２４ １． １７９５１ 一１ ．０５１６６ 一１ ．６６０７７ ３． ５０７２６

Ａ－Ｒ２ ．０２２５７７ ．０３２２４０ ．１１３４５９ ．５７２１４５Ｅ －０２ ．５９１７８６

Ｆ値 ．０４６９８ ．０１９４５ ．２９０６２ ．００４０９ ．０００４２

会社数（ＮＩ） ９８５ ８２２ ９６０ ７５９ ７９９

観察数（ＮＯＢ） １３９１４ ７４３０ ６４８４ ４１８６ ３２４４

（１４８）



戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表６　Ｇ・・ｎｇ・・ Ｃ・ｕ・・１・ｔｙによる因果関係分析ハ不ルテータ分析結果要約表

４５

市　場

従属変数

ＯＥＭ比率

分析期問 １９８０年～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年～１９９８年 １９８０年～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

資産増加額

ｔ値 一１ ３． １３６１３ ２． ７４８５８
一．

３９７８４４ 一２ ．５０５３４ ２． ５９３２１

ｔ値 一２ ２． ２８８４７ 一２ ．２０７７８ ３． ７５３０６ 一２ ．７２７１７ 一２ ．Ｏ１１７１

ｔ値 一３ １． ５１６９０ ６． ６６４３４
一．

５７６５８８ ．６３１３１４ ７． １２２７４

Ａ－ Ｒ２ ．０１４４２６ ．Ｏ１４３７９ ．０８８１４８ ．Ｏ１９０３９ ．１３４２４３

Ｆ値 ．ＯＯ１１４ ．ＯＯＯＯＯ ．ＯＯＯ１４ ．Ｏ０！９０ ．ＯＯＯＯＯ

資産減少額

ｔ値 一１ 一８ ．７２９５０ ．０８８４７８ 一９ ．０４１３５ ．４２６２９２
一．

３５４７５１

ｔ値 一２ 一２ ．１１８８９ ２． ２５１４７ 一３ ．６７５５７
一．

５６６６０５ １． ９１３０７

ｔ値 一３ 一．
５７８１２４ 一１ ．５８５２５ ．７９３０４７

一．
７８７４４７ 一１ ．８２９１７

Ａ－ Ｒ２ ．０１４４２６ ．０１４３７９ ．０８８１４８ ．０１９０３９ ．１３４２４３

Ｆ値 ．０００００ ．０１０１４ ．０００００ ．６８３５３ ．Ｏ００３８

従業員数

ｔ値 一１ 一３ ．５ユ８１１
一．

７６４２７１ 一４ ．２１３８９ ．５５００２２ 一１ ．９８３０２

ｔ値 一２ 一．
０３０３１６ １． ４８５９９ 一２ ．２９９６３ ．５９１３５４

一．
１８３９８２

ｔ値 一３ 一．
６８２９７２ ．０８５８９２ 一３ ．０５０４８

一．
３５９９７６ 一１ ．４４９７７

Ａ－ Ｒ２ ．０！４４２６ ．０１４３７９ ．０８８！４８ ．０１９０３９ ．１３４２４３

Ｆ値 ．Ｏ０３５４ ．３６５１６ ．ＯＯＯＯＯ ．７９０２２ ．０６４７６

営業利益

ｔ値 一１ ２． ９４０５６ ４． ３７４５６ ．５５８９１１ １． ０８６１０ ３． ９６１０１

ｔ値 一２ 一．
２１６０２９ ．３３４４６７

一．
０８０５６０ 一１ ．ユ０６０３ １． ６５９２８

ｔ値 一３ ．４２７４５９ ．４５２９２０ １． ４５７２８ ．７９６９４０ ．５８１４２１

Ａ－ Ｒ２ ．０１４４２６ ．Ｏ！４３７９ ．０８８１４８ ．０１９０３９ ．１３４２４３

Ｆ値 ．０２１４９ ．ＯＯ０１１ ．４２０４６ ．２０１１１ ．ＯＯＯ０９

会杜数（ＮＩ） ９７６ ８１２ ９５１ ７５０ ７８６

観察数（ＮＯＢ） １３７３３ ７３２４ ６４０９ ４１３６ ３１８８

（１４９）



４６ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表７　Ｇｍｇ。。 Ｃ．ｕ。。１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

市場
従属変数

資産増加額

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ 一２ ．６３７３７ 一２ ．９４４７９ 一１ ．２７３８０ 一４ ．０６７３５ 一２ ．９１８００

ｔ値 一２ 一１ ．６９４４２
一．

９１９０４７ 一２ ．３８６８９ 一２ ．１８４０９ 一２ ．３７１６３

ｔ値 一３ １． ８４９３５ ．７３７３１０ １． ２７７６９
一．

９９６５４８
一．

２９８７８４Ｅ －０２

Ａ－Ｒ２ ．０２１２０４ ．４０６４３４Ｅ －０２ ，０３６５９９ ．１７０７２８ ．０１１３００

Ｆ値 ．００２３２ ．０１０３２ ．００９３２ ．Ｏ０００７ ．００１５５

資産滅少額

ｔ値 一１ ．０９８３６８ ．４４４００１ 一２ ．０２８６８ 一１ ．３６４８１ ．５０６４２６

ｔ値 一２
一．

４９０８７５
一．

６３７２３６ 一１ ．７２０５５ 一２ ．９６９２６
一．

２４５６６４

ｔ値 一３ 一１ ．７５６３０ ．３２６６０６ 一２ ．９６６５７ 一１ ．７３８８４
一．

３０９９６３

Ａ－Ｒ２ ．０２１２０４ ．４０６４３４Ｅ －０２ ．０３６５９９ ．１７０７２８ ．０１１３００

Ｆ値 ．３２４５２ ．７９５６１ ．００２１３ ．００６６４ ．８７４４６

従業員数

ｔ値 一１ 一２ ．１９３９９
一．

８５９５４９ 一３ ．０８３４７
一．

８８４６３４
一．

１３８３５６

ｔ値 一２
一．

６６１６５５ ．４４７２８４ 一３ ．５２０３１
一．

１９９４０７ ．４９６８０９

ｔ値 一３ ．０５４３０２
一．

１２４８２９ 一１ ．８５２０９ 一１ ．６０３１！
一．

１０４７０６

Ａ－Ｒ２ ．０２１２０４ ．４０６４３４Ｅ －０２ ．０３６５９９ ．１７０７２８ ．０１１３００

Ｆ値 ．１１５０１ ．７８５１７ ．００００１ ．３０２８６ ．９２８１７

営業利益

ｔ値 一１ １． ６９５３９ ．５６７５１５ １． ６７９３９ ３． １１３９０ ．２１７４２５

ｔ値 一２
一．

０４３１４５
一．

４９２０５７ ．２１３５５８ １． ４２９６７
一．

０８１３ユ５

ｔ値 一３ 一１ ．７１０４１
一．

６９０７６３ 一１ ．０７４９２
一．

６１９４６９
一．

０１９１２２

Ａ－Ｒ２ ．０２１２０４ ．４０６４３４Ｅ －０２ ．０３６５９９ ．１７０７２８ ．０１１３００

Ｆ値 ．０９０２６ ．７５４７１ ．１５１５５ ．００３１５ ．９８８２２

会社数（ＮＩ） ９７６ ８１２ ９５１ ７５０ ７８６

観察数（ＮＯＢ） １３７３３ ７３２４ ６４０９ ４１３６ ３１８８

（１５０）



戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表８　Ｇｍｇｅ． Ｃ．ｕ．ａ１１ｔｙによる因果関係分析ハ不ルテータ分析結果要約表

４７

市　場

従属変数

資産減少額

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ５． ４５３０！ ２． ６４７９７ ６． ５０２９０ １． ５６１４１ ．４８９８２４

ｔ値 一２ １． ９６６４７ ．４６３８３１ ４． ２１３２１ ．６８１０４７
一．

３１２２８０

ｔ値 一３ ．９０３７２２ ．７５７８８９ １． ９７４４６
一．

５２２６１８ ．７６９８７３

Ａ－Ｒ２ ．０４６２７９ ．０５！２１１ ．１３８７５４ ．１３９５７０ ．１８９５２８

Ｆ値 ．ＯＯＯＯＯ ．０４１３０ ．Ｏ００００ ．２５５５６ ．６７８４３

資産増加額

ｔ値 一１ ７． ３５２９９ ７． ７２１３６ ３． ９１１１０ １． ９３５４７ ６． １９３３９

ｔ値 一２ １． １７４４７ ２． ９２６８７ ！． １９７７７
一．

５６７００８ ４． ９７８０３

ｔ値 一３ 一１ ．１０３７８
一．

７４５９３４ ．１１１４２３
一．

３８８８４４
一．

４４１２２４

Ａ－ Ｒ２ ．０４６２７９ ．０５１２１！ ．１３８７５４ ．１３９５７０ ．１８９５２８

Ｆ値 ．ＯＯＯＯＯ ．ＯＯＯＯＯ ．ＯＯ０４１ ．０８１９１ ．ＯＯＯＯＯ

従業員数

ｔ値 一１ ．２７８１２３
一．

６１１２９３
一．

１８４９４５ ．２５５５１９ ．２１０９５８

ｔ値 一２ ．１！７６５１ ！． ０９８６０ 一１ ．６７１９３ １． ４９０１６ ．４７７１７４

ｔ値 一３ ．１６４４８４ ２． ５４９１２ 一２ ．６１９１６ ．５８２３９２ ２． ０３６９３

Ａ－Ｒ２ ．０４６２７９ ．０５１２１１ ．１３８７５４ ．１３９５７０ ．！８９５２８

Ｆ値 ．９８２９０ ．０２８８４ ．０１１３５ ．４１１９５ ．１３５３８

営業利益

ｔ値 一１ ．６０９８７２ ．１５５８００ ．３８６２２５ １． ２７７２４ ２． ５７８４３

ｔ値 一２ ．８４９１３６ ．３２１７５７ ．７４４７１６ １． ６５５８６
一．

０８１０２９

ｔ値 一３ 一．
５７５９７７ 一１ ．３０１４９ ．０３９６４１

一．
４３０４１０

一．
６２２３６４

Ａ－Ｒ２ ．０４６２７９ ．０５１２１１ ．１３８７５４ ．１３９５７０ ．１８９５２８

Ｆ値 ．６８０７４ ．５４３９４ ．８６６４４ ．１６０３３ ．Ｏ１１３６

会社数（ＮＩ） ９７６ ８１２ ９５１ ７５０ ７８６

観察数（ＮＯＢ） ！３７３３ ７３２４ ６４０９ ４１３６ ３１８８

（１５１）



４８ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表９　Ｇｍｇ。。 Ｃ．ｕ。。１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

市　場

従属変数

従業員数

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年～１９９０年

独立変数

０ＥＭ比率

ｔ値 一１ ４． ０７２９４ ．３４１１４１ ５． ８７４３０
一．

７７２１８１ ．０１５５５６

ｔ値 一２ １． ４６７９９ ．５２６７０８ ２． ９３２７３ ．３１５３３１
一．

０２５８７９

ｔ値 一３ 一２ ．３９３９３ ．１２５４７６ 一１ ．２１１８５
一．

６３７２９７
一．

０８０１２７

Ａ－Ｒ２ ．１０８６３７ ．１０６８７２ ．１９８５５３ ．１６０６０４ ．２２８４３４

Ｆ値 ．００００１ ．９３８１４ ．Ｏ００００ ．６７９２４ ．９９７８５

資産増加額

ｔ値 一１ １． ９４３３４ １． ３２５４８ １． ２０６３６
一．

７１５４５４ ！． ２５１６０

ｔ値 一２ 一．
０５７０３６ 一２ ．７０２２６

一．
１９３２０６

一．
７３７３８１ 一３ ．９９３１０

ｔ値 一３ ４． ４４６０９ ．５８５１９２ ．３ ．６３３２８ ．２３６８５０ ．１１９３６３

Ａ－Ｒ２ ．１０８６３７ ．１０６８７２ ．１９８５５３ ．１６０６０４ ．２２８４３４

Ｆ値 ．００００３ ．Ｏ０８４０ ．０００３６ ．７５０７２ ．００００３

資産減少額

ｔ値 一１ １． １０４７１
一．

８４５５８６
一．

７６９３５４ ．４３３４３０ １． ５７８４３

ｔ値 一２ ４． ８４７５６ ．７９２５６７ ４． １５６７４
一．

３５３１２８ ４． ３７６１２

ｔ値 一３ ．６３４８４８Ｅ －０２
一．

８５４２６９ ．５１３１４５
一．

６５７０５３ ２． ７９５０８

Ａ－Ｒ２ ．１０８６３７ ．１０６８７２ ．１９８５５３ ．１６０６０４ ．２２８４３４

Ｆ値 ．００００２ ．４００４９ ．００００２ ．７９０６２ ．００００２

営業利益

ｔ値 一１ １． ５９２５１ １． ０５９９３ ．８８７８１２ ３． ０５５２６
一．

９９４７３５

ｔ値 一２ ．４１３２３７ 一１ ．５６１１０ １． ２２９４４
一．

２８４６０４
一．

１１６２０７

ｔ値 一３ 一．
４８８６２１

一．
９７５９５０ ．６３０４５４ ．４５１９７７

一．
８４３５６０

Ａ－Ｒ２ ．１０８６３７ ．１０６８７２ ．１９８５５３ ．１６０６０４ ．２２８４３４

Ｆ値 ．３７０３９ ．１５４１７ ．４８４９８ ．Ｏ０５８９ ．５８３６１

会社数（ＮＩ） ９７６ ８１２ ９５１ ７５０ ７８６

観察数（ＮＯＢ） １３７３３ ７３２４ ６４０９ ４１３６ ３１８８

（１５２）



戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表１０Ｇｍｇｅ． Ｃ…ａ１１ｔｙによる因果関係分析ハ不ルテータ分析結果要約表

４９

市　場

従属変数

営業利益

分析期間 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９！年 一１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ．６４７０７９ ．９６１７４２ ．１３７５９６ ．９９９７２８ ．６４２００２

ｔ値 一２ １． ６１７８８ ２． ０９８９７ ．９８４６７８ ．３５５５５３ １． ４２８５４

ｔ値 一３ 一．
３５８６７１ ．２７４０６０

一．
１６４７１６

一．
１６２５８１ ３． ６８４２３

Ａ－ Ｒ２ ．０２２４４８ ．０３２５０３ ．１１３２３８ ．５２３９７３Ｅ －０２ ．５８９！４４

Ｆ値 ．３３３９１ ．１４０６８ ．７２４８８ ．７０８８６ ．ＯＯ０４６

資産増加額

ｔ値 一１ ．８ユ２１５８ ．７５１７５０ ．９２２５０８ ２． ３６７５８ ．６４１６３７

ｔ値 一２ ．３６１６１２ ．８７１９２９Ｅ －０２
一．

２４２８８７ 一１ ．９４４３７
一．

７６１２０６

ｔ値 一３ ２． ６０６２０ ４． ４５６２５ ．２０４３５８ ．４８００７１ ．８１７３８５

Ａ－Ｒ２ ．０２２４４８ ．０３２５０３ ．１１３２３８ ．５２３９７３Ｅ －０２ ．５８９１４４

Ｆ値 ．０４９９８ ．ＯＯＯ０６ ．７４５８７ ．ＯＯ０５６ ．４７３０９

資産減少額

ｔ値 一１ 一．
４４４６０１

一．
８０６１７８ ．２５９８３１

一．
６７５６９３ ３． ６２６６５

ｔ値 一２ １． １６６２４ １． １３６０８ ．５８５４０９
一．

０９２８４９ ９． １７３９８

ｔ値 一３ ．２６２７１６
一．

４７５５２１ ．９３１１５５ 一！ ．４９６１４ １６ ．８９５６

Ａ－ Ｒ２ ．０２２４４８ ．０３２５０３ ．１１３２３８ ．５２３９７３Ｅ －０２ ．５８９１４４

Ｆ値 ．６０１４６ ．３７４！０ ．７４２４９ ．３７３８０ ．Ｏ００００

従業員数

ｔ値 一１ 一２ ．４３６３５ 一２ ．６７７５５ 一１ ．４６５１２ 一３ ．３０７４５
一．

４１８５７８

ｔ値 一２ 一．
２４９１１５

一．
７０００３７

一．
２５３１３８

一．
６９５３００ １． ５２８９４

ｔ値 一３ １． ユ２５６９ １． ２０５８２ 一１ ．Ｏ１０６８ 一１ ．４８４２５ ３． １１０９４

Ａ－ Ｒ２ ．０２２４４８ ．０３２５０３ ．ユ１３２３８ ．５２３９７３Ｅ －０２ ．５８９１４４

Ｆ値 ．０４１５３ ．Ｏｕ３９ ．３３５４５ ．Ｏ０２４７ ．Ｏ０２１７

会社数（ＮＩ） ９７６ ８１２ ９５１ ７５０ ７８６

観察数（ＮＯＢ） １３７３３ ７３２４ ６４０９ ４１３６ ３１８８

（１５３）



５０ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

　　　　　　　表１１

組織（系　列）

従属変数

ＯＥＭ比率

Ｇｍｇｅｒ　Ｃａｕｓａ１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

分析期間 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

資産増加額

ｔ値 一１ 一１ ．８６２５９
一．

８６７４６５
一．

７４４８６４
一．

６８９７０４ １． ０７７５７

ｔ値 一２
一．

７９１１０１ ．５３６６８２ ．４００２２２ ．３２１２９２ １． ６３０３８

ｔ値 一３ 一１ ．８８５００ 一３ ．４２４１２ １． １３３９８ １． ４５３４１ 一２ ．７２４０１

Ａ－Ｒ２ ．０７２０１５ ．１０７５８５ ．１７３７４６ ．１１３４３６ ．１９４１４９

Ｆ値 ．０６０ユ６ ．００１６４ ．４５５７７ ．２７４２５ ．０００４７

資産減少額

ｔ値 一１ ．１６８３８２ １． ２５６５ユ
一．

４０２９１３ ．５９０９３６ １． ８０７３９

ｔ値 一２
一．

２５２３４４
一．

７９３２２７ ．３７７４８４ 一１ ．３０１８５
一．

８８９１１７

ｔ値 一３ 一１ ．７６２０３
一．

８６９６２５ ．６０１８５８
一．

４５９１７８ 一１ ．８３５８１

Ａ－Ｒ２ ．０７２０１５ ．１０７５８５ ．１７３７４６ ．１１３４３６ ．１９４１４９

Ｆ値 ．３１４５８ ．２０１５６ ．８３５２６ ．３２１７２ ．００４１９

従業員数

ｔ値 一１ 一６ ．２８６３７ 一３ ．８７１３３ 一３ ．８１６７９ 一３ ．３５４１９ 一１ ．７５６０３

ｔ値 一２ 一１ ．７２５７５ 一１ ．７１７０７
一．

１８１４６７ 一１ ．９７６０９ 一１ ．０１２３１

ｔ値 一３
一．

７１９９２４ ．２２８１６１ ．５７４５５９
一．

９３５３７５ ．７１０１３０

Ａ－Ｒ２ ．０７２０１５ ．１０７５８５ ．１７３７４６ ．１１３４３６ ．１９４１４９

Ｆ値 ．０００００ ．０００１９ ．０００４３ ．Ｏ００５７ ．０６４４９

営業利益

ｔ値 一１ 一２ ．５１５４２
一．

６１１０９８
一．

３０２８５２
一．

０３９０７６ ．９４２７１７

ｔ値 一２ ．０４４７７０ ．５０６５６６ ．１２６３１５ ．８７３９５７
一．

８６６３４５

ｔ値 一３ 一．
５１７４２２

一．
９１７０９４

一．
１６３２６６ ．８５２３２３ 一１ ．５７８６５

Ａ－Ｒ２ ．０７２０１５ ．１０７５８５ ．１７３７４６ ．１１３４３６ ．１９４１４９

Ｆ値 ．０６４２５ ．６０７５３ ．９７５６４ ．５６１７６ ．１２９２０

会社数（ＮＩ） ２６５ １９６ ２０９ １６２ １７７

観察数（ＮＯＢ） ２６５９ １３６２ １２９７ ７１４ ６４８

（１５４）



組　織（系

従属変数

資産増加額

戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表１２Ｇ・・ｎｇ・・
Ｃ・ｕ・・ｌｌｔｙによる因果関係分析ハ不ルテータ分析結果要約表

列）

５１

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ 一．
８３３００８ 一１ ．６８４４０ ．９０６４０８ 一１ ．１７７０５ ．３６４４６３

ｔ値 一２ ．２０８８６０ 一．
３６６１６７ ．９４９３００ 一１ ．５１７５４ １． ８５８０４

ｔ値 一３ 一．
１１３１０４ ２． １６７８２

一．
０１９７０５ ．３７７３８２ １． ４６０６９

Ａ－ Ｒ２ ．７８３３６２Ｅ －０２ ．０８５６２８ ．０１３６２２ ．４２１０９１ ．１６５１６２

Ｆ値 ．７８８７８ ．０２４１２ ．６６９３１ ．２３５０１ ．１０３１５

資産減少額

ｔ値 一１ ２． ４７１８１ ８． ２７１１３ 一１ ．４０６６３ 一６ ．４０６６３ ６． ９２９０４

ｔ値 一２ 一．
８８４０９７ ２． ９３８６８ 一１ ．８８０３５ 一３ ．７５１１５ ３． ００４５７

ｔ値 一３ 一１ ．９６３９３ ２． １７４３３ 一２ ．５１７４５ 一１ ．４２０２１ ４． ３３６６２

Ａ－ Ｒ２ ．７８３３６２Ｅ －０２ ．０８５６２８ ．０１３６２２ ．４２１０９１ ．１６５１６２

Ｆ値 ．Ｏ０４８２ ．０００００ ．０２２３２ ．Ｏ００００ ．０００００

従業員数

ｔ値 一１ 一．
９３５２９３ ．４５９０５９

一．
７３７０８０ ．８７９５７６ ．５４６９５４

ｔ値 一２ 一．
０２５８４６ １． ０１０８３ 一１ ．０９６６０ １． １３８０３ １． ９３０１２

ｔ値 一３ 一．
１８８９００ １． １４３２９ 一１ ．１１３５５ ．３１００４１ ２． ５０２３９

Ａ－Ｒ２ ．７８３３６２Ｅ －０２ ．０８５６２８ ．０１３６２２ ．４２１０９１ ．１６５１６２

Ｆ値 ．８０５４８ ．４４８６６ ．３０９１８ ．４９０７３ ．００９４５

営業利益

ｔ値 一１ ．２７５３３６ ．５１６７３４ ．０５５７１８ ．２３０８２０ 一２ ．５１０１３

ｔ値 一２ 一．
０８０６８４ ．３７８４６７ 一．

０６７２２８ １． ２６７６４
一．

６０９３６５

ｔ値 一３ 一１ ．１５０１！ 一．
７２６６０７ 一．

６２８１５０ １． ４４８６３ 一．
２３５９５２

Ａ－Ｒ２ ．７８３３６２Ｅ －０２ ．０８５６２８ ．０１３６２２ ．４２１０９１ ．１６５１６２

Ｆ値 ．６５３２５ ．７４２０４ ．９１４２８ ．２１８３０ ．０３１９４

会杜数（ＮＩ） ２６５ １９６ ２０９ １６２ １７７

観察数（ＮＯＢ） ２６５９ １３６２ １２９７ ７１４ ６４８

（１５５）



５２

表１３

　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

Ｇｍｇｅｒ　Ｃａｕｓａ１１ｔｙによる因果関係分析　パ不ルテータ分析結果要約表

組　織（系　列）

従属変数

資産減少額

分析期間 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年 ～１９９８年 １９８０年 ～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ 一２ ．７６３００ 一２ ．２１４１０ 一２ ．２０７０４
一．

４５９７５５ ．４２８２０４

ｔ値 一２ 一２ ．７１７０１ 一１ ．３０２０９ 一２ ．７２６７２ ．５６３０６９ ．７８７７５０

ｔ値 一３
一．

２３１７３５ ．３５２１５６ 一１ ．１５６６８ ．０１２４０３
一．

１５２１６２

Ａ－Ｒ２ ．０２３５１０ ．０７５４１７ ．０７７１２３ ．８０９５２６ ．４９０４９７

Ｆ値 ．Ｏ０５１５ ．０８１９７ ．０１１８０ ．７５８３２ ．７７３１８

資産増加額

ｔ値 一１ ４． ８６４３２ 一１ ．２２０７６ ２． １９４５７
一．

２２７８０３ 一４ ．４４４８９

ｔ値 一２ ．５１９０８４ ５． ２９１４１
一．

６０３３００ 一３ ．１８１５４ ８． １２７０１

ｔ値 一３ 一１ ．９５８２３ 一２ ．４２４０４ 一２ ．Ｏ０２５４ 一２ ．４８０１０ 一２ ．２６８３０

Ａ－Ｒ２ ．０２３５１０ ．０７５４１７ ．０７７１２３ ．８０９５２６ ．４９０４９７

Ｆ値 ．０００００ ．０００００ ．００６３４ ．ＯＯ０２４ ．０００００

従業員数

ｔ値一 一．
５２２８１５ ．５６７６０３ ．１６７８３０ ３． １６４６７ １． ０００５０

ｔ値 一２ 一１ ．４０８５６
一．

８２９１６３ 一１ ．４３７８４ ．８８９３００ 一２ ．１２０７７

ｔ値 一３ １． ４５７４２ ３． ７２５０２
一．

３８５４３４ ２． ４５９８１ ２． ８４４４６

Ａ－Ｒ２ ．０２３５１０ ．０７５４１７ ．０７７１２３ ．８０９５２６ ．４９０４９７

Ｆ値 ．１７２６５ ．ＯＯ０７０ ．４４１３４ ．０００４５ ．００００７

営業利益

ｔ値 一１ １． ４６４５９
一．

６０８６８０ ．０７９２７６ ．５００９４２ ．０７２４００

ｔ値 一２ 一．
０６１２４９

一．
０６８９７２ ．４６２５９０Ｅ －０２ １． ８８８５８ ．３１０１９３

ｔ値 一３
一．

９１５０５７ 一２ ．６１８０９
一．

２５７８２５ ２． ３６９４１
一．

５４６２６８

Ａ－Ｒ２ ．０２３５１０ ．０７５４１７ ．０７７１２３ ．８０９５２６ ．４９０４９７

Ｆ値 ．３００６９ ．０４２８３ ．９８６６７ ．０１４５３ ．８６６６１

会社数（ＮＩ） ２６５ １９６ ２０９ １６２ １７７

観察数（ＮＯＢ） ２６５９ １３６２ １２９７ ７１４ ６４８

（１５６）



組織（系
従属変数

従業員数

戦略的要因としてのＯＥＭ化 ：市場と組織（伊藤研一・ 道明義弘 ・井澤裕司）

　表１４Ｇ。。ｎｇ。。 Ｃ．ｕ。。ｌｉｔｙによる因果関係分析パネルデータ分析結果要約表

列）

５３

分析期問 １９８０年～１９９８年 １９８０年 ～１９９０年 １９９１年～１９９８年 １９８０年～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ 一．
０２６６４１ ．１２９１８２ ．８８１８７２ 一１ ．０１４８９ １． ７２５９４

ｔ値 一２ 一．
０７３７３５ ．１０１３４６

一．
３６４６８３ 一１ ．９５３３５ ３． ２８１２３

ｔ値 一３ ．０３８０８２ ．２９０６８７
一．

２０３０７３ ．５６８７９７ ２． ０４８９６

Ａ－Ｒ２ ．０４２８１６ ．０５５８９４ ．１７９７２４ ．０５３３２９ ．２１７２１５

Ｆ値 ．９９７９４ ．９８４８８ ．６５２３１ ．０９０２２ ．ＯＯ０９０

資産増加額

ｔ値 一１ １． ３１６８４ １． ４５８１５ ．９３７３３７ 一１ ．０３１８８ ２． ４９８６０

ｔ値 一２ 一．
３５９９６５ 一２ ．０６３０３ ．１３５１８０ 一１ ．２７４８７

一．
９２０３７１

ｔ値 一３ 一．
２２９３２７

一．
５３７１７７

一．
５０９３２０ 一１ ．５７６４１ ．６８３１１８

Ａ－Ｒ２ ．０４２８！６ ．０５５８９４ ．１７９７２４ ．０５３３２９ ．２１７２１５

Ｆ値 ．５０４９８ ．０１２９０ ．６９３９ユ ．１３６ユ３ ．ＯＯ０３７

資産減少額

ｔ値 一１ ．７６０７３７
一．

３８１１２４
一．

６１６４９５ １． ４４４５３ ．８０１３３９

ｔ値 一２ １． ０６７０１ ．３１３０１２ ．９１７６３３ ．４５８８８６ ．４９４６７７

ｔ値 一３ ．０７３１８７
一．

３９２３２０ ．７１４８５８ ．３３１７８６ 一１ ．２２９２３

Ａ－ Ｒ２ ．０４２８１６ ．０５５８９４ ．１７９７２４ ．０５３３２９ ．２１７２１５

Ｆ値 ．６４６０６ ．９１００２ ．５２６６８ ．４３８４５ ．２３０３３

営業利益

ｔ値 一１ ．６０６０７２ ２． ５０６７４ ．１０９６６０ １． ８１１８４ １． ２２０４４

ｔ値 一２ １． １１６５８ ．８４０４６０ １． ２９３０５ １． ５６２８５ ．７８４０７８

ｔ値 一３ 一．
３８７２９５ １． ９９５２０ 一１ ．１５５９５ ２． ４０６８０

一．
２３６４７３

Ａ－Ｒ２ ．０４２８１６ ．０５５８９４ ．１７９７２４ ．０５３３２９ ．２１７２１５

Ｆ値 ．５６１４０ ．Ｏ１６６４ ．２１８４５ ．０２ユ５９ ．４００４４

会杜数（ＮＩ） ２６５ １９６ ２０９ １６２ １７７

観察数（ＮＯＢ） ２６５９ １３６２ １２９７ ７１４ ６４８

（１５７）



５４ 立命館経済学（第４９巻 ・第２号）

表１５ Ｇｒａｎｇｅｒ　Ｃａｕｓａ１１ｔｙによる因果関係分析 パネルデータ分析結果要約表

組織（系　列）

従属変数

営業利益

分析期問 １９８０年 ～１９９８年 １９８０年～１９９０年 １９９１年～１９９８年 １９８０年～１９８５年 １９８６年 ～１９９０年

独立変数

ＯＥＭ比率

ｔ値 一１ ．６６９８４３ ．８２９７０３ ．４９４９４５
一．

４１６６６６ ．６３８００６

ｔ値 一２ ．４２３５１１
一．

５３９９１１ ．６６５５２９
一．

２８９７８１ 一１ ．０９８６９

ｔ値 一３ ．４７３１０１ ．２２９８１８ ．４６８７１５ ．９２６９２５Ｅ －０２
一．

１１３６８０

Ａ－Ｒ２ ．０５３２７６ ．０４７９９６ ．０９５８１１ ．０４０６７６ ．０３９６１０

Ｆ値 ．８６４６０ ．６２８１０ ．８６７２５ ．９６２１６ ．３１１２３

資産増加額

ｔ値 一１ ．０１５５８３
一．

６３０１８２ ．１５６３２８ 一２ ．６６４７９
一．

１３５０２８

ｔ値 一２ ．５４５３０７ ．８５２８５８ ．３９５３８７ 一１ ．１６５０２ １． １３００６

ｔ値 一３ 一．
０４８４２６ 一１ ．６３９６０ ．１４７５１３

一．
７９８０６１

一．
５２６５９９

Ａ－Ｒ２ ．０５３２７６ ．０４７９９６ ．０９５８１１ ．０４０６７６ ．０３９６１０

Ｆ値 ．９４５６９ ．１６０６０ ．９７１７３ ．０１７８１ ．３０９０４

資産減少額

ｔ値 一１ ．３６１７９２ １． ８２８９４
一．

１１４３２９ ４． ０００１１ ．９１３７１１

ｔ値 一２ 一．
０４０００８ ．８０２１９９

一．
２８４１３５ ３． ６７８５２ ．１５０４０７

ｔ値 一３ 一．
１３２３４７

一．
７１８７３２ ．０２３３８９ １． ８４９０８

一．
２３２３１１

Ａ－Ｒ２ ．０５３２７６ ．０４７９９６ ．０９５８１１ ．０４０６７６ ．０３９６１０

Ｆ値 ．９７５２２ ．１４７０５ ．９８３８７ ．０００００ ．６９４１６

従業員数

ｔ値 一１ ．４８８０４３ ．７９６０００ ．０５３０２４
一．

４２７４７４ １． ２７２０８

ｔ値 一２ ．４２３７９５
一．

５４５７２５ ．５０１８４１
一．

５３６７２１ 一１ ．１４８６１

ｔ値 一３ 一．
１１９９１５

一．
０８８１７３

一．
３２９２８８

一．
２２８５７７ ．５８２３８６

Ａ－Ｒ２ ．０５３２７６ ．０４７９９６ ．０９５８１１ ．０４０６７６ ．０３９６１０

Ｆ値 ．９１７２５ ．７４９３７ ．９２９６２ ．９０００７ ．１３２０３

会社数（ＮＩ） ２６５ １９６ ２０９ １６２ １７７

観察数（ＮＯＢ） ２６５９ １３６２ １２９７ ７１４ ６４８

（１５８）
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