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経済論叢(京都大学)第 181巻第 5・6号， 2008年 5・6月
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I はじめに

日本の自動車産業における部品の系列取引は，自動車メーカーの競争力の重

要な源泉の一つであることはよく知られている。メーカーの部品内製率は 2~

3割に過ぎず，多くを系列サプライヤーから調達している。両者は継続的な取

引を前提に，関係特殊的な資産を蓄積することによって，短期および長期の競

争力を高めている。他方，米国では内製率が高く GMでは 5割程度であり，

こうした取引構造の違いが，日米企業のパフォーマンスの違いに影響している

と議論されてきた (Womacket al. [1990]参照)。だが，これまでは，それぞ

れの優劣を個別に分析するだけであり，両タイプの企業が同一のマーケットで

競争した場合の比較優位性を検討した研究はほとんど存在しない。本研究はこ

の空白を埋める試みである。

系列取引の特徴は サプライヤーの数をある程度絞り，それらのサプライ

ヤーとの間で継続的な取引を行ってホールドアップ問題を避けながら，関係特

殊的投資を促す仕組みであると言える。この投資とは，サプライヤーの多層的

な能力を構築するためのものであり，メーカーからのさまざまな支援(=メー

カーの側からの投:資)を得て行われる。サプライヤーの能力がメーカーとして

の競争力を左右するためであり，これが「能力構築競争J(藤本 [1997])であ
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ると言われる所以である。

サプライヤーの能力とは，まず生産段階で求められる能力である。これは，

部品の品質・納期・価格の点でメーカー側の要求に応え，また費用削減のため

の改善 (VA)提案を行うことができる能力である。次に，それに先立つ開発

段階で発揮される能力がある。それは，部品の企画・設計を自ら行う開発能力

と，設計段階で費用削減の改善 (VE)提案を行うことができる能力からなる九

こうした 2種類の能力のうち，後者をもっサプライヤーは「承認図」サプライ

ヤーと呼ばれる。系列取引ではとりわけ承認図型のサプライヤーが重要であり，

部品取引の 6割を占め (藤本 [1997])， その能力の高さがメーカーの競争力を

支えている。

以上のように，部品供給において開発段階，量産段階を間わず，費用を削減

する能力は極めて重要であるが，本研究では，特に部品の生産に先立つて行わ

れる費用削減努力を取り上げる。部品を内製する場合はメーカー自らがそれを

行うのに対し，系列取引においてはサプライヤーが行うのであり， これは主と

して承認図サプライヤーを対象としていることになる。

先に述べたように 系列取引の最大の特徴の一つは取引の継続性にある。こ

れは， スポット取引とは異なり，個々の取引の中だけで供給と支払いとが完結

しない関係であると言える。こうした関係を，繰り返しゲームなどによって表

現することもできょう。 しかし本研究では， これとは違ったアプローチをとる。

すなわち， 中核メーカーは取引に先立つて，一定額のトランスファーを行うこ

とにコミットできると考える。取引に先立つて， サプライヤーの能力構築に技

術的な支援を行うことが， こうしたトランスファーの一種だと考えられる。そ

れは生産技術・品質管理・納期管理の指導にとどまらず， コスト削減のための

技術支援まで含まれる。メーカーは，事前にこうしたトランスファーを行うこ

とによって，部品調達価格を低く抑えることが可能となるのである。

1) VA提案は ValueAnalysisに関する提案。 VE提案は ValueEngineeringに関する提案。詳

細は後出の「貸与図JI承認図」と併ぜて浅沼 [1997] を参照のこと。
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こうした想定の下で，部品を系列サプライヤーから調達するメーカーと，部

品を内製する企業が製品市場においてクールノー型数量競争を行うとき，どち

らの企業が優位性をもつかを，簡単なモデルによって分析する。結論は，部品

を系列調達するメーカーは，利潤，生産量，費用削減投資のいずれの点でも多

く，競争優位性をもっということである。

この分野の先行研究は，大きく 2つに分けられる。 1つは不完備契約の理論

の立場から企業の境界の問題を扱う Williamson[1985]， Grossman. and Hart 

[1986]， Hartand Moore [1990]などの流れである。これは部品サプライヤー

を垂直統合すべきか否かという問題を扱うが，単一チャネルの効率的運営とい

う観点から論じたものであり，競争上の優位性という本稿の問題意識とは異な

る。

もう 1つは複数チャネル間競争の戦略的観点から垂直統合の問題を論じたも

のである。 BonnanoandVickers [1988]は 流通業者の統合に関する先駆的な

研究であり，ライバル関係にある製造企業が，製品を販売する流通業者を統合

するか分離するかという問題を扱っている。相手の製造企業との競争を緩和す

る限り，製造企業は流通業者を分離させることが最適であることを示している。

同論文を初めとして，川下の流通部門の統合問題を扱った研究は数多いのに対

して，川上の部品生産部門の統合を扱ったものは比較的少ない。 YongMin

Chen [2005]は， 2期間モデルを用いて企業の境界の問題を分析じている。第

1期の部品生産量に応じて第2期の部品の生産費用が減少するような規模の経

済が働くとき，部品部門を統合すべきか否かを分析している。部品部門をもっ

企業は部品を外販することが有利であるから これを知るライバル企業は部品

価格が十分低くなければ統合企業の部品部門から部品を購入しない。このとき

あえて部品部門を分離しライバル企業に部品を販売することによって，次期の

規模の経済性を強める方が自社に有利となりうることを示した。 PingLin 

[2006]は，部品を内製している組立て企業が部品市場に参入すべきか否かを

分析Lている。組立て企業が直接に部品市場に参入すると部品市場の競争が激
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しくなり，部品価格が低下して，結果としてライバル企業を利することになる。

ここで、部品市場への参入が，部品部門を切り離すスピンオフという形で行われ

ると，サプライヤーはこうした川下市場の競争状況を考えず、に自らの利潤を最

大化する行動をとるが，このとき川下市場が十分大きいのであれば，組立て企

業の株主にとっては部品部門をスピンオフする方が有利であることを示した。

本稿の構成は以下のとおりである。まず次節では，分析するモデルを提示す

る。第 3節では，モデルの均衡解を求め，系列調達と内部調達の解を比較する。

第4節では，それぞれの均衡解の比較静学分析を行う。第 5節は結語であり，

分析結果のインプリケーションを述べる。

11 モデルの説明

単純化のために，同質な製品を生産・販売する 2つの組立て企業を考える。

これらの企業は複占市場においてクールノー型競争をしている。製品市場の逆

需要関数は次式で与えられる。

ρ=α-b(qI+qK) 

ここで，pは製品の価格，qiは組立て企業 i(i=I，K)の生産(=販売)量，

aとbは正のパラメータである。 1は部品を内部調達する場合，Kは系列調達

する場合を表す。また以下では系列調達のケースについて，組立て企業を Kd，

系列サプライヤーを Kuで示すことにする。

まず，組立て企業 Iが部品を内製する場合の限界調達コストは，その限界生

産費用 CIに等しい。一方，組立て企業Kdが系列のサプライヤー Kuから部品

を購入する場合の限界調達コストは，その部品価格的である。だが組立て企

業は，これ以外にも，固定的な費用 FK を事前に系列サプライヤーに支出して

いる。それは生産技術・品質管理・納期管理に関する指導・育成や，コスト削

減のための技術支援のためのものである。これはまた 自己の系列として抱え

るためのコストであると考えられ，部品の発注量および費用削減投資の決定に

先立つて支出されるものである。このように組立て企業が系列サプライヤーに
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予め固定額を支出することが，系列取引のもつ特徴であると考える。一般に，

これに応じて部品価格 WKは低くなるという関係があるものと予測され，系列

取引における部品の限界調達コストを，その限界生産コストから議離させる役

割を果たす。

系列取引における部品価格 WKおよび固定的支出額FKの決定に際しては，

組立て企業の側に100%の交渉力があるものと仮定する。したがって組立て企

業は部品購入契約 {WK，FK} を系列サプライヤーにオッファーし，系列サプラ

イヤーは非負であればそれを受け入れる (take-it-or-leave-itoffer)。また両企

業はこの契約にコミットすることができるものとする。

もともとの部品生産の費用条件は内部調達企業Iと系列サプライヤー Kuで

等しく，その限界費用は共に cであり 一定であるとする。しかしこの部品生

産に先立ち，費用削減投資を行うことによって限界費用を低減できると考える。

すなわち内部調達企業は部品生産のための費用削減投資を自ら行うのに対して，

系列調達の場合にはサプライヤーが費用削減投資を行うものとするヘこうし

た費用削減投資を行うことによって限界費用をお(i=!，l{)だけ低減でき，こ

のために必要な投資額を txl/2とする。ここで tは正のパラメータである。

このとき部品の限界生産費用は Ci=C-Xi(i=!，l{)となり，調達方法の違い

による投資規模の差に応じて，部品の限界生産費用は異なってくる。また， 1 

単位の最終財を生産するためには 1単位の部品が必要であり，さらに単純化の

ために，最終財の生産には部品コスト以外の追加的費用がかからないものとす

る。そして組立て企業Kdは，系列サプライヤ-Kuのみから部品を調達し，

逆に系列サプライヤー Kuは組立て企業Kdにのみ部品を納入するとする。

最後に， 2階条件が満たされ，諸変数が非負となることを保証するために，

(5+J百/3くbt) 3
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2) この仮定は，いわゆる承認図方式の開発のもとでVE(Value Engineering) をサプライヤーが

行う場合に当てはまる。ただし，組立て企業が投資を行う貸与図方式に仮定を変えても，ここで

の結果は変わらない。

3) 内部調達企業の生産量と費用削減投資が正になるための条件である。
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第 1図実行可能な領域
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を仮定する(第 1図を参照のこと)。

本稿で検討するゲームの意思決定のタイミングは次の通りである。第 1期に，

( 2) 4) 

組立て企業Kdが系列サプライヤー Kuに部品購入契約 {WK，FK} を提示する。

サプライヤーは，当該契約を履行することからの利潤が非負であれば，契約に

同意する。第 2期に，系列サプライヤー Kuは，この {WK，FK} のもとで費用

削減投資のレベルを決める。また内部調達企業Iは，ライバルの部品購入契約

{WK， FK} を観察し，最適な費用削減投資のレベルを決めるヘこれらの投資の

結果，それぞれ単位当りあ(i=!，1Oだけの生産費用削減がもたらされる。第

3期に，これらの投資レベルのもとに，製品市場において両組立て企業が最終

財(および部品)の生産量 qi(i二!， 10を決める。系列調達の場合には WKの

価格で qKの部品が取引される。

4) 非対称なケースの系列サプライヤーの限界生産費用が正になる条件である。

5) ここでは，契約{地，FK} は外部から観察可能であると仮定する。



部品の系列調達は内部調達に比べて競争優位性をもつか (411) 7 

111 分析

以下では，いわゆる後向き推論法により，このゲームの部分ゲーム完全均衡

を求める。

1 第 3期における決定

第 3期において内部調達企業Iは，ライバル企業の生産量 qKを所与として，

自らの利潤を最大にするように生産量 qIを決める。この状況での企業 Iの意

思決定問題は

Maxπ1= (P-CI)qI= (α-b(qI+qK) -CI)q[， wエt. qI 

と定式化される。上式の最大化条件より，反応関数

qI(qK) = (α-cI-bqK)/2b 

が導かれる。

一方，組立て企業Kdも同様に，ライバル企業の生産量 qIを所与として，

自らの利潤を最大にするように生産量駄を決定する。この状況での企業Kd

の意思決定問題は，

maxπKdニ (P-WK)qK-FK 

ニ (α-b(qI十qK)-WK)qK-FK' wエt. qK 

と定式化される。上式の最大化条件より，反応関数

qK(qI) = (a-ω'K-bqI)/2b 

が導かれる。 2つの反応関数の交点として決まる両企業の均衡生産量は，

qI(C[， WK) = (α-2CI十WK)i3b (3) 

qK(C[， ω'K)= (α+CI一2WK)i3b (4 ) 

で与えられる。

これら 2つの式から次のことがわかる。ライバル企業の部品の限界調達コス

トが高いほど，また自社の限界調達コストが低いほど，生産量は多くなる。す

なわち製品市場における競争では，内部調達企業Iにおける部品の限界生産費
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用 C[と，組立て企業Kdにおける部品の限界調達費用的の大小関係によって，

製品市場での優位性が決まるのである。ここで ωKが低いほど，ライバルの内

部調達企業の生産量は減少するのに対し 当該組立て企業の生産量は増加する。

したがって系列調達する組立て企業は 限界調達費用備を低く設定するイン

センティプをもっD

2 第 2期における決定

以上を考慮した上で 第 2期において内部調達企業Iと系列のサプライヤ-

Kuは，それぞれ費用削減投資の程度を決定する。まず，内部調達企業Iは

( 3 )式のように生産が行なわれることを踏まえ， ライバル企業の限界調達費用

ωKを所与として，自らの利潤を最大にするように，投資による費用削減の程

度X[を決める。この状況での企業Iの意思決定問題は

MaxπIニ (α-2c[+ω'K)2/9b-txl12 

ニ (α-2c十2X[+WK)2/9b-txl12， 

と定式化される。上式の極大化条件より 6)，反応関数は

X[(ω'K) =4(α-2c十ω'K)/(9bt-8)

で与えられる。

W.T.t. X[ 

( 5 ) 

一方，系列のサプライヤー Kuは， (4)式のように生産量が決まることを踏

自らの限界調達費用 ω'K，およびライバル企業の費用削減投資のレベルまえ，

めを所与として， その利潤を最大化するように費用削減投資のレベルゐを決

める。この状況でのサプライヤー Kuの意思決定問題は，

Maxπ'KU= (wK-cK)QK-txl12+FK 

=(ω'K-C+XK) (α+C-X[-2WK)/Jb-txl12+ FK' 

W.T.t. XK 

と定式化される。上式の極大化条件より反応関数は

XK(X[， WK) = (α+C-2WK-X[)/Jbt ( 6 ) 

2階条件は bt>8;9である。
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で与えられる。

( 5 )と(6 )から以下の点がわかる。まず，系列調達を行う組立て企業Kdは，

限界調達費用 ωKを低く設定することによって自らの系列サプライヤ-Kuの

費用削減投資レベルを高め，なおかつ，ライバル企業 Iの費用削減投資レベル

を下げることができる。これは， 的の低下が，先に述べたように，製品市場

における自社の最適生産量を拡大して費用削減投資の恩恵を増大させると同時

に，ライバルの最適生産量を減少させ，その費用削減投資のメリットを低下さ

せるからである。

また，系列サプライヤ-Kuの費用削減投資は，直接的には内部調達企業 I

の投資に影響しないのに対し，内部調達企業Iの投資は，系列サプライヤ-

Kuの投資を減らす効果をもっO だが， ωKの低下はこの内部調達企業 Iの投

資を減らすから，系列サプライヤ-Kuの投資減少の幅は縮められ，やはりそ

の投資水準を増大させる効果がある。

先の (3)，(4)に戻ると，WKの低下は，以上のように内部調達企業Iの投

資減少による限界費用 CIの上昇をもたらすために，企業Iの最適生産量は減

少すると同時に，系列調達企業のそれは増大する。すなわち ωKを低くするこ

とは，直接的に，限界調達費用を低下させて製品市場における競争を有利にす

るだけでなく，間接的に，費用削減投資競争をも有利にさせ，それがさらなる

製品市場の優位性をもたらす。

( 5 )と(6 )の反応関数を解けば企業の均衡費用削減投資額はそれぞれ

XI(ω'K)ニ 4(α-2c十ω'K)/(9bt-8) ( 7 ) 

XK(ω'K)ニ (α(3bt-4)+3bct-2(3bt-2)WK)lbt(9bt-8) (8) 

で与えられる。

3 第 1期における決定組立て

企業Kdは(8)で与えられる投資水準が行なわれることを踏まえて，自らの

利潤を最大化するように，部品価格の水準 ωKおよび固定的支出額FKを決定
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する。ただし ωKの水準は非負でなければならない九この状況での企業Kdの

意思決定問題は，

MaxπKd= (α(3bt-4) +3bt(c-2wK)十4WK)2lb(9bt-8)-FK' 

W ヱt.ω'K，FK 

s.t. 

一{α(3bt-4)十3bt(c-2ω'K)+4wK}{α(3bt-4)+4ω'K+bt(19c-18bct-22ω'K+18b伽'K)}
'Ku(WK) = 

2b2t(9bt-8)2 

十FKミO

ω'K~と O

と定式化される。ここで，最初の制約条件が等号で成立することに留意すれば，

Fit 
{。(3bt-4)+3bt(c-2ω'K)+4ω'K}{α(3bt-4) +4WK+ bt(19c-18bct-22wK+ 18btω'K)} 

2b2t(9bt-8)2 

となるから，組立て企業 Kdの意思決定問題は

MaxπKd 
ωk 

{a(3bt-4) +3bt(c-2ω'K)t4wK}{α(2bt十1)(3bt-4)十4WK十bt(2(3bt-7) WK一(12bt-19)c)} 

2b2t(9bt-8)2 

s.t. WK詮O

と書き改められる。この極大化条件は， ω~K が解であるとき8)

。πKdー{bct(3bt(-34十15bt)-44) -a(3bt-4) (3bt(2十bt)-4) -4(bt-2) (3bt-2) (3bt-1)wK} 
!'Q_=O， W-K孟0

3ωK 、 b2t(9bt-8)2

ま7こは

午艶く0， ω~K=O 
aWK 

で与えられる。

以下では W~K が内点解のときこれを wl で表し，端点解のときこれを wi} で

表して，個別にその性質を考察する。

7) ωKが負であるなら，第 3期に組立て企業は無限大の部品発注を行うインセンティブをもっ。

8) 2階条イ牛は -2(3bt-2)(2 b t(3bt一7)+4)!b2t(9bt-8)2< 0より ，bt>2である。



(1) 

部品の系列調達は内部調達に比べて競争優位性をもつか (415) 

k(=α/c) 
8 

第 2図

k = bt(6bt-ll) / (3bt -4) 

6 

4 

2 

1 

l 2 (5+舟)/34 

非対称なケース

bt(45(bt)2-102bt+44) 
端点解 k=

9 (bt) 3 + 6 (bt)2 -36bt + 16 

bt 
6 8 10 

内点解(均衡部品価格 w1孟0)のとき

11 

{bt( 45 (bt) 2 -1 02bt+ 44)} I{ (9 (bt) 3十6(bt)2-36bt+16)}孟Oの場合には，均

衡部品価格は，

ω主={bct(45(bt)2-102bt+44) -a(9(bt)3十6(bt) 2 -36bt十16)}/0

で与えられる (第 2図を参照のこと)。ただし O三 {4(bt-2) (3bt-2) (3bt-1)}。

このときの費用削減投資量，部品の限界生産費用，最終財の価格，生産量，

および組立て企業の利潤はそれぞれ，

xl=(α-c) (bt(3bt-10) +4)10 

xl=(α-c) (3bt-4)12(3(bt)2ー 7bt+2)

cj = {bct(9 (bt) 2 _  24bt+ 10) -α(3(bt)2-10bt+4)} 10 

c1= (bct(6bt-11) -a(3bt-4) )/2(3(bt)2-7bt+2) 

P*=α(3bt-4) (bt(3bt-10) +4) +bct(3bt(9bt-22) +28)/40 

qj=3t(α-c) (bt(3bt-10) +4)/40 

q1=t(α-c) (3bt-4)12(3 (bt)2-7bt+2) 

πj=t(α-c)2(9bt-8) (bt(3bt-10) +4)2/1602 

πあ=t(* -c)2(3bt-4)2180 

と求められる。これから 簡単な計算によって次の結果を得る。

( 9 ) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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内点解の性質:条件(1)，(2)と wl孟Oのもとで，部品を系列調達した場

合と，内部調達した場合の解を比較すると以下が成り立つ。

1) ql>qt 

2) xl>xl 

3)π'1d>πF 

4) ct>c1>ω主

上記の性質 1)と2)は，条件(1 )と(2 )のもとで (14)と(15)を比較し，また

( 9 )と (10)を比較すれば，簡単に求められる。性質 1)が満たされれば，性質

3)はほとんど自明であり，性質 2)が満たされれば性質的は自明である。

(2) 端点解(部品価格ω'~=O) のとき

一方，{bt(45 (bt)2-102bt+44)} I{ (9 (bt)3+6 (bt)2ー 36bt十16)}くOならば，

均衡部品価格は，

ω'~=O 

で与えられる。

このときの費用削減投資の水準，限界生産費用，生産量(=販売量)，最終

財の価格および各組立て企業の利潤はそれぞれ，

xPニ 4(α-2c)/(9bt-8) (18) 

xfl={α(3bt-4) + 3bct} Ibt(9bt-8) (19) 

cf= (9bct-4α)/(9bt-8) (20) 

a=  (9bct(bt-11) -a(3bt-4) )lbt(9bt-8) (21) 

ρ。={α(3bt-4)十3bct}1(9bt-8) (22) 

qu7=3t(α-2c)/(9bt-8) (23) 

qfl= {α(3bt-4) +3bct}/b(9bt-8) (24) 

π7=t(α-2C)2/(9bt-8) (25) 

π'fld= {α(3bt-4) +3bct} {α(2bt+ 1) (3bt-4) 

-bct(12bt-19)} Ib2t(9bt-8) (26) 

と計算される。これから，簡単な計算によって次の結果を得る。
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端点解の性質:制約条件(1 )と(2 )と wj}=Oのもとで 部品を系列調達し

た場合と内部調達した場合の解を比較すると以下が成り立つ。

1) q~>qf 

2) xft>xP 

3)π~d> πf 

4) c?>a>wj}=O 

上記の性質 1)と2)は，制約条件(1 )と(2)のもとで， (23)と(24)を比較し，

また (18)と(19)を比較すれば簡単に求められる。性質 1)が満たされれば性質

3)はほとんど自明であり，性質 2)が満たされれば性質的は自明である。

以上， (1)の「内点解の性質」と(2 )の「端点解の性質」を合わせると，直

ちに次のことが言える。

命題 1:制約条件(1 )， (2)のもとで，部品を系列調達する企業と内部調達す

る企業の競争優位性を比較すると，系列調達企業は常に，利潤，生産量，

費用削減投資の各水準について，内部調達企業より高い。部品の限界生産

費用は系列サプライヤーの方が常に内部調達企業より低い。

この命題が成立する理由は，簡単に，次のように説明される。製品市場にお

ける数量競争の段階で優位に立てるかどうかは， (3)と(4)から分かるように

部品内製の場合の限界生産費用と，系列調達の場合の部品価格との，どちらが

低いかによって決まる。系列調達の場合，組立て企業は，部品価格的と固定

的支出額FKの2つの戦略変数を用いることができる。すなわち，系列調達を

行う組立て企業は，数量競争で優位に立つよう，部品価格的を，ライバルで

ある内製企業の限界生産費用より低く設定でき，同時にまた，固定的支出 FK

によってサプライヤーの利潤をコントロールできる。市場規模が部品コストよ

り十分大きい場合には，部品価格ωKをゼロとすることが最適になるという極

端なケースが生じる。こうした理由により，生産量，投資量，利潤については，

系列調達企業の方が内部調達企業より多くなり，限界費用は系列サプライヤー
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の方が低くなるヘ

IV 比較静学

次に，以上で求めた均衡解に関する比較静学分析を行う。内点解と端点解で

は，結果は異なる。証明は簡単な計算によって与えられるので省略する。

命題2-1 部品価格が正(内点解)のとき，均衡解は次のような比較静学的

性質をもっO

1)δw1.!aα<0 ;δw1.lot>O;θω主loc>O

2) oFl!loa>O;δFl!!atく0;θFl!locくO

3) oxlloα>0 ; oxlloa>O ; oxllot[> =く]0 iff t[く=> ]4.28， 

oxllotくo; oxlloaEO， oxlloc<O 

4) oqjloa> 0，δq1.loa>O;θqjく0，δq1.lot>O; oqjlocく0，*q1.loc>O 

ここで得られる多くの結果のうち，以下では主なもののみを取り上げよう。

まず，需要が増加するとき，組立て企業Kdは部品調達価格 WKを引き下げる。

ライバルで、ある内部調達企業 Iとの数量競争では，市場規模の拡大に対して，

部品価格を引き下げて販売量を増やすことが利益になる。また，tの上昇とい

う投資条件の悪化，cの上昇という生産条件の悪化は，ともに ωKの上昇をも

たらす。

次に，系列調達における固定的支出額Fl!に関する結果は， ωKの結果とは

逆である。すなわち，系列サプライヤーに部品数量に応じて支払う場合と，固

定額で支払う場合とは この点について代替的な性格をもっO

第 3に，tの上昇とし、う意味での投資条件の悪化は 系列サプライヤーの投

資には(通常予想されるように)負の効果を与えるが 内部調達企業に対して

は，必ずしもそうではない。 tがある範囲内にあれば tの上昇はかえって投

9) ここで， Williamson [1985]の言う，統合企業における「選択的介入」は可能でないと仮定し

ている。これについては Baker，Gibbons and Murphy [2001]を参照せよ。
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資を促す。これは，tの上昇が系列調達における調達コスト的を引き上げる

効果をもつためである。すなわち (3)，(4)が示すように，tの上昇は，直接

的には内部調達コストに影響しないのに対し(投資の変化という間接効果を考

えない場合)，系列調達の調達コスト ωKを直接的に引き上げるために，製品

市場における競争で，系列調達は不利に，内部調達は有利になる。これが投資

インセンテイプに反映し， (5)， (6)に示されるように，系列調達の投資は抑

制され，内部調達の投資は促進される。もともと tの上昇は，どちらの投資も

減少させる働きがあるが，tがあまり大きくなければ，内部調達の場合，投資

が促進される効果がそれを上回るのである。

第 4に，tの上昇という投資条件の悪化は，系列調達の生産量を減少させる

と同時に，内部調達の生産量を(投資の増減に関わらず)必ず増大させる。こ

れは以下のように説明される。前述のように，tの上昇は，系列調達における

部品価格ωKを上昇させ，tの範囲に応じて，内部調達企業の投資をネットで

増大あるいは減少させる。投資を増大させる前者の場合，内部調達企業の調達

コストは下がる一方 系列調達の調達コストは増大するから，内部調達の生産

量が増大するのは明らかであるO 逆に，投資を減少させる後者の場合，これに

応じて内部調達の調達コストは上昇するが，系列調達の調達コスト ωKの上昇

の効果がそれを上回るので，製品市場の競争において，内部調達企業が優位に

立ち，生産量を増大させるのである。

端点解の場合，パラメータの変化はもはや部品調達価格ωKには影響しない

ので，比較静学的特性も，内点解の場合とはかなり異なってくる。

命題2-2 部品価格がゼロ(端点解)で固定的な支払いのみが行われるとき，

均衡解は次のような比較静学的性質をもっO

1)θFiloa>O ; oFiloα>0 ; oFiloc>O 

2) oxPloa>O， oxiloα>0 ; oxPlot<O， oxilotく0;oxPlocく0，oxiloc>O 

3)δqJloa>O， ôq~/ôα>0;θqJlôtく 0， ôq~/ôt>O ; ôqJlôcく 0， θq~/ôc>O
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まず，系列調達の場合の固定的支払額FJtの性質は内点解の場合と大きく異

なるが，これは内点解の場合のように，投資条件・生産条件の悪化を，部品調

達価格ωKの引上げによって吸収できないためで、ある。

第 2に，tの上昇という投資条件の悪化はどちらの企業の投資水準も減少さ

せるが，cの上昇という生産条件の悪化は，内部調達企業の投資だけを減少さ

せ，系列調達では逆に投資を増大させるへまず，tの上昇は内部調達企業の

投資dを減少させるが それは逆に系列調達企業の投資dを増加させる効果

をもっo しかしこの効果よりも tの上昇が投資を抑制する効果の方が大きい

ために，系列調達企業においても投資は減少する。これに対して，cの上昇は

ωKに影響することがないため，製品市場において，内部調達企業のみを競争

上不利にし，同時にライバルで、ある系列調達企業を有利にさせる(これは投資

の変化を考慮しないときの説明だが，考慮しでも同じである)。これが投資イ

ンセンテイプの違いとなり ，cの上昇は，内部調達企業の投資を減少させ，系

列調達では投資を増大させる。

第 3に，これに対し生産量については，投資・生産条件の悪化のどちらも，

系列調達を有利にさせる。まず tの上昇という投資条件の悪化は，前述の通り

系列調達においても投資を減少させるが，調達コスト附には影響しないため，

製品市場における競争で不利になることはない。しかも内部調達企業の投資減

少は，限界生産費を上昇させるために，製品市場の競争で自己に不利に，ライ

バル企業に有利になる。次に，cの上昇は，前述の通り，確かに系列調達の投

資を増大させるが WKには影響しないため 製品市場の競争には関係しない。

それよりも，cの上昇は，内部調達企業の調達コストを直接的に引き上げるだ

けでなく，その費用削減投資を減少させて，調達コストを間接的にも引き上げ

るために，製品市場の競争においては，内部調達企業が不利に，系列調達企業

が有利になる。

10) 以下の説明では， (3)， (4)， (5)， (6)において地=0とした場合を参照せよ。
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V おわりに

本稿では，部品生産に先立つて費用削減投資が行われる場合，部品を系列サ

プライヤーから調達する企業と内部調達する企業とでは どちらが製品市場で

競争優位性をもつか，を分析した。最も重要な結論は，製品市場の条件，ある

いは部品生産における生産・投資コストの条件によらず，系列調達企業の方が，

生産量，投資量，利潤のいずれも上回るということである。これは日本型企業

が米国型企業に対して競争優位性をもつことを示している。

結論についての簡単な説明は次の通りである。系列調達企業は部品部門を分

離することによって，部品調達価格と固定的トランスファーという 2つの戦略

変数を手に入れることができる。これによって 費用削減投資を間接的にしか

コントロールできなくなる不利もカバーできる。この状況で，系列調達企業は

部品調達価格をライバルで、ある内製調達企業の限界生産費用より低く設定して

販売競争で優位に立ち これがさらに費用削減投資のメリットを大きくさせる。

この投資の増大によって限界生産費の低減が促され，これがさらに系列調達の

調達コストを低下させる。こうした二重の効果によって，製品市場の数量競争

において優位に立つのである。この際に系列サプライヤーに生じた暫定的損失

は，一括のトランスブァーで補えばよい。

さらに，需要の条件については，その規模が十分に大きく，需要曲線の傾き

の絶対値が十分に小さい時 そして費用の条件については 生産・投資条件が

十分に良いとき (α:/cが十分に大きいとき あるいは α1c<5叫のもとで btが

十分に小さいとき)，系列調達における部品価格をゼロとし固定的な一括払い

のみを行うことが最適であるケースが生じる。これは極端なケースではあるが，

一括払い契約の優位性を示すものとして意味がある。

均衡解の比較静学的特性については 以下のような興味深い性質を指摘でき

11) 内点解と端点解の境界 K={bt(45(bt)2-102bt+44)} /{9(bt)3+6(bt)2_36bt+ 16}はk=5に

漸近する。
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る。まず，内点解(部品価格が正)では，部品生産における費用削減のための

投資条件が悪化 (tが上昇)すると，製品市場の数量競争において内部調達企

業が有利になる。逆にいえば，技術進歩によって投資の合理化・効率化が進む

と，系列調達企業の側が比較優位性をもつことになる。日本企業が得意とする，

ロボットなどによるメカトロニクス化はtの下落をもたらすと考えられ，系列

調達企業を有利にするのである。

また，端点解(部品価格がゼロ)のケースでは，単位生産費用が上昇すると，

製品市場における数量競争では 系列調達企業が有利になる。近年の石油や各

種鉱物資源の価格高騰は単位生産費用の上昇を意味するから， これは系列取引

企業を有利にすると考えられる。
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