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嶋　恵一

本稿は、日本企業の設備投資のパターンについて、いわゆる”lumpyinvestment”仮説に沿っていくつか

の分析を行った。具体的には上場会社424社の有形固定資産明細表における項目別増加額を用いて工

具器具の投資変動を見たところ、そのパターンはどちらかといえばスムーズではなく散発的にスパイク

（一時点に発生する大量の投資）を伴う。欧米の設備投資の断続性に関する実証例と同様の傾向が日本

のデータからも観察され、このことから、サンプル対象によっては、凸関数を仮定した設備投資モデルより

も、非線形な特徴を考慮した代替的モデルの利用が望ましいことが示唆される。

よって本稿では、設備投資はスパイクと閑散期（スパイクの谷間）とによって性格付けられるという仮説

の立場から、生存分析の手法を用いて投資スパイクの発生に関連するハザード関数の推定を行った。サ

ンプル企業の異質性を考慮したセミパラメトリック推定からは、1）ベースラインハザードはデュレーション

に依存して上向きであり、またスパイクの発生に対して、2）収益性と耐用年数とによる効果が見られた。
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1．はじめに

本稿は、ミクロデータでみた設備投資の変動

パターンはスムーズでなく、むしろその中に断

続性が観察されるという欧米の実証研究例に

着目して、日本のデータにつやても同様の傾向

が見られるかについて分析を行うものである。

　これまでの企業の設備投資の分析では、投資

にかかる調整費用を凸関数で仮定することに

より、その結果として投資のパターンは調整費

用に依存して緩やかな動きを示すはずである

と考えるものが主流であった。しかし近年にお

いて、米国を中心とする研究者のミクロデータ

　　メ（米国、ノルウェーは工場単位、スペイン、ス

ウェーデンは企業単位）を用いた実証分析によ

り、設備投資の変動パターンは緩やかではなく、

4．デュレーションモデル

5．推定結果

6．結論

観測期間のうち大半の時点では投資量は小さ

く、逆にほんの僅かの期間において大量かつ集

中的な投資が行われるという観察が報告され

ている。すなわち、企業の資本調整は緩やかで

はなく、むしろその変動に極端な落差があるも

のと強く疑われ、よってこれまでの設備投資に

関するミクロ分析モデルは再考が必要となる。

　以上の背景を考慮して従来と異なる手法で

資本調整のパターンを分析するものが、いわゆ

る”1㎜py　inveStment”に関する仮説研究である。

ミクロレベルの資本調整には断続的に大きな

スパイク（極端に大きな投資量の発生）が見ら

れるという報告例に基づき、調整費用が非凸関

数であるモデルを用いて投資スパイクの発生

に関する分析を主どして行う。理論的な手法と

しては、調整費用関数における固定費用の存在
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を考慮することや、在庫等の分析でよく知られ

る（＆s）モデルを用いることにより、ミクロレベ

ルでの投資行動が断続的な性格を持ちうるこ

とを説明する。いずれも非線形な投資関数を導

くことから、実証による分析では推計を工夫す

る必要がある。

本稿は目本の上場会社データを用いて

璽電lumpy㎞vestment”モデノレの分析を行う。Coope鳥

Haltiwanger　and　Power（1999）、Nilsen　and　Schi－

an㈱lli（2003）の研究例に従い、スパイクと呼ば

れる極端に大きな投資の実施を大幅な設備更

新を示す行動として捉え、その発生確率につい

てデュレーション分析の手法を適用する。具体

的には、ある設備投資のスパイクから次のスパ

イクが起こるまでの時間の長さをスペルとし

て、スペル完了に関するハザード関数を

㎞nhce　and　GloecMer（1978）、H㏄㎞an　and

Singer（1984）の手法により推定する。有価証券

報告書に付属する有形固定資産明細表を用い

ることで設備資本の大まかな品目別での資本

調整の特徴を概観し、本稿では特に工具器具の

設備資本調整パターンを採り上げる。工具器具

の調整パターンにおいて散発的に出現するス

パイクを考察対象として、スパイク発生傾向に

ついて実証分析によりその特徴を明らかにす

る。

2．関連する研究と実証的証拠

凸関数の調整費用を仮定した設備投資モデ

ルは膨大な研究例がある。それに対して、断続

的な設備投資モデルは非凸関数の調整費用を

仮定することから後発研究に位置し、その実証

例は最近のものが多い。調整費用が凸関数でか

つ可逆的な設備資本を仮定する場合、企業は連

続的かつ円滑に設備資本を随時調節できる。特

に調整費用を二次関数で表したモデルでは、い

わゆる”g”に対して線形の投資関数を導くため

非常に使いやすく、多くの実証研究で採用され

てき鳥しかしCaballero（1999）の解説にある通

り、実証結果は芳しくなく、モデルは現実の投

資変動と相容れないという意味で、モデル自体

かあるいはそこに用いる仮定に問題があるこ

とが指摘される。よって断続的な投資モデルで

は調整費用が非凸関数であることや投資の不

可逆性に焦点を当て、それによりこれまでの設

備投資分析の欠点を補おうとするものである1。

Abel　and　Ebedy（1994）は調整費用関数を工夫

することにより、投資関数が線形ではないこと

と、不可逆性を仮定するのではなく最適化の結

果として投資が負にならないことを説明する。

彼らの論文で導入されるr拡張された」調整費

用は三つの部分から構成され、通常の凸関数の

調整費用に加え、固定費用の存在と、既存資本

の売却価格は取得価格を下回ることを仮定す

る。不確実性の下で連続時間の最適投資問題を

解くことにより、投資はgの非減少関数である

が、ある区分のgの値に対して投資はゼロをと

ることを示し島またこの区分の下限が負であ

れば、負の投資は全く起こらない。よって投資

の不可逆性を示すと同時に、従来線形だったg

投資モデルの非線形への修正になっている。他

にもCaballero　and　Leahy（1996）は調整費用とし

て固定費用タイプのみを仮定し、非凸関数の調

整費用の下での投資行動を考察した。彼らは離

散の動的計画法の解として投資はgに対する線

形関数ではなく、Abel　and　Eberly（1994）と同様

にそれが断続的な性格となることを示した。

　Bame廿and　Sakellaris（1998）は米国上場企業

1561社の1960－1987年のデータを用いて、以上

の理論に関する実証分析を行った。彼らはその

中で、投資率はgに対して凹関数ないしS字形状

の傾向を掴んだ。また、HondaandSu加d（2000）

1断続的な投資モデル以外にも様々な改良手法が当然あり、鈴

木（2001）では国内外の研究例に関する広範かつ優れた解説が

与えられている。
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は日本の上場企業データを用いてBame廿and

Sakellaris（1998）と同様の分析を行い、gに対す

る投資関数をS字形状で定式化して推定し、か

つ情報量基準においてそれがgに対する線形投

資関数よりもモデル採択の点で優れているこ

とを示している。以上の報告例は投資関数が非

線形であることの証拠となる。しかしながら、

Abel　andEbedy（1994）の命題である、ある区分

のgに対して投資量はゼロをとるという休止区

分の存在は確認されず、よってBame賃and

Sakellaris（1998）等の結果からは断続的な投資

行動の証拠は見当たらない。

CaballeroandEngel（1999）は（＆s）モデルを用い

て投資の断続性を説明する。具体的には、現在

の資本が最適水準と乖離を不均衡と定義した

上で、その不均衡2がある許容範囲（＆s）を越えな

い限り投資は行わず、許容範囲を超えると投資

を行い不均衡を解消するというモデルである。

これと並行するCaballero，EngelandHamwanger

（1995）の実証分析では、クロスセクションや時

系列で見ると同じような不均衡でも企業によ

って（また同じ企業でも時点によって）反応が

異なることが示されており、その点を考慮して

彼らのモデルは資本調整（投資実施）と休止（ゼ

ロ投資）の境界を画一的に設定しない。現在資

本に依存する固定費用と確率変数w（wは調整

費用のシフト項）とで構成される調整費用を仮

定して離散の動的計画を解き、大きな不均衡が

あるほどより投資実施に踏み切る確率が高く

なるような柔軟な（Ss）レンジを導く。またwの

確率分布を特定して、資本の不均衡zを独立変

数とするハザード関数（資本調整を行う確率）

を導出する。以上により資本調整のパターンの

特徴づけを行い、不均衡が拡大すると投資実施

確率が上がることと、資本増加と減少とで調整

費用関数が非対称となることを示している。

正bms副D㎜e（1998）の実証研究力・らは、以

上の理論考察を支持するいくつかの観察結果

を読み取れる。彼らは米国センサスの長期調査

データベース（Longitudin田Re瓢hData、以下

LRD）所収の工場単位データを用いて、どのく

らい投資は1umpyであるかについて分析を行っ

た。72－88年をカバーする13702の工場のパネル

データにより、投資額の経年変化はスムーズで

なく、むしろ不連続で断続的なスパイクが見ら

れることを示した。彼らは投資率について工場

毎に16年間の時系列の大きい順にランク付け、

ランクコーホート毎で平均とメディアンを求

め、その特徴を次のようにまとめた二1）サンプ

ルの半数は単年度のみで37％以上の資本増加

を行う。2）平均で見ると、最大投資率と前後の

3年間で合わせて60％位の資本増加が起こる。

二番目に大きな投資は一番目の翌年に来る傾

向にある。3）17年分の投資総額に対する比率で

言えば、最大ランクの投資シェアのみで総額の

25％を占める。よって、平均的に見た場合、工

場単位の投資は数年のうちに相当量がまとま

った形で行われ、それ以外の時期では投資率は

概して低位にあることが窺われる。

　以上のように設備投資はスムーズとは限ら

ない。特にミクロレベルでは断続的である。実

証分析において、少なくとも線形の投資関数は

有効ではなく、gなどの説明変数について非線

形で表現するか、あるいは断続性に着目して設

備投資政策を休止と実施という質的選択で表

すことにより、従来とは異なる推計方法が必要

とされる。現時点で有望なものは、スパイクと

呼ばれる極端に大きな投資の実施を大幅な設

備更新を示す行動として捉え、その発生確率に

ついてデュレーション分析を適用するもので

ある。具体的には、ある設備投資のスパイクか

ら次のスパイクが起こるまでの時間の長さを

スペルとして、スペル完了についてのハザード

関数を推定する。

　Coop鉱HaltiwangerandPower（1999）はLRDを

用い、6900ヵ所の工場による投資スパイク9309
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個をサンプルとしてハザード関数を推定した。

推定に異質性を考慮するなどによりハザード

関数がデュレーションの増加関数であること

を示した。この結果は先のCaballero，Engel　and

Haldwanger（1995）の分析と同様に、時間の経過

により減耗が進むため資本の最適水準の確率

変動をとりあえず無視すれば資本の不均衡が

拡大しスパイク確率が上がるという解釈を誘

導する。加えて、技術進歩を考慮すると、ハザ

ード関数の時間依存傾向は工場経営者にとっ

てビンテージの古い設備を新しい技術に更新

する誘引により加速することも考えられる。彼

らの実証分析では工場サンプルを異質性でグ

ループ分けする推定を行い、時間依存傾向の異

質タイプによる違いを示している。

Nilsen　and　Schian伽elli（2003）はノルウェーの

1866ヵ所の工場単位データを用いてDoms　and

D㎜ne（1998）及び（）oopeちHaldwangerandPower

（1999）と同様の分析を行った。彼らは機械器具

への設備投資率についてゼロがサンプルの

20％ほどを占めることを発見した。資本調整が

自由に分割可能ならば多大な調整費用を避け

るべくスムーズに投資するはずであり、ゼロの

投資量も恐らく多く観察しないはずである。し

かしながら、投資が分割不可能な性格にあるか

若しくは不可逆で非負に制約されるなら、資本

調整が中断されるゼロ投資の時期が続くもの

と考えられる。また、例えば固定費用の存在の

ように調整費用の中に収穫逓増の技術がある

と投資が中断する期問はそれに従って長くな

り、したがって断続的でかつ限られた時期に集

中した投資が行われると考えられる。彼らもハ

ザード関数を推定し、CoopeちHaldwanger　and

Power（1999）と同様の結果を示している。これ

以外にも、スペインの企業データを用いた

Licandro，MarotonandPuch（2004）やスウェーデ

ンの企業データを用いたCarlss6n　and　Las6en

（2002）などで設備投資のスパイクとゼロとに関

する報告例がある。

3．データ

分析に利用するデータは日本政策投資銀行

企業財務データバンクから取り出した。それは

東京、大阪、名古屋の三証券取引所第一部、第

二部上場会社の有価証券報告書に基づく個別

決算データを収録しており、本稿は製造業のう

ち開銀による二桁分類の一般機械［131、電気機

械器具［141、輸送用機械器具［151、精密機械器

具［161を分析対象とする。77年4月期から96年3

，月期までの19年分の決算年度のうち17年以上

を収録する企業をサンプルに用いる。サンプル

には424社が残る。以下では設備資本のデータ

として有形固定資産に関する数種類の決算数

値を分析に用いる。

3．1有形固定資産デ　タの特徴

個別決算データにおいて有形固定資産はい

くつかの項目に分類され、具体的には、建物、

構築物、機械装置、車両運搬具、船舶、工具器

具備品、賃貸用固定資産、土地、その他の有形

固定資産（山林原野など）及び建設仮勘定の項

目別に残高が計上される。また、設備投資の動

向を財務データから把握するには有形固定資

産明細表を見ればよく、新設された設備資本は

当期増加額に計上される。有形固定資産明細表

には以上の項目別に割り振った当期増加額が

記載される。

加えて、減価償却費明細表では有形固定資産

の項目別での取得原価、当期償却額、償却累計

額が示される。取得原価とは、償却が未完了の

有形固定資産を取得時の簿価で合計したもの

である。有形固定資産取得原価から有形固定資

産償却累計額を引いたものが有形固定資産残

高となり、償却が完了したものは有形固定資産

取得原価から順次除かれる。したがって、毎期

減耗を引いていく資産はいわば残量であるの
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表1

有形固定資産の項目別構成比率：期末資産及び当期増加額

　　　（a）期末資産

　　　　　　　　　　　　　　　　車両運搬
年次　　建物　　構築物　機械装置　　　　　　　船舶
　　　　　　　　　　　　　　　　　具

工具器具賃貸用固　　　　　その他資建設仮勘
　　　　　　　　　土地
　備品　　定資産　　　　　　　産　　　　定

77

78

79

80

8ヱ

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9ヱ

92

93

94

95

0．342　　　0．033　　　0．300　　　0。011

0．331　　　0．033　　　0．306　　　0．011

0．322　　　0．033　　　0．311　　　0．011

0．311　　　0．033　　　0．321　　　0．011

0．299　　　0．032　　　0．331　　　0．010

0．298　　　0。031　　　0．336　　　0．009

0．295　　　0．031　　　0．337　　　0．009

0．291　　　0．030　　　0．335　　　0．009

0．293　　　0．030　　　0．338　　　0．008

0．303　　　0．030　　　0．329　　　0．OO8

0．303　　　0．030　　　0．322　　　0．007

0．301　　　0．029　　　0．317　　　0．007

0．304　　　0．029　　　0．312　　　0．007

0撃322　　　0。029　　　0．299　　　0．006

0．330　　　0．029　　　0．296　　　0．006

0．346　　　0．029　　　0．292　　　0．005

0．356　　　0．030　　　0．285　　　0．004

0．360　　　Q．03Q　　　Q．277　　　0．OQ4

0。359　　　0．030　　　0．265　　　0．004

0．000

0．000

0．000

0．OOO

O．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0。000

0。000

0．000

0．000

0．000

0．000

Q．000

0．000

O．083　　　0．OO2　　　0．199　　　0．001

0．091　　　0．002　　　0．197　　　0．001

0．097　　　0．002　　　0．188　　　0．001

0．101　　　0．002　　　0．183　　　0．001

0．104　　　0．002　　　0．179　　　0．001

0．107　　　0．002　　　0．179　　　0．001

0．109　　　0．002　　　0．183　　　0．000

0．109　　　0．003　　　0．183　　　0．000

0．108　　　0．003　　　0．182　　　0．001

0．105　　　0。003　　　0．193　　　0．000

0．104　　　0．003　　 0．207　　　0．000

0．101　　　0．003　　　0．204　　　0．000

0．101　　　0．002　　　0．201　　　0．000

0．098　　　0．003　　　0．193　　　0．000

0。094　　　0．002　　　0．194　　　0。000

0．089　　 0．002　　 0．200　　 0．000

0．083　　 0．001　　0．215　　 0．000

0．Q8Q　　　O．001　　　0．225　　　Q．QOO

O．081　　　0．001　　　0．237　　　0．000

0．030

0．029

0．034

0．037

0．042

0．037

0．033

0．040

0．037

0．030

0．024

0．037

0．044

0．050

0．048

0．037

0．025

0．022

0．022

（b）当期増加額

　　　　　　　　　　　　　　　　車両運搬
年次　　建物　　構築物　機械装置　　　　　　　船舶
　　　　　　　　　　　　　　　　　具

工具器具賃貸用固　　　　　その他資建設仮勘
　　　　　　　　　土地　　品　　定資産　　　　　　　産　　　　定

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9ヱ

92

93

94

95

0．107

0．102

0．110

0．111

0．112

0．113

0．100

0．099

0．117

0．110

0．097

0．109

0．127

0．159

0．160

0．143

0．114

0．113

0．115

0．020

0．020

0．019

0．019

0．016

0．014

0．018

0．016

0．014

0．014

0．014

0．015

0．018

0．015

0．018

0．019

0．017

0．019

0．017

0．290

0．298

0．295

0．298

0．296

0．289

0．297

0．287

0．284

0．285

0．283

0。280

0．267

0。245

0．246

0．263

0．276

0．267

0．267

0．034

0．031

0．028

0．022

0．018

0．018

0．021

0．019

0．018

0．024

0．020

0．016

0．014

0．010

0．011

0．011

0．015

0．015

0．016

0．001

0．000

0．000

0．000

0．000

0．001

0．000

0．000

0．001

0．000

0．000

0。000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．215

0．226

0．216

0。197

0．196

0．213

0．222

0．212

0．203

0．230

0．232

0．200

0．192

0．169

0．162

0。191

0．216

0．226

0．229

0．003　　　0．052　　　0．001　　　0．275

0．003　　　0．038　　　0．002　　　0．276

0．003　　　0．030　　　0．002　　　0．294

0．003　　　0．037　　　0．001　　　0．311

0．003　　　0．037　　　0．OO2　　　0．319

0．003　　　0．041　　　0．001　　　0．308

0．003　　　0．039　　　0．001　　　0．298

0．004　　0．045　　 0．001　　　0．317

0．005　　　0．040　　　0．001　　　0．318

0．005　　 0．045　　 0．000　　 0．287

0．OO4　　　0．052　　　0．000　　　0．298

0．003　　　0．047　　　0．001　　　0．329

0．002　　　0．046　　　0．000　　　0．334

0．004　　　0．043　　　0．001　　　0．354

0．002　　　0．056　　　0．001　　　0．344

0．002　　　0．041　　　0．000　　　0．329

0．003　　　0．044　　　0．001　　　0．314

0．001　　　0．042　　　0．002　　　0．314

0．OO2　　　0．036　　　0．OOI　　　O．316

に対し、減耗を考慮しない取得原価は償却が未

完了の資産の合計量である。以上の性格を持っ

取得原価は耐用年数の計算に適している。なぜ

なら当期増加額を遡及して合計することによ

り取得原価と対比することで、あくまでも会計

上ではあるが最長何年前までの投資が残存し

ているかを突き止めることができるからであ

る。
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表1は有形固定資産の各項目について構成比

率を求めたものである。数値は年度毎に構成比

率のサンプル平均をとったものであり、表1（a）

は資産残高項目別の年次平均比率で表1（b）は同

じく増加額項目別を示す。残高での項目比率を

見ると、19年間で多少の変化はあるが、建物と

機械装置のシェアは概ね30％程、工具器具では

10％程である。一方、当期増加額における項目

比率で見ると、建物の割合は10％程であるのに

対し、機械装置と工具器具への投資シェアはそ

れぞれ20％台の後半位と前半位である。以上の

シェアの違いは、減耗ないし減価償却のスピー

ドの違いを反映しているものと捉えられる。資

産のうち大きなシェアを占める建物は減価償

却が遅く、逆に工具器具は中でも更新サイクル

が早いといえる。機械装置はいわばその中間に

位置する。

　政策投資銀データベースの説明によれば、主

要な決算データは1956年4，月以降から収録され

ているが、項目別の当期増加額、当期償却額は

77年4月期以降の入力項目であり、それ以前の

値は欠損扱いである。したがって設備投資に関

する時系列としては20年程度の分析に限られ

る。

　これらの設備投資データに対して後述する

デュレーション分析を適用する場合、更新サイ

クルの遅いものほどセンサーされるサンプル

が多くなる。サンプリングの際、センサーされ

るケースが多くなることによって、リスク集合

においてスペル完了の観測数が十分確保でき

ず、デュレーション分析に必要な異なる長さの

スペルの頻度分布の対象標本を形成すること

ができなくなるという欠点が生じる2。

2具体的には、本稿の表3に示すリスク集合の作成を指し、時

　間に依存したスペル完了の特徴を分析するためには、各デュ

　レーション毎でハザード率を求め、デュレーション進行に応

　じたその変化を考察する必要がある。本稿のサンプルは企業

本稿では有形固定資産の残高と増加とでの

各シェアから見て、更新頻度が相対的に高いと

思われる工具器具は以上の点で他の資産項目

よりも優れており、『それをデュレーション分析

の対象に選んだ5

3．2工具器具への投資パターン

　工具器具の投資変動について、ここでは

L舳副D㎜e（1998）及0℃翻lero，EngeI㎝d

H田“wanger（1995）に従い投資率には設備資本

の増加率を用いる。それは減耗分を考慮して純

粋にどれだけ資本調整が行われたかを示すも

のであり、以後、投資率という言葉を資本増加

率という意味で用いる。企業単位の投資率GK

を次のように定義する：

GK＝（投資額一減耗額）／資本残高。

投資額、減耗額、資本残高には、それぞれ有

形固定資産当期増加額、同当期償却額、同前期

末残高を用いる3。

単位であり、事業所単位による類似する研究例と比べて小規

模にあるため、建物、機械装置等の他の項目については十分

なリスク集合が確保できなかった。設備投資の断続性に関す

る実証研究では、耐用年数がより長い建物や機械に着目する

　ことが多いので、日本のデータを用いる場合、十分なリスク

集合を確保するために対象企業サンプルや計測期間を広げ

　るなど、この点は今後の課題である。

3DomsandDome（1998）やCaballem，EngelandH調wangcr

（1995）では、投資率の分母である資本残高として、恒久棚卸

法により計算された実質資本ストックが用いられる。恒久棚

卸法の計算にはパラメータとして資本の減耗率が必要であ

　り、D㎝sandDume（1998）は三桁分類の産業毎による生産関

数の推計から得られた減耗率を用いており、またCaball㎝，

EngelandH寵wangcr（1995）は、米国経済分析局（BEA）が公

　表する二桁分類の減耗率を利用し、かつ資本の除去額を考慮

　したものを物的減耗率として用いている。日本の企業データ

　による実質資本ストック推計の場合、例えば増田（2000）の

　ように、減耗率パラメータとしてHayashiandInoue（1991）の

　推計値がしばしば用いられる。ただし、米国の研究例と異な

　り産業毎の区別はなく、また資本除去率にっいても考慮が難
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図1．投資率の順位による平均

1．2

1

0．8

0．6

0．4

0．2

0

一〇．2

一〇．4

9　　10　11

投資率の順位

12　　13　　14　　15　　16　　17　　18　　19

■投資率（左）ロ収益率（右）

図1は工具器具への投資率の順位別平均であ

る。DomsandDume（1998）に従い、企業単位の

資本調整パターンを見る上で、企業毎に最長19

年間の投資率を大きさで並べ替え順位付けし、

ll圓立コーホート毎に平均投資率を求めた。最大

増加率である第1位の投資率の平均は1付近に

あり、平均的に見れば、工具器具の場合19年間

のうちのたった一度の最大投資時において資

本規模は2倍になるといえる。またこの図は

DomsandD㎜e（1998）の図2a（p，418）と特徴が似

ており、平均投資率は第2位において第1位の約

半分となるが、それ以降の傾斜は概ねなだらか

である。次に、投資率（資本増加率）のll圓立を

用いて、そのタイミングによる収益率（営業利

益率）の平均を求めた。投資率の最大から最下

位までの順位毎による平均収益率は順位が下

がるほど低下する傾向にはあるが、それでも殆

しい。恒久棚卸法による実質資本ストックの推計値ば威耗率

や除去率の設定に大きく左右されるため、本稿ではその手法

の利用を見送った。同様の判断をとるものとしてはB缶監y，

Hui伽andCampbel1（1992）やPower（1998）が挙げられ、投資率

を求める際に用いる資本ストックとして簿価資産残高を使

った。

ど差がなく0．1付近である。すなわち、企業単

位で見れば投資率の大きさの落差に比べて収

益性にはあまり変動がなく、高い投資率の背景

に大きなキャッシュフローは登場しない。g単

独やあるいはそれにキャッシュフローを説明

変数として追加する投資関数を用いた実証分

析では投資量はキャッシュフロー変数から有

意な影響を受ける傾向にあるが、少なくとも大

きな投資発生のタイミングと収益性との間に

は明確な関係は見られない。

　以下では、大きな資本増加が起こること、す

なわち投資スパイクに注目して分析を行う。ま

ず投資スパイクを次のように定義する。

Caballem，Engel　andHaldwanger（1995）に従い、

クロスセクションの差異を考慮してサンプル

の投資率について企業単位の平均を引き、かつ

企業単位の標準偏差で割ったものを標準化し

た投資率zとする。標準化した投資率zに対して

1．5を越えるものをスパイクとして数える。

表2 投資スパイクの頻度分布

スパイク数　0回　1回　2回　3回　4回

企業数 9　　　193　　197　　24　　　1
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図2．スパイク時点の周辺における平均投資率

1．2

1

0．8

0．6

0．4

0．2

0
一3 一2 一1　　　　0　　　　　1

　スパイク前後の各時点
2 3

■投資率口収益率

以上の基準により、企業パネルサンプルにお

ける投資スパイクは663個が該当した。表2は企

業別スパイク回数の頻度分布である。

最長19年の時系列において投資スパイクが

全くないのは9社あり、対象企業の半数では2

回以上のスパイクが見つかる。続いて、図2は

投資スパイクのタイミングを用いた平均投資

率と平均収益率である。スパイクの前後3年ず

っの各時点で投資率、収益率について平均を求

めた。それによれば投資率のスパイクは前後と

比べて突出しており、スパイク周辺に関して言

えばスパイク次年度で少しばかり他よりも投

資率が高圃頃向にある。一方、収益率について

は投資スパイクとの関連が窺われず、投資ラン

ク別による収益率平均と同様にどの時点にお

いても0．1付近である。

33ハザード関数の形状と調整費用

設備更新のサイクルは投資スパイク間の時

間経過であるスペルの長さとして表われる。ス

ペルは投資の休止期間であり、スペルの散らば

りを観察することで投資スパイクのデュレー

ション分析を行う。ある投資スパイクのスペル

は次のスパイクの発生によって完了するので、

スペル完了確率はスパイク発生確率に等しい。

（Ss）モデルにおいては、ターゲットである最

適な資本水準と現在水準との乖離は、減耗の進

行によって拡大すると考えられるのでスパイ

ク確率は時間の増加関数になると考えられる。

よって非凸関数の調整費用の下での断続投資

モデルでは、ハザード関数は本質的に右上がり

の傾向を示すと考えられる。また、資本調整に

おける固定費用が大きさに依存して（Ss）レン

ジは広くなり、ハザード関数は右側にシフトす

ると考えられる。

CoopeちHaldwangerandPower（1999）の断続投

資モデルに従えぱ、固定費用を含む非凸性の調

整費用の下では、系列相関を持つマクロ経済シ

ョックが企業収益に影響を与える等の一定の

要件において、資本設備を更新する確率は最後

の投資スパイクからの時間経過に比例して増

加する。換言すれば、ハザード関数は時間に依

存して右上がりとなるはずである。他方、系列

相関を持つ外生ショックの要件下で凸関数の

調整費用を仮定した場合、投資も同様に系列相

関を持つはずであり、このことはハザード関数
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表3

スパイクスペルのリスク集合

デュレーションリスク集合　スペル完了被センサーハザード率＊

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

643

583

544

510

470

407

373

341

310

287

242

199

175

147

115

76

46

21

　0

49

31

24

21

28

12

15

20

9
15

9
1
4
3
1
2
2
2
0

20　　　0．0762

11　　　0．0532

8　　0．0441

10　　　0．0412

19　　　0．0596

35　　　0．0295

22　　　0．0402

17　　　0．0587

11　　　0．0290

14　　　0．0523

30　　　0．0372

34　　　0．OO50

23　　　0．0229

24　　　0．0204

29　　　0．0087

38　　　0．0263

28　　　0．0435

23　　　0．0952

19

＊ハザード率はカプランマイヤー推定による．

の形状において右下がりの傾向として表れる

はずである。

　よって、調整費用関数が凸性を有するか否か

によって、ハザード関数の形状に大きな違いが

見られるものと思われる。投資スパイクのスペ

ルに関するリスク集合を用いて、以上の点をま

ずサンプルハザードによって確認したい。

　まず、スパイクデータ663個に対してスペル

を求める。あるスパイクから次のスパイクまで

の時間をスペルとし、96年3月の観測打ち切り

によりセンサーされたスペルは415個である。

表3は各デュレーションにおけるリスク集合、

スペル数、被センサー数、及びハザード率であ

る。ハザード率はカプランマイヤー推定で求め、

図3はそれを示したものである。カプランマイ

ヤー推定を眺めると、ハザード率は年数が進む

につれて低下する傾向にあるが後半部分の数

年では上昇傾向にあることに気付く。よって全

体ではU字型であり、Nilsen　and　Sc㎞an伽elli

（2003）の図2（p．1029）、Coop賦Haltiwanger　and

Power（1999）の図11下側（p．943）と共通する特徴

を示す。1年目のハザード率が高圃頃向は、こ

れまで多くの研究で観察されてきたが、その要

因については明確でない4。

　カプランマイヤーハザードがU字型であるこ

とから、直ちに調整費用関数の凸性について判

断することは難しい。ただし先行研究より、カ

プランマイヤーハザードがU字型であること

は、異質性の影響による可能性が考えれる。カ

プランマイヤー推定はサンプルの同質性の下

で用いるハザード率であり、そこに異質性があ

る場合には何らかの考慮が必要となる。異質性

4このことについて、Caballem（1999）やCoc偉，H面wangerand

Power（1999）等で指摘されるように次の三つの解釈が可能で

　ある。一つは、大規模な投資プロジェクトは複数年に跨り実

施されるという”t㎞eめMd”の性格が挙げられる。二つ目は、

　投資プロジェクト自体は一年で完了するものであっても、年

　度末から年度始めにまたがって行われれば会計上は複数年

　度に分かれて記載されるという年度区分による影響である。

　三つ目は、凸関数の調整費用を前提とすればその資本調整パ

　ターンは強い系列相関を示すはずなので、大きな投資は単独

　では現れにくく、むしろ緩やかに変化しながら投資が続くこ

　とは調整費用の凸性を支持するものとも解釈できる。
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の考慮として、ハザード関数のセミパラメトリ

ック推定の導入がよく行われる。

まず、Coop凱Hal紅wangerandPower（1999）の

場合、異質性を考慮しないサンプルハザードは

右下がりだが、異質性を考慮したセミパラメト

リック推定において右上がりのべ一スライン

ハザードを得ている。Nilsen　and　Schiantarelli

（2003）ではサンプルハザードは明らかにされて

いないが、異質性を考慮した場合、右上がりの

ハザード関数が得られることを示した。他方、

Caballero，Engel　and　Haltiwanger（1995）による

（Ss）モデルに立脚した実証分析では、クロスセ

クションで見ると同じような資本不均衡でも、

企業によってトリガー反応が異なる点が考慮

される。よってカプランマイヤー推定では調整

費用の凸性を調べるという点で十分でなく、以

下では異質性を考慮したハザード関数の推定

を行う。また、カプランマイヤーハザードの形

状から見て、ハザード関数に特定の分布を仮定

したパラメトリックな推定は行いにくい。よっ

て本稿はハザード関数のセミパラメトリック

な推定を行う。

4。デュレーションモデル

カプランマイヤー推定から見ると、ハザード

率はU字型でかつ不規則な突出があることに

より特徴付けられる。カプランマイヤー推定は

サンプルの同質性を前提としており、異質性は

考慮されない。設備投資行動の傾向には企業の

属性や固有の経済要因による差異が存在し、か

つ投資スパイクスペルのばらつきはそれらの

異質性の影響を含むものと思われる。

　したがってハザード関数の推定にはより洗

練された方法が必要となり、本稿はPrenticeand

Gl㏄ckler（1978）の方法を採用する。その特徴は、

サンプル属性を表す共変数（説明変数）を含み、

ベースラインハザードには特定の分布を仮定

せずノンパラメトリックで推定することであ

る。加えてMeyer（1990）、Dolton　and　Klaauw

（1995）に用いられるものと同様に、推定には非

観測異質性を考慮した。

　Meyer（1990）に従えばハザード関数の推定

において例えばワイブル分布等を用いない主

要な理由として、前提とする分布に理論的な裏

づけができないことを挙げることができる。ま

た、本稿で用いるセミパラメトリック推定の利

点としては、べ一スラインハザードの形状が事
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前に分からないときでも共変数に対する係数

の推定量は一致性を保つ点が挙げられる。ベー

スラインハザードにパラメリックな分布関数

を用いる場合、分布の特定を誤ると係数推定量

は一致性を満たさない（H㏄㎞an　and　S血ger

（1984）、P．276）。

ハザード関数推定に非観測異質性を考慮す

る方法については、本稿ではH㏄㎞al　and

Singer（1984）、DohonandKlaauw（1995）1こ示され

るモデルを用いる。異質性の分布形状には仮定

を設けず、有限個の点からなる離散分布で近似

する。この方法はCoopeちHaldwangerandPower

（1999）やNilsen　and　Schian㈱lli（2003）の推定で

も用いられており、非観測異質性を傾向を異に

する複数のセグメントとして捉え、それを離散

分布で表現する。セグメント間の差異として調

整費用の性格の違いを想定し、調整費用が凸関

数であるか否かの検証に重点を置く。

　以下では分析に用いるハザード関数を説明

する。まず、企業単位iにおいてある投資スパ

イクから次の投資スパイクまでの時間を確率

変数と考え、それをスペルπと表わす。ある投

資スパイクについて次の投資スパイクが発生

した時点でスペルは完了し、ηの実現値が確定

する。このとき、ある投資スパイクのスペルπ

がデュレーション（経過期間）ゴにおいて未完

了であり、その条件の下で、スペルが’＋hの時

点に至るまでに完了する確率を考える。

　ハザード関数は以上の条件付き確率を用い

て次のように表わされる。

　　　　　　　帥＋h〉男≧鋸≧’1
　　ろ（’）二灘　　

h

またハザード関数において、共変数（説明変

数）は次の比例ハザード形式で用いる：

　　ろ（！）一ろ（∫）exp（イβ）　　（1）

　ここであ（’）はf時点でのべ一スラインハザー

ドであり、ろは第i企業の共変数ベクトル、βは

その係数ベクトルである。このとき、！時点に

おいて未完了のスペルが’＋1時点でなおも未完

了である確率は、ハザード関数を用いて次のよ

うに表現できる。

　　Pr［写≧1＋11署≧’】一exp（一rろ（μ）4π）

　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　ニexp（一exp（イβ）真（μ）4μ）

（2）式を次のように書き換える。

Pr［写≧ご＋llπ≧’】一exp（一exp｛7（f）＋司）

　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　ただし、

　　7（ご）一hf’る（π）ぬ　　　（4）

　である。これより、刀個のサンプルによる尤

度関数は（2）式の項を用いて次のように表わさ

れる。

　　　　ル　1（偽β）ニn礁，4）

　　　　ゴき　

　　　・癖［（呵嫌）・婿

　　　　軸PいP（・←）・剛

　　　　　　　　　　　　　　　（5）

ただし、Gをセンサー時点とするとき、男く，

のとき4ニ1、それ以外のときは0、また

鵡Fmin［i蝋71），qである。よって、対数尤度関数

は次の通りである。

L（乃β）一薯［4h⊂1一叫卿（7（κ）＋剛）

　　　碧蜘・司

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

　なお，Pren廿ceandGloeckler（1978）にある通り、

（6）式をβ＝0の下で最大化してγの最尤推定量を

求め，それにより計算したハザード率はカプラ

ンマイヤー推定に等しい。換言すれば、異質性

が存在しなければ、以上の推定によるべ一スラ

インハザードはカプランマイヤーと同じもの
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となる。

更に、（5）式について非観測異質性を考慮する

ことにより、べ一スラインハザードおよび係数

の推定のバイアスを軽減させる。ここでは非観

測異質性をv，と表わし、（1）式と同様に

exp（Zβ切の形式で導入する。Hec㎞an　and

Singer（1984）に従い、非観測異質性の未知の分

布を離散分布で近似して、巧が確率的に有限個

の離散点をとることにより表現する。分布の台

である有限個の点とそれに対応する確率はγと

βと同時に推定できる。このとき、尤度関数は

次のように書き直される。

　　　　　　　　ル　　ノ　　1（γ，瓦α，幽」）一HΣα、ろ（丸、，副μ、）　（7）

　　　　　　　同ノ＝1

ただし、巧は」個の点であり、その確率を

婿Pr［v，彰ユとし、また1緬4％）は（5）式に対応し、

　　　　　　　　ず　　　　　　　　　　　　　　　びその右辺におけるexp（Zlのをexp（Zlβ鳩）で置き

換える。μ1を0に基準化して（7）式を最大化する

ことにより、べ一スラインハザードγと係蜘に

加えて’1の点とその確率とを推定する。

以下では、ハザード率に影響を与える共変数

として、収益性、資金コスト及び耐用年数のク

ロスセクションによる散らばりを想定する。先

行研究の多くにおいて、同推定に要するコンピ

ュータプログラミングが複雑になることから、

時間で変化する共変数の導入は見送られる傾

向にある5。従って、共変数を時間不変で用い

るため、サンプル期間にわたる属性の差異がベ

ースラインハザードに対して与える効果を分

析することが中心となる。本稿はCoop凱

Haltiwanger　and　Power（1999）、Nilsen　and　Schi．

an伽・elli（2003）よりもサンプル数が小さく、複雑

な推定がより難しいため、サンプル期間での企

業毎の平均属性を用い、クロスセクションによ

る散らばりがハザード率に与える影響をみる6。

Coop凱HaltiwangerandPower（1999）のハザード

関数推定では時間不変の共変数として年次ダ

ミーが、他方、Nilsen　and　Schian血elli（2003）で

はそれに加えて、事業所タイプダミー、スパイ

ク発生時点での工場年齢がそれぞれ用いられ

る。いずれの分析も共変数に財務データによる

属性変数を導入しておらず、経済性の企業差異

がハザード関数に対してどのような影響を及

ぼすのかについて調べることは興味深いと思

われる。

5．推定結果

財務データのような企業属性の可観測異質

性がハザード率のパターンに対してどのよう

な影響を与えるかについて、共変数の効果を調

べることにより分析する。ここでは収益性、資

金コスト、耐用年数の三つがハザード率に与え

る効果を検証する。また、ハザード関数に非観

測異質性を考慮することにより、観察されない

異質性タイプに依存してべ一スラインハザー

ドはどの程度違いが見られるのかについても

分析する。共変数の作成と期待される効果とは

次の通りである。まず、収益率の上昇は投資の

純現在価値を増加させるのでハザードを左側

にシフトさせる。ここでは具体的な収益率とし

て総資産営業利益率を用いた。

営業利益率＝（営業利益＋減価償却費）／総

資産。

5この分野に関する展望はKie財（1988）を参照されたい。

㎞h㏄andGloccklcr（蓋978）、HanandHausman（1990）、Meycr

（1990）、　Coopcr，Haltiwangcr　and　Power（1999）、Ni蓋瓢and

Schian血elli（2003）では、いずれも時間不変の共変数によりセ

　ミパラメトリックハザード推定を行っている。

6彼らは事業所単位のデータを用いており、企業単位の財務デ

ータとは集計レベルが異なる。集計程度の違いは断続性の観

察頻度に影響し、加えてそのデータセット自体も非常に大き

いことから、本稿のリスク集合サンプルは相対的に貧弱とな

　る。
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他方、資金コストの上昇は投資の純現在価値

を減少させるため、（＆s）の意味でのトリガーを

超えにくさせる効果を持ち、よって投資スパイ

クのスペルは逆に長くなるはずである。銀行借

入に比べ低コストである社債発行などの有利

な条件で資金調達することのハザード率への

影響を見るために、平均的な金利水準を計算し

共変数として用いる。資金コストとして分析に

用いる金利水準は以下の式により計算する。

金利水準＝（支払利息割引料＋社債利息）／

（短期借入＋一年以内返済の長期借入＋長期

借入＋受取手形割引残＋一年以内償還社債＋

普通社債＋転換社債＋ワラント債）。

収益性や資金コストと同様に、資本の耐用年

数には企業差異があるものと考え、それをハザ

ード関数の共変数として用いる。耐用年数は減

耗の速さを示すので、耐用年数が長いほどハザ

ード関数は右側にシフトする。ここでは耐用年

数における減耗速度は技術進歩による陳腐化

を含むものと考える。

　しかし別の観点もあり、Ogawa　and　Suzuki

（2000）による耐用年数とサンクコストとの関連

付けである。Ogawaand　Suzuld（2000）1ま既存設

備の転用・転売が困難であればそれは潜在的な

サンクコストとなり、投資を抑制する不可逆性

の指標となると提言している。この観点は転売

の可能性を考慮した田中の分析でも用いられ、

ただし必ずしも耐用年数と投資抑制との間に

明確な統計的関係は得られていない。Ogawa

andSuzuld（2000）、田中（2004）では投資率の大き

さが不確実性や不可逆性によって抑制される

ことを分析しているので、本稿の対象である断

続性投資のデュレーションとは別のテーマで

あり、，実証手法も異なる。しかしながら、耐用

年数が不可逆性の指標として妥当であれば、不

可逆性（サンクコスト）の増加は、（Ss）モデル

の観点からすれば投資実施のトリガー水準を

引き上げる効果を持つので、ハザード関数を右

側ないし下方にシフトさせる。よっていずれの

解釈かにかかわらず、耐用年数はハザード関数

を右側ヘシフトさせると思われる。

　耐用年数変数の作成については、工具器具の

有形固定資産明細表の当期増加額碕と減価償却

費明細表の取得原価，と用いて次の計算を行う。

まず各期の増加額殉を遡及して加算する。∫を

基準年次とするとき、畷左）は次の式で表わされ

る。

　　　　　　　　　　　　え　　
　　　　　　　　畷ん）一Σα、．ノ

　　　　　　　　　　　　ノ＝0

　これより、第一段階として次の不等式を満た

すたを見つける。

　　　　　　　畷ん）≦濁く罵（ん＋1）

第二段階として耐用年数nを求める。ここで

調整係数をhとする。

　　　　　　　　勘（ん＋1）＝1＋h

　　　　　　　　　　X，

耐用年数をnとすると、具体的には次式によ

り計算する。

　　　　　　　κ＋l　　　　　　x
　　　　　　n＝一二（ん＋1）　’
　　　　　　　1＋h　　勘（ん＋1）

以上で求める耐用年数変数は、過去何年分の

投資が残存しているかを表す。資本調整の固定

費用や不可分性には耐用年数では捉えられな

い業種による違いが見られるかも知れないた

め、業種ダミーを加える。先述の通り、営業利

益率、金利水準、耐用年数の共変数は時間不変

として、いずれも企業単位の平均を推定に用い

る。

表4は（5）、（7）式のパラメータについて最尤推
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表4

ハザードモデンレ推定：ノンパラメトリックベースラインハザード
’1

共変数 β S．E． β S．E．

　　14ダミー
業種［15］ダミー

業種［16］ダミー

総資産利益率
金利水準
擬似耐用年数

ベースラインハザード

0．311

0．192

0．126

0．364
－0．246

0．004

　γ
一2．790

－3．124

－3．384

－3．324

－3．016

－3．752

－3．496

－3．025

－3．941

－3．240

－3．703

－5．471

－4．238

－4．075

－4．929

－3．812

－3．323

－2．501

0．167　★

0．199

0．309

2．038

0．424

0．022

S．E．

0．841　　　　0．278

0．588　　　　0．329

－0．060　　　　0．554

10．210　　　　3．080

0．330　　　　0．762

－0．064　　　　0．029

　γ　　　　S．E．

一4．120　　　　1．OO2

－3．433　　　　0．796

－3．087　　　　 0。491
－2．773　　　　0．451

－2．268　　　　0．445

－2．837　　　　0．502

－2．466　　　　0．490

－1。781　　　　0．475

－2．473　　　　0．572

－1．530　　　　0．510

－1．691　　　　0．581

－3．303　　　　1．！06

－1。889　　　　0．741

－1．473　　　　0．771

－2．192　　　　1．147

－O．889　　　　0．920

0．254　　　　1．040

8．504　　　　1．161

★★★

★

★★★

★★

　　　γ1
　　　γ2
　　　γ3
　　　γ4
　　　’y5

　　　γ6
　　　γ7
　　　γ8
　　　γ9
　　　γ10
　　　γ11
　　　γ12
　　　γ13
　　　γ14
　　　γ15
　　　γ16
　　　γ17
　　　γ18
非観測異質性（ノ＝3）

　　　α1
　　　α2
　　　α3
　　　μ2
　　　μ3
スペル数

対数尤度
　　618
－902．87

0．341

0．342

0．390

0．371

0．368

0．435

0．403

0．380

0．487

0．419

0．475

1．058

0．660

0．634

1．052

0．759

0．780

0．773

　0．372
　0．090
　0．538
　3．587
－12．172
　　618
－892．26

．056　★★★

．025　★★★

．647　★★★

．275　★★★

＊は10％水準で　、思，＊＊は5％，＊＊＊は1％で　，慰を示す．

スペル数は共変数の欠損値（平均金利水準：3，擬似耐用年数：42）により618となる．

定を行った結果である7。耐用年数と金利水準

の欠損値により、サンプル数は618に低下した。

モデルに非観測異質性を考慮しない（5）式によ

る推定の場合、殆どの共変数の係数に有意性は

見られず、べ一スラインハザードの特徴はカプ

ランマイヤー推定の傾向とほぼ一致する。他方、

7He¢㎞anandSingcr（1984）に示される通り、非観測異質性を含

　むパラメータ推定は初期値に依存して、尤度関数に複数の局

所最大が生じる。非観測異質性項を含む（7）式の最尤推定のパ

　ラメータの初期値には、（5）式の推定で得られたパラメータ推

　定値を用い、また¢には複数のグリッド点を用意してそれぞ

　れ推定し、その中から最大尤度のものを採用した。

非観測異質性を考慮した（7）式による推定では、

三っのセグメントの存在が確認され（」』3）、投

資スパイクの発生確率が低いセグメントから

逆に非常に高いセグメントとまでに分けられ

る。非観測異質性が各離散点をとる確率は

0．372、0．090、0．538と推定される。

　図4は三つのセグメントのベースラインハザ

ードを示す。大別すると、そのうち二っのセグ

メント（異質タイプ1及びタイプ2）では時間依

存による上昇傾向が見られ、残る一つのセグメ

ント（異質タイプ3）ではベースラインハザー

ド自体が殆どゼロに近く、その時間依存傾向は
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確認できない。合わせてサンプルの46％を占め

る二つのセグメントではべ一スラインハザー

ドは時間依存を示し、特に異質タイプ2は強い

上昇傾向にあり、5年程度のデュレーションで

ハザード率が1に接近する。このことからサン

プルの約一割において、大体5年位の周期で大

きな投資が起こる傾向が読み取れる。ベースラ

インハザードが時間に依存して上昇する特徴

はCoopeちHdtiwanger　and　Power（1999）、Nilsen

and　Schian㈱lli（2003）の実証結果と同様であり、

彼らはハザード関数が右上がりである点を強

調する。設備資本は時間の経過とともに減耗・

陳腐化するので、それを補うためにちょうど必

要な投資を毎期行うことも可能である。しかし

べ一スラインハザードが右上がりであること

は、毎期適度に投資を重ねるよりもある時点ま

で減耗を許容して許容を超えたときに大きな

投資スパイクが発生するという断続的な資本

調整パターン、ないし非凸な調整費用の存在を

実証的に支持する結果といえる。　他方の54％

を占めるセグメントではべ一スラインハザー

ドは極めて低位にあり、次の投資スパイクはほ

とんど発生しなレ噸向にある。このセグメント

は断続的な投資パターンになく、よってこのセ

グメントの投資スパイクはむしろ偶発的に発

生したものである可能性が高く、断続的な資本

調整パターンとの関連は極めて薄いと考えら

れる。例えば、断続投資パターンにない場合、

偶発的に発生した大きな投資スパイクについ

ては、凸関数の調整費用を仮定の下では、緩や

かな資本調整がその後に続くものと考えられ

る。よってそれはハザード関数において右下が

りの傾向として観察される可能性が高い。しか

しながらべ一スラインハザードが総じてゼロ

付近にあり、特に右下がりの時間依存傾向は観

察されないため、調整費用関数の形状について

の示唆は得られかった。

共変数による効果については、非観測異質性

を考慮しない推定では電気機械器具の業種ダ

ミー係数のみに正の有意性が確認され、それ以

外の共変数にはハザードヘの効果は見出され

ない。一方、非観測異質性を考慮した推定では

べ一スラインハザードに対する業種ダミーの

効果は電気機械器具、輸送用機械器具の二っで

有意であり、これらの業種はサンプル対象であ

る機械産業の中でもハザード率が高い傾向に
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設備投資の断続性

あるといえる。この結果がもしも不可逆性ない

しサンクする固定費用と関係するのであれば、

電気機器、輸送用機器は機械産業において相対

的にサンクコストが低い分類にあるといえる。

鈴木（2001）は不確実性の増大はサンクコストの

大きい産業ほど投資を抑制することを検証す

る目的で実証分析を行い、機械産業において電

気機器、一般機器にその効果を見出しており、

また輸送用機器では有意な効果は見られない

ことを示している（pp．139－140）。分析手法は異な

るが、電気機器に関しては本稿の推定結果は鈴

木（2001）と一致しない。営業利益率にはベース

ラインハザードに対する正の効果が高い有意

性で観察され、企業間の収益性の差異により投

資スペルのデュレーションが異なる傾向が見

出される。すなわち、高い収益性は次の投資ス

パイクのタイミングを早める効果を持っとい

える。また、金利水準の係数は有意でなく、資

金コストの高低による投資スパイクのタイミ

ングの変化は確認されなかった。ベースライン

ハザードに対する耐用年数の係数については

負で有意の推定値が得られ、よって耐用年数の

大きさに依存してべ一スラインハザードが押

し下げられる傾向にある。よって右上がりのベ

ースラインハザードの場合では、それは投資ス

パイクのタイミングを遅らせる効果を持っと

いえる。

6．結論

本稿は設備投資に見られるスパイクに着目

し、有形固定資産のうち工具器具の資本調整パ

ターンに関するいくつかの分析を行った。有形

固定資産の残高と増加とでの各シェアから見

て、更新頻度が相対的に高いと思われる工具器

具をデュレーション分析の対象に選んだ。上場

会社424社のパネルデータによる工具器具の投

資変動からは、そのパターンはどちらかといえ

ばスムーズではなく散発的なスパイクが観察

された。よって、設備投資はスパイクと閑散期

（スパイクの谷問）とによって性格付けられる

という”lumpyinvestment’仮説の立場から、生存

分析の手法を用いて投資スパイクのスペルに

ついてハザード関数の推定を行った。観察され

る属性変数（共変数）と観察されない異質性を

考慮すると同時に、ベースラインハザードをノ

ンパラメトリックに推定した。

ハザード関数のセミパラメトリック推定か

らは、非観測異質性を考慮した際において、ベ

ースラインハザードはデュレーションに依存

して増加する傾向が見られること、また共変数

によるハザード率に対する影響については資

金コストに有意性は見られないが収益性から

は正、また耐用年数からは負の効果がそれぞれ

見られた。非観測異質性を考慮した推定では三

つのセグメントの存在が確認され、投資スパイ

クの発生確率が相対して低いセグメントから

逆に非常に高いセグメントまでに分けられた。

セグメント毎にべ一スラインハザードを推計

すると、一部のセグメントではベースラインハ

ザードは強い時間依存を示し、5年程度のデュ

レーションでハザード率が1に近づく傾向が確

認された。ベースラインハザードが時間に依存

して上昇する特徴はCoopeちHa1Uwanger　and

Power（1999）、NilsenandSchian伽elli（2003）の実

証結果と同様であり、日本のミクロデータにつ

いても断続的な資本調整モデルを支持する結

果といえる。
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