
．はじめに

国境を越えようとする小売企業にとって、参入様式の選択は極めて重要な意思決定の事項

となる。それにもかかわらず、既存研究では各様式の特徴を整理することに留まり、意思決

定の仕組みや選択後の実施過程については十分に検討されてこなかった。

一般的に、その選択については、進出国の環境条件や企業戦略との関係から意思決定がな

される。小売企業に固有の側面を取り上げるならば、海外展開の媒体となる小売業態（以

下、業態と省略）の特徴が参入様式の選択に影響しているように思われる。例えば、カル

フールのハイパーマーケットやウォルマートのスーパーセンターなどの総合型業態を展開す

る場合は合弁や買収が選択され、トイザらスやイケアに象徴されるカテゴリーキラー、ベネ

トンやギャップなどのアパレル専門店などの専門型業態を展開する場合は子会社の設立やフ

ランチャイジングが選択されるといった具合である。

しかし、実態は必ずしもそうではない。類似の業態であっても多様な参入様式が採用さ

れ、参入後の経験に伴い他の様式に転換する動きも見受けられる。すなわち、既存研究にお

いては、参入様式の選択構造や選択後の実施過程などの動態的な視点に基づいた検討が十分

になされてこなかったといえる。本稿は、比較的に活発な議論が繰り広げられてきた フラ
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ンチャイジング と 合弁 についての先行研究における成果を包括的に整理することに

よって、国境を越えようとする小売企業の参入様式にかかわる意思決定の内実と実施過程に

ついて考察することを目的としている。

．参入様式の種類と特徴

参入様式は、海外市場との接触の範囲、濃度、速度を操作する手段といえる。配分する経

営資源や組織の統制手法に応じて、いくつかの類型が存在している。小売企業が採用する代

表的な参入様式の特徴は、表 のように整理される（ ）。

まず、海外市場に現地子会社を設立し、最初から自前で事業展開に着手する 内部拡長

があげられる。この方法では、多大なる経営資源の投入が要求される同時に、市場地位の確

立や独自の実行可能性調査に労を要する。しかし、適度のリスクで実験的な展開が可能とな

り、事業展開にも統制力を確保することができる。なお、現地市場と密接にかかわる活動を
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表 ．小売企業が採用する海外市場への参入様式

メカニズム 長 所 短 所

内部拡張

（子会社設立）

・企業規模に左右されない

・適度のリスクで実験的展開が可能

・事業展開に自由が利く

・迅速な意思決定が可能（撤退など）

・事業原型の構築可能性

・市場地位の構築に要する時間的コスト

・付属的事業部門としての取り扱い

・実行可能性調査の必要性

・市場異質性への対応困難性

合 併・買 収

・市場地位の短期間的確立

・現地事情に精しい経営陣の確保

・キャッシュフローの即時的実現

・立地確保の優位性

・迅速な意思決定の困難性（撤退など）

・買収企業選択の困難性と時間的コスト

・希望する買収対象企業の不在

・経営者層の多大な関与要求

フランチャイジング

・急激な海外拡張の実現

・低コスト

・参入障壁の回避

・辺境市場への拡張実現

・さまざま形態の契約が可能

・現地経営者の利用

・現地適合型の事業展開の可能性

・複雑な法的要件

・適切なジー確保の困難性

・ジー統制の困難性

・ジーとの健全な契約関係維持の困難性

合 弁

・現地企業との関係構築

・市場学習の促進

・撤退の容易性

・内部拡張の可能性

・収益の配分

・適切なパートナー確保の困難性

非統制的所有
・最低限度のリスクによる市場理解

・市場把握後における介入強化の可能性

・受動的な立場

・経営参加の困難性

出所 （ ）
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要求することから有機的成長、あるいは未開拓の土地に建物を築くことから始めるという意

味からグリーン・フィールド投資とも称される。

次に、海外市場に存在する現地企業やその他の外資系企業を買い取る 買収 やそれらと

契約を締結することで法的に合体する 合併 があげられる。この方法には、買収や合併の

対象となる企業を適切に評価する困難性が伴う。しかし、現地事情に詳しい人材の確保や短

期間における市場地位の確立が期待される。

そして、海外市場で現地企業やその他の外資系企業と資本提携して共同で事業を経営する

合弁 があげられる。この方法には、収益を配分する必要性や適切なパートナーを確保す

る困難が伴う。しかし、現地市場における学習が促進されると同時に、現地企業と広範な関

係を構築することが可能になる。

また、契約に基づいて経営知識やブランド（商標）などの無形資産を利用する権利を加盟

者に対して公式に提供し、加盟料やロイヤリティーを徴収する フランチャイジング があ

げられる。この方法には複雑な法的要件や加盟者の統制に困難が伴うが、低コストで短期間

に広範な海外市場に拡張する仕組みが備わっている。

そして最後に、本国で特定企業に大部分の株式を所有される企業が海外市場に存在する企

業の株式を取得するという 統制力を伴わない所有権の取得 があげられる。この方法は、

現地での経営に介入することが困難で受動的な立場にある。しかし、最低限度のリスクで現

地市場の情報収集を助け、その後の足掛かりにすることができる。

その他にも、現地の商業施設内に賃貸契約を結ぶことで店舗を構える イン・ストア・コ

ンセッション 、特定商品の販売や商標利用の権利を契約に基づいて法的に提供する ライ

センシング 、そして世界の主要都市に業態概念を前面に押し出す 旗艦店（フラッグシッ

プ・ストア） ） の設置などが採用される。これらは、実験的な進出や予備的な販売促進

活動として採用されることが多い。

．参入様式の選択にかかわる意思決定

国境を越えようとする小売企業は、どのように参入様式を選択するのであろうか。例え

ば、 （ ）によると、本国における競争の程度や規制などの市場

環境、当該企業が展開する業態の種類や意思決定者の方針から形成される運営方法の特徴、

そして進出国の政治環境、経済環境、法律（規制）環境などの社会的な環境条件と小売構造

の特徴が参入様式の選択に影響するものと説明されている。すなわち、現地展開に要する統

制水準やコストなどの企業の内部条件に加えて、企業を取り巻く環境条件との対応関係から

意思決定がなされるものと理解することができる。

さて、国境を越える小売企業が異国の環境条件との対応関係について検討するということ

は、意思決定に際して当該環境条件に抱かれる精神的距離への対応を意味する。例えば、精

）旗艦店を参入様式として認識する視点については （ ）に依拠
している。



神的に隣接すると感じられる市場には有機的成長が志向され、精神的に距離が感じられる市

場にはフランチャイジングが志向されるといった具合である。この点について

（ ）は、小売企業が海外市場で直面する不確実性に着目したモデルを提示している。彼

らは、精神的距離を 文化とビジネスの異質性に対する知覚と理解の相違から生じる本国市

場と海外市場の距離 （ ）と定義し、各企業の組織や経営者層

の特性が精神的距離に影響し、それが参入様式や戦略策定に反映されると考える。

ここでの精神的距離とは、情報の非対称性に起因している。 （

）は、環境条件と企業資源に潜む情報の非対称性が参入様式の選択に影響する

ことを説明している。環境条件についての情報の非対称性については想像に難くないが、企

業資源についても情報の非対称性が存在する。というのは、製造業においては知識の多くが

製品に具体化され、形式化されている部分が多いが、小売業については業態、経営技術、そ

して取引関係などの多くの知識が人的資源や組織のなかに埋め込まれているからである。そ

れが、知識移転を困難にしている。 （ ）は、その対応手段とし

て、参入様式の選択を内部化の理論とエージェンシー理論を援用して検討した。そこでは、

市場取引のコストが高くなる場合には、合弁、ライセンシング、フランチャイジングなどの

他者との契約を通じる事業展開よりも、有機的成長、合併、買収を通じて内部化することが

合理的であると考えられる。そして、現地市場に対して多大なる介入が要求されることでモ

ニタリング・コストが高くなる場合には、フランチャイジングやライセンシングなどの低コ

ストで低統制の参入様式を選択するものと考えられる。このようにみると、小売企業が保有

する技術や進出国の環境条件に潜む情報の非対称性が参入様式の選択に大きく影響すること

を理解することができる。

また、小売企業の戦略や業態の特性が参入様式の選択に作用することもあるだろう。この

点について （ ）は、専門型業態を世界的に展開するグローバル小

売企業の事例から参入様式の選択構造を次のように考えている。一般的に、彼らのいうグ

ローバル小売企業は、世界市場に分散して存在する類似の市場を標的として、その固有のコ

ンセプト、ブランド、企業能力によって世界規模で標準的な事業展開を行うことが多い。そ

の際、自らの独自性と競争優位を形成する要素の保護が困難と考えられる場合は、子会社の

設立によって有機的な拡張が選択される。しかし、それらが契約などによって保護が可能で

あり、急激な拡張を求めるのであればフランチャイジングが採用されるという図式である。

その他にも、経営資源が豊富であるほど子会社の設立が選択され、現地市場における法的整

備や企業内外での関係性が保証されるほどフランチャイジングの採用を促す力が作用する。

また、各様式についての経験も作用してくる。

さらに （ ）は、環境条件から及ぶ影響を意識しながらも、

企業の経営資源や経営技術と参入様式選択の関係について検討している。そこでは、小売企

業が海外進出することで直面する つの課題に着目されている。一方は、海外市場の異質な

環境条件に感じられる精神的距離への対応方法である。他方は、海外展開に際して要求され

る経営資源や経営技術の調達にかかわる問題である。前者は、精神的距離が増すほど、統

制、コスト、リスクを抑制する参入様式が志向されることを示唆している（図 【 】参

照）。後者は、経営資源や経営技術が乏しいほど、統制、コスト、リスクを抑制する参入様
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式が志向されることを示唆している（図 【 】参照）。

しかし、参入様式の選択は必ずしも戦略的になされているわけではない。また、その選択

は固定化されたものではない。彼らが 本質的に国際的な小売企業内部の動態的、進化的、

そして継続的な対話の産物なのである。この企業内部における対話は企業独自の展望が満た

されており、経営者の能力と環境条件との間で取り持たれる （

）と述べているように、環境条件、経営技術、そして企業特有の条件は時間の経

過に伴い変容するため、参入様式の選択にも臨機応変に反映される。

すなわち、戦略的に意思決定がなされる一方で、機会主義的な側面も備わるのである。そ

もそも海外展開に際して、お互いに補完的な情報や経営資源を持つ主体同士が欠陥を埋め合

わせる個別的な関係は、機会主義的に構築されることが多い。入手可能な情報の量や質に限

界があり、その解釈にも困難が伴う異国の環境条件で予測不可能な事態に直面するなかで臨

機応変な行動が取られるのである。 （ ）は、こうした現実的な側面に目を向

けて 参入当初のさまざまな意思決定は、その後の成長過程における意思決定に比べると不

十分な情報に基づいてなされるために、ある市場への参入期と成長期を区別することは非常

に有意義である （ ）と述べることで、実際の経験のなかで諸機会に柔

軟に対処する必要性を唱えている。

このように見てみると、各企業の歴史、経験、資源、機会、そして戦略の相互作用の結果

として選択され、経時的に応変な選択がなされるものと認識しておくことが妥当的である ）。以

下では、参入様式のなかでも比較的に多くの小売企業によって採用されている フランチャ

イジング と 合弁 にかかわる選択と実践過程について検討することにしよう。

図 ．参入様式の選択構造

出所 （ ）



．小売企業の海外進出と フランチャイジング

フランチャイジングとは、ある権利を提供する側のフランチャイザー（以下、ザーと省

略）が、その権利を受ける側のフランチャイジー（以下、ジーと省略）から加盟料やロイヤ

リティー（経営指導料）を徴収することで商号や商標等を使用して事業展開を行う権利を与

え、さらに組織づくり、教育訓練、マーチャンダイジング、経営管理などの継続的な支援活

動を行う経営の仕組みをいう。ザーが限られた経営資源で急激に拡大することを可能とする

一方、当該事業の経験や知識に欠けるジーが新領域に参入することを可能にすることに特徴

がある。

このフランチャイジングには、 つのタイプが存在する。一方は、メーカーが製品の販売

と商標を利用する権利を与える プロダクト・フランチャイジング である。もう一方は、

サービス業や小売業において、本部が加盟店に対して、商標やチェーン名を使用する権利、

ザーが開発した経営上の技術やノウハウを利用する権利、そしてザーの指導や援助を受ける

権利など提供する ビジネス・フォーマット・フランチャイジング である。

小売業の場合、プライベート・ブランドをプロダクト・フランチャイジングする以外は大

部分が後者の採用を意味する。さらに、その後者には つのタイプが存在している。まず、

マスター・エリア・フランチャイジングは、ザーがマスター・ジーに対して特定の市場で排

他的にフランチャイジングする権限を与えるもので、マスター・ジーが当該市場における実

質的な展開を担う ）。ジーの主体的な行動が環境適応を助け、情報収集の拠点としての役割

を担うことが期待される ）。次いで、ジョイント・ベンチャー・フランチャイジングは、海

外のジーと提携を結ぶが、排他的な領域権やサブ・フランチャイジング権が与えられない。

そしてダイレクト・インベストメント・フランチャイジングは、統制力を重視して海外に自

社所有の店舗、あるいは子会社を設立することで展開される。ある程度の投資を要求する

が、当該市場における大規模な展開に先立ち、試験的な展開を可能とする。最後に、ダイレ

クト・フランチャイジングは、ザーが海外に直接ジーを所有する。適切なジーを探索するこ

との困難性に加え、遠距離に存在するジーの統制や支援の提供に困難性が伴う。
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）この点については、 （ ）がイギリスのファッション小売企業の民俗誌的な事例研究を通じ
て検証している。この事例では、企業の大部分が有機的な手法で進出していた。海外展開における統制が
志向されたためである。しかし初期展開において、資金的な逼迫に加え、最高経営者の異動や組織編制に
際して付属的な取り扱いを受けるなどの困難に直面し、海外展開に潜む複雑性の問題を軽視すべきでない
ことが経験的に学習された。こうした状況に対応すべく、フランチャイジングに転換された経緯が追跡さ
れている。
）このタイプは、厳密にはジーにサブ・フランチャイジングの権利が与えられる マスター・フランチャ
イジング とサブ・フランチャイジングの権利が与えられずに厳密な計画に基づいて規定の出店数が要求
される エリア・フランチャイジング に分類される。 （ ）は、フラン
チャイジングにおける小売ノウハウの移転可能性を検討するなかで、国境を越えるフランチャイジングに
潜む障壁を克服する手段としてのマスター・フランチャイジングの有効性を説明している。一般に、業態
が海外に移転された場合、それが基盤を置く諸条件に異質性が生じるために、本国における効果や効率を
実現することが困難になる。例えば、進出国で現地の供給業者と新たな取引関係を構築する必要性が生
じ、社会的インフラストラクチャー、労働力市場、法的環境などの異質性に対応することが要求される。
さらに、訓練の提供、支援の提供、そしてモニタリングには多くのコストを要する。しかし、マスター・
フランチャイジングは、マスター・ジーに特定の市場領域でサブ・フランチャイジングの権限を与え、現
地に密着した展開を可能にすることで、以上の問題を緩和することが可能になると説明されている。
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．フランチャイジングの選択経緯

それでは、小売企業はどのような経緯で海外進出に際してフランチャイジングを採用する

に至るのであろうか。ここでは、その採用に至る経緯について検討する

（ ）の研究を取り上げよう。

国境を越えてフランチャイジングを展開している企業の大部分は、国内経験を備えてい

る。したがって、既存研究では国内経験を糧に海外市場へ拡張することを暗黙の前提に議論

されてきたところもある。しかし実際は、海外展開では採用する企業や他の参入様式で海外

進出した企業がその後の展開で補完的に採用している企業が見受けられる（

）。彼らは、海外展開におけるフランチャイジングの採用にはいく

つかの経路が存在し、各経路には固有の動機が作用していることに着目している。まず、国

内経験の延長線上で採用する場合がある。そして、国内市場では他の参入様式を採用する一

方、海外市場では国内と同様の成長経路を辿る意図がない、あるいは辿ることができない企

業が海外市場を開拓するために採用している場合もある。

さて、図 の経路 に示されているように、国内経験を有する企業によって採用される典

型的なパターンが存在する。この場合、海外における高い評価や潜在的なジーからの積極的

な接近を契機として海外市場に潜む市場機会を評価し ）、それまでの経験を拡張する形で

自らが精通するフランチャイジングを通じて海外進出するという意味において受動的な採用

として捉えられる。

一方、国内では経験のない企業が海外で採用する場合がある。まず、図 の経路 ・

で示されるように、既に他の参入様式で進出を果たし、当該市場で事業基盤を確立している

企業が採用する場合がある。次いで、経路 ・ で示されるように、海外展開の初期段階

で採用する場合もある。 は国際化に対する受動的な接近と子会社の設立による参入の失

敗に対する結果の産物 ）、あるいは国境の壁を越える内部能力を備えていないことから外

部化しなければならないとする認識の産物である。そして は精神的・物理的に距離があ

） （ ）も小売企業のフランチャイジングによる新興経済諸国への進出について検討する
なかで、ザー、本国の環境条件、ジー（マスター・ジー、マスター・ジーと契約を交わしたジー）、進出
国の環境条件といったステークホルダーを包括する統合的な視点からマスター・フランチャイジングの有
効性について説明している。ザーの視点からは、新興経済諸国における中層市場の拡張、不飽和市場の存
在、若年市場の拡大、自由化の進展、先進諸国の財やサービスに対する需要の拡大などの要素が市場機会
を創造している一方、ロイヤリティーの本国送還禁止、法的規制、法的環境（官僚的・不安定）、インフ
ラストラクチャーの未整備、知的財産保護制度の未整備、訓練の提供やモニタリングの困難性といった問
題がある。次いで、ジーの視点からは、事業計画、販売促進活動、新製品開発、市場調査などについて持
続的な支援を受けることができる一方、異質の環境ではザーによる提供物の効用が約束されないことなど
の問題がある。また、マスター・ジーの視点からは、現地の資源や知識への接近や現地に適応的なシステ
ムの開発が期待される一方、収益規模の縮小や現地展開に対する統制力の削減などがある。さらに進出国
の視点からは、外貨の獲得、企業家の育成、雇用の拡大、流通やマーケティングに関する知識の普及が期
待される一方、既存の中小零細企業の駆逐や消費文化の西洋化といった弊害も懸念される。
）例えば、セブンイレブン・ジャパンを構築したイトーヨーカ堂がアメリカ合衆国のサウスランド社に接
近した事例があげられる。この詳細については、 （ ）を参照されたい。
）この点については、 （ ）がイギリスのファッション小売企業の民俗誌的な事例研究におい
て、子会社を設立することで海外進出した小売企業が経営資源や組織運営の困難に直面するなかで、フラ
ンチャイジングに転換することで対応した経緯が追跡されている。また、 （ ）が
子会社を設立することで香港に進出したマークス スペンサーがフランチャイジングに転換することで撤
退した経緯を整理している。



る市場に拡張するため、あるいはあまりにも小規模な海外市場に進出する場合の代替様式と

して認識される。国内経験を有する企業の採用背景には業態や商品を世界規模で訴求したい

という意図があり、能動的といえる。しかし一方、未経験の企業にとっては つの選択肢に

過ぎない。

このようにみると、企業経営の特徴や経営指針が国際的な拡張様式に影響を及ぼしている

ことが分かる。フランチャイジングを採用する企業が海外市場への拡張機会に応じて事業の

複製拡大を試みる一方、採用しない企業は精神的・物理的に距離のある海外市場に進出する

に際して魅力的な参入様式となるのである ）。

この点については、 （ ）がイギリスを拠点に国際的な展開を見せるファッ

ション（アパレル）小売企業についての事例研究を通じて、フランチャイジングの選択を促

す要因について包括的に検討している。そこでは、それまでの海外経験、経営資源、ブラン

ド、事業展開の見直し時期、そしてマネジャーなどの組織要因と海外の潜在的なジーからの

接近に象徴される機会主義的な側面、現地市場の複雑性、本国市場における競争環境から及

ぶ圧力、そして潜在的な契約者の有無などを含める環境要因が選択を促していたことが見出
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図 ．小売企業が海外展開でフランチャイジングを採用する経緯

出所 （ ）

）参入様式の採用には、さまざまなパターンが見出されている。例えば、 （ ）は、海外市場に
おける経験が豊かになるにしたがい、ライセンシング、フランチャイジング、合弁などの比較的リスクが
低い様式から買収や内部成長などのリスクが高いとされる様式へと移行していく傾向を見出している。ま
た、 （ ）は、多くの企業が経験的に 卸売 有機的成長 フランチャイ
ジング という順序で採用するというパターンを見出している。
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されている。

もちろん、パートナーの選択指標として、財務状況、ノウハウ、現地事情、事業理念の共

有、ブランド、相性といったものを取り上げることができる。 （ ）の事例研

究によれば、パートナーの財務状況やノウハウよりも、現地市場の理解、ブランドの理解、

ビジネスの将来性、相性といった指標が特に重要になることが見出されている。

．フランチャイジングの性質

ここで再確認しておくと、小売企業が海外市場への参入様式として採用する場合、次のよ

うな特徴を備えている。まず、長所として、急激な海外拡張、低コスト、参入障壁の回避、

辺境な市場への拡張、契約形態の多様性、現地経営者（資源）の利用、そして現地適応的な

展開の許容などがあげられる。そして短所として、複雑な法律的手続、適切なジー獲得の不

確実性、ジーの統制や健全な契約関係の維持についての困難性などがあげられる。

従来、企業がフランチャイジングを採用する理由として、 つの有効性が指摘されてき

た。 つは、経営資源の制約を克服するための手段としての評価である。もう つは、各加

盟店に主導権を与えることが動機づけとして作用するという評価である。以下では、先行研

究を頼りに、その性質を 資源要因 情報要因 、そして 統制要因 という視点から整理

することにしよう。

資源要因

フランチャイジングは、比較的に低コストで低統制型の参入様式として理解されてきた。

周知のように、完全な情報を保有しない経済主体は、完全に合理的な意思決定ができない制

約された合理性の下に置かれていると考えられる。したがって、情報の入手と解釈に複雑性

が増すほど取引コストの上昇を招くことになる。また、目先の短期的取引に目を奪われるこ

とに象徴される機会主義的な行動も取引の複雑性を増殖させることでコストの上昇を招くと

考えられる。こうした場合、市場取引に発生する情報収集、交渉、契約履行の確認に要する

コストを削減する手法として内部化が試みられる。ここでいう内部化とは、市場に代替する

場を企業内部に創造する行為をいう。

すでに取り上げたように、 （ ）は、参入様式の選択に際しての

コスト問題を応用して参入様式の選択について検討している。小売企業が単独で世界規模の

拡張に取り組む場合、経営資源や能力の限界に直面する。しかし、フランチャイジングは他

者が保有する経営資源を有効に活用できると同時に、加盟料やロイヤリティーまでをも獲得

することができる。すなわち、市場取引に発生する情報収集、交渉、取引契約履行の確認に

要するコストを軽減する能力を備えているという意味において、その有効性を認識すること

ができる。

情報要因

次に、海外市場における情報の収集や解釈の困難性を克服する手法として、フランチャイ

ジングの有効性を説明することができる。繰り返せば、小売業には無形資源（内部情報）が

多分に存在し、海外市場（外部情報）の不確実性も高く、国境を越える小売企業には情報の



非対称性が深刻な問題となる。例えば、経済環境、雇用、許可申請、営業時間などに影響を

及ぼす法的環境、現地の商慣行、現地従業員の統制、そして消費特性などについての情報の

収集と解釈が要求される。小売企業が海外市場に地理的拡大を追求すればするほどに情報の

非対称性への対処が重要な課題となる。

そこで （ ）は、小売企業が海外進出に際して直面する情報の非

対称性の問題を克服する手法として、フランチャイジングの有効性についてエージェンシー

理論を援用しながら説明する。周知のように、 人の人間が何らかの用役を自身に代わって

遂行させるべく他人と契約を結んだ際、両者はエージェンシーの関係にあるという。依頼を

受ける側の代理人は依頼人よりも任された領域の情報に精通しており、依頼人がそれに依存

することで意思決定の委任という代理関係が発生する。ここでの依頼人とは、所有形態や所

有権を通じて機能や資源を統制する立場にあるものを指す。そして代理人とは、依頼人に代

わって機能や資源を統制しながら運営する立場にあるものを指す。情報の非対称性が高度な

環境条件においては、当該環境条件を熟知する現地企業をジーとして確保することでそれを

軽減することが期待される ）。

統制要因

しかし、フランチャイジングにみられる依頼人と代理人の関係には基本的に つの不一致

が存在する。一方は個人的な利害関係の不一致であり、もう一方は 人が持つ情報の不一致

である。これらが根源となり、代理人が依頼人の目標から逸脱して自己の目標に基づく行為

を取るモラル・ハザード（道徳的危険）を引き起こすことが懸念される。

こうした問題を踏まえた上で、 （ ）はフランチャイジングが備える統制力に

着目し、その有効性を説明する。具体的には、マーケティング・チャネル論における 拘束

力 と 非拘束力 の概念を援用し、イギリスの自然派志向のボディー・ケア商品を販売す

る企業の事例研究を通じて、小売企業の国境を越えるフランチャイジングでいかに統制と支

援が行われているのかについて考察した。そこでは、フランチャイジングの遵守を法的に追

及する拘束力よりも、手厚い経営指導や支援を通じる非拘束力がジーの行動に影響を及ぼ

し、それが結果として統制力を高めていることが見出されている ）。

また、 （ ）は、マーケティング・チャネル論とエージェンシー

理論の考えを援用し、フランチャイジングの統制力には、 フランチャイズ契約を履行させ

ようとする意思 明確に定義されたブランド・コンセプトの所在 支援の提供活動 が大

きく作用していることを明らかにした。さらに、明確なブランド・コンセプトが存在してい

る場合は拘束力が効果的に作用し、そうでない場合は支援などを通じる非拘束力が効果的に
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）しかし、フランチャイズ契約を締結するに際しては、 情報の非対称性のパラドクス に直面すること
も事実である（ ）。つまり、情報の購入者は彼（彼女）が何を買お
うとしているのかについて知らない。しかし、彼（彼女）が潜在的購入者に何を販売するのかという情報
を提供すれば、それは無料で情報を提供することになる。例えば、イトーヨーカ堂がサウスランド社とフ
ランチャイズ契約を締結することでマニュアルを入手したが、全く取るに足らないものであったという話
はその理解を助けるだろう。
）この点ついては、 （ ）がフランチャイジングに代表される現地展開に対する関与
が低い参入様式ほど知識の移転や共有の重要性が増すという関係を見出している。
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作用することを見出している。

さらに （ ）は、フランチャイジングに潜む統制力につい

て、 （ ）の分類に収めることができない要素を見出している。彼らの事例研究

においては、すべての企業において契約による統制を図ることに否定的な姿勢が見受けられ

た。むしろ、 マニュアルの提供、共同の開発計画、継続的な訪問、本部からマネジャーの

派遣、従業員の訓練、そして業績や財務データの追跡などの支援を提供すること、 適切な

パートナーを慎重に選択することで統制を保証する条件を整備すること、 日頃のコミュニ

ケーションにおける意思疎通を重視することでジーとの健全な関係性を構築すること、そし

て 複数のジーと契約を結ぶことでコミュニケーションを複雑にするよりもマスター・フラ

ンチャイジングやエリア・フランチャイジングを採用することで効果的な統制を確保するこ

と、などの工夫が見出された。なお、ここで取り上げられた から の統制手段は、拘束力

にも非拘束力にも該当しない。そこで彼らは、これらを分類するための新たな指標として

関係力 と 組織力 を追加し、国際フランチャイジングに潜む統制手段をより包括的に

把握することを可能にした（表 参照）。

なお、後者の非拘束力を発揮する支援については、 （ ）によって詳細な検

討が施されている。まず、支援機能は包括的に事業展開を運営するための マニュアル

開発計画 モニタリング からなる戦略的フランチャイズ・マネジメント機能と 店舗

訪問指導 マーチャンダイジングの吟味 訓練 などの日常の店舗運営全般にかかわるオ

ペレーショナル・マネジメント機能に分類される。もちろん、支援提供には、企業規模、本

国における基幹事業、そしてフランチャイジングの経験などが影響してくる。

中間組織としての性質

以上の見解を総括すると、その有効性は中間組織としての能力に集約されるものと理解で

きよう。周知のように、企業組織の原理と市場取引の原理を融合し、取引と統制の中間的な

性格を備える組織形態を中間組織という。それは制度的に独立した企業間での取引である

が、市場取引と異なり共通の利害を持つ特定の相手との安定した関係の継続を前提としてい

る。市場取引では、各個別の取引で目的を達成しようとするのに対して、中間組織では長期

表 ．小売業の国際フランチャイジングにみられる統制力

統制力の根源 実施される統制手段

伝統的

拘束力
・フランチャイズ契約

非拘束力
・支援機能

非伝統的

関係力
・フランチャイズ・パートナーの選択

・フランチャイズ関係におけるコミュニケーション

組織力
・マスター・フランチャイジング、またはエリア・フランチャ

イジングの採用

出所 （ ）



的な視野に立つ協力関係を維持することが重視される。

こうした組織を構築することによって、 取引 と 統制 のトレードオフ関係の緩和が

可能となる。まず、特定の相手と長期的な関係を前提としており、信頼関係や協力関係の形

成を助ける。したがって、純粋な市場取引を行う場合よりもコストは低く、経営資源の囲い

込みに繋がる。また、制度的には独立した主体間での取引であり、相手と安定した関係を前

提としていながらも、完全に組織内に統合する場合に比べて柔軟性があり、リスクも低くな

る。さらには、個々の主体が独立した経営単位となるために、それぞれの現場を基点とする

創意工夫が成果に結びつきやすく、現場の改善や革新の意欲を高めることに繋がる。

このような契約によって独立した主体を組織化しながら各経営単位の動機づけを誘発する

フランチャイジングは、取引と統制の弱点を補うと同時に、双方がメリットを享受すること

を可能にし、まさに典型的な中間組織の能力を備えていることが分かる。

．フランチャイジングの実施過程

フランチャイジングの採用は、その長所の享受を無条件に約束するものではない。そのた

めには、適切な取り組みが要求される。すなわち、それを つの過程として認識しなければ

ならない。フランチャイジングにおいては、契約が関係性の安定に寄与している。しかし、

独立した主体の関係は形式的な契約によるものではなく、持続的なコミュニケーションのな

かで醸成される信頼によって構築される。この点については、採用後の過程に分析対象を拡

張する （ ）が参考になる。彼らは、小売企業の国境を越える

フランチャイジングを関係性の進化過程として認識している。フランチャイジングにおける

関係性は、経済的な指標に基づく 形式評価 と信頼や期待される献身的な協働からもたら

される 魅力 の相互作用によって構築されるものと考え、それを婚姻の類推から 関係を

必要とする認識 パートナーの探索 潜在的パートナーの評価 関係の安定

化 という段階になぞらえて検討し ）、次のような特徴を抽出している。

まず、他企業との関係性を必要とする認識の初期段階においては、短期的な利益に目を奪

われ、無計画的な行動を取るために極めて機会主義的になるとされる。当然、そこでは献身

的な協働を得られることはない。事例では、すべての企業が有機的成長による参入で失敗を

経験し、現地パートナーの必要性が強く認識された。やがて、経験に伴い形式的な関係が長

続きせずに自社製品やブランドのイメージを統制することが困難となり、現地企業が所有す

る現地の情報、経験、そして経営資源などが長期的な視点で重視されるようになった。そし

て献身的な協働が期待できるパートナーを模索するなかで、経済性や精神的感触を指標とす

る潜在的パートナーの評価に取り組まれた。こうして、現実的な意思決定には非科学的な判

断や相性などの側面が多分に作用していることを見出し、標準的な展開を可能とするフラン

チャイジングにおいても、契約を超えて関係性を構築する努力が必要であることを示唆する

のであった ）。
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）ジーとザーの関係にみられるような の関係では、関係が親密で長期的なものとなり、高水準の信
頼、献身的な協働、相互関係、満足、そして協力関係を備える状況がもたらされるために、婚姻の類推が
正当化される（ ）
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．小売企業の海外進出と 合弁

合弁とは、海外市場で現地企業やその他の外資系企業と資本提携することによって共同で

事業を経営する手法をいう。この手法には、パートナーの存在が現地市場における学習を助

けると同時に、政府関連諸機関、供給業者、物流業者、不動産業者、金融機関、そして広告

代理店などとの広範な関係から形成される社会的ネットワークを構築する上で強力な助けに

なることが期待される。もちろん、収益を配分する必要性や適切なパートナーを確保する困

難性が伴うことはいうまでもない。また、迅速な意思決定や行動に支障をきたすことも懸念

される。

．合弁の選択動機

実際には、どのような動機で合弁が選択されるのであろうか。この点については、西友の

香港進出の事例研究を通じて、海外進出する側の視点と外資と提携する側の視点から検討す

る （ ）の研究において、次のような理由が見出されている。まず、西友の現地

パートナーとなったウィング・オン側の視点としては、 日本における西友の市場地位や製

品開発のノウハウに魅了されたこと、 香港市場の日系百貨店と比べてマーケティングや

マーチャンダイジングの技術に大幅な遅れをとるなかで百貨店、総合スーパー、そしてスー

パーマーケットという豊富な業態を展開する西友と提携することでノウハウが吸収できるこ

と、 西友と提携することで海外展開に潜むリスクを分散させること、 アジア市場におけ

る西友の経験が自身のアジア展開を促進させること、そして 西友が国際ビジネスの軸とし

て構築してきた製品開発のシステムに接近することで品質とデザイン性が高い商品を幅広く

低価格で調達可能にすること、などが見出された。そして西友側の視点としては、 合弁を

通じて現地不動産への接近を確保すること、 ウィング・オンが築いてきた経営基盤を活用

する機会を得ることで低コストの事業展開を可能にすること、などが念頭に置かれていたこ

とが明らかにされている。

しかし、合弁の採用が無条件にその長所の享受を約束するものではない。実際には、その

難しさから解散や撤退を余儀なくされることも少なくない。例えば、この点については、

（ ）が合弁によって南米市場に進出したロイヤル・アホールドの

事例研究を通じて、パートナーへの過剰な依存と漸進的な持株比率の拡張からパートナーの

負債を被ることになったことに加え、パートナーの経営資源不足が競争優位の根幹であった

商品調達体制や情報技術から形成される後方システムの確立が実現できなかったことが撤退

に繋がったことを検証し、パートナーの評価や関係構築が重要であることを示唆している。

）この点については、 （ ）がイギリスに進出するファッション小売企業の事例研究を通
じて、本国と進出国における経営者層間の関係性について検討している。そこでは、進出国における成功
が現地の人材における独立心を誘発させることで協調性が失われたが、多様な意思決定過程に現地の人材
を参加させることによって、より良い関係性を構築しながら現地展開が模索されている経緯が整理されて
いる。



．合弁の性質

合弁の魅力は、現地のパートナーが保有する経営資源を活用できることにある。なかでも

国境を越える企業にとっては、現地の人材が持つ業界内の事情、業界外の事情（不動産や取

引業者など）、法律、そして文化などについての知識が重要なのである。言い換えれば、適

切なパートナーを持つことで学習が促進される部分に魅力がある。後でみるように、合弁は

つの過程として認識しなければならない。

この点について （ ）は、その全容を 初期経験 交渉経験 実行経

験 管理経験 撤退経験 という段階から認識し、ウォルマート、テスコ、そして

アホールドの事例研究から各段階における学習成果を抽出している。それらを要約すると、

初期経験では進出国における関係性の幅と深さの強化が重要となること、 交渉経験では

所有形態や連続的な増資が現地展開の統制を掌る手段となること、 実施経験ではパート

ナーの突発的な行動に対応できるように備えておかなければならないこと、 管理経験では

パートナーとの連携体制から学習を促進すること、そして 撤退経験では合弁の解消は積極

的な行動にもなりえること、などについて学習されたという。さらに、それらが国際化の過

程に意図させる影響を及ぼしていることも見出されている（表 参照）。

．合弁の実施過程 直面する課題

他の参入様式と同様に、合弁の有効性を享受するためには適切な取り組みが必要とされ

る。合弁とは、パートナーが企業や社会に時を経て埋め込まれた知識を相互に交換する機会

を提供する。そうした意味では、以上にみた学習過程と認識することもできる。

こうした視点から合弁を認識する （ ）は、 合弁の開

始 合弁の運営 合弁における組織内・組織間の関係構築 合弁の解消と退

出 という段階から構成されるモデルを提案し、各段階における研究課題を提案すること

で、過程の内実に迫る必要性を唱えている。
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表 ．合弁の過程で学習された教訓と意図せざる成果

合弁の諸段階 学習された成果 意図せざる成果

初期経験
企業間関係の開拓活動が参入や撤退を促進

させる。

機会主義的な合弁の取り組みは、全体的な

国際小売戦略の柔軟性を醸成する。

交渉経験

所有の程度と連続的な投資が統制能力を合

法化し、保証する。

統制能力を高度に騰貴した価格交渉の危険

性に対する洞察が買収評価の慎重な姿勢に

繋がる。

実施経験
可変的なパートナーの意向や姿勢との継続

的な協調が求められる。

偶発的な計画や高い統制力の保証を求めて

他の様式に転換することがある。

管理経験
密接に連携の取れた国際的な合弁事業は、

国内事業に有益な学習を促進させる。

新たな上級管理者の任命や組織規模の人事

異動がある。

撤退経験
撤退が有利になることや前向きの対応とな

る場合がある。

多様なパートナーの存在は、迅速で時を得

た撤退を妨げ、独立した意思決定を促す。

出所 （ ）
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まず、開始段階では、主体である企業とそれを取り巻く環境条件の脈略を踏まえて、いか

に合弁が形成されるのかを解明する必要がある。次いで、運営段階では、 経営方針の策

定 意思決定と目標を達成するための統治 合弁の組織化、監督・統治、知識開

発 という段階的で包括的な取り組みが必要になる。そして組織内・組織間における関係構

築の段階では、進出国の政府、供給業者、ディベロッパーなどの関係主体に根づくアイデン

ティティーを考慮しながら組織間の関係や所有の水準や形態を検討することが必要になる。

そして解消と退出の段階では、 活動の縮小 出資率の引き下げ 解消 という側面から

の検討が必要になることを提案している。

もちろん、国際的な合弁事業を展開するに際しては、さまざまな問題に直面するものと考

えられる。例えば、 （ ）は、丹念な聞き取り調査から次のような問

題を見出している。まず、共同経営関係が構築された当初は、長期的な視点から役割分担や

責任を明確にしながら相互依存の体制を構築する必要がある。しかし、短期集中的な取り組

みとなる傾向が強く、パートナー間で誤解が生じて衝突をもたらすことが見出された。ま

た、戦略の方向性を明確に共有する必要がある。しかし、合弁に対する動機の違いが事業展

開に不調和をもたらし、パートナーの機会主義的かつ利己主義的な行動が事業展開に支障を

きたすこともあったように、パートナー間で戦略上の齟齬が発生していることが見出され

た。そして、企業を取り巻く環境条件や企業内の環境条件からも影響が及ぶことも認識して

おく必要がある。なぜなら、国家間の文化的な異質性が事業展開に対する意思決定や消費特

性についての理解の違いが事業展開に混乱をもたらすことがあったためである。また、市場

環境の急激な変動がパートナーの役割や機能遂行に悪影響を及ぼすことで、相互依存の関係

に不具合をきたしたという。

．おわりに

以上で考察してきたように、参入様式の選択論理や実施過程の内実は、その長所や短所の

表面的な認識からは見えてこない。これまで、参入様式の長所は、採用と同時に実現される

ものと考えられる傾向にあった。実施過程の内実を直視するまでには至っていなかったので

ある。しかし、実施過程で直面する諸問題を整理すると同時に、その対応策を検討すること

で各様式の効果的かつ効率的な実施法を検討しなければならない。

参入様式の選択は、海外戦略の根幹をなしており、他の側面と切り離して議論することは

できない。実際、同類の業態を展開する企業であっても戦略の方向性や進出国の状況によっ

て多様な接近法が採用されている（ ）。例えば、専門品を取り扱

う専門型業態の参入様式をみると、イギリスのザ・ボディーショップはフランチャイジング

を採用する一方で、アメリカ合衆国のギャップは有機的成長を推進している。また、食料品

と非食料品を幅広く取り扱う総合型業態を展開するフランスのカルフールとアメリカ合衆国

のウォルマートについては、カルフールがあらゆる様式を柔軟に採用するのに対して、ウォ

ルマートは買収を主軸としている。

こうした事実の背景に潜む論理は、参入様式の特徴からだけでは理解できない。すなわ



ち、今後の課題としては、フランチャイジングや合弁以外の参入様式の特徴についても個別

に検討することに加え、参入様式の選択と業態、商品調達システム、そしてブランドなどの

問題とを有機的に関連させて検討することが要求される。
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