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マーケティング・チャネルにおける
協調的関係論の再検討
久

１

保

知

一

はじめに

製造業者にとって，マーケティング・チャネルはマーケティングの基盤
である。どれだけ優れた製品を開発しても，顧客に適切にアクセスできる
販路がなければ画竜点睛を欠くためである。マーケティング・チャネルと
は，製造業者が流通業者を組織化して作り上げる私的な販路であり，それ
には製造業者による直接販売は含まれない。製造業者がマーケティング・
チャネルを用いて製品・サービスを最終顧客へ販売する場合，流通業者は
製造業者と利潤を奪い合う敵対者にも，あるいは製造業者と協調して新た
な価値を生み出す協力者にもなりうる（Ghosh & John, 1999）。
90 年頃までのマーケティング・チャネルに関する研究は，敵対的関係の
側面に注目してきた（久保, 2022）
。特に，パワー・コンフリクト論と呼ば
れる研究群は，製造業者と流通業者の相互依存性が目標をめぐるコンフリ
クトをもたらす点に注目し，コンフリクトを防ぐパワー関係の構築を検討
してきた。しかし，90 年代以降のチャネル研究は，製造業者と流通業者が
協力して得られるベネフィットに注目するようになり，企業間の協調的関
係を維持する各種のメカニズムが検討されるようになった。
本論では，マーケティング・チャネルにおける企業間の協調を取り扱う
分野を協調的関係論と呼ぶ1）。この分野の包括的な邦文レビューとしては，
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渡辺（1997）
，崔（2003, 2006）
，結城（2014）が挙げられるが，その後の
研究の進展を踏まえた文献レビューが必要とされている。また，既存のレ
ビュー研究は，協調的関係論が生じてきた経済環境として，製造業者と流
通業者のパワーシフトを強調した解釈を行っているが，本論では企業境界
の変質に基づいた解釈を試みる。かくして本論は，協調的関係論の既存研
究を包括的にレビューし，それぞれのアプローチの特徴を整理した上で，
現代的な研究課題を抽出することを目的とする。

２

協調的関係論の生成：パワーシフト仮説と企業境界仮説

協調的関係論と呼びうる研究群は，それまでのパワー・コンフリクト論
を乗り越える形で展開されてきた。その背景には，研究面と現実面の 2 つ
の変化がある。第 1 に，研究面の変化として，パワー・コンフリクト論の
行き詰まりが挙げられる。パワー源泉とコンフリクトの因果関係や，パワ
ー概念を用いた仮説の反証可能性の低さという深刻な問題に直面して
（Blois & Hopkinson, 2015）
，パワー・コンフリクト論はもはや研究の中心
ではなく，構成概念として後世に残ることになっていった。第 2 に，現実
面の変化も見逃せない。しばしば言及される要因は，製造業者から流通業
者，とりわけ小売業者へのパワーシフトである。パワー・コンフリクト論
の命題は，Hunt & Nevin（1974）が論じたように，パワー関係が明確なチ
ャネルでこそ現実的な説得力を持つ。したがって，製造業者から流通業者
へのパワーシフトが進むにつれて，明確なパワー関係が消え去ったと主張
す る 研 究 は 日 米 と も に 多 い（ 高 嶋, 1994; 渡 辺, 1997, Watson, Worm,
Palmatier, & Ganesan, 2015）
。こうした立場をさしあたって「パワーシフ
ト仮説」と呼ぼう。
1）ここでの協調的関係論を Watson et al.（2015）は関係的ガバナンスと呼んでいる。関係的
ガバナンスは信頼，コミットメント，社会的ラポールなどに依存していて，それらが共有さ
れた行動的期待（規範，フレキシビリティ，相互依存，団結）をもたらし，結果としてパー
トナー間の協調を生み出 す。
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しかし本論は，このパワーシフト仮説の立場を採用しない。そうではな
くて，企業におけるマーケティングのあり方の変質に注目する。というの
も，協調的関係論が生じてきた80 年代頃まで，米国の製造業者は，垂直統
合によって各種の経営資源を保有し，さらには産業をまたいで多角化する
傾向があった（Chandler, 1969, 1977, 1990）
。しかし，規模の経済と範囲の
経済を基盤とする Chandler 型大企業は，90 年代になると解体が進んで，水
平分業化し，必要な経営資源を外部の企業と長期にわたって連携して調達
するネットワーク型の組織を作り出すようになった（Langlois, 2003; Sable
& Zeitlin, 2004）
。協調的関係論が展開された背景には，このような垂直的
企業境界の変質があると考えられる。本論ではこの立場を「企業境界仮説」
と呼ぶ。
もちろん，BtoC 産業における製造業者から流通業者へのパワーシフト
は，小売集中度の高い国や産業の多くで観察されている。しかし，パワー
シフト仮説に立つと，流通業者のパワーが弱いままの産業や，BtoB 産業に
ついても協調的関係が生じていることを説明できない。

３

協調的関係論の背景：経済環境とマーケティングの変質

本節では，企業境界仮説の立場にたって，協調的関係論の背景を既存研
究で言及された当時の経済環境を読み解きながら概観する。協調的関係論
の理論的な出発点は，パワー・コンフリクト論が耐えざる争いとして描き
出してきたチャネル関係において，なぜ協調的関係が成立するのかという
問題意識であった。しかし，その背景になった当時の米国の製造業者の変
化についてはあまり理解されていないように思われる。パワー・コンフリ
クト論が展開されていた頃は，製造業者は多くの経済活動を企業内に垂直
統合し，流通業者とは市場取引やフランチャイジングによってアームズレ
ングスに近い取引関係を結んでいた。その後，資源蓄積を 1 つの企業で行
うのではなく，他社とネットワークを結んで複数の企業の資源を利用する
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形の企業間関係が生じてきたことで，流通業者との取引も長期的な協調的
関係を重視するように変質した。それゆえ協調的関係論の展開を理解する
ためには，企業境界仮説の立場にたって，当時の企業境界の変質に目を配
りつつ解釈する必要がある。
協調的関係に関する最初のマーケティング研究として知られるのが
Arndt（1979）である。彼によると，当時の取引の多くが開放的な競争市
場から，企業内や企業間で生じる管理された取引に移行するにつれて，マ
ーケティングの役割が消費者を刺激することから企業組織と環境の境界を
連結する役割へと変質していた2）。そこで彼は内部化市 場（domesticated
market）というコンセプトを提案した。内部化市場とは集権的かつ長期的
関 係 に 基 づ い た 取 引 で あ り， そ の 例 と し て， 共 生 的 マ ー ケ テ ィ ン グ
（symbiotic marketing）
，販売・流通網の他社との共有などを挙げている。
そして，企業にとって市場よりも内部化市場が優れている理由として，不
確実性の削減，取引費用の削減，シナジーを挙げている（p.71）。内部化市
場は長期的関係性を特徴とするため，マーケターの役割は組織と環境の境
界にたって，いわば政治的に活動することとなる（p.72）。
Arndt（1979）は，経済環境の変化につれて，企業が対峙する市場が分
権的で短期的な市場取引から，集権的で長期的な内部化市場へと変質して
おり，
それに伴って企業内でのマーケターの役割も変質すると述べている。
この研究は，市場取引と内部化市場の選択問題を論じているのではなく，
当時生じていた現実の変化を概念的に読み解いたものと位置づけられる。
Webster（1992）は，企業境界の変質に伴って，企業内でのマーケティ
ングの役割が変質したことを指摘している。彼は企業組織の内部の変化に
注目した。60 年代まで主流であった大規模・官僚的・階層的組織をとる米
国企業においては，マーケティングの役割 は利潤最大化にあった。80 年
2）製造業者と消費者という枠組ではなく，組織間のシステムとして，コングロマリット，フラ
ンチャイジング，ジョイントベンチャー，垂直統合，水平統合，合同製品開発とマーケティ
ング契約，共同物流などを 挙げている。
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代になると，垂直統合型企業からより緩やかに連結されたネットワーク的
な組織へと組織形態が変化した。その結果，垂直統合型組織の中での管理
的意思決定よりも，関係性管理に重きが置かれるようになった。新たな役
割は，企業（corporate）
，事業（business）
，オペレーションの 3 つのレベ
ルに応じたものとなった。第 1 に，企業レベルでの最初の意思決定は，バ
リューチェーンの中での企業の位置づけを決めることである。何を買って
何を作り，誰に売るのか。ネットワーク組織では，マーケティングの機能
は，特定のコンピテンスを特定の市場機会に対応するように配置するため
に，パートナーとの共同行動を設計し，交渉することにある。第 2 の事業
レベルは，定義された事業の下での競争戦略に関わるものであり，従来型
の STP 型のマーケティングを指す。第 3 のオペレーション・レベルのマ
ーケティングの主軸は，ネットワーク組織を構成する他企業との関係の管
理に移ることになった。Webster によるマーケティングの 3階層の概念化
は，ネットワーク組織の下では，顧客や売り手との長期的な関係の重要性
が増したことを踏まえたものであった。
緊密な企業間関係は 80 年代から 90 年代にかけての米国だけではなく，
よ り 古 く に お い て も し ば し ば 観 察 さ れ て い た。Keep, Hollander, &
Dickinson（1998）は，19 世紀から 20 世紀半ば頃までの 4 つの企業間関係
の歴史研究を通じて，
長期にわたる企業間の関係性の変化を吟味している。
取り上げられた企業間関係は，広告代理店と広告主，繊維代理店（textile
agents）と繊維工場（textile mills）
，
寝台車の製造および運行を担ったプル
マン社と鉄道会社，
そして独立系百貨店と産地調達代理店（resident buying
oﬃce）である。彼らは第 4.6 節で紹介する Frazier & Antia（1995）の関係
性マトリクスを用いて，相互依存性（低均衡／不均衡／高均衡）と環境不
確実性（高／低）を組み合わせた 6 つのセルに 4 つの企業間関係の歴史的
変化を配置した。そして，関係性の発展に影響を与える要因として，市場
の成長，情報の非対称性，参入障壁，非対称な依存，規模の経済を挙げて
いる。彼らの研究は必ずしも流通チャネルに限定したものではないが，企
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業間関係が直面する不確実性と相互依存性が変質することで，関係性とコ
ミットメントが変質していくことを示している。
本節では，協調的関係論の中でも経済環境について言及した研究をいく
つか紹介した。研究の選定が恣意的であるとの批判はあろうが，いずれも
製造業者と流通業者のパワーシフトには言及しておらず，パワーシフト仮
説に立脚してはいない。そうではなくて，企業境界が垂直統合型から緩や
かなネットワーク型に変質することで，マーケティングの役割が企業間で
の関係性管理に変質したことが強調されており，企業境界仮説の立場に立
っていると解釈される。

４

5 つの理論的背景

協調的関係論は，パワーやコンフリクトといった敵対的な構成概念や現
象ではなく，本来なら利害が対立するはずの製造業者と流通業者の間に協
調的な関係が生成されるという現象を，規範やコミットメントといったそ
れまでにない理論的道具を用いて説明する一連の研究プログラムである。
共通点は，長期継続的な協調的関係が維持されている点であり，異なった
研究プログラムがときに混じり合いながら同時並行的に研究が展開されて
いる点が特徴である。この点は，ほとんど全ての研究が Dahl（1991），
French & Raven（1959）
，Emerson（1962）などのパワー概念を出発点と
して理論仮説を展開していったパワー・コンフリクト論との大きな違いで
ある。そこで次に，5 つの代表的な理論的背景をとりあげて，それぞれの
初期的研究を検討する。扱われる理論的背景は，
（1）社会的交換理論，
（2）
関係的契約論，
（3）パワー・コンフリクト論，
（4）取引費用論，（5）信頼
－コミットメントである。
４.１

社会的交換理論

協調的関係論の理論的基盤の 1 つは，対人関係を説明するために社会心
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理学で発展した社会的交換理論（Thibaut & Kelley, 1959）である。この理
論は，人間が社会的関係を継続したり終了するのはなぜかを説明するため
に提案された。この理論の主要概念は，
（1）費用便益分析，
（2）比較水準
（CL: comparison level）
，
（3）代替案の比較水準（CLA: comparison level of
alternatives）である。
人間が社会的関係を作り出して維持するのは，
費用便益分析に基づいて，
関係から得られる報酬（reward）と費用の差額を最大化しているためであ
る。ここでの報酬には金銭的な報酬だけでなく，人間関係を結ぶことで得
られる満足や喜びも含まれる。交換から得られる満足度の判断は，比較水
準（CL）から影響を受ける。比較水準とは，人間が関係性を評価する基準
のことであり，過去の経験や期待から形成される。人間は別の関係性を経
験 し，関係から何を得ようと期待するかという一般的な見解を持つこと
で，比較水準を形成する。もし関係の便益が比較水準を上回るなら，人間
はその関係を便益があると認識する。代替案の比較水準（CLA）とは，現
在の関係以外に利用可能な結果に対する当該個人の評価を指す。したがっ
て，もし CLA が CL を上回る場合，個人は現在の関係を終了させる可能性
が高くなる。ある関係が継続するのは，その関係から得られる満足の高さ
だけではなく，よりよい代替案がない場合ということになる。
社会的交換理論を最初に導入したチャネル研究が Anderson & Narus
（1984）である。彼らは，製造業者と取引する流通業者の行動を研究コン
テクストとして，
流通業者が取引に対して感じる満足度を説明するために，
社会的交換理論に製造業者の統制力（control）を組み込んだモデルを提案
した。分析の結果，
（1）流通業者にとって，代替案の比較水準（CLA）が
高く，代わりの製造業者を利用可能であるほど，製造業者の統制力は低下
すること，
（2）製造業者の統制力が強くなるほど，流通業者が当該取引関
係に対して感じる満足度/協調水準が低下すること，
（3）現在取引関係を結
んでいる製造業者の比較水準（CL）が高いほど，当該関係に対して感じる
満足度/協調水準が上昇することが見いだされた3）。さらに，適切な関係性
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を構築・維持するためには，製造業者が提供する結果は，流通業者の期待
（CL）を超えるだけでは十分ではなく，代替的製造業者から得られる結果
（CLA）をも上回る必要があることが報告されている（p.70）。
社会的交換理論は，貨幣価値で測定できない人間関係の交換関係を説明
しようとするものである。しかし，比較水準（CL）を会計利益，代替案の
比較水準（CLA）を機会費用を加味した経済利益ととらえることも可能で
ある。そのように解釈した場合，経済学の費用便益分析との異同が不明瞭
となるためか，
社会的交換理論は初期的研究では盛んに用いられたものの，
その後はあまり使われなくなった。
４.２

関係的契約論

協調的関係論の第 2 の基礎理論は，法学で発展した関係的契約論である
（Macneil, 1978）
。古典的な契約は，取引当事者の過去や未来の関係とは独
立して締結される離散的な取引であり，彼らを取り囲む社会的文脈から切
り離されている。その契約は法体系や法廷という第三者によって執行され
る。一方で関係的契約は，取引当事者の過去の行動への評価や未来の行動
への期待が重要な役割を果たしており，第三者ではなく取引当事者同士で
契約が執行される（Baker, Gibbons, & Murphy, 2002）。
Dwyer, Schurr, & Oh（1987）は，既存のマーケテイング研究は交換を
離散的にとらえていたと批判し，Macneil の議論を用いて，離散的契約と
関係的契約の関係に対応させて，長期的な取引関係のメリットを説いた。
まず，離散的取引の特徴は，非常に限られたコミュニケーションと狭い内
容にある。取引にのぞむ集団のアイデンティティは無視される。一方，関
係的交換は時間の経過につれて発生する。各回の取引はそれまでの歴史と
将来の観点から判断される（Dwyer et al., 1987, p.12）。さらに Dwyer et
3）Anderson & Narus（1984）は満足度と協調水準を別の構成概念として理論化していたが，
測定の結果，両者は１つの構成概念としてまとめられている。また，彼らはコンフリクトを
逆転させて協調を測定している。

マーケティング・チャネルにおける協調的関係論の再検討

243

al.（1987）は Thibaut & Kelley（1959）の社会的交換理論を用いて，動機
的投資（motivational investment）を売り手と買い手の双方が行うことで関
係がどのように変化するかを示す。
両者の投資が高いなら双方的関係維持，
両方が低いなら離散的取引，
両方が極めて低いなら交換は生じないとする。
そして，どちらかの投資が相対的に高い場合は，高い投資を行った方が関
係を維持しようとする。こうして定義されたチャネル内での関係性は，5
つ の 段 階 で 進 ん で い く。 す な わ ち，
（1） 認 知（awareness），（2） 探 索
（exploration）
，
（3）拡張（expansion）
，
（4）コミットメント，（5）関係解
消の順で進む4）。
関係的契約に基づいた別の研究として Lusch & Brown（1996）がある。
彼らは契約のタイプを明示的契約と暗黙的契約とに区分し，それが相互依
存関係から影響を受け，さらには関係的行動を経由して成果に影響すると
いうモデルを提案した。ここでの関係的行動とは，Heide & John（1992）
が提案した関係的規範（情報交換，フレキシビリティ，連帯）と同じ構成
概念である。
完備な契約が結べるのであれば，契約の執行は法体系と裁判所という取
引の第三者によって確実になされる。しかし，関係的契約は将来の良好な
関係から生じる利益を期待する取引当事者によって執行される。したがっ
て，取引関係のライフサイクルとも関連付けられてきた。しかし，関係的
契約論を用いた研究も近年はあまり行われなくなって いる。
４.３

パワー・コンフリクト論

協調的関係論には，パワー・コンフリクト論を用いた研究も存在する。
この研究群は，コンフリクトが生じていない状況を協調的関係とみなして
いる。Frazier（1983）は，企業間関係を特徴づけるコンフリクトと協調は
負の関係にあるため，コンフリクトの解消が協調につながると主張してい

4）このプロセスモデルはJap & Anderson（2007）が実証研究を行っている。
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る。Skinner et al.（1992）は，
パワー基盤と依存度を用いて Frazier（1983）
の命題の経験的テストを試みた。分析の結果，協調に対して，依存度と非
強制パワー基盤は正の効果を，強制的パワー基盤は負の効果を与えている
こと，
そしてコンフリクトが協調に負の効果を与えることを示した。また，
Bucklin & Segupta（1993）は，チャネルの同一段階での戦略提携を扱い，
パワーが協調的関係を達成する手段として用いられることを示した。
Brown, Lusch & Nicholson（1995）はパワーのタイプとコミットメント
の関連に焦点をあわせて，パワーを媒介パワー（mediated power）と非媒
介パワー（nonmediated power）に分類し，それらが道具的コミットメン
トと規範的コミットメントに非対称な効果を与えると提案した。媒介とは，
相手に特定の行動をとらせるような強化要因をパワー保有者がコントロー
ルできることを指し，そのようなパワーが媒介パワー，そうでないパワー
が非媒介パワーである（Johnson, Sakano, Cote & Onzo, 1993）。彼らはサ
プライヤーとディーラーの取引関係をコンテクストとして，ディーラーか
らデータを収集して実証研究を行った。その結果，ディーラーのサプライ
ヤーへのコミットメントは，サプライヤーの媒介パワーから負の効果を，
非媒介パワーから正の効果を受けており，さらにサプライヤーの役割遂行
へのディーラーの原因帰属に正の効果を与えていた。
４.４

取引費用論

企業が限定合理的で機会主義的に行動し，関係特定的投資が高い取引に
従事する場合，事前に完備な契約を結べないがゆえに，投資者の投資が受
益者から搾取される。このことをホールドアップと呼ぶ（Klein, Crawford,
& Alchian, 1978; Williamson, 1985）
。協調的関係論として挙げられる取引
費用論系の初期の研究は，関係特定的投資とそれがもたらすホールドアッ
プ問題の解決に焦点をあわせたものである。ホールドアップの危機に瀕し
た企業は投資を行わないが，その問題を解決する大域的（global）な解は
垂直統合である（Heide & John, 1990, p.27）
。しかし現実には，流通業者
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が関係特定的投資を行った場合であっても，垂直統合でもなく市場取引で
もない中間的な関係が正常に機能することがある。協調的関係論に含まれ
る取引費用論研究は，
中範囲の理論を目指して（Heide & John, 1990），様々
な中間組織のガバナンス構造がなぜ維持されているのかとう問いに対し
て，関係特定的投資を行った主体が相手からの機会主義的行動をどのよう
に防ぐかという防御（safeguard）メカニズムに注目して進展してきた。防
御メカニズムの例として，
相殺投資（Heide & John, 1988），共同行為（Heide
& John, 1990）
，規範（Heide & John, 1992）などが挙げられる。
Heide & John（1988）は取引費用論の防御の議論を批判して，伝統的チ
ャネルに参加する中小企業にとって垂直統合は現実的ではないことと，伝
統的チャネルでは長期契約もほとんど観察されていないことを論拠に挙げ
た。そして，
新しい防御メカニズムとし て相殺投資（oﬀspring investments）
を提案した。製造業者と取引する中小エージェントは，製造業者に対して
関係特定的投資を行う一方で，自らの顧客に対しても投資を行うことで，
関係特定的投資を相殺する。すると，エージェントの製造業者への依存度
が低くなり，財務成果が高くなる。依存度をバランスさせることで特殊資
産が防御され，その結果として，中間的な関係が維持されることになる。
Heide & John（1990）は，生産財の調達が市場取引的な伝統的チャネル
から提携へと変化していることを問題意識として，生産財の売り手と買い
手の関係性の緊密性についてのモデルを作り，それらと先行条件の関係を
テストした。この研究の重要なメッセージは，共同行為（joint action）が
関係特定的投資の防御メカニズムとして機能するということである。共同
行為とは，組織境界の相互浸透の程度である。伝統的チャネルでは個々の
タスクを誰が引き受けるかは決まっているが，関係性が緊密になるとメン
バー達は焦点となる活動に協調的に取り組むようになる。
Heide & John（1992）は規範（norm）という防御メカニズムの効果を検
討するものである。その議論の根底には，取引費用論のもつ機会主義的行
動という行動仮定への批判がある。ここでの規範とは，行動の許容限度を
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指定する能力である（p.35）
。規範が企業にとって能力であるのは，規範が
なければ，垂直統合しなければ特殊資産を防御できないためである。分析
の結果，買い手のサプライヤーへの垂直的コントロールに対して，買い手
のサプライヤーへの特殊投資は負の効果を持つが，その効果は買い手が持
つ関係的規範が強くなるほど弱くなり，ついには逆転することが示されて
いる。強い規範は投資の負の効果を相殺しており，規範が防御メカニズム
として機能していることが伺える。
取引費用論に基づく初期的研究は，協調的関係を維持するメカニズムと
して，関係特定的投資を機会主義的行動から守る防御メカニズムに注目し
た点が特徴である。しかし，その後の協調的関係論においては，防御メカ
ニズムとしての位置付けを超えて，取引費用論を基礎としつつ，それ以外
の理論的構成概念を含めて仮説を構築するタイプの研究が増えている。
４.５

信頼－コミットメント

企業間の協調的関係を説明するために信頼やコミットメントを主要概念
に用いる研究群もあり，その代表的な研究が Morgan & Hunt（1994）であ
る。彼らは関係的交換を確立し，発展させ，維持することを関係性マーケ
ティングと呼び，その成功のために必要な要素として，関係性コミットメ
ントと信頼を媒介変数とするモデルを提案した。関係性コ ミットメントと
は，交換パートナーが相手との現在の関係性を，それを維持するためには
最大限の努力をする必要があるほど重要であると信じていることを指す
（p.23）。信頼については「信頼とは，他人の言葉を信頼できるという個人
が抱く一般的な期待である」という Rotter（1967）の定義を用いている
（p.651）
。そして，関係性コミットメントと信頼が，関係性の先行変数と結
果を変数を媒介し，さらには信頼が関係性コミットメントを高めるという
モデルを提案し，実証分析を行った。その結果，協調は関係性コミットメ
ントと信頼によって高まり，さらに信頼が関係性を高めるという結果が見
いだされた。
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Ganesan（1994）は，長期的な取引関係の形成が持続的競争優位を作り
上げることに注目して，その前提となる企業の長期志向がいかに形成され
るかを問うた。既存研究は関係特定的投資と依存度に注目してきたが，そ
れらは過去や現状に注目した要因であるため，彼らは長期志向の先攻要因
と し て 信 頼 に 注 目 し た。 そ し て， 信 頼 を ベ ン ダ ー の 信 憑 性 と 善 行
（benevolence）の 2 つの次元で測定した。そして，長期志向は信頼と企業
間の相互依存によって高まるという仮説をたてて，52 社のベンダーと 124
社の小売業者を対象とした実証分析を行った。小売業者を対象とした分析
の結果，企業の長期志向は，相手への依存度と正の関係を，相手の自社へ
の依存と負の関係を，相手の信憑性と正の関係を持つことが示された。さ
らに，関係特定的投資が相手の信憑性を高めていた。一方で，ベンダーを
対象とした分析では，企業の長期志向は，相手の自社への依存と正の関係
を，相手の信憑性と正の関係を持ち，関係特定的投資が相手の信憑性を高
めることが示された。この分析結果は，
依存度が長期志向に与える効果は，
チャネルにおける役割に応じて異なっていることを示している。小売業者
の場合はベンダーが自社に依存するほど長期志向が低下するのに対して，
ベンダーの場合は小売業者が自社に依存するほど長期志向が上昇してい
た。
信頼とコミットメントは，因果関係を示す命題として特定の理論的枠組
に含まれるものではなく，独立した理論的構成概念である。それがゆえに
様々な理論的枠組と組み合わせやすく，初期的研究の後も多くの研究で用
いられるようになっている。
４.６

折衷型

協調的関係論の特徴は特定の理論的枠組を共有していないことにある。
そこで，様々な枠組を折衷している研究のうち，代表的なものを紹介する。
Anderson & Weitz（1989）は，伝統的チャネルの継続性の規定要因を検
討するべく，その要因として主に信頼とコミュニケーションを独立変数と
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する仮説を提案しているが，この 2 つの他にも様々な独立変数が含まれて
いる。実証分析では，製造業者と，所有権を持たないコミッション・マー
チャントであるレップとのダイアドを対象として，レップからデータを収
集した。この研究は様々な理論的枠組を利用したという意味でかなり折衷
的な研究である。
Heide（1994）は，協調を中核とした企業間ガバナンスがどのようにし
て生じるのかを問うた研究である。彼は，チャネル研究，資源依存理論
（Pfeﬀer & Salancik, 1978）
，取引費用論，関係的契約理論などを用いて，取
引を組織化する様式であるガバナンスを 3 タイプに区分している。具体的
には，企業間ガバナンスを市場ガバナンスと非市場ガバナ ンスに分けて，
後者をさらに片務的（unilateral）／階層的ガバナンスと双務的（bilateral）
ガバナンスに分けた。そして，企業間での調整プロセスにおけるフレキシ
ビリティが高いと双務的ガバナンスに，それが低いと片務的ガバナンスに
なっていると定義した。Heide はガバナンスは企業間での依存度によって
決まると考えて，依存度が対称的な場合，メンバーは環境変化に対して寛
容になり，フレキシブルになる一方で，非対称な場合は，柔軟に対応して
も報われる保証がないため，フレキシビリティを発揮するインセンティブ
を誰も持たない（p.79）と仮説化した。分析の結果，いずれの仮説も経験
的に支持されている。
Heide（1994）がフレキシビリティだけを用いてガバナンスを分類した
一方で，Frazier & Antia（1995）は環境不確実性の軸を追加したチャネル・
コンテクスト類型を提示している（表 1）
。彼らはコミットメントは環境不
確実性が高くなるほど，そして相互依存性が安定的に高くなるほど，取引
当事者間のコミットメントが高くなると主張している。第 3 節でとりあげ
た Keep et al.（1998）はこの枠組を用いて複数のケースを解釈している。
Kalwani & Narayandas（1995）は，サプライヤーと製造業者の部品取引
において，取引関係が長期か短期かによって，企業成果（売上，在庫回転，
グロスマージン率，ROI）にどのような違いがあるのかを検討している。
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チャネル・コンテクストの分類

低（安定）
低 市場交換
（コミットメントなし）
環境
不確実性 高 反復取引
（低いコミットメント）

製造業者—流通業者間相互依存
不安定
高（安定）
一方的関係性
長期的関係性
（一方的コミットメント） （高いコミットメント）
リーダーシップ関係性
双方的関係性
（中程度のコミットメント） （非常に高いコミットメント）

出典：Frazier & Antia (1995), p.323.

1986 年から 1987 年と，1990 年から 1991年の 2 つの時期について，短期
的関係に従事していたサプライヤーをコントロール・グループ，長期的関
係を形成していたサプライヤーをトリートメント・グループとして，それ
ぞれ 76 社ずつをリストアップした。2 つのグループに含まれたペアは，同
じ産業に含まれる売上が同程度の企業であるが，取引関係が長期か短期か
だけが異なるように割り当てられた。分析の結果，売上と在庫回転につい
ては，長期的関係を結んだ企業は短期的関係を結んだ企業よりも向上し，
グロスマージン率で示される販売価格は長期的関係を結んだ企業の方が低
下していた。収益性は時系列では両グループともに低下していたが，長期
的関係を結んだ企業の方が高かった。この結果が示すのは，長期的関係を
結ぶことによって顧客に対して低価格を提供することになる一方で，それ
を上回る売上と在庫回転が達成され，その結果，高い収益性が達成される
ということである。
パワー・コンフリクト論がその枠組に含まれた構成概念（パワー基盤，
依存度，コンフリクトなど）の因果関係の探求を目指したのと異なって，
協調的関係論は中核的概念である協調の原因や結果を様々な理論的背景を
用いて研究したため，研究が発散してしまっ ているのが現実である。この
ような研究の発散を問題視し，多種多様な理論的背景を組み合わせた研究
として，Palmatier, Dant, & Grewal（2007）は，企業間関係を検討する複
数の理論的枠組の相互関係を扱った。彼らは，依存度モデル，関係的規範
モデル，取引費用論，信頼–コミットメントモデルの 4 つをとりあげて，そ
れらの中から組織間関係の成果を決める要因とその因果的な順序が検討さ
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れている。最終的には，資源ベース理論（Wernerfelt, 1984）に基づいて，
コミットメント，信頼，関係特定的投資を資源ベース要因とみなしたモデ
ルを提案している。しかし，それらの要因は関係特定的投資，信頼，コミ
ットメントであり，
資源ベース理論に固有の構成概念ではない。そのため，
ミスリーディングな命名となってしまっている。
協調的関係論の様々な研究をレビューした結城（2014）は，協調的関係
論の成果変数として，コンフリクト，取引関係の有効性，取引（成果）の
満足度，コンフリクトの機能性，取引関係の成果，財務成果，部品調達の
定時性・良品率，関係拡張意図などを挙げている。協調的関係論は協調的
関係と成果変数の関連を検討してきたけれども，成果変数の多種多様性が
協調的関係論の発散をもたらしてきたのである。

５

協調的関係論の展開

本節では，前節で紹介した初期的研究以降の研究の展開について紹介す
る。
５.１

取引費用論との接合

協調的関係論の生成期には様々な理論的背景が用いられきたものの，現
在では主に取引費用論の概念枠組の中に，それ以外の理論から生じた構成
概念を組み合わせる形の理論化が進展している。特に，社会的交換理論や
関係的交換理論に基づく研究は下火になって いる。
まず，取引費用論の枠組に基づいた協調的関係の研究として Buvik &
John（2000）が挙げられる。彼らは，調達関係を対象として，環境不確実
性への反応である垂直的調整（vertical coordination）の有効性は，関係特
定的投資がもたらす防御問題に応じて変化することを示している。分析の
結果，垂直的調整による環境不確実性への適応は，関係特定的投資が小さ
い場合は効果的であるものの，投資が大きい場合は逆効果となることを報
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告している。
取引費用論とコミットメントを組み合わせた研究として，Jap & Ganesan
（2000）は，強大な供給業者が小売業者に対して要求する関係特定的投資
に対して，小売業者が 3 つのコントロール・メカニズム（供給業者の関係
特定的投資，関係規範，明示的契約）を用いてどのようにホールドアップ
のリスクを管理するのかを問うた研究である。彼らの概念枠組では，3 つ
のメカニズムを独立変数に，小売業者の供給業者に対する行動的成果（供
給業者への評価／コンフリクト水準／満足）を従属変数として，それらを
つなぐ媒介要因としてサプライヤーのコミットメントを導入している。分
析の結果，小売業者の関係特定的投資と明示的契約は供給業者のコミット
メントを低める一方で，供給業者の関係特定的投資と関係規範はそれを高
めることが示されている。彼らの知見は，取引費用論的な原因と結果を動
かす理論的メカニズムがコミットメントにあることを示した点にある。
Jap & Anderson（2003）は，関係特定的投資をホールドアップから防ぐ
ための防御メカニズムを事前に構築しても，事後的な機会主義を防ぐこと
が難しいことに注目した研究である。彼らは取引費用論に信頼を導入した
概念枠組を提案している。従属変数に成果と将来への期待を，独立変数に
関係特定的投資，信頼，目標の一致を設定し，機会主義的行動の高低によ
ってそれらの関係がどのように変化するのかを吟味している。
５.２

関係特定的投資の正負の効果

伝統的な取引費用論では，関係特定的投資は，投資主体が受益者との関
係にロックインされるがゆえに搾取（exploitation）をもたらすと考えてき
た。しかし，Rokkan, Heide, & Wathne（2003）は，関係特定的投資には，
企業間の協力やコミットメントを支える絆（bonding）をもたらすという相
反する側面があることを指摘し，
両者のいずれの効果がもたらされるかは，
関係の将来への拡張性と一体化規範の 2 つの媒介変数によって左右され
ることを報告している。
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崔（2007）は関係特定的投資の次元を細分化して，搾取と絆の 2 つの効
果を検討した実証研究である。従属変数として，
「特定の売り手企業と重要
な買い手企業間の連携の程度」を示す疑似統合を用いて，独立変数として，
関係特定的投資の大きさと相手にとっての価値という 2 つの次元を設定
した。疑似統合は関係特定的投資をホールドアップから守る防御メカニズ
ムであり，疑似統合は投資の大きさと正の，相手にとっての価値と負の関
係を持っていることが報告された。すなわち，投資が大きい場合は搾取効
果を恐れて防御を高める一方で，相手にとっての価値が高い投資であるほ
どホールドアップのリスクが低下するがゆえに防御が低まることを報告し
ている。
５.３

機会主義的行動

協調的関係を維持するには，チャネル・メンバーの機会主義的行動を抑
制する必要がある。機会主義的行動は取引費用論の行動仮定であったが，
機会主義の管理や機会主義的行動それ自体を分類する研究が行われるよう
になっている。
Brown, Dev, & Lee（2000）は，マーケティング・チャネルで生じる機
会主義的行動を緩和するガバナンス・メカニズムとして，所有権，関係特
定的投資，関係規範を比較している。ホテル産業を対象とした実証分析の
結果，機会主義的行動は関係規範によって緩和されるが，所有権と関係特
定的投資は逆に悪化させることを示している。
Wathne & Heide（2000）は，既存研究が機会主義的行動を単一の固定的
な概念として捉えていることを批判し，さらに，関係的契約の下では暗黙
のうちの機会主義的行動も重視されることを強調して，機会主義的行動を
行動（積極的／消極的）と環境（既存／ 新規）の 2 × 2 のマトリクスにし
て 4 つに分類している。とりわけ重要な軸は行動であり，既存研究は作為
（commission）に基づく積極的機会主義（active opportunism）だけをとり
あげているのに対して，彼らは怠慢（omission）に基づく消極的機会主義
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（passive opportunism）を概念化した。 積極的機会主義とは，企業が私利
のために取引関係の制約に違反する行動をとったり，新たな環境が生じた
際に私利を追求する再交渉を強要することである。具体的には，虚偽，公
式・非公式の合意の破棄，事実の捻じ曲げ，濡れ衣を着せる，問題の誇張，
相手から譲歩を引き出すために予期せぬ出来事を利用するなどが挙げられ
ている。一方，消極的機会主義とは，企業が私利のために合意をくぐり抜
けたり，新たな環境への適合を拒むことである。例えば，約束の通りに行
動しない，情報隠蔽，情報伝達の不完全性，義務の遂行の怠慢，適切な通
告の失敗などが挙げられている。
Seggie, Griﬃth, & Jap（2013）は，Wathne & Heide（2000）の分析に基
づいて，企業が異なるタイプの機会主義（積極的／消極的）に対して異な
る反応をするのはなぜかを問うた。機会主義的行動への企業反応は，
Hirschman（1970）の離脱（exit）
，発言（voice），忠誠（loyalty）の議論
を 6 つに細分化した Hibbard, Kumar, & Stern（2001）の枠組に基づいて
分類した。そして，人間は同じ程度に害がある行為であっても，作為
（commission）を怠慢（omission）よりも悪く評価するというオミッショ
ン・バイアスを論拠として，企業は積極的機会主義よりも消極的機会主義
的に寛容に反応するという仮説を提示し，実証分析を行っている。
Seggie et al.（2013）のように，機会主義的行動がもたらす取引関係終
了の危機に関する研究は近年急速に増加している（Zhang, Bai, & Gu,
2018; Eslami, Kacker, & Hibbard, 2020; Schmitz, Friess, Alavi, & Habel,
2020）。これらは関係のライフサイクルの終盤に関する研究としても位置
付けられるであろう。

６

結論

本論では，マーケティング・チャネル研究において大きな研究潮流とな
った協調的関係論について，包括的な文献レビューを行った。本論の特徴
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は，協調的関係論の発生背景について，既存研究で主流であった製造業者
から流通業者へのパワーシフトを原因とみなす「パワーシフト仮説」では
なく，当時の米国の製造業で生じた垂直統合型企業の瓦解という「企業境
界仮説」にたった解釈を試みたことにある。企業境界仮説に基づいて既存
研究を概観すると，巨大な小売業者を擁する消費財産業以外にも協調的関
係が観察されてお り，様々な産業について研究が進んできたことが適切に
理解できるものと思われる。
協調的関係論は，
企業間の協調的関係だけを共通の構成概念として，様々
な理論的背景を用いて研究されてきた。特に 90 年代の初期段階において
は，相互に有機的な関連性を持たない様々な研究がバラバラに進展してき
た印象は否めない。しかし 2000 年以降になると，取引費用論の各種の命
題を基礎として，信頼やコミットメントといった構成概念を組み合わせる
研究が主流になってきている。そのため，現在の研究では，機会主義的行
動の細分化や，関係特定的投資の正負の効果といった取引費用論から派生
したテーマの研究が蓄積されていることが確認できた。
本論で概観してきたように，協調的関係論の研究の多くは，協調的関係
がなぜ維持されているのかという大きな問いをめぐって展開されてきた。
一方，企業や人間が取り結ぶ関係はいつか終了する可能性があるし，実際
に終了することも多い。近年では第 5.3 節で紹介したように，協調的関係
が危機を経て，どのように維持されたり終了するのかを検討するライフサ
イクル終盤についての研究も増えている。今後は取引関係のライフサイク
ルの中で，関係の維持期だけでなく，序盤と終盤に関わる研究の蓄積が必
要であろう。
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Relationships in the Marketing Channels: A Review
Tomokazu KUBO

《Abstract》
Although there is a vast amount of research on cooperative relationships
in marketing channels, there is a few review articles that follow up the
recent studies. Therefore, this paper examines the background of the
emergence of the cooperative relationship research, and then summarizes
the development of the cooperative relationship theory since 1980s based
on five theoretical backgrounds: (1) social exchange, (2) relational
contracts, (3) power-conflict, (4) transaction cost analysis, (5)trustcommitment. Furthermore, as a more contemporary development, this
paper examines the development of cooperative relationship research based
on transaction cost analysis. The paper provides an integrative guide to the
literature and suggests some promising future research directions.

