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１．はじめに

　バブルの崩壊以降、企業の倒産やリストラによる失業・職歴の中断が増加し、新た

な就業機会としての創業の必要性が叫ばれている。この状況下ですら、創業・ベン

チャー＝ハイリスク、すぐれた特質を持つ創業者・起業家、もしくは起業家＝リスク

愛好家というステレオタイプ的認識（stereotyped and conventional recognition）は、創

業を躊躇させる主要因となっている。この中で、フランチャイジングは「適切なリス

クと適切なリターン」、「創業に十分な知識や経験をもたない人々｣という視点から、創

業の有用な選択肢として注目を集めている。

　しかしフランチャイジング産業は多様な業種・業態によって構成され、フランチャ

イジング企業の活動範囲、内容も多様であることから、「フランチャイジング」という

用語自体も、使用主体によってさまざまに用いられ、意味の齟齬に配慮することなし

には議論すらできない状況にある。確かにこの多様性は一方でフランチャイジングの

成長の原動力であるが、他方で道義的行為の確立・弊害防止を課題としなくてはなら

ない主要因となっている。既に産業として確立したフランチャイジングが今後とも健

全に発展し、新たな役割を遂行するためには、まずフランチャイジングの概念を明確

にし、共通の言語（the language of franchising）を持たなくてはならない。

　このことから本稿はフランチャイジング研究の端緒として、フランチャイジング概

念の明確化、発展過程をふまえたフランチャイジング分類、そしてフランチャイジン

グの優位性の源泉について考察する。
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２．フランチャイジング研究の必要性とその視座

　わが国におけるフランチャイジング（franchising）は、チェーン数において1,000

チェーンを越え、店舗数も20万店舗、売上高17兆円にまで成長し、既に一つの大きな

産業として確立している（ （本フランチャイ（チェーン 協会『ＪＦＡフランチャイ

（チェーン統計調査』（2000年度）2001年３月）。しかしながら、わが国においては、

契約を中心とする法律関係の研究を除けば、フランチャイジングそのものに関する本

格的な研究はほとんど行われてこなかった(1)。

　これはフランチャイジング・システムが、戦前から石油販売業などに採り入れられ、

戦後も自動車販売業や家電販売などで広く適用されてきたにもかかわらず、当事者に

はフランチャイジングという意識はなく、系列システムの一種として発展・浸透して

きたことによる。系列関係においては、構成員の独立よりも「親子関係」などに代表

される経済的関係を越えた相互関係が強調されてきたことから、フランチャイジング

の前提となる独立した組織間の関係という視点や契約への意識も希薄のまま維持され

てきた。これらのことから組織間のコンフリクトのほとんども系列内で処理され、系

列としてのフランチャイジングが法律問題にまで発展した例はコンフリクトの数に比

べて極めて少数にとどまり、結果として社会問題化することは希であった。

　第二に、1960年代からフランチャイジングが各種小売、サービス分野に拡大するこ

とによって、フランチャイジングを一つのシステムとして販売するシステム・フラン

チャイザー（system franchisor）やビジネスフォーマット・フランチャイザー（business

format franchisor）が急成長したが、戦後の大半の期間において依然国民的関心は国の

成長を支えるべき大企業の成長に向けられ、中小企業に対する認識は格差問題型の認

識論を中心とするものに留ってきた(2)（清成（1997）pp.67-95）。それゆえフランチャ

イジングの主要な分野となっている商業分野においても、政策の中心は中小商業の保

護・格差の是正・近代化・高度化におかれ、（チェーン化においても）既存の独立商を

前提としたボランタリーチェーン（voluntary chain：任意連鎖店、自発的連鎖店）(3)

に主眼がおかれ、フランチャイジングに対する期待や意識は決して高くなかった(4)。

しかし1969年の第二次資本の自由化によって飲食業の100％自由化が実現すると

ファーストフード外資が次々と参入し(5)、さらに1972年に （本フランチャイ（

チェーン協会（ＪＦＡ）が設立されると、フランチャイジングは本格的にパブリシティ

（publicity）を獲得し、フランチャイ（・ブームが起こった(6)。ＪＦＡの設立趣旨の第

一にフランチャイ（企業の道義的行為の確立が挙げられたことに象徴されるように、

ブームによって参入したフランチャイジング企業は玉石混淆であり、フランチャイジ
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ングは当初から弊害防止を課題としなくてはならなかった（東京経済（1986）pp.14-

15）。

　しかし平成不況を機に始まった職歴の中断（the break of career path)、産業構造改革

への対応策の一つとして新規開業の促進やベンチャー支援の必要性が認識されると、

フランチャイジングの持つ創業機会（独立・開業機会）の提供という機能が注目を集

めた。

　国民は、一方で成長力の高いベンチャー企業に産業構造改革への原動力を求めなが

らも、他方で「創業・ベンチャー＝リスクの高いビジネス（ハイリスク＝ハイリター

ン）」という図式にとまどい、かつ企業家の資質特性として列挙される「高いビジョン

と高い行動力（清成（1997）pp.256-258）」等がそのまま創業者（起業家）の資質

（entrepreneurial personality)、創業者像とされたこと、まして起業家＝リスク愛好家的

な認識が伝えられると、人々は開業や創業に対してたじろかざるを得なかった。しか

もベンチャー企業や開業に関するリスクも、十分に検証されることなく、これらのイ

メージだけが一人歩きした。

　さらに創業やベンチャーにおける議論で忘れられているのが、企業の倒産やリスト

ラによって職を失った人々に対する雇用機会（就業機会）としての視点であり、創業・

起業に対して十分に知識も経験も持たない人々の視点である。この非自発的開業（自

営）もしくは、にせの起業家（pseudo entrepreneur）と呼ばれる創業者に対しても、や

はりリスクや創業者資質が別個に検討されることもほとんどなかった（Gavron et.

（1998）邦訳 pp.2-5）。

　これらの問題への解決策の一つがフランチャイジングによる創業機会であった。フ

ランチャイジングは、独自創業における事業継続可能性、投資回収可能性に対するリ

スクをかなり抑えることができるシステムとして普及した。たとえば英国フランチャ

イジング協会（British Franchise Association）は、創業から５年経過した事業の継続率

を、独立創業の場合は45％に留まるが、フランチャイジングでは96％であったとし(7)、

オーストラリアでも独立開業と比較するとフランチャイジングにおける成功率は2.5

倍(8)､米国においても小独立開業の平均失敗率が70％を越えている中で、ほとんどのフ

ランチャイ（会社は失敗率を10％以下の抑えることに成功した（Emmons（1970）邦

訳 pp.20-21）とされ、適度なリスクと適度なリターンを持つフランチャイジングが新

規開業・雇用機会として有用な選択肢であることが示された(9)。

　この役割を念頭においたフランチャイジングは、過去においておこなわれてきた大

企業と小企業が全く異なった領域で活躍する二重経済や、大企業が無視してきたか、
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無視せざるを得ないニッチを切り開くことによって活路を見いだしてきた中小企業を

視点にしたものではなく、大企業と小企業の相互関係が視点となっている。この視点

からの研究は下請や系列に関する研究の中で取り上げられてきたが、大企業と小企業

が相互関係を持って発展を目指すという視点からの研究はほとんど行われてこなかっ

た。本研究では、フランチャイジングを、中小企業の発展や独立・開業機会としてだ

けでなく、この視点から見た相互関係の典型的なものとして取り上げる（Dicke（1992）

邦訳 pp.4-5）。

３．フランチャイジングの定義

　フランチャイジング（franchising）は長い歴史を持っているが、これが流通手段（a

method of distribution）を表す用語として用いられるようになったのは、19世紀後半で

あった（Kursh（1968) 邦訳 pp.5-7、Dicke(1992)邦訳 pp.4-5）(10)。現在、フランチャ

イジングは多種多様な業種・業態において使用され、その使用方法・形態も同様に広

範で多様であり、用語としてのフランチャイジングは使用主体によってさまざまに用

いられている。この中には現在主流となっているビジネス・フォーマット・フランチャ

イジング以外にも、ライセンス（license)、特約店（dealer）、代理店(agent)、流通業者

（distributor、jobber）など多くの取引関係においてフランチャイジング（もしくはフ

ランチャイ（）という用語が使用されている。このことからフランチャイジングとい

う用語はフランチャイ（購買予定者からフランチャイザー、フランチャイジーそして

行政担当者に至るまで、言葉の齟齬に配慮することなしには議論をすることができな

い状況となっている。それゆえ、まずフランチャイジングを必要要件と特徴から定義

づけ、次に下位概念としての形態別フランチャイジングの定義をその形態が発生した

過程を概説した上で明確にする。

　まず経営・マーケティング用語としての「フランチャイ（」は、①ある会社によっ

て個人や組織に与えられる各種ライセンス（license)、②販売権、③それらを含む販売

地域(11)などの権利そのものを指す用語であり、それを使用したマーケティング・シス

テム（フランチャイザーの事業活動）を表す場合に「フランチャイジング」が使用さ

れる。しかし実際にはその用語が発祥した欧米においても、事業活動を含めて「フラ

ンチャイ（（franchise）」という用語がしばしば用いられている(12)。わが国においては

「フランチャイジング」と「フランチャイ（」は区別して使用されることの方が少な

く、（本フランチャイ（チェーン協会の登録事業運営規定の用語定義(13)でも「フラン

チャイ（」が双方の意味として使用されている。また公正取引委員会(14)と経産省（当
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時は通産省）(15)の定義でも同様にフランチャイジングの意味で、フランチャイ（・シ

ステムの略語として「フランチャイ（」が使用されている。しかし今後は、創業機会

としてのフランチャイジングが重要になる一方、法律・権利問題としてフランチャイ

（の内容そのものが議論の対象となると考えられることから、あえて両者を明確に区

別して使用すべきである。

　システムであるフランチャイジングの要件（components）は、①事業体の独立性、

②権利の付与と対価の支払い、③継続的契約の３点である。この要件からフランチャ

イジングを包括的に定義すれば、「フランチャイジングとは、独立した事業者(フラン

チャイザー：franchisor）が他の独立した事業者（フランチャイジー：franchisee）に対

して商品の販売やその他の事業を行う権利（フランチャイ（：franchise）等を契約（フ

ランチャイ（契約：franchise contract）によって与える継続的なマーケティング・シス

テム（marketing system)」となる(16)。

　またフランチャイジングの代表的な形態にはプロダクト・フランチャイジング

（product franchising、product-and-trade-name franchising）とビジネスフォーマット・フ

ランチャイジング（business format franchising）があり、形態や運営方法によって、さ

らにシステム・フランチャイジング（system franchising）などの中間形態が両者の間

にスペクトル（spectrum）に存在する。

　3.1 流通の手段としてのフランチャイジング(17)

　18世紀後半に始まった産業革命は、工場生産や蒸気機関などの動力源の革新によっ

て生産量と流通範囲を飛躍的に拡大させた。製造業者は生産技術が急速に進化する中、

限られた経営資金を生産技術開発と設備に特化して投資せざるを得ず、販売は卸売業

を中心とする商業資本に全面的に依存していた。しかしこれらの技術革新は既存の製

品の大量生産技術だけでなく、同時に社会的に新しい製品群（新製品）も生み出した。

　この新製品とは、マコーミック社（McCormick Harvesting Machine Company）の農機

具やシンガー社（Singer Sewing Machine Company）のミシンなどのように社会的に新

しく、高価で、しかも修理などのメンテナンスにおいて製造業者との関係が必要な製

品であった。しかし既存の商業者はこれらの新製品を取り扱うこともできなければ、

取り扱う意志もなく、新製品の製造業者は結果的に自ら販売網を構築せざるを得な

かった。これらの製造業者は、資金をはじめとして経営資源が不足していたことから

直営組織（company-owned stores）によって販売網を構築することができず、契約によっ

て商業者を代理店（exclusive local agent）として起用し、配置すること（契約型システ
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ム）によって販売網を構築した。この契約によって製造業者が与えた独占的販売地域

分与等がフランチャイ（（特権）であった。

　この商業者が卸売業者であるのか、小売業者であるのかは商品特性や需要量、需要

の分散などの市場特性によるが、通常、その製造業者の製品のみで店舗の品揃えが完

結できる場合には小売業者が、小売店にとって取扱商品の一つにとどまる場合には卸

売業者が代理店となった。代理店も1950年から60年代のマコーミック社のようにきわ

めて限られた生産設備と輸送上の制約を持っていた場合には、製品の製造権を含めた

特定地域の販売許可がフランチャイ（（product and manufacturing franchise）として与

えられた(18)。この時点におけるフランチャイジングは経営資源の欠乏を補いながら広

範囲に販売する唯一の方法であった(19)。

　その後、自動車販売においてもフランチャイジングが採用されたが、自動車もまた

社会的に新、高価、メーカーとの関係の必要な商品であり、既存の商業者はこの製品

に対応することができず、自動車メーカーももっとも有効な流通の方法としてフラン

チャイジングを選択した。

　3.2 システム・フランチャイジング（system franchising）
　フランチャイジングのシステムとしての発展は、石油精製会社によってもたらされ

た。米国のモータリゼーションは、早くも1920年代に始まっていた。Ｔ型フォードの

発売によってはじまった自動車の爆発的な普及は、石油会社に対し、自動車の普及に

あわせた給油設備（ガソリンスタンド）の拡充を迫った。モータリゼーションが始まっ

た時点までには、石油産業は既に均一の品質を持った製品の生産が可能な規模の生産

設備を持つ巨大な企業によって構成され、灯油を中心とする石油製品の販売経路も確

立されていた。結果として消費者は、石油製品（ガソリン）の購買においては、自動

車のように製造業者によって品質等の格差のある製品と異なり、その品質の違いを購

買基準に加える必要がなかった。それゆえ精製会社と販売会社間の取引における主な

基準は価格であり、販売会社は価格によって容易に購買先を変更することができた。

石油精製は装置産業であり、装置の稼働率がコストに直結することから、価格に左右

されない安定した販売経路を確保する必要に迫られた。しかも燈火燃料としての石油

製品に比べて自動車用の燃料の消費量は比べものにならないほど多かったことから、

ガソリン販売には地下タンク、給油ポンプ、そしてタンクワゴンなどの設備機器への

投資が必要となった。このことから石油会社は既存の流通経路をそのままでは使用で

きず、さらに未知の事業であったガソリン販売業に積極的に投資する販売業者もほと
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んどなく、結果的に石油会社は自ら給油所を建設せざるを得なかった。

　しかしひとたびガソリンスタンドという革新的業態が投資に足るビジネスであるこ

とを、石油会社のガソリンスタンドが証明すると、多くの業者が一斉にガソリン販売

業に参入した。短期間に石油会社の直営施設の構成比は小さくなり、石油会社はそれ

らの独立系販売業者との関係を構築する必要が生じた。単独ポンプのみの「スタンド」

（isolated）が主流の時期には、石油会社はポンプ段階で商標を掲示していたが、自動

車市場の拡大に対応して、ガソリンの複数グレート化が進行すると、従来、複数ブラ

ンドを扱っていたガソリンスタンドは施設の制約から、単一のブランドを選択する必

要に迫られた。ガソリン販売が究極的に価格に依存する競争である以上、コストはもっ

とも重要な競争要因であり、輸送コストを削減する複数油種の一括配送、取引コスト

を下げる継続的な関係はそのままコスト優位の源泉となった。結果的に石油会社・特

約店の両者にとってこれらの条件を充たすフランチャイジング（系列販売方式）は有

効な販売・仕入れ方式として選択されていった。

　しかもガソリンは製品間の差別化が困難であるために、石油会社は水平的競争に対

する手段として専属化した店舗の高度化（差別化）を進めた。それが店舗全体を対象

としたブランド・ロイヤルティ（brand loyalty）の確立のためのさまざまな手段の確立

であり、店舗の外観からユニフォーム、店頭サービスまでの標準化の推進であった。

結果的に「店舗を選択することによって石油会社を選択する」システムを確立し、ガ

ソリンという石油製品は、標準化された店舗において、標準化されたサービスととも

に販売される製品となった。石油会社は給油所の施設の改善、サービスの標準化、ガ

ソリン以外の油外商品の品揃え拡大を競い、専属化した特約店（dealer）は石油会社の

競争単位として組み込まれていった。この段階では、扱われる製品はもはや単なる製

品（ガソリンというジェネリック商品（generic products））ではなく、拡張された製品

（augmented products）となり、プロダクト・フランチャイジングは商品を越えたシス

テム・フランチャイジングとなった。

　石油会社のフランチャイジングへの取り組みは、ジェネリック商品の差別化が店舗

の差別化によって達成可能であることを証明し、サービス業のフランチャイジングへ

道を開いた。例えば自動車用品のウエスタン・オート（Western Auto、Kansas City）は、

1909年に提携特約店プログラム（an associated dealership program）を開始した。ウエス

タン・オートは立地選択、品揃え、広告、信用、店舗設計、新規開店、従業員教育ま

での幅広いサービスを提供した。しかしウエスタン・オートは石油会社と同様に手数

料を取ったり、ロイヤルティ（royalty）を取ったりせず、これらのサービスは製品卸
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価格の中に含めて販売されていた（Justis・Judd（2002) pp.1-8）(20)。

　1925年に特製アイスクリームによって成功したハワードジョンソン（Howard

Johnson）は、自社店舗網による拡張を目指したが、資金調達が困難であったことから、

すべての食材・運営用物品（サプライ品）をハワードジョンソンから購買することを

条件に、自社のフォーマットを複製したレストランシステムを販売する、フランチャ

イジングを開始した。ハワードジョンソンのフランチャイジング・システムは、既に、

店舗の建設から会計処理、店頭サービスから非食品のサプライまで、運営のすべての

面を包括していた（Dicke（1992）pp.212-214）。

　これらの石油会社、ウエスタン・オート、ハワードジョンソンのフランチャイジン

グは、現在のビジネスフォーマット・フランチャイジングのフランチャイ（・パッケー

ジ（franchise package）のほぼすべての構成要素を既に含んでいたが、重要なことは、

石油会社は提供した広範なサービスから収益をあげていたのではなく、あくまで石油

製品の販売から収益を得、同様に当時のウエスタン・オート、ハワードジョンソンも

またサプライの販売から収益をあげており、広範に提供したサービスからでなかった。

すなわちこの両者の目的は（自社）製品の販売及びフランチャイジーから得た収益で

自社販売網の拡大を行うことにあり、サービスはあくまで製品を販売する手段にすぎ

なかった。それゆえこのシステム・フランチャイジングは、目的において、基本的に

は農機具会社や自動車会社と同じであり、プロダクト・フランチャイジングの一つに

分類することができるシステムである。

　3.3 ビジネス・フォーマット・フランチャイジング

　米国においては、システム・フランチャイジングからビジネス・フォーマット・フ

ランチャイジングへの転換は、フランチャイジーが専属的・安定的な製品の販売先で

なくなった時に起こった。システム・フランチャイジングの基礎は、継続的長期取引

契約（フランチャイ（契約）における商品の仕入先指定などの拘束条項にあった。こ

の拘束条項の根拠としては品質管理基準が当初認められていたが、最終的には業務遂

行基準に移行することによって、フランチャイジーの供給独占は崩れ、市場との競争

にさらされることになった(21)。ここからフランチャイジングは製品やサプライの供給

による利益を根拠にしたシステム・フランチャイジングから、証明済みのビジネス・

フォーマット（フランチャイ（・パッケージ）をそのまま利用する権利（フランチャ

イ（）を販売するビジネス・フォーマット・フランチャイジングに移行した。

　わが国においても、公正取引委員会は、「フランチャイ（・システムに関する独占禁
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止法上の考え方について」（昭和58年９月20（公正取引委員会、平成14年４月24（同改

訂）において、「（取引先の制限）本部が加盟者に対して、商品、原材料の注文先や加

盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又

は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提

供する他の事業者と取引させないようにすること」を一般指定の第14項（優越的地位

の濫用）に該当する行為としている。しかしこの拘束条項は、「あくまで本部が加盟者

に対して、フランチャイ（・システムによる営業を的確に実施する限度を超えた場合

に適用されるものであり、その限度内に留まる場合には、直ちに独禁法上問題とはな

らない」とされている。事実、わが国においては、ビジネスフォーマット・フランチャ

イジングを志向したフランチャイザーでも、フランチャイジーを専属的サプライ供給

市場と捉える見方が米国に比べて強く残っている。これは一方で、「ノウハウなど無形

財への支払いよりも、商品などの有形財の支払いの方が納得を得られやすいという風

土（藤井（2001、p.164）(22)）に合致するものの、他方で「飲食ビジネスなどでの拘

束的サプライ供給が問題となりつつある（黒川（2001、pp.171-172））」(23)状況を生み

出している。

　今後、フランチャイジングが産業として健全に発展するためには、この種の拘束条

項を最低限に保つか、フランチャイ（の構成要素からサプライの供給に関してはアン

バンドリング（unbandling）を進めなくてはならない。サプライ供給は、フランチャ

イザー自身がサプライ供給市場における競争の結果として選択された結果として位置

づけるべきであり、この点からも真のビジネスフォーマット・フランチャイジングへ

の移行が必要とされている。

　3.4 フランチャイジング企業の定義とフランチャイジングの分類

　フランチャイジングの発展過程で述べたように、自動車販売やガソリンスタンドは、

フランチャイジング産業の主な構成員であり、その大きな売上高は一貫してフラン

チャイジング産業そのものを支えてきた。しかし1970年代から始まったフランチャイ

ジング・ブームは、フランチャイジングへの意識を根本的に変えた(24)。これ以降フラ

ンチャイジングに対する市場評価によって影響を受ける企業がフランチャイジング企

業であり、それら（フランチャイジング企業）によって形成されている産業がフラン

チャイジング産業となった。それゆえこの両者はもはやフランチャイジング企業の範

疇に留めることは適切できなくなった(25)。米国においても、自動車販売とガソリン販

売は、1980年から1993年までは米国フランチャイジング統計（Franchising In The
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Economy、The US Department of Commerce(26)）に含まれていたが、1996年からの統計

（The Profile of Franchising：A statistical Abstract of UFOC Data、UFOC：Uniform Franchise

Offering Circulars、IFA Educational Foundation、Inc）では対象となっていない。同様に

オーストラリアの統計においてもフランチャイジングは、①ビジネスフォーマット・

フランチャイ（・システム (Business format franchise systems)、②自動車フランチャイ

（・システム（Motor vehicle franchise systems)、③ガソリン販売フランチャイ（・シス

テム（Major auto fuel retail franchise systems）に分類され、自動車販売、ガソリン販売

システムとそれ以外のフランチャイジングシステムは別個のものとして扱われている。

それゆえにこれ以降の議論については、フランチャイジング産業を構成するフラン

チャイジング企業に限定して考察を進める。

　オーストラリアの統計分類に見られるように、自動車販売とガソリン販売の二大分

野をのぞくと、フランチャイジング産業はすべてビジネスフォーマット・フランチャ

イジングによって構成されているように捉えられるが、実際にはさまざまな形態のフ

ランチャイジング企業によって構成されている。

　フランチャイジングには、既に発展過程でのべたように、代表的な形態としてプロ

ダクト・フランチャイジングとビジネスフォーマット・フランチャイジングがある。

この両者はシステム・フランチャイジングが登場した後は、もはや商標やノウハウの

提供という次元から区別することは困難となったが、両者は主たる収益源において明

確に異なっている。すなわちプロダクト・フランチャイザーの主たる収益は、商品・

サプライ供給（販売）によってもたらされるのに対し、ビジネスフォーマット・フラ

ンチャイジングの収益は、フランチャイジング・パッケージの提供に対する対価であ

るロイヤルティによる。プロダクト・フランチャイザーは、かつては製品の生産に大

きな投資を行い、あくまで販売の手段としてフランチャイジングを捉えていたフラン

チャイザーを指したが、サービス業に拡大した後は製品の生産に限定することなく収

益が商品やサプライの販売からもたらされているフランチャイザーを指す。またここ

でいうフランチャイ（・パッケージとは「①フランチャイザーの商標、サービスマー

ク、チェーン名称を使用する権利、②フランチャイザーが開発した商品やサービス、

情報など、経営上のノウハウを利用する権利、③フランチャイザーがフランチャイジー

に継続的に行う指導や援助を受ける権利（ （本フランチャイ（シェーン協会）」から

構成されている。このフォーマットの主な構成要素は、創業間もない小企業では利用

できない各種のビジネス・ツールが重要な位置を占めている。それはマスメディア広

告をはじめとする販売促進であり、税務・経理など会計に関する専門的な知識であり、
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各種の経営管理手法の活用である。すなわちビジネス・フォーマット・フランチャイ

ジングにおいてフランチャイザーは、会社運営のすべての面を網羅したフォーマット

を通して、「事業の成功のための機会」を販売するのであり、販売される製品が何であ

るかはもはや問題とはならない。

　プロダクト・フランチャイジングにおいては、フランチャイジーは基本的には生産

者の専属的販売組織への参加者（participant）であり、統制対象としての販売業者とな

る。すなわちこのシステムでは、フランチャイザー（生産者）はフランチャイジー（販

売業者）に販売するのではなく、あくまでフランチャイジーを通して最終消費者に販

売している。一方、ビジネスフォーマット・フランチャイジングの場合には、フラン

チャイジーは直接のビジネス対象であり最終顧客である。

　さらにプロダクト・フランチャイジング（広義）には、主に生産設備へ大きな投資

を行う製造業者を中心とするプロダクト・フランチャイジング（狭義）とサービス業

を中心とするシステム・フランチャイジング、そして通常はプロダクト・フランチャ

イジングへの展開過程で見られるプロセッシング・フランチャイジング（processing

franchising）がある。

　次に契約形態からフランチャイジングを分類すると、契約店舗数によって単一店舗

フランチャイジング（unit franchising）と複数店舗契約が可能な複数フランチャイジン

グ（multiple-unit franchising）、特定地域の店舗開発権を与えるエリア・フランチャイジ

ング（area franchising)、特定の地域や国のフランチャイジング開発権利を与え、事実

上その地域においてフランチャイザーとして行動するマスターライセンス・フラン

チャイジング（master license franchising）がある。マスターライセンス・フランチャイ

ジーは、その地域でサブ・フランチャイジー（sub franchise）を採用する。

　そして店舗施設一式をフランチャイザーが建設・整備し、その施設の運営権をリー

スとともにフランチャイジーに与えるフランチャイジングがターンキー型フランチャ

イジング（turn key franchising）である。この方式には石油会社が米国において1920年

代半ばから行ったリース・ライセンス方式（lease and license system）やわが国のマネー

ジャーサプライ（マネプラ方式）、特約店に店舗等をそのままリースするカンパニー契

約がこれに該当する。この方式はプロダクト・フランチャイジングとビジネスフォー

マット・フランチャイジングの双方で使用されている。またピギーバック型フランチャ

イジング（piggyback franchising）とは、店舗内の一部のスペースを別のフランチャイ

ジングに提供するものである。たとえば、自動車ディーラー店舗内の携帯電話販売フ

ランチャイジングや大型スーパー店舗内の各種フランチャイジングが該当する。この
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場合の自動車ディーラー店舗や大型スーパーの店舗をホスト店舗（host store）と呼ぶ

（Longenecker・Moore・Petty (1997) p.68)。

【図表１】フランチャイジングの分類

　また急速に拡大しているのが転換型フランチャイジングである。これは既存業者を

対象とした一種の業態開発であり、独立不動産屋のフランチャイジング化を進めたセ

ンチュリー21や酒屋などから業態転換によってコンビニエンスストアを開設する場合

がこれにあたる(27)。これは既存業者のチェーン化であるボランタリーチェーンの発展

形態であり、ボランタリーチェーンの成長が低下する中で、逆にこの転換型フランチャ

イジングは急速に成長している(28)。

４．フランチャイジングの優位性（advantage）
　フランチャイジングの優位性の基盤はチェーン・オペレーションによってもたらさ

れる経済的優位性である。ここでいうチェーン・オペレーションとは、「小売商業に固

有の小規模分散的な特質を克服して経営規模を拡大し、集中的大規模化を実現する(横

森（2002）p.190）」ものである(29)。チェーン・オペレーションが経済的優位性の基盤

になっていることはレギュラー、コオペラティブそしてボランタリーの各チェーンと

異なることはない。

　チェーン・オペレーションがもたらす経済的優位性は、規模の経済性と分業の利益

から構成されている。規模の経済性は、原材料の仕入れ、商品の仕入れから店舗の備
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品・設備の購買にいたる「大量仕入れからもたらされる優位性」と単独店では不可能

な広告・宣伝活動がチェーン化によって可能になるという「マス・マーケティング力」

からもたらされる。そして二番目の分業の利益は、本部（フランチャイジー）が仕入

機能を実施し、分散立地した店舗（フランチャイジー）が販売機能を遂行することで

効率的な機能遂行が可能であること、そして単独店では不可能であった商品開発、仕

入、広告というマーケティング機能から店舗開発、店舗設計、税務・会計、金融、労

務など遂行すべき機能ごとに専門職を配置すること（分業）が可能になることである。

すなわちフランチャイジングは、大企業の効率的・専門的な事業運営（チェーン・オ

ペレーション）を小企業経営に持ち込むことができるシステムである。

　さらにフランチャイジング・チェーンに特有の分業としては、フランチャイザーが

既に述べた実証済みの成功した製品やシステムというフランチャイ（・パッケージを

提供し、フランチャイジーが事業拡大に関する経営資源を提供することである。フラ

ンチャイジーが提供する経営資源とは店舗開設に伴う資金、店舗運営の人材等であり、

これによってフランチャイザーは投下資本を節約しながらチェーン・オペレーション

の優位性の基礎となる多店舗展開が可能になる。

　一方、フランチャイジーにとっての優位性とは、成功実証済みの製品やノウハウに

よって構成されるフランチャイ（・パッケージと継続的な教育支援などのシステムを

活用することで、創業から事業運営のリスクを回避することができることにある。従

来は創業リスクの回避が大きな優位性とされていたが、現在では消費者ニー（や競争

環境の変化の速度が激しいために、店舗や業務の風化を防ぐための継続的な製品開発

や業態開発が不可欠となっており、継続的システム洗練化プロセスからもたらされる

優位性が極めて重要なものとなっている。かつては創業ノウハウに特化したフラン

チャイジングが多く見られたが、仮に創業ノウハウのみでは一度フランチャイジーが

安定期に入った後では、もはやフランチャイ（がフランチャイ（として機能すること

はなくなる。しかし継続的な商品開発の成果がフランチャイ（となることで、フラン

チャイジングは継続的なプロセスとして存続しつづけることができる。

　またフランチャイジングがもたらす社会経済的な優位性とは、中小企業が果たして

きた社会経済的な役割に他ならない。すなわち需要貢献機能、競争促進機能、適正規

模の効率的活動、製品イノベーション機能などである(30)。
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[注]

(1) この研究には川越（1984）、（1988）、(2000)、(2001)、土井（1982）、福永（1988）第４章など

がある。

(2) 格差問題型認識論は、問題型中小企業認識論の一つ。問題型中小企業認識論は、「大企業でない

ために起こる問題」に着目して中小企業を認識、研究、政策対象とするものであり、主な問題型

認識論としては①淘汰問題型、②残存問題型、③格差問題型がある。この格差問題型の代表的な

ものはわが国の「二重構造論」である。

(3) 横森（2002、p.178）はボランタリーチェーン（ＶＣ）を「各地に分散する多数の小売商（卸売

商を含む場合がある）がそれぞれの独立性を維持しつつ永続的な連鎖関係を締結し、協同する組

織」と定義している。またボランタリーチェーン協会は、「異なる経営主体同士が統合して、販売

機能を多数の店舗において展開と同時に、情報を本部に集中することによって組織の統合を図り、

強力な管理のもとで、仕入れ・販売等に関する戦略が集中的にプログラム化される仕組みとその

運営」と定義している。ＶＣへの政策的支援が最初に行われたのは、1965年の産業構造審議会流

通部会第三回中間報告「小売商のチェーン化の推進について」に基づいて行われた、1966年度の

中小小売商育成の一環として予算処置である。

(4) フランチャイジングに対する政策が開始されたのは、1972年のフランチャイジング・ブーム以

降であった。1973年の『月刊フランチャイ（・システム』新年号で、通産省中小企業庁商業第二

課長有岡恭助は、「フランチャイ（は、経営システム化、知識集約化された規模利益が追求でき、

流通合理化に寄与する、また中小企業の経営安定や、消費者に対する均質な製品の提供等の効果

を持つと考えている。このため健全なフランチャイ（・システムは積極的に助成していくべきだ

との立場をとっている。目下検討中の小売商業振興法案のなかでは、ボランタリーチェーンとと

もに連鎖化事業に含め、商業集積化事業と並んで重点的に振興を図るべき対象として取り上げ、

振興基準に合ったチェーン近代化計画に対しては政策金融の面でも優遇措置を考慮したいと研究

している」と述べている（『フランチャイ（21年史』p.26）。

(5) ファーストフード外資の参入の第一号は、69年12月のケンタッキー・フライドチキンであり、

続いて70年に東食ウインビー、ダンキンドーナツ（西武）、ミスター・ドーナツ（ダスキン）、71

年マクドナルドと参入が相次いだ（（時は店舗開設ではなく、合弁会社設立の年月）。

(6) フランチャイジング・ブームは、フランチャイジングを一挙に認知、拡張させた。米国におい

ては1950年代末に同様のパブリシティがフランチャイジング・ブームを導いた（Dicke（1992）邦
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訳 pp.221-22）。

(7) British Franchise Association, http://www.british-franchise.org/casestudies.asp、2002/9/12.

(8) Franchise Council of Australia, Franchising your Business in Australia, Fact at A Glance,

http://www.fca.com.au, 2002／9／12.

(9) しかし 米国の小企業の失敗率を全企業とフランチャイジングにおいてみると、確かに1982～86

年は、25.0％対15.1％と優位であったが、1986～87年には20.7％対18.5％と差が縮小した。1988

～89年には16.9％対11.2％と再度差が広がったが、1990～1991では5.1％対5.0％とほぼこの格差

はなくなっている。すなわち失敗率が高い場合にはそれを抑えることができるが、全体の失敗率

の低下は、両者の格差を縮小している（Small Business Administration, The State of Small Business: A

report of the President, 1993、U.S. Government Printing Office, Washington DC. 1993, p.127）。

(10)フランチャイジングの語源には中世以降に用いられてきた国や地方公共団体が与える特権があ

るが、ここではあくまで流通の一つの手法（a method of distribution）の意味に限定して考察する。

(11)この①から③は Toffler, Imber, Dictionary of Marketing Term 2nd ed., 1994、Barron’s Educational Series

Inc.の franchise の項目の1～３の要約。これ以外の項目は、４.広告権、５.地方公共団体もしくは

国から与えられるケーブルテレビ地域独占権。

(12)米国の International Franchise Association（ＩＦＡ）は、フランチャイジングについて、「フラン

チャイジングは、製品もしくはサービスを流通させる一つの手法である。フランチャイ（・シス

テムは少なくともフランチャイザーとフランチャイザーからなり、フランチャイザーは、商標も

しくは商号そしてビジネスシステムを使用させ、フランチャイジーは、フランチャイザーの名称

とシステムを使用して事業を行う権利に対してロイヤルティと通常は加盟金を支払う」と説明し

た後、「厳密には、両者を結びつけている契約がフランチャイ（であるが、しかし、この用語は、

しばしばフランチャイジーが運営する実際の事業の意味に使用されている」とフランチャイ（と

いう用語がフランチャイジングと同様の意味で使われていることを示している（ＩＦＡのＨＰ

（2002/10/09））。

(13)（本フランチャイ（チェーン協会の定義「フランチャイ（とは、事業者（「フランチャイザー」

と呼ぶ）が他の事業者（「フランチャイジー」と呼ぶ）との間に契約を結び、自己の商標、サービ

スマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、

同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーは

その見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導お

よび援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう」（（本フランチャイ（チェーン協会「登録

事業運営規程」（定款第四十一条の規程による登録事業に係わる業務の方法に関する基本的事項）

の第三条(1)用語の定義）。

(14)公正取引委員会は、「フランチャイ（・システムに関する独占禁止法の考え方について」におい

て「フランチャイ（とは、定義によってその範囲に広狭が生じるが、一般的には、特定の商標、

商号又はそれらの一部、サービス・マーク等を使用させ、加盟者の物品販売、サービス提供その

他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行う事業形態であるとされている。

しかし、我が国のフランチャイ（は、近年発展してきたこともあって、実は旧来みられたのれん
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分け、通常の代理店制、委託販売制、ボランタリー・チェーン等に類するものが事業上の便宜の

ためフランチャイ（という名称を使用しているにすぎないものも混在しており、また、形式的に

は上記の定義に該当するようにみえても、指導、援助についてその実態を伴わないものもあるこ

とから、独占禁止法の適用を考えるに当たっては事業形態の呼称にとらわれず、先ずその実態を

十分把握しておかなければならない」と述べており、下線部を公正取引委員会の定義と考えるこ

とができる。ただし、このフランチャイ（という用語は、フランチャイ（・システムの略語とし

て使用されていることに注意が必要である（「フランチャイ（・システムに関する独占禁止法の考

え方について」昭和58年９月20（付　公正取引委員会事務局文書　２.(1)一般的な考え方）。

(15)通産省は、通産省中小企業庁のフランチャイ（・システム経営近代化策策定のための協議会報

告において、「フランチャイ（は、本部事業者（「フランチャイザー」）が加盟者（「フランチャイ

ジー」）との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業上

の象徴となる標識及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事

業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に

必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもと事業を行う両者の継続的関係を

いい、フランチャイジーの資本・労働力と連携することによって経営の効率化が可能になり、一

方、フランチャイジーはフランチャイザーの持つ知名度の高い営業標識、優れたノウハウ及び継

続的指導・援助の提供を受けることによって既存の小売店の活性化が図られ、またリスクの少な

い新規事業の開始、事業の転換及び経営の多角化が容易になるものである」としている（「フラン

チャイ（・システム経営近代化について」（フランチャイ（・システム経営近代化推進協議会・昭

和57年７月５（）（通産省中小企業庁のフランチャイ（・システム経営近代化策策定のための協議

会報告、一フランチャイ（・システムの役割と課題）。

(16)フランチャイ（システムの特徴として、大楠（1996、pp.308-309）は、「①フランチャイザー（本

部）とフランチャイジー（加盟店）は、各々独立した事業体であること、②フランチャイザーは、

フランチャイジーに自己の商号、商標、経営ノウハウ等を使用して事業活動を行う権利を与える、

③フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払う、④契約による継続的関係である」

の４点を挙げている。

(17)この3.1から3.3の歴史的変遷に関する記述は、主に Dicke（1992）に依拠している。

(18)製造のための特許、ノウハウ（製造権）を含めたフランチャイ（の代表例はコカコーラのボト

ラー（に見ることができる。コカコーラのフランチャイジングの発展過程については、河野・村

山（1997）を参照のこと。

(19)しかしこのフランチャイジングは新しく開発された流通手段ではなく、従来から行われてきた

伝統的な販売網の構築手段である。

(20)米国ではドラックストアの Rexall や IGA（Independent Groceries Alliance）もフランチャイジング

の一つに数えられるが、これは既存業者の組織化を目指したボランタリーチェーンである。

(21)1962年のスッサーとカーベル社（Susser v. Carvel Corporation）の判例は、アイスクリーム会社の

カーベル社が品質管理目的に仕入先を拘束することを是としていたが、1971年のシーゲル対チキ

ン・ディライト社（Seigel v. Chicken Delight）の判例は、これを破棄して、「オープン市場において
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同質の製品が購入可能である限り、フランチャイジーに会社もしくは認定の供給業者からサプラ

イ製品と設備を購入することを要求することはできない（p.226)」とした（Dicke（1992）邦訳

pp.225-227)。

(22)藤井（2001、p.164）は、（本とアメリカのロイヤルティに対する考え方の違いについて「アメ

リカの場合は、ソフトやノウハウに対してロイヤルティを払うのは当然だと考えるのに対し、（

本やアジアの国々では、そのような目に見えないものに対してロイヤルティを払うという意識が

なかなかもてない。ですから、ＦＣには商品的なノウハウと、マネジメント的なノウハウとがあ

りますが、（本では、より具体的で、目に見える、商品的なものからロイヤルティを払ってもら

うほうが、ＦＣジーは納得しやすいかもしれません」と述べている。

(23)黒川（2001、pp.171-172）は、ＦＣビジネスの課題の中で、「わが国の飲食ＦＣの特徴として、

ロイヤルティを低く抑え、食材から多額の差益を出す経営が当然のように行われてきた。しかし

プライベートブランドはともかく、ナショナルブランドの商品まで本部からの購入を強制し、そ

こで多額の差益を出すことは、もはや許されない行為である」と拘束条項の問題点を指摘してい

る。

(24)すなわちこの意識の変化とは、新チャネル開拓・中小企業の大手小売チェーンへの対抗策から、

ファーストフードをはじめとするサービス業の独立開業機会等を指し、今後大きく伸びる夢のあ

るわくわくするようなビジネスチャンスと捉えられた。当時のフランチャイジー募集広告は、

「Franchise is a Way of Life（フランチャイ（は人生の道)（ダスキン）」、「成功へトライ（（本飲料

コンサルタンツ）」、「あなたは主役になれる人です（東食ウインピー）」と新しい豊かな時代とと

もにやってきたビジネス機会を強調した。

(25)Emmons（1970、pp.30-31）は、「フランチャイ（会社とフランチャイジングを流通の方法とし

て取り入れているメーカーを区別した上で、「フランチャイ（会社」の株価が市場の様子に対して

敏感であるのに対し、たとえば自動車メーカーや石油会社の株価は、フランチャイジングに対す

る市場の評価とは無関係に設定される」と市場との関係から両者を区別している。

(26)フランチャイジングに関する統計の Franchise In The Economy は1980年に商務省によって実施さ

れたが、1986年からは The International Franchise Association Educational Foundation に引き継がれ、

1993年にはＩＦＡと University of Louisville が共同で実施した。

(27)Mancuso・Boroian（1993）は、転換フランチャイジングに適した業種として、「地域性や独自の

結束力をもたないもので、たぶんにそれぞれの個性や運営のあり方が個人的信用に立脚している

もの」を挙げている。また転換フランチャイジングの短所として「個人独立事業主の自分がこれ

まで遂行してきた商売のやり方や屋号に対する思い入れが強くときとして統一したサービスとか、

方法のもつ組織パワーを活用することに躊躇したり、無視したりするケースが多い（邦訳 p.34）」

とボランタリーチェーンが持つ短所と同様な課題を挙げている。

(28)フランチャイジングに対する行政の認識は、60年代末までは「ＶＣの発展過程の一段階として

ＦＣがあるのであり、独立した政策展開はまったく考慮されていなかった」（矢作（1993）p.65）。

(29)Lebhar（1963）は、チェーンストア方式について「概括的に云えば、チェーンストア方式とは、

二以上の小売販売の店舗を使用することを本体とする商品販売の一方法であり、これ以上または
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これ以下の何物でもない（邦訳 p.10）」とし、チェーンの利益としては、「二以上の単位店舗によっ

て商売を遂行していくという事実に、その直接の原因を求めることができよう。何故ならば、こ

れらの利点の大部分は大量の販売量から生ずるものであり、チェーンストアが達成し得える大量

販売は主として、それが経営する店舗が多数あることに依存しているからである（邦訳 pp.10-

11）」としている。

(30)この中小企業の社会経済的役割については、英国のボルトン委員会報告にまとめられている。

ボルトン委員会は、中小企業の役割・貢献として①独立開業機会の提供、②適度規模での効率的

活動、③多品種少量需要への効率的対応、④効率的部品生産などによる大企業の補完、⑤経済力

集中化阻止と競争促進、⑥新製品・新技術・新サービスの源泉、⑦新産業の苗床（breeding ground)、

⑧支配的大企業に挑戦する新企業の苗床（seedbed）をあげている（商工組合中央金庫調査部（1974））。


