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１．はじめに
近年ますます多くの中小企業が，活動の場を国外へ拡げている。しかし，中小企業は大規模
企業と比べて経営資源に強く制約がかかる上，意思決定の性格や環境の捉え方が異なる。その
ため，中小企業による国際展開を，先行研究の多くが取り組んできた大規模企業の国際化と同
一視することは困難であろう。こうした背景を受けて，中小企業による国際展開そのものを研
究しようという研究上の注目が集まりつつある（張・伊藤，2018）。
本研究は中小企業による国際展開を扱うものであり，特に中小企業によるグローバルサプラ
イチェーンのパフォーマンスを左右する諸要因を説明することを目的として，概念モデルを構
築する。とりわけ，サプライチェーンを構成する主体（以下「構成主体」とよぶ）間のパー
トナー関係における「パワー」
，
「信頼（trust）
」
，およびそれらの共存に着目する。本研究の視
点は中小企業同士の企業間関係に関する先行研究のそれと同様であり，中小企業のサプライ
チェーンにおけるパートナー関係を硬直的・法的な合意という側面ではなく，むしろ信頼やパ
ワーといった側面から捉える（例えば，Lambert, Emmelhainz, and Gardner, 1996; Squire, Cousins,
and Browns, 2009）
。また，中小企業によるグローバルサプライチェーンには複数の構成主体が
含まれる場合もあろうし結びつきの形態もさまざまであろうが，本研究の概念モデルはダイア
ドを想定して構築されている。
パワーと信頼は，それらがどうマネジメントされるかによって，補完的な形で相互作用する
可能性もあれば，対立的な形で相互作用する可能性もある（Ireland and Webb, 2007）。パワー，
信頼，およびそれらの相互作用を理解することを通じて，競争優位の源泉となり得るようなグ
ローバルサプライチェーンの特徴を浮き彫りにし，さらには各構成主体に良好な成果をもたら
し得る相互作用の様態（パートナー関係の様態）を明らかにする。信頼の種類，パワーの程度，
および文化インテリジェンスのギャップといった要因の影響を考慮しながら，中小企業による
グローバルサプライチェーンを分析するための柔軟な概念モデルを提示する。
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２．概念モデルの大枠
本研究の概念モデル（下図）は，社会関係資本理論（Nahapiet and Ghoshal, 1998），資源依存
理論（Pfeffer and Salancik, 1978）
，およびそれらをサプライチェーンマネジメントへ応用した
研究を参考としながら構築したものである。概念モデルの目的は，構成主体間の信頼，パワー，
およびそれらの相互作用が，構成主体間の調和の質に影響を及ぼし，それがさらにはサプライ
チェーンのパフォーマンスの高さ（持続的競争優位性など）に影響を及ぼすということを説明
する点にある。なお，高いパフォーマンスはパートナー（構成主体）間の調和をさらに強化す
るというフィードバックループをもたらす可能性がある。
Srinivasan, Mukherjee, and Gaur（2011）は，サプライチェーンの構成主体間の調和の程度が
重要であると指摘し，これが構成主体間の摩擦を減らす潤滑油の機能を担うとしている。具体
的には，構成主体間に「協力的な」パートナー関係を築くことを通じて高パフォーマンスのサ
プライチェーンをつくり出すためには，構成主体の間で「調和した状態」
，すなわち共有理解
（shared understanding）や共有文化（shared culture）が生み出される必要がある。
先行研究では，企業間（構成主体間）の信頼は，サプライチェーンのパートナー関係を結合
させる上での鍵となるメカニズムの１つとみなされてきた。社会関係資本理論によると，信頼
は，関係資本（relational capital）
，すなわち関係的埋め込みから生じる資本の中で最も重要な
構成要素の 1 つであるとされる（Nahapiet and Ghoshal, 1998; Lawson, Tyler, and Cousins, 2008）
。
信頼は，企業間（構成主体間）関係に埋め込まれたいわば接着剤の役割を担うため，構成主体
が信頼を有することで，パートナー関係における調和がもたらされ，ひいてはサプライチェー
ンのパフォーマンスに影響が及ぼされる。
社会関係資本理論がパートナー関係における信頼の重要性を指摘する一方で，資源依存理論
ではパワーの重要性を強調している。
資源依存理論によると，あらゆるタイプのサプライチェー
ンを考えるにあたって，パワーに目を向ける必要がある。というのは，構成主体同士の相対的
なパワーバランスは，たとえば責任の分布や，構成主体間の便益のフローに相当な影響を及ぼ
し，調和の状態を左右するからである。
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〔図〕本研究の概念モデル

３．概念フレームワークの細部
■

基本モデル
まず矢印 A に関して，構成主体間の信頼とは，ある構成主体が他の構成主体に対してもつ

信頼の程度のことを指す（Zaheer, McEvily, and Perrone, 1998）。硬直的・法的な合意に頼らない
パートナー関係では，他の構成主体との関係を維持する上で，信頼の重要性が増す。信頼が存
在する場合には，構成主体が互いに望ましい態度や行動をとり，協力関係が生じることにつな
がる（Schurr and Ozanne, 1985）
。その結果，硬直的・法的な合意に基づいたパートナー関係で
見られがちな構成主体間の対立（争い）ではなく，むしろ構成主体間に規範がもたらされるこ
ととなる。それゆえ，パートナー関係の環境適応性は増加する。要約すると，サプライチェー
ンの構成主体間の信頼の程度は，パートナー関係における調和の程度に正の影響を及ぼすであ
ろう（矢印 A）
。
ただし，
信頼にはいくつかの形態がある（川﨑，2019）。信頼は主に，打算型信頼，知識型信頼，
一体型信頼に分類される。打算型信頼は，構成主体間において相互に関する情報が不足するた
め，構成主体同士の関係性をゼロから構築する最低限必要なものである。知識型信頼は，他の
構成主体との接触頻度が増していくなかで情報が増えることにより，相手側の行動をある程度
予測できる場合に生じる信頼である。また，ある構成主体同士が良き関係を保持するために理
解し合い，よりよい信頼関係を構築していこうとする状態が，一体型信頼である。
打算型信頼の種類に該当する信頼としては，Shapiro, Sheppard, and Cheraskin（1992）および
Sheppard and Tuchinsky（1996）による「抑止にもとづく信頼（deterrence-based trust）」が挙げ
られる。この信頼は，他の構成主体に対して契約等の裏切りがないなど言動が一致しなければ
ならないが，万が一達成ができなければ制裁へのおそれを抱えているからである。また，Sako
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（1992）による「約束厳守の信頼（contractual trust）
」も打算型信頼に該当する。約束厳守の信
頼は，取引関係にある構成主体の間で契約上の合意（約束）があってこそ成立する最低限必要
な信頼である。ただしこの信頼は，構成主体の間で「約束は守る」という普遍的な倫理基準を
保つという点を重視しているものであり，先の「抑止にもとづく信頼」の鍵となっていた制裁
や抑止といったニュアンスは含まれていない。さらには Lewicki and Bunker（1996）による「計
算にもとづく信頼（calculus-based trust）
」では，抑止にもとづく信頼に加えて，他の構成主体
の損得計算を理解したうえで，構成主体間との信頼関係を維持していくことにより自己利益を
追求する概念であり，やはりこれも打算型信頼に該当する。
知識型信頼は，他の構成主体との接触頻度が増していくなかで情報が増えることにより，相
手側の行動をある程度予測できる場合に生じる信頼である。相手（他の構成主体）の行動が予
測可能となるためには，その主体の行動を理解することが必要となる。そうした理解を図るた
めには，相手との関係を重ねるとともに，その関係を広範なものとしなければならない。すな
わち，コミットメント関係の形成を重ねることで，次第に相手の言動が予測可能なものへ変化
していく。
最後の一体型信頼は，ある構成主体同士が良き関係を保持するために理解し合い，よりよい
信頼関係を構築していこうとする状態である。つまり，一体型信頼という概念においては，信
頼関係を維持するために，相手と共同で何かを製作するまたは共有する行動やより深い相互理
解が重視されている。Lewicki and Bunker（1996）が提示した「アイデンティフィケーション
にもとづく信頼」も，一体型信頼に該当する。Lewicki and Bunker は，この信頼が構築されると，
構成主体が互いについて知り合うことを通じて自己同一視するようになったり，相手からの信
頼を維持するために互いにすべきことを理解するようになるとしている。また，Sako（1992）
による「善意にもとづく信頼」も，一体型信頼の一種である。Sako によると，善意にもとづ
く信頼は，何が公平であるかに関して「共有化された規範的価値観」が構築されていて，裏切
られることはないと信じる場合に成立するものであるという。善意にもとづく信頼は文脈依存
的であり，この点がアイデンティフィケーションにもとづく信頼とは異なる。
次に矢印 B に関して，Emerson（1962）によると，パワーとは「ある主体が他の主体による
行為に影響を及ぼす力」のことであり，パワーをもつ主体は他の主体に通常はとらないような
行為をとらせることができる。パワーは容易に測定できるものではなく，サプライチェーンマ
ネジメント研究では，
あるサプライチェーン内部の構成主体間のパワー関係を調べるときには，
絶対的なパワーではなく相対的なパワーを用いる。先行研究では資源依存理論に依拠しながら，
サプライチェーンの構成主体間の相対的なパワーに関して 2 つの指標が見出されてきた（例え
ば Cox, 1999; Crook and Combs, 2007; Muthusamy and White, 2005）。すなわち「代替案の利用可
能性」および「パワーの行使における自制」である。前者は構成主体間の目標における依存度
合いに影響を及ぼすものであり，後者はパワーがどう実現されるかに影響を及ぼす。
資源依存理論が示すには，パワーは依存（dependence）にルーツをもつ（Pfeffer and Salancik,
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1978）。あるサプライチェーン内部において，各構成主体が他の構成主体に依存する程度
はそれぞれ異なるため，このことがパワーの不釣り合いを引き起こす（Pfeffer and Salancik,
1978）。Crook and Combs（2007）が示すには，あるサプライチェーンを成立させる上で重要な
経営資源を供給していたり，コントロールを一手に引き受けているような構成主体は，強いパ
ワーを有する傾向にある。そうした構成主体の場合，自身がそのサプライチェーンに組み込ま
れなければならない強い理由がない可能性もあれば，そのサプライチェーン自体が自身の経
営成果を大きく左右するものではない可能性すらある。そのような構成主体は，そのサプライ
チェーンに対して多くの代替案をもつ立場にあるため，
「このサプライチェーンをどうにかう
まく持続させなければならない」という危機感に欠ける傾向にある。代替案を多くもつ構成主
体は，より少ない（あるいは 1 つの）代替案しかもたない側の構成主体を（その気になれば）
搾取し得る立場でもあるわけなので，結果として，パートナー関係は非生産的なものになりや
すい（Ganesan, 1994）
。他方，弱いパワーしかもたない（あるいはパワーをもたない）構成主
体は，抑圧されるかもしれないという懸念や，取り分が少ないかもしれないという懸念に対し
て，寛容の度合いが大きい傾向にある（Frazier and Rody, 1991）。このような状況のもとでは，
構成主体間のパワーが不釣り合いであるということが「調和」をもたらす。
加えて「パワーの行使における自制」は，
パワーが実際にどう実現されるかに影響を及ぼす。
構成主体間での危機感の違い（代替案の利用可能性における違い）は，強い危機感をもつ構成
主体が危機感の弱い構成主体に特に依存する，という事態をもたらすであろう。しかし，強い
パワーをもつ側の構成主体が，パワーの行使を何らかの理由により自制している場合には，そ
うした事態は多少弱まる可能性がある（Muthusamy and White, 2005）。そうなると，各構成主
体がパートナー関係に心理的愛着をもつ，あるいは積極的な感情をもつといった形で，パート
ナー関係に調和がもたらされやすくなるであろう（Maloni and Benton, 2000）
。
最後に矢印 C に関して Srinivasan, Mukherjee, and Gaur（2011）が見出したには，各構成主体
が互いに「良好な」関係を築いている場合には，互いの知識基盤をより良く理解しやすいため，
共有理解や共有文化が生み出され，
結果としてサプライチェーンのパフォーマンスが向上する。
ただしこれは，先述した信頼やパワーの内容によって左右されるであろう。すなわち，信頼の
種類やパワーの指標の違いによって，多様な状態の「調和」が考えられる。深層的には異なっ
た「調和」の状態が，表層的には同じ「構成主体間の調和からもたらされるサプライチェーン
のパフォーマンスの高さ」をもたらすという「等結果性」を示す可能性がある。
■

信頼とパワーの相互作用
構成主体間のパワーと信頼について，サプライチェーンのパートナー関係の中で共存し得る

（矢印 D）
。それらのマネジメントの仕方次第で，パワーと信頼は，補完的あるいは対立的な形
で相互作用し得る。相対的なパワーが大きくて危機感の弱い構成主体は，他のそうではない構
成主体に対して威圧的な影響を及ぼすことができる（Frazier and Rody, 1991）。構成主体間の信

92

新潟大学

経

済

論

集

第108号

2019－Ⅱ

頼の程度が低い場合には，相対的なパワーが大きくて危機感の弱い構成主体が，そのサプライ
チェーンを機会主義的に利用しよう，あるいは引き揚げてしまおうと（その気になれば）しや
すく，結果としてパートナー関係における調和が崩れがちになる。反対に，構成主体間の信頼
の程度が高い場合には，相対的なパワーが大きくて危機感の弱い構成主体は，威圧的な影響を
及ぼそうとすることがあったとしても，それは非威圧的な影響（例えば，オープンディスカッ
ションなど）が効かない場合に限られる（Frazier and Rody, 1991）。しかし，信頼の程度が高い
にもかかわらず非威圧的な影響が効かないという事態は起こりにくいため，構成主体間の信頼
の程度が高い場合には，パートナー関係における調和が保たれやすいであろう。
一方，サプライチェーンのパートナー関係の中で信頼の程度が低い場合を考えてみよう。
Frazier and Rody（1991）によると，ある構成主体（相対的なパワーが大きくて危機感の弱い構
成主体）が威圧的な振る舞いをとった場合には，相手も同じく威圧的な振る舞いを通じて報復
する傾向にある。そうすると，パートナー関係における調和は損なわれる。非威圧的な振る舞
いに関しても同様で，相手の非威圧的な振る舞いに対して自身も非威圧的な振る舞いをもって
報復する。ただしこの場合は，パートナー関係の中で協力的な雰囲気が一層強化されることと
なる。
Frazier and Rody（1991）によると，上記のような危機感の違いとは関係なく構成主体間で相
互一致した振る舞いがとられるのは，信頼の程度が低い場合の話である。信頼の程度が高いと
きには，威圧的であろうと非威圧的であろうと，相手のとった振る舞いにどう応じるかよりも
むしろ，そのパートナー関係における調和のほうが重要視される。したがって，信頼の程度が
高いパートナー関係の中では，パワーを自制的に行使するかどうかという問題は重要性が小さ
くなる。その一方で，信頼の程度が低いパートナー関係の中では，パワーの自制的行使に関す
る問題の重要性が高いまま残る。

４．中小企業によるサプライチェーンの「グローバル」的側面
本研究は，単に中小企業間のサプライチェーンを研究するだけでなく，その「グローバル」
的側面をも扱う。本研究ではこれを考慮するにあたって，企業のもつ文化インテリジェンス（文
化に対する知性）に関する先行研究を援用する。中小企業間の「グローバル」サプライチェー
ンが構成主体間にどのような「調和」をもたらすか，およびその「調和」を通じてどのよう
なパフォーマンスをもたらすかは，各構成主体がもつ文化インテリジェンスの内容や程度の
ギャップによっても左右され得る。
国際化のマネジメント研究では長らく，文化という変数を扱う上で，多くが Hofstede（1980）
による研究に依拠してきた。しかし Hofstede（1980）の研究は，仕事における価値観（work
value）に基づくものであるため，
これに依拠する先行研究での焦点は主に，異なる社会メンバー
の有する共有価値観（shared value）や信念（belief）へと狭く絞られていた。この問題に対し
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て Earley and Ang（2003）は「文化インテリジェンス」という概念を示した。文化インテリジェ
ンスとは，文化的に多様な状況において有効なマネジメントを行い，かつそうした状況下で有
効に機能するという個人の能力として定義される。また，同じく文化インテリジェンスという
概念を論じた Herrmann, Call, Hernandez-Lloreda, Hare, and Tormasello（2007）によると，文化イ
ンテリジェンスとは文化集団をつくり出し，文化集団の一員として有効に機能する（有効な働
きかけをする）という個人の能力のみを指すものではなく，文化集団同士の相互作用において
有効に機能するという個人の能力までをも指すものである。
一方，Ang, Van Dyne, Koh, Ng, Templer, Tay, and Chandrasekar（2007）では，個人の文化イン
テリジェンスを４要因モデルとして操作化している。すなわち，メタ認知的要因，認知的要因，
動機的（motivational）要因，および行動的要因である。文化に関する知識を入手し理解する
能力のことが「メタ認知的な文化インテリジェンス」と呼ばれるのに対し，
「認知的な文化イ
ンテリジェンス」とは，文化に関する一般的知識や知識構造を反映したものである。また「動
機的な文化インテリジェンス」とは，異文化状況に関する学習や，そうした状況下での働きに
尽力するという個人の能力を反映したものである。最後の「行動的な文化インテリジェンス」
とは，文化的に多様な相互作用において，適切なバーバルコミュニケーションやノンバーバル
コミュニケーションを行う個人の能力を意味している。
こうした個人レベルの文化インテリジェンスを企業レベルに拡張したものが，Ang and
Inkpen（2008）による研究である。この研究では，国際化に踏み出す試み（
「国際ビジネスベ
ンチャー」と呼ばれる）を成功させるために企業がもつべき文化インテリジェンスについて，
資源ベースビューにもとづいた概念モデルの構築（および測定項目の開発）を行っている。具
体的には，資源ベースビューが示すマネジメント面でのケイパビリティ，競争面でのケイパビ
リティ，および構造面でのケイパビリティに焦点を当て，各ケイパビリティにおける文化イ
ンテリジェンスを説明している。
「マネジメント面での文化インテリジェンス」に関しては，
個人レベルの文化インテリジェンスに関する先行研究を直接的に経営陣とプロジェクトマネ
ジャーの文脈へと適用することができる。
「競争面での文化インテリジェンス」に関しては，
国際ビジネスベンチャーに関連する競争上のリスクを特定し，測定し，マネジするという企業
の能力を議論している。最後の「構造面での文化インテリジェンス」においては，異文化への
対峙にかかる構造的規範がどの程度開発されているかが重視される。構造的規範は，組織間の
インターフェイスをガバナンスし，そのインターフェイスにおいて生じ得る潜在的な文化断層
（cultural faultlines）を考慮するものである。
中小企業によるグローバルサプライチェーンの各構成主体がもつ文化インテリジェンスの内
容および程度のギャップは，概念モデル全体に影響する要因であろう。中小企業間の「グロー
バル」サプライチェーンが構成主体間にどのような「調和」をもたらすか，そしてその「調和」
を通じてどのようなパフォーマンスをもたらすかをより厳密に理解するためには，当該サプラ
イチェーンにおいて発生し得る文化インテリジェンス面でのギャップも調べる必要がある。
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本研究では，中小企業によるグローバルサプライチェーンのパフォーマンスを左右する諸要
因を説明することを目的に，信頼の種類，パワーの程度，および文化インテリジェンスのギャッ
プといった要因の影響を考慮しながら，中小企業によるグローバルサプライチェーンを分析す
る概念モデルを提示し，相互の関係性と作用について説明してきた。
本研究の概念モデルは，ダイアドでの企業間関係を信頼とパワーの観点から説明するという
シンプルな基本構造をもっており，それを（１）中小企業，（２）サプライチェーン，（３）国
際化という３つの文脈に拡張した。当概念モデルは，先行研究の少ない「中小企業によるグロー
バルサプライチェーン」を研究するにあたっての足掛かりとなり得るものの，まだおおよその
方向性を示すものでしかない。したがって今後は，当概念モデルの頑健性を確かめるとともに
他の重要な変数を取り込みながら洗練させることを目指して，中小企業によるグローバルサプ
ライチェーンの事例研究を重ねていく必要があろう。
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