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＜論　説＞

フランチャイズ・システムの多様性：

定義、実態、ビジネスモデルの再検討

小　本　恵　照

1．はじめに

　フランチャイズを利用したビジネスが拡大している。日本フランチャイズ

チェーン協会の調査によると、2016年度時点で、1,335のチェーンが約26万店

を運営し、その年間売上高は25兆円を超えている。2016年度のGDPは538兆円、

民間最終消費支出は301兆円であり、これらの数字の比較で見ると、フランチャ

イズ・ビジネスの規模は、GDP に対して4.6%、民間最終消費支出に対して8.3%

となる。フランチャイズ・ビジネスは、社会経済活動の中でそれなりの地位を

築いていると言える。また、経年的に見ても、店舗数や売上高の増加は続いて

おり、その成長は持続していると判断される1。

　米国の現状については、PWC（2016）による推定がある。それによると、

2016年におけるフランチャイズ・ビジネスの売上高は8,700億ドル（約96兆

1 ただし、この数字は、日本フランチャイズチェーン協会が「フランチャイズ」と定

義しているビジネスについて、活動が確認できる企業を対象に集計した値である

ことには注意が必要である。したがって、わが国に存在するフランチャイズ・ビ

ジネスのすべてが計上されている保証はない。また、「フランチャイズ」の定義が国

によって異なるため、国際比較を行う際には注意が必要である。たとえば、後述

のように、わが国ではフランチャイズに分類されていない自動車販売のディーラー

などが、米国ではフランチャイズに含めて論じられることが多い。
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円、1ドル＝110円で換算）である。また、900万人の雇用を創出している。こ

れは、全米の GDP と雇用（非農業従事者）に対して、それぞれ、3.8％と5.6％

を占める。個々の産業の従業者数（job）をみると、ファストフード（Quick 

Service Restaurant）では全体の68.5％、一般のレストラン（Table/Full Service 

Restaurant）では18.1％、宿泊業（Lodging）では29.1％を占めるなど、特定の産

業ではフランチャイズ・ビジネスがかなりのウェイトを占めるに至っている。

また、IHS Markit Economics（2017）によると、2014年から2016年までのフラン

チャイズ・ビジネスの GDP ベースの成長率は国全体の成長率を上回っている。

　こうした統計的な数字からは国内外でフランチャイズ・ビジネスの成長が続

き、利用範囲も拡大していると言えるが、これは「量」的な成長（変化）を対象

とした議論である2。店舗数や売上高という数字の比較のみにとどまっている

からである。しかし、一方で、フランチャイズには「質」的な変化も生じてい

ると考えられる。たとえば、フランチャイズ・ビジネスでは、資金が不足して

いる企業家（フランチャイザー : franchisor）がフランチャイズ加盟者（フラン

チャイジー : franchisee）を募集し、加盟者に店舗開設費用などを負担してもら

うことで、資金調達の制約を緩和できることがそのメリットであると以前から

指摘されてきた（日本フランチャイズチェーン協会，2017）。しかし、近年では、

フランチャイザーが店舗の土地・建物を所有し、フランチャイジーの資金負担

2 フランチャイズ・ビジネスの規模を正確に計測するのは難しいため、フランチャ

イズ・ビジネスの成長性に対しては異論も存在する。Blair and Lafontaine（2005）は、

米国でフランチャイズ・ビジネスに関するセンサス調査が実施されていた1972年

から1986年までのデータを分析し、フランチャイズ・ビジネスの成長率は GDP と

ほぼ同じ程度だと結論づけている。ただし、ビジネスフォーマット型フランチャ

イズは GDP を上回る成長がみられるとしている。さらにセンサス調査が実施され

なくなった1987年以降については、1995年から2001年までの民間企業が刊行して

いるフランチャイザーの名鑑をベースに分析を行い、フランチャイズ・ビジネス

の成長率は GDP と比べ高いとは言えないと述べている。また、国際フランチャイ

ズ協会（International Franchise Association: IFA）が実施した2004年の調査に関して、

当該調査の結果が高い成長率を示すデータとなっている点については、推定に用

いたデータの妥当性などの点に問題があり、過大な推定値となっているとの判断

を示している。
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を軽減する方式も増えている。また、フランチャイジーが多数の店舗を保有す

るマルチユニット・フランチャイズ方式による複数店経営や法人経営が増加し

ている。さらに、フランチャイズ本部が直営店の従業員として採用した者を、

店舗勤務によって一定のスキルを取得した場合に、加盟者としての独立を認め

るという方式も広がっている。このように、フランチャイズ・ビジネスの成長

が続く中で、フランチャイズの形態の多様性も増している。

　こうした認識を踏まえ、本稿では、フランチャイズの定義を再検討する中で、

その実態を捉えることとし、併せてフランチャイズのビジネスモデルについて

検討することとしたい。以下では、第2節でフランチャイズの定義を再検討し

たのち、第3節でフランチャイズ形態の進化について整理し、最後に本論文の

まとめを述べる。

2．フランチャイズに関する定義

2.1．フランチャイズという用語

　ビジネス用語としてフランチャイジング（franchising）という言葉が使用さ

れるようになったのは、比較的最近のことである。Dicke（1992, p. 2）によると、

Oxford English Dictionary の1972年の補遺では、フランチャイジングがビジネ

スの語彙として登場した年は1959年とされているとのことである。また、標

準的な定期刊行物の参考文献（standard periodical references）で、フランチャイ

ジングが登場したのは1950年代末とのことである3。それ以前は、フランチャ

イズについて書かれた論文は、特約店（exclusive agency）という用語で索引付

けされていたとのことである。

　ただし、フランチャイズという用語自体はフランス語の franche に起源を持

つもので、中世では国王や教会などの主権者から与えられた特権を意味する言

葉として使用されていた（Lafontaine & Blair, 2008）。Thompson（1971）は、フラ

3 より直接的にフランチャイズの発展に関与する文献では、1900年代の初頭からフ

ランチャイズという用語が使用されている（Dicke, 1992, pp. 159-160）。
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ンチャイズという用語は「放免する、免除する」などの意味を持ち、隷属状態

や拘束からの解放を表すのに用いられる francher、affranchir などのフランス語

から派生したと述べている。

　わが国でフランチャイズという用語が使用されるようになった時点を正確

に特定することはできないが、田島（1962）には、日本におけるコーラ販売で

フランチャイズ制が利用されているとの記述がある4。したがって、遅くとも

1962年にはフランチャイズという用語が使用されるようになっていたと思わ

れる5。

2.2．わが国におけるフランチャイズに関する定義

　わが国で、フランチャイズの定義に関連する法令は次の3つがある（日本フ

ランチャイズチェーン協会、2017）。

（1）日本フランチャイズチェーン協会の定義

　日本フランチャイズチェーン協会による定義は下記のとおりである。

　「フランチャイズとは、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」

4 ただし、化粧品やミシン販売での特約店システムに関する言及はあるが、そこで

はフランチャイズという用語は使用されていない。
5 プロ野球における、各球団の都道府県単位の保護地域を意味するフランチャイズ

（プロ野球地域保護権）については、1953年3月3日の毎日新聞の5ページに使用例

がある。
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（2）公正取引委員会のガイドラインの定義

　公正取引委員会は様々なガイドラインを提示しているが、フランチャイズに

関するものとして、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え

方について」がある6。その概要は次のとおりである。

　フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、本部が加盟

者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、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、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態

であるとされている。本考え方は、その呼称を問わず、この定義に該当し、下

記の特徴を備える事業形態を対象としている。

　フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は、本部と加盟者との間

のフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次のような事項を含む統一

的契約である。

①加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの

②営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持する

ための加盟者の統制、指導等に関するもの

③上記に関連した対価の支払に関するもの

④フランチャイズ契約の終了に関するもの

（3）中小小売商業振興法の定義

　中小小売商業振興法の第11条にフランチャイズに関連する規定がある。具

体的には、「連鎖化事業」の中の一部を「特定連鎖化事業」と定義し、特定連鎖

化事業がフランチャイズに該当する事業と考えられている。連鎖化事業とは、

同法第4条第5項で「連鎖化事業とは、主として中小小売商業者に対し、定型

的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、

6 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html



（   ）1726 駒大経営研究第49巻第 3・4号

かつ、経営に関する指導を行う事業」と規定されている。なお、この規定の中

の「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む中小

企業者であり、この法律はフランチャイズ加盟者の主たる事業が小売業の場合

にのみ適用される。

　フランチャイズに関係する特定連鎖化事業の規定は下記のとおりである。

　「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、

商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金

その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの（以下「特定連鎖化事業」とい

う。）･･･」

　このように複数の定義が存在するわけだが、それぞれを比較すると、中小小

売商業振興法については適用の対象が小売業のみに限定されているという法律

の適用範囲の限定がある。公正取引委員会のガイドラインの定義は、契約の中

身について言及している点でやや詳細な記述となっている。日本フランチャイ

ズチェーン協会の定義は、平易で簡潔であり、理解しやすい内容となっている。

書籍、新聞、雑誌などでフランチャイズが言及される場合は、日本フランチャ

イズチェーン協会の定義が用いられることが多い。

2.3．米国の定義

　ビジネスとしてのフランチャイズは米国で誕生し発展してきた経緯がある。

1950年代以降のブームの中で、ビジネス上のトラブルが頻発したことから、

一部の州で1970年前半から規制が行われるようになり、連邦レベルでの規制

も設けられるに至った（木村，2015）。

　連邦レベルでの規制は連邦取引委員会（Federal Trade Commission: FTC）によっ

て行われている。FTC が定めている「Franchise Rule」については、1979年10月

から規制は施行されてきたが、2007年1月に改正が行われ、2008年7月1日か

ら改正された規制が全面適用されるようになっている（16 C.F.R. Part 436）。
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　そこでは、フランチャイズとは、「何らかの継続的なビジネス上の関係であ

り、提案もしくは契約の条項の中に、下記の3つの要素が含まれている場合を

意味する（436.1（h））」とされている。なお、ビジネス上の関係の呼称は問わな

いし、口頭あるいは書面のいずれでも構わない。また、フランチャイズの売却

者（franchise seller）が、約束もしくは代理として下記の3要素を含む提案もし

くは契約を行う場合にも適用される。

（1） フランチャイジーは、フランチャイザーの商標7  と特定もしくは連想さ

れる事業（Business）を行う権利を得る、または、フランチャイザーの

商標と特定もしくは連想される財やサービスなどを販売や流通する権利

を得る。

（2） フランチャイザーは、フランチャイジーの活動に強いコントロール（a 

signifi cant degree of control）を行使する権限を有する、または、フランチャ

イジーの活動に対して重要なサポート（assistance）を提供する8。

（3） フランチャイズの活動の開始から6か月以内に、フランチャイジーが、

フランチャイザーまたはその関連事業者に対して、加盟金などとして一

定金額以上の支払いを行う9。

7 商標は広く解釈されており、マークやシンボルなども含まれる。また、フランチャ

イザーが自社の商標を所有している必要はなく、他者にマークの使用を認める権

利を有してれば要件に該当する。
8 強いコントロールには、（1）ビジネス開始前の出店地に関する許可、（2）店舗のデザ

インや外観への条件、（3）営業時間、（4）生産技術、（5）会計、（6）人事管理、（7）フ

ランチャイジーが関与する広告キャンペーン、（8）顧客に対する制約、（9）立地や販

売のエリアの制限が含まれる。

 　また、重要なサポートには、（1）公式上の販売、修理、経営に関する研修、（2）会

計システムの構築、（3）経営、マーケティング、人事に関するアドバイスの提供、（4）

出店地の選別、（5）ネットワークやウェブサイトの構築、（6）詳細なマニュアルの提

供が含まれる。

 　なお、（1）フランチャイジーが製品を修理しなくてはならない条件（保証での仕

事は除く）、（2）在庫管理、（3）商品のディスプレイ、（4）販売や修理での現場での

補助も、重要なコントロールやサポートを考慮する際の要素になる（Federal Trade 
Commission, 2008）。

9 支払い金額は具体的に定められており、少額の場合は規制の適用が免除される。

2008年時点は500ドルであったが、インフレの影響を勘案し、2012年に540ドルに
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　上記の第1の条件から明らかなように、何らかのビジネスモデルを遂行する

権利のみならず、商品などを流通させる権利もフランチャイズを構成する要件

になる。また、強いコントロールや重要なサポートは、脚注8で列挙した事項

が対象となるが、これら事項の中の1項目でも該当するとフランチャイズの構

成要件を満たすことになるとされる（Siebert, 2016）。

　第3の要件は、メーカーが特定の小売店に対して専売の権利を与え、小売店

に対して製品の供給のみを行う場合はフランチャイズに該当しないことを意

味する。したがって、後述の製品・商標型フランチャイズとされる自動車販

売などはディーラー（dealership）に分類されることがありうる（Barkoff et al., 

2015）。ただし、第3の条件のハードルは低く、再販売しない製品（備品、設備

など）などの販売を、脚注9で示した金額以上で行った場合には、ディーラー

ではなくフランチャイズと認定され、自動車販売や石油販売もフランチャイズ

に含まれることとなる。

2.4．フランチャイズの形態

　フランチャイズの形態としては、製品・商標型フランチャイズ（product and 

trade name franchising）10  とビジネスフォーマット型フランチャイズ（business 

format franchising）に分けて語られることも多い11。国際フランチャイズ協会

（International Franchise Association）は、フランチャイズを、製品・商標型フラ

ンチャイズとビジネスフォーマット型フランチャイズに分け、いずれもフラン

チャイズであると認定している。

 引き上げられ、2016年には570ドルに引き上げられている。

 　また、支払いの内容には、加盟金（initial franchise fee）のみならず、家賃、保証金、

広告料、設備や製品在庫（フランチャイザーなどが当該設備等の購入によって代金

を受け取っている場合には、第3者からの購入も含まれる）、会計管理の代金、ロ

イヤルティも含まれるとされ、かなり広い範囲での支払いが想定されている。
10 伝統的フランチャイズ（traditional franchising）とも称される（Blair and Lafontaine, 

2005）。
11 Blair and Lafontaine（2005）は、米国では商務省がフランチャイズをこの2つに分類

したことが原因との見解を示している。
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（1）製品・商標型フランチャイズ

　メーカー（フランチャイザー）が、自社の製品を流通させるために用いるフ

ランチャイズである。フランチャイジーは当該製品を販売する小売業者や卸売

業者である。このタイプのフランチャイズは、ブランド力のあるメーカーが製

品を販売するルートを確保するために用いられる。フランチャイジーは、メー

カーの商標を掲げて製品を販売する役割を担う。

　フランチャイジーに期待されていることは、フランチャイザーの製品の販売

を担うことであり、フランチャイザーのサポートは限定的なものにとどまるこ

とが多い12。また、フランチャイザーは、自社の製品販売から利益を得ること

を目的としている。このため、フランチャイジーに販売する製品に対して、製

造原価に一定のマージンを付与した価格で販売することによって利益を獲得す

る仕組みとなっている。自動車販売、石油販売、清涼飲料水のボトリングなど

が代表的な例である。

　なお、上記の特徴から、米国では製品・商標フランチャイズは法的にはフラ

ンチャイズには該当しないとされ、一般的にもフランチャイズではなくディー

ラーと認識されているという見解がある（Barkoff et al., 2015）。

（2）ビジネスフォーマット型フランチャイズ

　ビジネスフォーマット型フランチャイズは、メーカーの商標を利用し製品を

流通させるだけではなく、ビジネスのフォーマット全体をフランチャイザーが

提供する。ビジネスのフォーマット全体の中身としては、マーケティング戦略、

オペレーティング・マニュアル、品質管理、研修やサポートなどが含まれる。

　ビジネスフォーマット型フランチャイズは、製品・商標型フランチャイズと

は異なり、加盟者から売上の一定割合をロイヤルティという経営指導料を徴収

12 製品・商標型フランチャイズに加盟する者は、何らかの事業を行っている会社が

多く、すでに一定の企業経営能力を有していることがフランチャイザーのサポー

トを不要にしている面がある。これには、フランチャイザーが、一定の信用力の

ある者を加盟者とすることによって、その経営資源を活用したいという思惑を持っ

ていることが影響していると考えられる（神保，2008）。
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し、それを主たる収入源とする点に特徴がある13。

　

　日本フランチャイズチェーン協会は、ビジネスフォーマット型フランチャイ

ズのみをフランチャイズの対象としており、製品・商標型フランチャイズはフ

ランチャイズの範疇に含めていない。米国では、連邦取引委員会の規制や国際

フランチャイズ協会の定義で見たとおり製品・商標型フランチャイズも含めて、

フランチャイズ・ビジネスを捉えている。しかし、近年では、加盟金やロイヤ

ルティといった形態で、ビジネスに関する経営指導料を支払うビジネスをフラ

ンチャイズと認識する傾向が強まっており、米国でもフランチャイズに言及す

る際は、通常はビジネスフォーマット型を意味しているようである（Palmatier 

et al., 2015）。

2.5．類似形態との比較

（1）ハイブリッドなガバナンス構造の中でのフランチャイズ

　フランチャイズは、「市場」と「企業組織」の特徴が混在したハイブリッドな

組織（ガバナンス構造）とされる（Makadok & Coff, 2009; Ménard, C. 2004）。ハ

イブリッドな組織は非常に増えており、代表的な形態としては、下請関係

（subcontracting）、提携（alliance）、研究コンソーシアム、ライセンスなどがある。

　こうした多様なハイブリッド組織が存在する中で、フランチャイズは他の形

態と何が異なるのであろうか。様々なハイブリッド形態を考える上での、最も

広義の概念は企業間関係だと考えられる。そこで、企業間関係の態様を検討す

る中で、フランチャイズの特徴を考えてみたい。

　企業間関係については、Yoshino & Rangan（1995）による分類がある。そこでは、

ライセンスなどとともにフランチャイズは伝統的契約にもとづく企業間関係と

して分類されている。技術やノウハウなどの提供において、双方が継続的な寄

与を行わないことが主たる理由とされている。しかし、（1）フランチャイズ契

13 ビジネスフォーマット型に分類されるフランチャイズでも、製品供給（外食業での

食材供給など）のみから対価を得るタイプも存在する。
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約ではセブン - イレブンに見られる15年間という長期の契約も少なくないこ

と、（2）フランチャイジーが製品開発などで貢献するケースがあること、（3）近

年では多数の店舗を有するフランチャイジー（マルチユニット・フランチャイ

ジー）が増加する中で、フランチャイザーとフランチャイジーの双方が継続的

な寄与を行い、相互にコントロールを行う関係となるケースも増えているこ

と、などを踏まえると戦略的提携と認定されるフランチャイズの形態もあると

思われる。

　一方、他の多くの企業間関係と異なる点としては、フランチャイズではフラ

ンチャイザーの商標を使用してフランチャイジーがビジネスを行う点が挙げら

れる。しかし、商標の使用はライセンス・ビジネスの一形態でもある。ライセ

ンスは、保有している何らかの権利の使用を他者に認めることである。したがっ

て、フランチャイズはライセンス・ビジネス（business opportunities license）の

一形態であると言える（Siebert, 2016）。

　ライセンス・ビジネスの中で、フランチャイズを他と識別するものは、米国

の定義で示したように、（1）フランチャイザーの商標から特定または連想され

るビジネスを行っていること、（2）フランチャイジーに対して重要なサポート

を実施するとともにコントロールを行っている、という点に求められる。した

がって、特許を使用するライセンスを所有しているが、特許のライセンサー（特

許の使用を認めた者）の商標を使用しないで製品を生産・販売しているのであ

ればフランチャイズには該当しない14。微妙なものとしては、フランチャイザー

の商標を使用して製品を生産・販売するが、同時に競合する他社の製品も取り

扱っている場合である。この場合には、フランチャイジーがフランチャイザー

の事業を行っていると多数の消費者が認識すればフランチャイズに該当し、そ

うでなければフランチャイズとは言えないと考えられる15。

14 ただし、米国のニューヨーク州では、商標の使用はフランチャイズと認定される

必要な要件とされていない（Siebert, 2016, p. 6）。したがって、商標の使用が必ずし

も絶対的な要件を構成するとは言い切れない。
15 例えば、フランチャイザーの製品を扱っているが、店名はライセンシー自身の名

称で営業している場合はフランチャイズには該当しないと考えられる。
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　フランチャイジーに対する重要なサポートやコントロールを実施することな

く、商標の使用を認めるライセンスの形態がある（trademark license）。著名人

の画像を広告に使用することなどがその一例である。この場合、ライセンシー

の商標使用に何ら関与しないならばフランチャイズには該当しない。しかし、

実務において、商標の使用を認めながら何らコントロールなどを行わないこと

は極めて稀だと考えられる。したがって、「重要」なサポートやコントロールが

実施されているかがポイントになる（Grossmann & Katz, 2017, p. 159）。脚注8

に記したコントロールの要素は、そのいずれかを満たしたならばフランチャイ

ズと認定されるが、商標使用のライセンス・ビジネスとフランチャイズの境界

は低いと考えられている（Siebert, 2016, p.73）。

　また、代理人関係（agency relationship）という形態があるので、フランチャ

イズとの違いを述べておきたい。代理人関係では、独立した販売者がメーカー

等の代わりに製品を販売する。ここで重要なことは、代理人関係では、すべて

の金銭がメーカー等から代理人に渡されるという点である。手数料の支払い

などが代表的な事例である。一方、フランチャイズでは、ロイヤルティや食材

購入代金などをフランチャイジーがフランチャイザー（メーカー等）に支払う。

この違いから、代理人が金銭をメーカー等に送金する場合はフランチャイズに

該当するとされる16。

　なお、先に述べたようにメーカーが商標の使用を許可し、製品の独占的販売

権を認めた小売業者などに製品を供給することで、製品の販売から利益を得る

場合は判断が分かれる。国際フランチャイズ協会などはフランチャイズと認識

しているが、米国の規制や日本フランチャイズチェーン協会はフランチャイズ

と認識していない。後者の見解に立つと、ディーラーという分類になる。

 

（2）ボランタリー・チェーン

　フランチャイズ・チェーンと類似する概念にボランタリー・チェーンがある。

16 マーケティング研究では、代理人関係を広義に捉え、フランチャイズは代理人関

係の一形態として扱うケースもある（たとえば、Bergen et al.,1992）。
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これは、中小小売商が協力・団結するために結成されたチェーンの一種に関す

る概念である（Lebhar, 1952; 竹林，1984; 徳永，1967, 1969）。チェーンストア

が19世紀半ばに米国で誕生し、20世紀に入り大量出店による成長が続く中で、

零細小売業者の経営は圧迫された（Lebhar, 1952）17。また、卸売業者についても、

チェーンストアを始めとする新興の小売業者や寡占化により巨大化した製造業

者が、卸売機能を自ら遂行する動きを進める中で、その社会的な機能を脅かさ

れる事態が生じた（川辺，1974）。こうした変化に対応するために、ボランタリー・

チェーンが結成された。なお、チェーンストアの定義には様々なものがあるが

（小本，2014）、American Marketing Association（AMA）による、「集権的に所有さ

れ、事業活動にも中央から一定のコントロールが及ぶ本質的に同一のタイプの

小売店舗の集合体」18  というものが代表的なものとなっている。

　わが国では、20世紀前半にはチェーンストアの成長は見られなかったため、

ボランタリー・チェーンが生まれた背景は、明治33年制定の産業組合法によ

る産業組合設立に対抗するものだったという見解がある（竹林，1984）。また、

当時は百貨店が成長期にあり、反対運動も起こっていた。この影響も考えられ

るが、竹林（1984）は否定的な見解を示している。

　ボランタリー・チェーンの内容は、小売業者が主体となる場合と卸売業者

が主体となる場合に分けられる。小売商が主体となる場合は、ボランタリー・

チェーンに加盟する商店が共同して商品を発注することにより、仕入価格の低

減を実現するといったことが目的となる19。一方、卸売業者が主体となる場合

は、小売業者を組織することによって販売を拡大することを目指すものとなる。

　しかし、ボランタリー・チェーンとフランチャイズ・チェーンの違いは非常

に微妙である。例えば、Konopa（1963）は、独立した小売業者や卸売業者がお

互いに共同して活動するために何らかの契約を交わすのであればフランチャイ

17 同じ時期には百貨店や通信販売の台頭が見られた（川辺，1974）。
18 http://www.marketing-dictionary.org/Chain+Store+System 
19 小売業が主宰するボランンタリー・チェーンはコーペラティブ・チェーン

（Cooperative Chain）とも呼ばれる。
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ズに該当すると考えることも可能だと述べている。ただし、製造業者が市場を

開拓するために用いた手段を歴史的にフランチャイズと認識してきたので、製

造業者がイニシアチブを取るケースにフランチャイズの適用範囲を制限するこ

とがより望ましいという見解を示している20。一方、徳永（1969）は、ボラン

タリー・チェーンとフランチャイズ・チェーンには本質的な差はないとし、強

いてその差異を求めるならば、チェーンにおけるリーダーシップの所在や管理

の程度に違いがあるとしている。

　実際、わが国の戦前期の小売業の代表的なチェーン関して、ボランタリー・

チェーンとする見解がある一方で、フランチャイズ・チェーンとする見解もあ

る。たとえば、竹林（1984）では、戦前の代表的なボランタリー・チェーンと

して資生堂を取り上げている。また、石井（2005, p. 73）でも、資生堂や森永製

菓の出店方式をボランタリー・チェーンと記述している箇所がある。ただし、

一方、平野（2008）は、1910～1920年代の資生堂などのメーカーによる加盟店

を通じた出店をフランチャイズ・チェーンと記述している。

　実態については、森永製菓の森永ベルトラインストアの内容を見ると、入会

金の徴収、誓約書の提出、森永製品の専売の要求、店舗の標準化などが実施さ

れており（竹林，1984）、製品・商標フランチャイズに近いものだったと推測

される。資生堂も、加盟店と契約を交わし、資生堂製品の常備や定価販売など

を遵守させた。また、美容部員の派遣（岸本，2014）や「資生堂チェインスト

アスクール」の開講などによる小売店教育を実施している（平野，2008）。こう

した点から見ると、資生堂チェインを製品・商標フランチャイズと認定するこ

とも十分に可能だと考えられる。

　わが国の戦前の代表的な契約型流通システムの多くをボランタリー・チェー

ンに分類しているのは、先に述べたように、ビジネスの用語としてフランチャ

イズという言葉が利用されるようになった時点が1950年代という比較的最近

であったことが要因と考えられる。ボランタリー・チェーンについては、1920

20 ロイヤルティの徴収や取扱製品の製品差別化の違いなども挙げている。



（   ）181 15フランチャイズ・システムの多様性：定義、実態、ビジネスモデルの再検討

年代以降、チェーンストアとの関連の中で、学術雑誌に論文が掲載されるなど

用語が定着している。こうした概念の登場時期の違いが、メーカーによる特約

店を通じた出店方式をボランタリー・チェーンと認定したものと思われる。

　では、フランチャイズ・チェーンとボランタリー・チェーンの違いをどこに

求めるべきであろうか。ポイントは、米国の定義に示されている、（1）フランチャ

イザーの商標から特定または連想されるビジネスを行っていること、（2）フラ

ンチャイジーに対する重要なサポートやコントロールがある、という点になる

と考える。独立した複数の小売商が協力や団結して行動する場合にあって、（1）

商標から特定されるビジネスを行っていない、（2）本部から重要なサポートや

コントロールが行われていない、という条件のいずれか一方もしくは両方を満

たす場合のチェーン形態を、ボランタリー・チェーンとするのが望ましい定義

になると考える21。

3．フランチャイズ形態の進化

3.1．フランチャイズ・ビジネスの始まり

　君主などが保有している支配権から生じる様々な権利と義務を、特定の豪族

などに与えることがフランチャイズの起源とされるが、それは11～12世紀の

ノルマン朝時代には行われていた。しかし、ビジネスとしてのフランチャイズ

が始まったのは19世紀の米国だったとするのが通説となっている（Lafontaine 

& Blair, 2008）。代表的な会社は、穀物の刈取機メーカーのマコーミック社

（McCormick Harvesting Machine Company）とミシンメーカーのシンガー（Singer 

Sewing Machines Company）である。以下では、Dicke（1992）の研究に依拠して、

両者の活動の概要を見ておく。

21 徳永（1969）は、フランチャイズ・チェーンとボランタリー・チェーンには本質的

な違いはなく、状態類型上の相違にとどまるとの見解を示している。強いて両者

の相違点を求めるならば、チェーンのリーダーシップの所在（メーカー、卸売商・

小売商）、管理の程度の違いだと述べている。管理の程度については、タイトな場

合をフランチャイズとし、ルーズな場合をボランタリー・チェーンとしている。
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　マコーミック社は、1840年代初めに刈取機を開発した。当時、農家にとっ

て刈取機は見慣れない機械であるとともに、工場から遠方の農場まで機械を輸

送するには多大な時間を要するという問題があった。このため、機械の製造権

と販売権を地域の製造業者に販売して収入を得ることが選択された22。1840年

代末までには刈取機に対する認知も高まり、輸送時間が大幅に短縮される中で、

製造権や販売権の一部を買い戻すことで、機械の製造の大部分を自社生産とし

た。また、販売については、従来は卸売業者が中間に介在していたが、刈取機

のビジネスでは機械の故障への迅速な対応が重視されるようになり、本社と代

理店との直接的な取引に移行していった。代理店の数がさらに増えると、本社

に代理店管理の専門部署を設置し、代理店の管理を強めていった。また、機械

の修理については、代理店に技術者を派遣する制度を設けている。しかし、農

機具の販売は季節変動が大きいため、代理店をマコーミック社の専門代理店に

特化させることはできなかった23。このため、Dicke（1992）は、マコーミック

社の生産・販売システムは、代理店とフランチャイズの中間に位置するとの見

解を示している。

　シンガー社もマコーミック社と同時期（1851年）にミシンという新商品の生

産を始めた。販売を手掛ける資金が不足していることから、マコーミック社と

同様にミシンの製造特許と販売権を代理店に売却するという方法が選択され

た。しかし、当時、ミシンは非常に高価な商品であり、消費者に製品の価値を

認識させるマーケティング上の工夫が必要であった。代理店は他の商品も扱う

既存の業者であったことから、ミシンを積極的に販売する意欲に欠けていた。

また、代理店契約にはシンガー社が小売価格に対する影響を行使できない内容

となっていたことも問題であった。1856年になると、パテント・プール（patent 

pool）が創設され、そこにミシンに関するパテント（特許）を集約し、メンバー

の会社にライセンスを売り戻すという制度が発足した。これは、ミシンの製造

22 初期の販売段階では、地元の製造業者の製品であることが、知名度などから農民

からの信頼を獲得しやすかったことも理由として挙げられている。
23 年間を通じて商売を行うには、刈取機以外の商品の品揃えが必要であった。
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に関する訴訟の頻発に対する対応であった。これにより、ミシン業界では、製

造方法よりも販売方法の重要性が高まった。また、シンガー社では、小型で安

価な「タートル・バック（turtle-back）」を発売した。これは、大衆消費者市場

をターゲットにできる商品であった。そのためには、消費者への製品に関する

説明やサービス、信用供与（割賦販売）24  などが必要なことから専属契約の代

理店を設けることにした。代理店に対する管理については、組織化、会計、備

品などの幅広い分野で徐々に強められていった。ここで、シンガー社のフラン

チャイズ・システムが誕生したと言える25。

　これまで、マコーミック社とシンガー社のフランチャイズ方式採用の概要を

みてきたが、内容的には両社にはかなりの違いがある。マコーミック社は、刈

取機という製品特性から専属代理店を配置することはできず、強いコントロー

ルを代理店に及ぼすことはできなかった。一方、シンガー社では、都市部では

直営店を配置し、地方は専属代理店に販売を委ねるという方式が採用された。

また、専属代理店に対しては強いコントロールを行った。

　このように、米国で新製品を販売する際のイノベーションとしてフランチャ

イズ方式が考案されたことを、ビジネスとしてのフランチャイズの起源とする

説が有力だが、フランチャイズ方式のイノベーターを英国のビール会社に求め

る説もある（Izraeli, 1972）。英国では、19世紀初めには、タイドハウス（tied-house: 

特約居酒屋）というシステムが生まれていた。その内容は、ビール会社が、店

舗の所有者となり、当該ビール会社の製品のみを販売するという条件で賃借人

に店舗を貸すという仕組みである（Knox, 1958）。タイドハウスのシステムが生

まれたのは、いくつかの要因による。第1は、ビールが当時は消費期限の短い

製品で在庫を抱えることができなかったことである26。このため、ビール会社

は安定的な需要の確保を求めていた。第2は、ビール販売ではブランドが重要

24 割賦販売は代理店の資金繰りを悪化させるため裏目に出たとされる（小原，2012, p. 
111）。

25 シンガー社にとっては、フランチャイズは過渡的形態にとどまり、その後直営店

方式が採用されていく。
26 ウィスキーやワインなどは在庫として長期間保存することができる。
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だったことである。ビール会社の小売業者に対する監督が不十分だと、小売業

者の不適切な保存方法からビールの品質を低下させる。これは、当該ビールや

ビール会社へのダメージとなる。また、瓶詰でなく量り売りする場合、小売店

が店頭での販売時に、不純物を混入させることによって販売原価を引き下げ、

利益を増やす恐れもあった27。このため、ビール会社は、小売店のコントロー

ルを必要なものと考えていた。第3点としては、特約店というシステムがない

とビール会社間の価格競争が激化するという懸念があったことが挙げられる。

なお、こうした動きが生じた社会経済的要因としては、19世紀以降、居酒屋

（public house）の免許に対する規制が強化されたことがある。規制の強化に伴

い免許の価値が高騰し、小売業に参入する者は必要資金が不足するケースが増

え、借り入れによって資金を調達する必要があった。しかも免許は不正行為な

どで取り消される恐れも伴っているため、資金の調達が容易でなかったことも

指摘されている。このタイドハウス・システムは、19世紀後半にはロンドン

を中心に拡大し、従来の流通システムに取って代わることになった28。

　タイドハウス・システムは、英国以外の諸外国でもみられた。米国でも南

北戦争前の19世紀半ばにタイドハウス・システムが導入されている。これは、

英国の投資の増大によるビール会社間の競争の激化や、居酒屋（saloon）の免

許料を地方政府が引き上げたことによるとされる（Fogarty, 1985）。Duis（1983）

は、1916年までにシカゴでは、7,000の居酒屋のうち4,679をビール会社が所有

していたとしている。ビール会社は居酒屋を営む店主に免許を貸し、月々の支

払い受け取った。また、定価販売を求めた。同様の現象は、他の都市でも見ら

れ、カンザスシティやミネアポリスでは、ビール会社所有が9割を占めていた

という推定が示されている。しかし、米国では、大手ビール会社が瓶詰ビール

の販売を推進し、禁酒法の時期もあったことなどからタイドハウス・システム

27 これも品質の低下によってビール会社の評判を低下させる。
28 Slade（1998）によると、1985年時点でもタイドハウスが全体の半分を占めていた。

なお、Slade（1998）の定義では、ビール会社直営のパブもタイドハウスに含めて計

算がされており、それによると全体の75％がタイドハウスになる。
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は英国のように大きく発展することはなかった。

　オーストラリアでもタイドハウス・システムが発展していた。Stubbs（1999）

は、New South Wales のビール産業を分析しているが、19世紀にタイドハウス

が見られるようになり、1880年代には一般的なものになったと記述している。

この背景としては、1882年1月から施行された居酒屋（publican）の免許の削減

に関する法令がある。削減が実施されたのは反アルコール飲料の運動が関係し

ている。この法令によって、日曜日のパブ（hotel）の閉鎖、気まぐれな治判事

による免許付与から免許システムの確立という変化、パブで販売する際の必要

とされる設備に関する条件の引き上げなどが行われた。また、この法令には、

地域住民に対して、パブの免許を与える数に関して意見を表明できる local 

option という権利が与えられていた。こうした販売先の減少を受け、販売先を

確保するために、ビール会社は特定のパブに投資を行いタイドハウス・システ

ムを発展させていったと考えられている。特別委員会（Select Committee）の調

査によると、1901年までに、シドニーおよびその郊外のパブの90％はタイド

ハウスになっていた。その他、様々な調査があるが、タイドハウス・システム

はかなり普及していたようである。

　なお、わが国のビール産業について参考までに見ておくと、丹治（2001）に

よると、戦前期にビール会社は卸売業者を特約店とする販売システムを構築し

ていた。この特約店制度は、メーカーと卸売業者が契約を締結し、一定の割引

条件で製品の供給を受け、定価（メーカー建値）で二次卸売業者や小売業者に

販売するという制度である。丹治（2001）はこの制度を代理店と位置付けている。

ただ、専売店であることからかなりフランチャイズに近いと考えることもでき

る。たとえば、キリンビールの歴史を分析している後藤（2017）は、ジャパン・

ブルワリー社（キリンビールの前身）と明治屋の契約内容を調べ、フランチャ

イジングの源流を見いだせるという見解を表明している。そして、その内容を

「拘束条件付きフランチャイジング」と呼んでいる29。

29 当時の流通の系列化が進んだ背景については、ビールが囮商品となったため、そ

の問題の解決を図る方法として採用されたという見解がある（二宮，2016）。
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　この時期のビール会社の活動として注目されるものが、特約飲料店と位置付

けられる「専売ビヤホール」である。丹治（2001, p. 18）は、ビヤホールについ

て、「特約店とは異なり1店ごとの取引量は少ないものの、製品の供給や器具・

諸備品類の提供を通じて、直接自社製品（地方においてはビールという製品そ

のもの）をアピールすることができる有効な手段とみなすことができる」と評

している。このため、ビール会社は直営のビヤホールを経営するとともに、多

くのビヤホールと専売契約を結び「専売ビヤホール」の経営に関与していた30。

これは、欧米のタイドハウスに類似する流通システムと考えられる。ただし、

専売ビヤホールが、ビール販売に占める割合に関するデータを発見することが

できなかった。このため、ビヤホールが欧米のタイドハウスに匹敵するような

存在だったかどうかは不明である。

3.2．製品・商標型フランチャイズの発展

（1）米国

　1900年代から発展したのは製品・商標型フランチャイズである。代表的な

例としては、自動車販売と石油販売がある。

　自動車は、新製品として登場した製品であり、大量生産技術の発展により市

場が急拡大していた産業であった。このため、自動車メーカーは大量生産のた

めの投資と大量販売を同時に遂行する必要があった。また、自動車では故障

の修理というアフターサービスも必要であった。こうした事情から、フラン

チャイズによる販売によって販売費用の負担を軽減するとともに、フランチャ

イジーのコントロールによって的確な顧客対応を目指すこととなった（Dicke, 

1992）。また、自動車市場の拡大は、フランチャイジーが自動車の専売店とし

て経営できる途を開いた31。

30 麒麟麦酒株式会社社史編纂委員会（1983）にも当時のビヤホールに関する記述があ

る。それによると、明治32年に新橋に初めてのビヤホールが開店した。この新橋

のビヤホールは成功を収めたため、その後、東京市内のみならず地方都市など全

国で多くのビヤホールが開店した。
31 当初は、冬季には販売が落ち込む季節商品だったとのことである（Dicke, 1992）。
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　石油については、自動車販売の増加からガソリンの需要が拡大したことが大

きい32。ガソリンは可燃性の高い製品であり、特別な注意を払って取り扱うこ

とが必要であった。また、当初は、適切な流通チャネルが存在していなかった

点も大きな要因である。さらに、1920年代になると、他の石油会社の製品と

区別させることの重要性が認識されるようになり、フランチャイズによる販売

が推し進められることとなった。

　

（2）日本

　製品・商標型フランチャイズについては、まず、石油販売を指摘することが

できる。石油製品は目視によって品質などを即座に判断できないため、商標を

利用した販売に限定されていた（小嶌，2003）。具体的には、1907年に米国ス

タンダード石油が導入した特約店・代理店システムが、日本で最初のフランチャ

イズ・ビジネスであると小嶌（2006）は述べている。

　その後については、1920年の資生堂のチェーンストア制度、1925年の日本

フォード自動車、1927年の日本ゼネラルモータースの自動車販売、1931年の

ダット自動車製造（現日産自動車）、1935年の豊田自動織機製作所（現トヨタ

自動車）などが続いたとされる（小嶌，2006）33。

　上記以外の代表的なフランチャイズ企業としては星製薬がある。神保（2008）

によると、創業者の星一は、1910年から売薬の生産を開始すると同時に売薬

販売に乗り出した。その方法は、販売特約店の希望者に対して、まず25円を

払い込ませ、これに対して、星が25円分の売薬を特約店に送ることによって，

特約店の契約が効力を発生する仕組みであった。国内における特約店数は、

1910年の時点では700店程度に過ぎなかったが、13年には4,000店、17年には

15,000店、そして星製薬がもっとも隆盛をきわめた23年には35,000店以上に

32 以下の記述は Dicke（1992）をもとにしている。
33 豊田自動織機製作所では、自己資本による直営店開設なども検討された。しかし、

かつて日本 GM（ゼネラルモーターズ）で広告販売部長であった神谷正太郎が、日

本 GM 在職時のディーラーを豊田の専売店に転換することを主張し、フランチャイ

ズ制が採用された（廣田他，2017）。
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達することになった（神保，2016）。

　医薬品や化粧品は、その効用などの点でブランド力が大きな影響を与える商

品であり、これら商品の販売に当たっては、フランチャイズ・システムが積極

的に活用されたと言える。

3.3．ビジネスフォーマット型フランチャイズの発展

（1）米国

　ビジネスフォーマット型フランチャイズが、米国で本格的に発展・普及し

たのは1950代以降とされる（日本フランチャイズチェーン協会，2017; Blair & 

Lafontaine, 2005）。しかし、それ以前にもビジネスフォーマット型フランチャ

イズが一定の成長を見せていたことが確認されている。

　1888年にヘアーサロンのビジネス（Harper Shop）を創業した Martha Mathilda 

Harper が、1890年代初頭にフランチャイズを利用して多店舗展開を行ったの

が始まりと考えられている（Blair & Lafontaine, 2005; Plitt, 2000）。Harper のビジ

ネスは、彼女が経営するヘアーサロンのビジネスを複製する方法をフランチャ

イジーに提供した34。複製するためには、店舗の設備などを統一する必要があ

るため、フランチャイジーに対して、Harper Shop 専用のシャンプー・ボウル、

椅子、ドライヤーを設置することを求めた。シャンプー、ヘアトニック、クリー

ムなどについては、フランチャイジーは、Harper が製造した製品を使用しな

ければならなかった。また、新たな美容方法についての指導などを行うなど、

フランチャイジーに対するサポートを提供した。Harper がフランチャイズを

始めたのは、女性に職を提供し、女性の社会進出を進める意図もあったとされ

ている。この点において、Social franchising（Alon,2014）の要素もあったと言える。

カナダやドイツといった海外にも店舗を広げ、1920年代半ばには店舗数は500

を超えるまでに成長した。

　Blair & Lafontaine（2005）によると、1920年代には、Piggly Wiggly（スーパー

34 以下の記述は Plitt（2000）をもとにしている。
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マーケット）, Hertz Car Rentals, IGA（Independent Grocers Association）, A&P 

Restaurants, Ben Franklin Retailers, Maid Rite（ハンバーガー・チェーン）, Terminix 

Termite and Pest Control がフランチャイズを開始している。1930年代になると、

Howard Johnson Restaurants, Stewart’s Drive-In, Arthur Murray Schools of Dancing, 

Culligan がフランチャイズを始めている。なお、フランスやカナダでも、同年

代にビジネスフォーマット型フランチャイズの開始が見られることを報告して

いる。

　上記の中の会社の一部について活動を紹介する。Piggly Wiggly は、Clarence 

Saunders が創業した小売業の会社で、1916年に初めてセルフサービスを導入

したことで有名である。Lebhar（2015/1952, p. 27）によると、Piggly Wiggly は

スーパーマーケットではなく食料品店であり、スーパーマーケットがその後

この方式を導入したとされる。Piggly Wiggly では、棚に商品が陳列され、出入

りする改札口が設けられて支払いを行う革新的な店舗のデザインであった。こ

れは当時としては画期的な販売方法となり、1918年から、Piggly Wiggly という

商標やセルフサービスに関する特許などの権利をフランチャイズとして販売し

た（Freeman, 2011）。当時の主力チェーンである、Safeway, Kroger, National Tea 

and Colonial も、一部の地域で数年間、フランチャイズに加盟して営業を行っ

ている35。Piggly Wiggly は、画期的な販売スタイルを行うビジネスモデル自体

を販売したという点でビジネスフォーマット型フランチャイズと言える。

　Howard Johnson Restaurants は、Howard Deering Johnson が創設した会社であ

り、1925年にドラッグストアを買い取ることで小売業を始めた36。そこでは様々

な商品が販売されたが、通常の2倍の乳脂肪を含むアイスクリームの販売が好

評だった。1929年にはレストラン事業に参入し成功を収めた。事業の拡大を

計画するものの、1929年10月の株価の大暴落と不況によって資金調達が困難

となった。そこで、友人を説得してフランチャイズ店に加盟させることによっ

35 これらの会社は自社の店舗をセルフサービス店に転換することを進め、脱退して

いった。
36 以下の記述は、Sammarco（2013）に基づいている。
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て2号店を出店したが、それは1935年であった。その後、高速道路の料金所な

どへの出店を進める中で順調に事業は拡大し、1939年には107店を経営するま

でに至った。フランチャイズを進めるに当たっては、メニュー、調理方法、店

内サービスなどを直営店と同様にするために、「Howard Johnson Bible」と称さ

れるマニュアルが作成されている。フランチャイズを利用することによってレ

ストラン事業の成功を収めたことから、「現代レストランのフランチャイズの

父（Father of the Modern Restaurant Franchise）」と呼ばれている。しかし、その

後の第二次世界大戦の勃発により、石油の消費の制限や不必要な自動車での外

出が規制されたことから販売は激減した。また、戦争関連事業へ労働者が徴用

されたため調理人が不足するようになった。しかし、戦後には再び拡大を始め、

1959年には675店のレストランと175のモーテルを経営する企業となった。

　第二次世界大戦はフランチャイズ・ビジネスの発展の阻害となったが、戦争

が終了し、1950年代になるとフランチャイズ・ビジネスの本格的な発展が始

まった。ビジネスを牽引したのはファストフードである。ファストフードとい

うビジネスが発展したのは、高速道路網が整備されて、テイクアウトによる

食品の販売が世の中に普及してきたことが大きい。こうした時代背景の中で、

McDonald、Burger King、KFC、Dairy Queen、Big Boy、Chicken Delight と い っ

たチェーンがフランチャイズを開始し、フランチィズ・ビジネスが大ブームに

なるに至った（Love, 1995）。

　その後もビジネスフォーマット型のフランチャイズは発展が続いている。

IFA の調査によると、2016年には、80万の事業所で897万人が働いている。売

上高で8,700億ドル、GDP では5,400億ドルとなる規模にまで拡大している。

なお、製品・商標型フランチャイズとビジネスフォーマット型の内訳について

は、従業員ベースではビジネスフォーマット型が85.1％を占め、GDP ベースで

も74.8％となるなど、ビジネスフォーマット型のフランチャイズが大きな割合

を占めるに至っている。
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（2）日本

　わが国におけるビジネスフォーマット型のフランチャイズの開始は、小嶌

（2006）によると、1963年の小売業の不二家、サービス業のサニクリーン（現ダ

スキン）、そして外食産業では、ルートビアとハンバーガーを販売した A&W か

らであるとしている37。不二家は市場の拡張と人口の移動に対応する販売網の拡

張と構築のため、ダスキンは社会的に新しい製品の販売のため、そして A&W 沖

縄は新規事業としてフランチャイジングを利用したという理由を述べている38。

　その後、1970年に日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社が設立され、

同年に名古屋市で名西店を開業し、1971年にはフランチャイズ1号店の江ノ

島店を開設している39。また、1971年には、日本マクドナルド株式会社が設立

され、同年7月に直営の銀座店がオープンした。フランチャイズ加盟店の1号

店は、1976年2月に開店した沖縄県の牧港店であった40。その他、東食ウィン

ビー（1970年6月設立）が1970年12月に1号店として大阪心斎橋ウィンビー店

を出店、ミスタードーナツ（1970年10月設立）が1971年4月に大阪府箕面店を

1号店として出店などがある41。また、日本ダンキンドーナツ（1971年3月設立）

や日本ディリー・クィーン（当初は、1972年4月7日設立の「銀座ファースト・

フード・システム（株）」）などの進出も見られた。

　1970年代の半ばになると、コンビニエンス・ストアでもフランチャイズ方

式が導入されるようになる42。1973年11月に株式会社ヨークセブン（現セブン

37 A&W は1924年に Allen と White が創設した会社で、フードサービスで最初にフラ

ンチャイズを始めたとされる（Love, 1995）。
38 ただし、A&W 沖縄は、当初はルートビアの原液の販売を主とする製品・商標フラ

ンチャイズの要素が強いようであり（小嶌，2005）、ビジネスフォーマット型と断

定しにくい面がある。
39 日本 KFC ホールディングス株式会社の2017年3月期の有価証券報告書。
40 日本マクドナルドホールディングス株式会社のホームページ（http://www.mcdonalds.

co.jp/company/outline/enkaku.html）。
41 小嶌（2005）による。フランチャイズ加盟店1号店は、同年出店の京橋店である。
42 井田（2009）が述べているように、コンビニエンス・ストアの定義には様々なもの

がある。また、経済産業省の「商業統計」での定義も時代によって変化がある。定

義の曖昧さから、最初のコンビニエンス・ストアがどのチェーンだったのかにつ
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- イレブン・ジャパン）が設立され、米国サウスランド社（現7-Eleven,Inc.）と

エリアサービスおよびライセンス契約が締結された。それを受けて、1974年

に東京都江東区の豊洲店がフランチャイズ方式によって開業した43。その後、

1975年4月に、ダイエーローソン株式会社が設立され、同年6月に大阪府豊中

市で桜塚店（直営店）を1号店として開業している。続いて同年9月にはフラン

チャイズ１号店となる「桃山店」をオープンさせている44。ファミリーマート

については、1972年から株式会社西友ストアで検討が始まり、実験店舗の出

店などが行われた45。しかし、本格的な事業展開には時間を要し、1978年4月に、

実験第1号店をフランチャイズ店（入曽店）に変更して事業開始することとなっ

た。一般募集によるフランチャイズ1号店は、船橋市の大閣三山店で開店した。

ミニストップ株式会社は、1980年5月に設立され、同年7月に横浜市に大倉山

店を直営で開店した。1981年6月に直営の新小岩店をフランチャイズ店に転換

することによって事業を開始している。

　これらのファストフードやコンビニエンス・ストアは産業として順調な拡大

を示してきた。2017年半ば時点で見ると、たとえば、コンビニエンス・スト

ア業界では、セブン‐イレブン・ジャパンは約2万店を運営している。ファス

トフードでは、日本マクドナルドと日本 KFC はそれぞれ約3,000店（うち、フ

ランチャイズ店は約2,000店）と約1,150店（うち、フランチャイズ店は約800店）

を運営する規模となっている。

　また、小売業と飲食業に加え、サービス業関連のフランチャイズも登場し、

学習塾、クリーニング、修理、カルチャースクール、理容・美容、介護、コイ

ンランドリー、倉庫など幅広いジャンルでフランチャイズが活用されるように

 いても諸説がある（井田，2009）。
43 株式会社セブンｰイレブン・ジャパンのホームページ

 （http://www.sej.co.jp/csr/feature/index.html）
44 株式会社ローソンのホームページ

 （http://www.lawson.co.jp/company/corporate/data/history/detail/）
45 ファミリーマートに関する記述は、井田（2009）およびユニー・ファミリーマート

ホールディングス株式会社のホームページ（http://www.fu-hd.com/company/history/）
による。
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なっている。なお、フランチャイズ・ビジネスの詳細については、日本フラン

チャイズチェーン協会が毎年実施している「フランチャイズチェーン統計調査」

に掲載されている。

3.4．マルチユニット・フランチャイジーの成長

（1）概要

　フランチャイズに関する理論や実証研究では、フランチャイズチェーンは、

フランチャイザーの直営店とフランチャイジーの加盟店で構成され、後者はす

べて個人が所有かつ経営すると想定されてきた（Blair & Lafontaine, 1995）。す

なわち、オーナーであるフランチャイジーは1つの店舗を所有し自ら店舗を管

理するため（owner-manager）、店長の行動をモニタリングすることが難しい状

況において、フランチャイズ加盟店のほうが直営店よりも効率的に運営される

と考えられてきた46。

　確かに、現在でも多数のフランチャイジーは1店舗を経営する中小零細の事

業者であるが、一方にはフランチャイジーが多数の店舗を経営し「ミニ・チェー

ン」を形成しているケースがある（Bradach, 1995）47。学界でもこの現象は注目

されるようになり、マルチユニット・フランチャイジーに関する研究も盛んと

なっている（Boulay et al., 2016; Bradach,1997; Gillis et al., 2011; Griessmair et al., 

2014; Grünhagen & Mittelstaedt, 2005; Hussain & Windsperger, 2010; Hussain et al., 

2012, 2013; Jindal, 2011; Kalnins & Lafontaine, 2004; Kaufmann, 1992; Kaufmann & 

Dant, 1996; Weaven, 2009; Weaven & Frazer, 2007）。

　わが国の状況をみると、2000年代に入り、マルチユニット・フランチャイジー

に関心が集まるようになり、小林・リンク総研（2002）や杉本・伊藤（2006）な

どの文献が公刊された。また、フランチャイジーに対して複数店の経営を奨励

46 直営店の従業員店長よりも、店舗経営者である加盟者のほうが、自己の収入に直

結する店舗の利益を増やすための行動をすると考えられるからである。
47 ただし、マクドナルドやケンタッキー・フライド・チキンなどは、初期から複数

店を経営するフランチャイジーが加盟していた（山口，1988）。
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する動きが広がっている。わが国ではコンビニエンス・ストア（コンビニ）が

フランチャイズ・ビジネスの大きな割合を占めているが、コンビニでは複数店

を所有すると本部に支払わなくてはならないロイヤルティ（経営指導料）を軽

減するチェーンがある。こうしたことから、大手コンビニチェーンのファミリー

マートやローソンなどでは、複数店を経営するフランチャイジーが大きな割合

を占めるに至っている。

（2）マルチユニット・フランチャイズの定義に関する問題

　マルチユニット・フランチャイズについては、定義が必ずしも明確ではない。

そこで、以下では、米国、日本の順にマルチユニット・フランチャイズに関す

る定義について検討する。

　まず、米国でのマルチユニット・フランチャイズの定義から見ていく。マル

チユニット・フランチャイズ（multi-unit franchise）の定義については、それと

対になるシングルユニット・フランチャイズ（single-unit franchise）の内容を検

討することによって理解することができる。経営学、マーケティング、経済

学の分野では、一人のフランチャイジーが複数の店舗（unit）を所有していれ

ばマルチユニット・フランチャイズに分類している（Bradach, 1995; Palmatier 

et al., 2015）。したがって、マルチユニット・フランチャイズが誕生する経路は

2つに大別されて議論されることも多い（Garg et al. 2013; Garg & Rasheed 2003, 

2006; Gomez et al. 2010; Grünhagen & Mittelstaedt, 2005; Hussain & Windsperger, 

2010; Hussain et al., 2012, 2013, 2017; Jindal, 2011; Kalnins & Lafontaine, 2004; 

Kalnins & Mayer 2004; Kaufmann, 1992; Kaufmann & Dant, 1996; Perryman & Combs 

2012; Weaven 2009）。 

　一つは、加盟時は単独店を経営するフランチャイジーであったが、業歴が長

くなる中で追加的に店舗を増やしていくルートである。もう一つは、チェーン

に加盟する時点で、特定のエリアで複数店を経営することが契約で決まってい

るルートである。経営学やマーケティングの分野では、この両者を含めてマル

チユニット・フランチャイズを議論するのが一般的である48。
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　しかし、フランチャイズの契約形態は多様であり、法律学の分野では上記と

は異なった定義が用いられている（Barkoff, et al., 2015）49。具体的には、単独店

の加盟者が追加的に新たな店舗をフランチャイズ店として経営する場合は、異

なる個別のシングルユニット・フランチャイズの契約が締結されるため、逐次

的に契約を増やす場合はシングルユニット・フランチャイズとして扱っている。

　一方、マルチユニット・フランチャイズであるが、契約の当初から加盟者が

複数店を経営することを予定した契約にもとづくフランチャイズ方式を意味す

る。しかし、マルチユニット・フランチャイズの契約のタイプも様々な形態が

あるため、用語の内容に混乱が生じたとされる。このため、2014年9月に、北

米証券管理者協会（North American Securities Administrators Association, Inc.）は、

マルチユニット・フランチャイジングの構造を、次の3つの形態に分類するこ

とを推奨するに至っている50。具体的には、「エリア・デベロップメント（area 

development）」「サブフランチャイズ・ライト（subfranchise rights）」「エリア代

理人制度（area representation）」である。なお、マルチユニット・フランチャイ

ズの中身を限定することを行っているのは、米国では、フランチャイズと定義

され、加盟者を募集する際には、日本よりも詳細なディスクロージャーや手続

きに関する法令が制定されていることが関係している。

　まず、エリア・デベロップメントについて見ると、その仕組みは、イニシャ

ル・デベロップメント・フィー（initial development fee）をフランチャイザーは

受け取る代わりに、エリア・デベロッパーに対して、特定のエリアで一定のス

ケジュールに従い、複数店を開設する権利を与えるというものである51。これ

48 逐次的に複数店経営に至ったケースと当初から複数店経営を目指しているケー

スの違いに着目した分析も行われている（たとえば、Grünhagen & Mittelstaedt, 
2005）。

49 以下の記述は、米国の内容を、Barkoff, et al.（2015）の pp. 67-90の内容にもとづいて

記述している。
50 ただし、この分類は排他的なものではなく、複数のタイプの組み合わせがあると

北米証券管理者協会作成の解説書では述べている。
51 エリア・フランチャイジー（area franchisee）やマルチユニット・デベロッパー

（multi-unit developer）などの名称が使用されることがある。
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らの内容は、エリア・デベロップメント契約の条項に記載されるが、併せて最

低限の開設店舗数や開設店舗数の上限も記載されることも多い。エリア・デベ

ロップメントの特徴は、エリア・デベロッパーには店舗を開設するに当たり、

独自にフランチャイジーを募集することができない点にある52。したがって、

エリア・デベロップメントでは、フランチャイザーとエリア・デベロッパーと

の間にエリア・デベロップメント契約が結ばれるという2者間の契約構造にな

る53。

　次に、サブフランチャイズ54  であるが、これはエリア・デベロップメント

と比較することで違いが明瞭になる。エリア・デベロップメントの場合は、エ

リア・デベロッパーが一定期間内に定められた数の直営店を出店しなくてはな

らない。これに対し、サブフランチャイズの場合は、フランチャイザーから一

定のエリアでの店舗開発権を得たサブフランチャイザーが、フランチャイジー

（＝サブフランチャイジー）を募り、サブフランチャイジーとフランチャイズ

契約を直接締結できる。したがって、サブフランチャイズでは、フランチャイ

ザーとサブフランチャイザー間の契約、サブフランチャイザーとサブフラン

チャジーとの契約という3者間の契約構造になる。

　第3のエリア代理人制度であるが、これは、フランチャイザーがイニシャル・

フィーを受け取る代わりに、エリア代理人に一定地域でのフランチャイズ加盟

者の募集や加盟後の教育・訓練などを実施する権利を与える仕組みである。つ

まり、フランチャイザーに代わって特定のエリアでの店舗開発を行う。応募し

てきたフランチャイジーは、エリア代理人ではなくフランチャイザーとフラン

チャイズ契約を結ぶことになる。エリア代理人は、勧誘によって加盟したフラ

ンチャイジーがフランチャイザーに対して支払うイニシャル・フランチャイズ・

52 エリア・デベロッパーが自身の直営店を出店する。
53 ただし、フランチャイザーとシングルユニット・フランチャイズ契約を結び店舗

の開設を希望する加盟者がいる場合には、エリア開発の店舗数の一部を割り当て

ることが認められるケースがある。その場合は、開設スケジュールや開設店舗数

に調整が加えられることが一般的である。
54 マスター・フランチャイズと称されることも多い。



（   ）197 31フランチャイズ・システムの多様性：定義、実態、ビジネスモデルの再検討

フィーとロイヤルティの一部を受け取ることができる。

　次に、わが国でのマルチユニット・フランチャイズについてみると、様々な

使用例があり確立した用語はないと思われる。その中で、米国の法律的な意味

におけるマルチユニット・フランチャイズの概念に近い用語としてよく登場す

る用語には、「エリアフランチャイズ」、「メガ・フランチャイズ」、「複数店経営」

がある。

　まず、エリアフランチャイズから見ると、この用語は、コンビニエンス・ス

トア業界ではかなり以前から使用されてきた。たとえば、株式会社ファミリー

マートが、株式会社沖縄ファミリーマートや株式会社南九州ファミリーマート

などと「エリアフランチャイズ契約」を結んでいる55。株式会社ローソンも株

式会社ローソン山陰などと「エリアフランチャイズ契約」を締結している。ま

た、かつては、株式会社サンクスアンドアソシエイツ（以下、サンクス）なども、

積極的にエリアフランチャイズを採用していた56。

　サンクスのエリアフランチャイズ契約では、エリアフランチャイズ契約を結

んだ企業はエリアフランチャイザーとなって、直営店の出店とフランチャイズ

店の営業の許諾が認められていた57。ファミリーマートのエリアフランチャイ

ズ契約も、サンクスと同様に直営店の出店とフランチャイズ店の営業の許諾が

認められている。したがって、これらの「エリアフランチャイズ」の例は、米

国の定義でのサブフランチャイズと言える。しかし、ローソンが使用している

「エリアフランチャイズ契約」は、エリアフランチャイズ契約を締結した相手

企業に、特定エリアの店舗開発と店舗に対する指導は委ねるものの、加盟する

フランチャイジーはローソンとフランチャイズ契約を結ぶという方式を採用し

55 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の2017年2月期の有価証券報

告書（p. 20）。
56 現在では、株式会社サンクスアンドアソシエイツのエリアフランチャイザーの多

くは、ローソンの傘下に入っている。
57 なお、事業展開地域における独占権が、ほとんどのエリアフランチャイザーに与

えられていた。この場合の契約をサンクス・エリアフランチャイズ契約と称され

ていた。一方、事業展開地域における独占権が与えられていないケースの契約は、

サンクス企業フランチャイズ契約と称されていた。
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ている58。これは、米国でのエリア代理人制度に近い内容と言える。

　次に、メガフランチャイズについて見ると、最近では、2017年2月1日に、ロー

ソンとセーブオン（群馬県前橋市）が「メガフランチャイズ契約」を締結した例

がある。その内容は、群馬県などの5県で「セーブオン」を「ローソン」に転換し、

セーブオンがメガフランチャイジーとなって、「ローソン」店舗のチェーン展開

を行うという内容である。これは、セーブオンがサブフランチャイザーとなっ

て、加盟店を運営するというものとなっており、米国のサブフランチャイズに

該当すると判断される。

　しかし、メガフランチャイズについては、「フランチャイジーが多数（通常は

30店舗以上）の店舗を経営しているか、または、フランチャイジーとしての売

上高20億円以上の規模のフランチャイジーをメガフランチャイジーという」と

いう定義がある（杉本・伊藤，2006）。この定義もよく引用される。この定義は、

専らフランチャイジーの視点から定義を行っている点に特徴がある。したがっ

て、フランチャイジーが直営店を出店しているのか、あるいはサブフランチャ

イザーとなってフランチャイジーを増やしているのかは問われていない。

　こうした実例を見ると、エリア・フランチャイズやメガフランチャイズにつ

いては、必ずしも明確な定義は定まっていないため、使用される文脈によって

どのような内容で使用されているかを精査する必要がある。

　第3の複数店経営については、コンビニエンス・ストア業界で、1店舗から2, 

3店舗と店舗を増やす際に使用されることが多い。これは、米国の定義で取り

上げた、加盟時は単独店を経営するフランチャイジーであったが、業歴が長く

なる中で追加の店舗を増やしていくルートと同じ用法と言える。これは、メガ

フランチャイズの定義の一つで見たように、主としてフランチャイジーの視点

に立った使用法になっている。

58 2017年9月18日、ローソン広報室に確認。
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（3）マルチユニット・フランチャイズの現状

　マルチユニット・フランチャイズの全貌を把握することは困難だが、かなり

の広がりを示していることは間違いない。具体的な例を取り上げることで、そ

の概要を見ることにしたい。まず、コンビニ業界を見ると、コンビニでは夫婦

二人が加盟者となり、専業として店舗経営にあたる加盟形態が主流である59。

当初は複数店経営を想定していなかったと見られるが60、現在は業界全体とし

ての店舗数の増加などから加盟店経営が厳しさを増す中で、大手コンビニ本部

は複数店経営を奨励している61。具体的には、1998年に、ローソンが複数店経

営を行う場合の開店手数料（加盟金）の100万円を免除するという記述がある

（日本経済新聞，1998年10月22日，p. 11）。ただ、これは加盟金という一時金

の減免という点で効果は小さかったと推測される。本格的な複数店経営の奨励

政策は、ファミリーマートが2001年度から導入した、複数店経営のオーナー

に対する営業総利益の一定料率を販売奨励金として支払う「複数店奨励金制度」

だと考えられる。現時点の内容をみると、最大でロイヤルティを10％引き下

げる効果を持つ販売奨励金制度となっている。こうした取り組みの結果、現時

点では全店舗の7割が複数店経営となっている62。また、ローソンも同様の奨

励策を導入しており6割が複数店経営である63。セブンイレブンはやや低いも

のの、23.8％が複数店経営の店舗となっている64。コンビニ各社が複数店経営

を積極化し始めたのは2000年代前半からであるが、複数店経営が着実に増加

59 近年では、契約社員として働き単身者でも加盟できる制度や、複数店経営を想定

した法人向けの加盟制度などが、大手コンビニチェーンの中に見られる。
60 1989年3月14 日の日経流通新聞 2ページの記事の中で、ローソン（サンチェーンと

の合併前のローソン）が複数店経営を認めていないことが記述されている。
61 複数店経営自体については、1989年時点でローソン（旧）と合併したサンチェーン

では複数店経営が認められていたという記述がある（日経流通新聞、1989年3月14 
日、2ページ）。また、1998年にはサークル K（現ファミリーマート）が「複数店経

営方式」を拡大させるという記述が見られ（日経流通新聞、1998年12月1 日地方版、

8ページ）、サークル K ではそれ以前から複数店経営が行われていたようである。
62 『週刊東洋経済』、2017年4月15日、p. 36.
63 『週刊東洋経済』、2017年4月15日、p. 34.
64 http://www.sej.co.jp/owner/work/suuji/
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していることがわかる65。

　飲食業界を見ると、日本マクドナルドホールディングス株式会社の「マクド

ナルド」について見ると、約2,000店がフランチャイズ契約の店舗であるが、フ

ランチャイジーは約200名であり、加盟者は平均して10店舗を経営している66。

また、焼き鳥チェーンの株式会社鳥貴族は、加盟者を公募しておらず、特定の

フランチャイジーに限定してフランチャイズ店を増やしている67。2015年時点

では12名の加盟者が179店を運営している。「焼肉きんぐ」や「丸源ラーメン」

など多業態を展開している物語コーポレーションは、2017年6月末に192店舗

をフランチャイズ方式で出店しているが、加盟者は55名にとどまる。加盟者

は3.5店舗を運営していることになる68。モスバーガーは、フランチャイジー

は1店舗のみを経営する形態を基本としていたが、2016年時点では平均2.5店

を経営する状態となっている69。

　加盟者の数が判明している一部の企業から複数店経営の実態の一端を見たわ

けだが、複数店経営がかなり浸透していることが推測される。また、コンビニ

業界で見られるように複数店経営を本部が推奨していることから、その数は増

加傾向にある。これは、複数店経営が本部にとって有益な出店方式と認識され

てきた結果とも言え、引き続き複数店経営の形態が増加することが予想される。

　複数店経営が増加していることは米国も同様である。Franchise Update 

MEDIA が公表しているマルチユニット・フランチャイズの2017年版のデー

タを見ると、最大のマルチユニット・フランチャイジーの NPC International

は、Pizza Hut, Wendy's, Taco Bell, KFC というブランドのフランチャイジーとし

て1,478店舗を運営している70。第2位の Target Corp. は、Pizza Hut, Cold Stone 

65 日経流通新聞、2012年6月8日、p. 1．
66 http://www.mcdonalds.co.jp/company/fc/business.html
67 『日経トップリーダー』、2015年3月号、pp. 48-50. なお、鳥貴族では、カムレード

チェーン事業と呼んでいる。
68 決算説明会資料。
69 『日経ビジネス』、2017年1月16日、pp. 52-56.
70 この雑誌は、主として、加盟希望者がマルチユニット・フランチャイズを募集し

ているチェーンを探す際の情報を提供するために発行されている。
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Creamery のブランドを1,170店舗運営している。このように規模の大きなマル

チユニット・フランチャイジーが活動している。

　また、チェーン別にみると、サンドイッチを販売する Subway は、全体で8,122

名のフランチャイジーがいるが、その内の4,284名はマルチユニット・フラン

チャイジーである。また、米国マクドナルドでは、2,648名のフランチャイジー

のうち2,151名がマルチユニット・フランチャイジーであり、高い比率となっ

ている。また、400名を超えるフランチャイジーを擁する会社を見ると、ファ

ストフード業の Firehouse Subs は、463名のフランチャイジーのうち、438名

がマルチユニット・フランチャイジーであり、94.6％を占めるという非常に高

い値となっている。フランチャイジーが40名以内の会社であれば、マルチユ

ニット・フランチャイジーしかいないという会社もある。

　マルチユニット・フランチャイズの加盟情報を提供する雑誌が発行されてい

ること自体が、マルチユニット・フランチャイズが積極的に利用されるように

なっていることを示していると言える。

　このように、わが国および米国ではマルチユニット・フランチャイズの積

極的な活用が見られる。なお、ヨーロッパについては、たとえば、Hussain et 

al.（2017）がドイツとスイスの店舗数が5以上のチェーンを対象に行ったサー

ベイ調査がある。それを見ると、144の有効回答を得ているが、加盟者は平均

で1.5店舗を所有している。サンプルが限定的で断定的なことは言えないが、

ヨーロッパでもマルチユニット・フランチャイズの活用はそれなりに進んでい

ると推察される。

（4）マルチユニット・フランチャイズの活用が進んでいる理由

　マルチユニット・フランチャイズの活用が進んでいる理由としては、複数店

を所有することによる加盟者の経営の安定、近隣で複数店を所有することに伴

う店舗管理の効率化などが理由として挙げられることが多い。また、店舗運営

を担当できる優秀な能力の加盟者を既存の加盟者の中から見出すほうが効率的

だという指摘もある。
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　フランチャイズ利用の学術的な研究では、1店舗のみを所有する加盟者を前

提に、その利用理由を分析することが行われてきた。そこで取り上げられる要

因は、（1）加盟者を利用することに伴う資金などの経営資源の制約の緩和、（2）

フランチャイズを用いることによる店長の動機づけ（店舗運営の効率化）、が

中心的なテーマであった。マルチユニット・フランチャイズの利用についても、

伝統的な分析フレームワークを踏襲した研究は行われ、一定の成果が得られて

いる。

　しかし、既存のフレームワークでは、マルチユニット・フランチャイズが有

する複雑な相互依存関係を分析する上では限界があると思われる。すなわち、

フランチャイザー → マルチユニット・フランチャイジー → 店長という3層の

構造となるため、動機づけなどの面で複雑さが増すからである。さらにマルチ

ユニット・フランチャイジーがサブフランチャイズを行う権利を有すると内容

はさらに複雑化する。こうした点を踏まえ、マーケティング・チャネル論の代

表的なテキストの Palmatier et al.（2015）は、マルチユニット・フランチャイジー

がなぜ利用されるかに関する説明は難しいとし、「正直なところ利用の理由は

はっきりしない（The answer is not totally clear, to be honest.）」と述べている71。

　こうした点を踏まえると、マルチユニット・フランチャイズという複雑な構

造を分析するに足りる分析手法や理論の開発が必要と言えるだろう。

3.5．従業員独立支援型フランチャイズの成長

（1）概要

　マルチユニット・フランチャイズに加え、近年ではチェーンの従業員がフラ

ンチャイズの加盟者として独立する制度を設けるチェーンが増えている。以下

では、いくつかの事例を紹介する。

　飲食業では、カレーの壱番屋は、「ブルームシステム」と称する仕組みによっ

71 また、分析は回帰分析などの統計的手法で仮説検証が行われているが、マルチユ

ニット・フランチャイズという複雑な現象を統計的手法で分析可能かどうかとい

うより根源的な問題もある（Woodside, 2017）。
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てフランチャイズ加盟者を増やしている。これは、正社員として入社し、そこ

で店舗オーナーとして必要なスキルや経営ノウハウを身に付けた場合にフラン

チャイジーとなって独立できる制度である72。具体的には1～9までの9段階の

等級があり、3等級以上になると独立して開業できる資格を得るという内容と

なっている。これは、「創業者の想いを受け継いで店舗を経営してくれる人に

フランチャイズになってもらう」ために創設された仕組みとのことである。ま

た、鳥貴族は、新規の加盟店オーナー（フランチャイジー）の募集は行ってい

ない。代わりに、加盟店オーナーをカムレード（同志）と称し、経営理念に共

感し当社とともに成長する者をフランチャイジーとする戦略を採用している。

そこでは、社員が独立する場合のみ加盟を認めており、直営店の元店長が加盟

者となっている。チムニーも、社員として入社し、直営店舗にて2年間程度勤

務し複数店舗の店長または調理長を経験した場合に、フランチャイジーとして

独立できる制度を設けている73。さらに、モスバーガーは、社員が独立できる

仕組みを設けていたが、2016年度には独立する社員に最大で300万円を支給す

るという独立を奨励する制度を創設し、社員が独立する誘因を強めている。

　サービス業では、アルテ サロン ホールディングスが展開する美容室チェー

ン「アッシュ（Ash）」は暖簾分け制度を採用し、従業員が店長として運営してき

た店舗を転貸し、フランチャイジーとして独立を認める制度を採用している74。

この制度では、店舗スタッフや顧客などをそのまま引き継ぐことができる。

　小売業では、コンビニエンス・ストアでも従業員の独立を支援する制度が導

入されている。たとえば、セブン - イレブンでは、アルバイト経験が3年以上

の人がフランチャイジーとして独立する場合には、1～3％のロイヤルティを減

額するというインセンティブを提供している。ファミリーマートの「インター

ン社員独立制度」では、6～12ケ月という店舗勤務期間内に、一定の資格を取

72 以下の説明は、壱番屋のホームページの記述から引用している。
73 チムニーのホームページの記事から引用。
74 2016年度の株式会社アルテ サロン ホールディングスの有価証券報告書の記述から

引用。
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得すると独立が可能となる制度となっている。そこでは、加盟時に加盟金など

合計で150万円が減額され、取得した資格によって開店後に100～120万円の独

立支援金が支給されるという内容となっている。また、「嘱託店長加盟支援制度」

という仕組みも設けられており、この制度では1～3年の勤務期間の中で、一

定の資格を取得すれば独立が可能となる。「インターン社員独立制度」と同様に、

加盟時に加盟金など合計で150万円が減額される。また、開店後に独立支援金

が支給されるが、その金額は50～100万円となっている。ローソンも、ファミ

リーマートと類似の制度として、「FC オーナー・インターン制度」がある。こ

のように、大手コンビニエンス・ストアでは社員として勤務経験を積み、独立

を支援する制度が設けられている。

　米国は、どのようになっているのであろうか。この点に関連する文献とし

て、やや古いが、Bradach（1997）の研究がある。そこでは、KFC, Pizza Hut, 

Hardee’s, Jack in the Box, Fishermen’s Landing という5つの飲食チェーンの事例

を分析しているが、いずれのチェーンでも本部の社員がフランチャイジーとな

るケースがあり、一つのキャリアパスになっていることを指摘している75。本

部社員がフランチャイジーとなる割合がどの程度かは不明であるが、米国でも

わが国で見たようなケースは存在しているようである76。

　

（2）従業員独立支援型フランチャイズが広がっている理由

　従業員独立支援型フランチャイズが広がっている理由としては、大別すると

2つの理由があると考えられる。一つは、加盟者の確保である。コンビニ業界

で見られるように、従業員として勤務することによって収入を確保するととも

にスキルを身に付け、開業資金の軽減措置を講じることは、これらの施策がな

い場合に比べ、加盟可能な人材の幅は確実に広がる。加盟者の確保が成長の制

約要因となる場合には、従業員独立支援型フランチャイズの採用が広がること

になる。これは、美容院をそのまま加盟者として受け継ぎ経営するケースも該

75 調査が行われた時期は1989～1991年である。
76 ただし、独立を奨励する施策が行われているかは不明である。
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当する。

　第2の要因としては経営理念の共有である。従業員として勤務経験を積むこ

とは、本部企業の組織文化を身に付けることでもある。これは暖簾分けにも言

えることだが、フランチャイジーとして本部から離れ独立するものの、経営理

念を共有するものをチェーンのメンバーとすることによって、より濃密なコ

ミュニケーションによる深い相互依存関係を構築することが容易となる。これ

は、新製品開発や業態開発などの面で、フランチャイザーとフランチャイジー

がより協調的に行動し、個々に活動するよりも大きな成果を生み出す可能性を

高めることにつながる。また、フランチャイジーとしての独立を認めることに

よって、従業員は職務に対してより主体的に取り組むという動機づけの面での

メリットもある。

　ただし、これらの要因については推論の域を出ていないので、より緻密な検

証作業が必要だと考えられる。

3.6．ビジネスモデルの視点からの検討

　ビジネスモデルは、一般に「稼ぐ仕組み」と認識されているが、この概念に

ついては必ずしも評価は定まっていない。たとえば、戦略という概念との違い

が明確でないことや（Porter, 2001）、その具体的な計測方法が不明確な点など

である（Clauss, 2017）。このため、論者によってビジネスモデルに関する定義

が異なり、様々な異なる定義のもとで研究が行われていることが共通認識と

なっている（Foss & Saebi, 2017b）。

　しかし、ビジネスモデルに関する研究の蓄積が増える中で、先行研究の整

理や概念の明確化の努力は続いている（Clauss, 2017; DaSilva & Trkman, 2014; 

Demil et al., 2015; Foss & Saebi, 2017a; Klang et al., 2014; Zott et al., 2011）。現状で

は、決定版と言える定義は提示されていないものの、ビジネスモデル概念が、（1）

企業の価値創造に関する提案（the fi rm’s value proposition）と市場のセグメント

化、（2）価値創造のために必要なバリュー・チェーンの構造、（3）価値を獲得す

るためのメカニズム、（4）これらの要素をいかにビジネスの設計の中で連結さ
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せるか、という視点から分析されていることが大方の認識となっている（Saebi 

et al., 2017）。また、ビジネスモデル研究では、ビジネスモデルではなく、ビジ

ネスモデル・イノベーションとしての研究も多い。これは、インターネット関

連ビジネスのように、新たなビジネスモデルの創出に焦点を当てた研究となる。

　かりに上記の視点からフランチャイズ・ビジネスを考えた場合、フランチャ

イズは、19世紀半ばに登場した新たなビジネスモデルと位置づけることがで

きる。なぜなら、シンガー社のミシンや自動車など、新たに考案された画期的

な商品を販売するためのイノベーションと考えることができるからである。ま

た、ビジネスフォーマット型フランチャイズについても、一つのかなり完成型

に近いビジネスモデルを複製し急速に普及させるイノベーションと考えること

ができる。さらに、マルチユニット・フランチャイズや従業員独立支援型フラ

ンチャイズも時代に適応したイノベーションと考えられなくもない。つまり、

フランチャイズというビジネスモデルが考案され、時代の変化の中でビジネス

モデル・イノベーションが不断に続いていると解釈できるだろう。また、近年

では、非営利事業の分野にもフランチャイズを活用しようという動きが広がっ

ている。これは、Social franchising と呼ばれている。これもビジネスモデル・

イノベーションと言えるだろう。

　フランチャイズをビジネスモデルの視点から捉えた場合には、上記のような

ビジネスモデル・イノベーションが生じる条件や要因を分析することが重要な

課題となる。また、フランチャイズの多様性を踏まえるならば、何らかの分類

（typology and/or taxonomy）を行う中で、フランチャイズというビジネスモデル

を生じさせる要素の配置（confi guration）を分析することも重要な研究課題にな

ると考えられる。

4．おわりに

　本稿では、フランチャイズに関して、定義、歴史、現状を再検討する中で、

ビジネスモデルに関して検討を加えた。それによると、フランチャイズの定義



（   ）207 41フランチャイズ・システムの多様性：定義、実態、ビジネスモデルの再検討

については、国際間で違いがあり、他の類似の企業間関係との区別も判然とし

ない面が残ることも明らかとなった。歴史については、製品・商標型フラン

チャイズからビジネスフォーマット型にフランチャイズ利用の中心が移るとと

もに、マルチユニット・フランチャイズといったブランチャイズ組織の複雑化

などが進んでいることが判明した。つまり、時代や環境の変化とともにフラン

チャイズも姿を変えていることが分かった。これは、ビジネスモデル・イノベー

ションが続いていることを示している。

　これらの現象に取り組むためには、経時的な定量的分析は言うまでもない

が、歴史分析や事例分析などの定性的分析も同時に実施することが重要と考え

る。本稿では、フランチャイズの歴史については、簡略な紹介にとどまったが、

今後は本格的な分析を行う必要がある。これらの点については、今後の研究課

題としたい。
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