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はじめに
国際合弁事業（IJV）は多国籍企業の国際戦略の実行にとって、重要な戦略的選択のひ
とつである。IJV の成功は、シナジー効果の創出、リスクの低減、規模と範囲の経済、生
産の合理化を実現し、その結果、パートナーの経済的レントを増やし、現地でのより良い
受け入れをもたらしてくれる (Harrigan, 1988; Hennart, 1991)。
しかし、IJV は二つ以上の親会社が存在するハイブリッド型の組織形態であり、そこで
はパートナーがお互いに協力しながら競争し、まさに、パートナー間の複合動機のゲーム
の様相である (Hamel, Doz, & Prahalad, 1989; Yan & Gray, 1994)。IJV は事実上、高い失敗率
と不安定性に直面しているため (Harrigan, 1986; Inkpen & Beamish, 1997; Kogut, 1989)、実
務家だけではなく、多国籍企業や国際ビジネスの研究者も「IJV のパフォーマンスに影響

* この経営学輪講は Yan and Gray (1994) の解説と評論を向が行ったものです。当該論文の忠実な
要約ではありませんのでご注意ください。したがいまして、本稿を引用される場合には、「向
(2009) によれば、Yan and Gray (1994) は……。」あるいは「Yan and Gray (1994) は……(向,
2009)。」のように明記されることを推奨いたします。
†
東京大学大学院経済学研究科 xiangyujapan2001@yahoo.co.jp

463
©2009 Global Business Research Center
www.gbrc.jp

経営学輪講

を与える要因は何か」
、
「いかに IJV のパフォーマンスを高めることができるのか」といっ
た課題に多大な関心を示している。その中で、諸活動に対する親会社のマネジメント・コ
ントロールを､ 1 IJV パフォーマンスの重要な決定要素とする研究者は多い。とくに、
Killing (1983) を皮切りに、親会社の異なったコントロール構造とそのパフォーマンスに
与える影響に関する研究は盛んに行われるようになった (例えば、Beamish, 1985; Luo,
Shenkar, & Nyaw, 2001; Mjoen & Tallman, 1997)。また、各パートナーの相対的なバーゲン
ニング・パワー 2 と彼らが行使するコントロールのレベルとの関連性を解明する研究も
IJV 関連研究の重要なテーマとなった (例えば、Blodgett, 1991; Fagre & Wells, 1982)。
今回紹介する Yan and Gray (1994) は、IJV に関するこのような問題関心に沿いながら、
バーゲンニング・パワー、マネジメント・コントロールとパフォーマンスの三つの変数を
同時に取り上げ、その相互関係を論じた代表的な研究である｡3 以下、本稿では Yan and
Gray (1994) の概要を解説し、その後、本研究の主な学術的貢献について議論し、最後に
その主な限界と、それを克服するために行われた後続の定量的研究である Yan and Gray
(2001) について紹介する。

1. Yan and Gray (1994) の概要
本論文は IJV パートナー間のバーゲンニング・パワー、マネジメント・コントロールと
IJV のパフォーマンスの三つの変数間の関係を分析したものである。その主要な内容は、
大きく分けると次のようになる。つまり、①既存研究のサーベイに基づいた予備的な理論
モデルの提示、②分析的帰納法による米中合弁四社関連データの比較分析、③IJV に関す
る統合的モデル及び諸命題の提示である。

1.1. 予備的な理論モデルの提示
筆者らは先ず、バーゲンニング・パワー、マネジメント・コントロールと IJV パフォー

1

2

3

マネジメント・コントロールは、ある組織がそのサブ・ユニット及びメンバーに対して、組織目
標の達成に向けて行動するように影響を及ぼすプロセスである (Yan & Gray, 1994, p. 1481)。
バーゲンニング・パワーは、「バーゲンニング・セット」を都合よく変えて、自らにとっての好
都合を相手から勝ち取り、交渉の結果に影響を及ぼす交渉人の能力である (Yan & Gray, 1994, p.
1480)。
Yan and Gray (1994) の前には、わずかに Killing (1983) と Lecraw (1984) の二つが、バーゲンニン
グ・パワーとコントロールとの関係、及びコントロールとパフォーマンスとの関係を同時に研究
している。
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図1

理論モデル

出所）Yan and Gray (1994), p. 1484, Figure 1.

マンスをそれぞれ論じた研究や、三要素間の関連性を論じた研究、及び IJV の構造的な再
構成について言及した研究などをサーベイした。そのうえで三つの変数間の関連性を統合
した理論モデルを提示した（図 1）。このモデルでは、①パートナー間の相対的なバーゲ
ンニング・パワーと IJV に対する彼らの相対的なコントロールの間に正の相関関係がある
こと、②パートナー間の相対的なマネジメント・コントロール上の関係が IJV のパフォー
マンスに直接な影響を及ぼすことが提示されている。

2.2. 米中合弁 4 社に関する比較研究
このモデルを検証するため、筆者らは米国と中国の間で作られた合弁企業四社のケー
ス・スタディーの比較を行った（ここで四社とは IndusCon 社、BioTech 社、OfficeAid 社
と DailyProduct 社である）。

2.2.1. ケースの選定とデータの収集・コード化
研究対象の選定において、①製造業であること、②米中製造合弁事業総数の約半分を占
める主要業界の IJV の代表格であること、③すでに一定期間の操業歴があり、パフォーマ
ンスに関するデータが入手可能なこと、④資料提供者にアクセス可能なこと、といった選
択基準を設けた。
筆者らは、インタビューと文書の両方からデータを収集した。インタビューは合弁交渉
に参加したか、もしくは IJV 初期段階のマネジメントに携わっていた米中双方の役員と
IJV のマネージャーに対して行った。そして、異なるソースから収集されたデータを次の
ような六つのカテゴリーにコード化した。すなわち、①交渉のコンテクスト要因、②IJV
に参加する各パートナーの戦略的目標、③IJV に対する各パートナーの初期貢献、④IJV
設立当時のマネジメント構造、⑤IJV 操業期間内に発生した上記各分野における変化、⑥
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各パートナーの戦略的目標の達成状況、などである。

2.2.2. 主たる分析結果
ケースを分析する際に採用されたのは「分析的帰納法｣4 である。その分析手順5 にし
たがい、筆者らはまず、ひとつの事例研究に着手し、その調査結果を図 1 の理論モデルと
比較した。そして調査結果を考慮してモデルを修正した。この比較のプロセスは、引き続
きケースごとに繰り返された。主な結果は以下の通りである。

（1）バーゲンニング・パワー6
まずバーゲンニング・パワーには、コンテクスト関連のものと資源関連の二種類が存在
することが確認された｡7
コンテクスト関連のパワーは、①パートナー選択／交渉の段階における代案の利用可能
性、②各パートナーの事業全体に対する IJV の戦略的重要性、といった二つの要素から構
成される。
一方、資源ベースのパワーは、①技術、②マネジメントの専門知識、③グローバル・
サービス・サポート、④ローカル知識、⑤商品の販売網、⑥原材料／コンポーネントの調
達、⑦出資8 の七つの項目における、パートナーの IJV に対する資源（resources）と能力
（capabilities）の貢献から形成される。また、外国側と現地パートナーの資源貢献が補完

4

5

6

7

8

分析的帰納法とは、既存理論を重要な事例または典型的ケースと繰り返して比較することによっ
て、既存理論を広げ、もしくはその洗練化を図る方法である (Yan & Gray, 1994, p. 1488)。
分析的帰納法の基本的な分析手順は次のようである。A. 研究対象に関する概要記述、B. 現象に
対する仮説的な説明、C. ひとつのケース・スタディーに基づいた仮説の検証、D. (仮説が事実
に合わない場合）仮説の修正または説明現象の再定義、E. 普遍的な関連性が確立されるまでの
上記手順の繰り返し、F. 立証のために、仮説が定義によって制限された範囲以外のケースにも
適用できるかどうかを調べることである (Yan & Gray, 1994, p. 1490)。
既存研究においては、研究者らはパートナー間の相対的なバーゲンニング・パワーの源泉をそれ
ぞれ交渉の視点と資源依存性の視点から特定した。交渉理論によると、交渉における交渉人の利
害関係及び代案の利用可能性は彼らのバーゲンニング・パワーに影響を及ぼすと主張した。一方、
資源依存理論によると、パートナー間の相対的なバーゲンニング・パワーは、彼らの IJV に対す
る資源貢献度で決められるという (Yan & Gray, 1994, pp. 1480–1481)。
本研究におけるコンテクスト・ベースと資源ベースのバーゲンニング・パワーの構成要素の特定
は、「おそらく IJV におけるバーゲンニング・パワー概念の今までの最もシステマティックな研
究であろう」と Inkpen and Beamish (1997) に高く評価された (Inkpen & Beamish, 1997, pp. 183–
184)。
本論文の研究対象である OfficeAid、IndusCon、DailyProduct と BioTech の四社においては、
U.S./China の出資比率はそれぞれ 51/49、49/51、50/50、50/50 である。
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的であることも明らかになった｡9
一方、バーゲンニング・パワーの各構成要素の相対的な重要性を評価するためのデータ
が入手できなかったため、すべての構成要素のウェイトが同じと仮定し、各合弁事業の
パートナー間の相対的なバーゲンニング・パワーを測定した。その結果、サンプルの中で
も IndusCon 社と BioTech 社においては、バーゲンニング・パワーのバランスがほぼ保た
れ、OfficeAid 社と DailyProduct 社においては、米国側が圧倒的なバーゲンニング・パ
ワーを有していたことも分かった｡10

（2）マネジメント・コントロール11
Geringer and Hebert (1989) は、IJV 親会社のコントロールが範囲、程度とメカニズムの
三つの側面12 からなると特徴づけた。本研究では、筆者らは Geringer and Hebert の主張
に従い、マネジメント・コントロールを多次元に検討した｡13
データ分析によって、マネジメント・コントロール上のいくつかの指標、すなわち、取
締役会メンバーの割合、中核人事の任命、管理システムの親会社との類似性といった指標
の重要性が確認された。これは、取締役会メンバーとゼネラル・マネージャーの任命が重
要なコントロール・メカニズムであること、合弁事業の実質的なパワーがゼネラル・マ
ネージャーのポジションに関連すること、そして、パートナーの自らの管理方法を IJV に
複製する能力が、パートナーシップに対する自らのコントロールのレベルを反映すること
をそれぞれ示している。
9

外国側はテクノロジー（製品設計、製造ノウハウと特殊設備）とグローバルなサポート（技術、
マーケティングとメンテナンスサービスに関するもの）に対して多く貢献し、中国側は現地政府
とその他の制度的なインフラに対処するための知識とスキルを中心に貢献した。
10
守秘義務のため、本研究の対象会社の社名はすべて偽名である。
11
既存研究ではオーナーシップが IJV のマネジメント・コントロールの代理変数とされた。しか
し、Yan and Gray (1994) の研究では所有権の配分は単にコントロールのひとつの次元―取締役会
のメンバーシップと一致し、他の次元においては、一致した関係性が見られなかった。彼らは所
有権がコントロールの唯一の測定基準ではないと主張した。この研究結果は Beamish (1993)、
Killing (1983)、Lecraw (1984) が論じた、IJV の研究では資本コントロールとマネジメント・コン
トロールが区別されるべきという論点を実証的に支持したといえる。
12
コントロールの範囲は、コントロールが遂行されるオペレーションの領域を指す。コントロー
ルの程度とメカニズムは、それぞれ（親会社が遂行する）コントロールの度合と手段を意味する。
13
先行研究はコントロールの異なった側面、例えば、Killing (1983) と Lecraw (1984) はコント
ロールの程度、Geringer and Hebert (1986) はその範囲、そして Schaan (1988) はコントロールの
範囲とメカニズムにそれぞれ注目したため、これらの分析結果は実質的に比較不可能だった。本
研究では、筆者らはコントロールに多次元にアプローチすることによって、先行研究との比較可
能性の向上を図った。
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Yan and Gray は親会社のコントロールのメカニズムを三種類に分類した。つまり、①戦
略的コントロール（双方の取締役人数から見た IJV 取締役会の構成）、②オペレーション
上のコントロール（各ゼネラル・マネージャー／副ゼネラル・マネージャーの出所及び副
ゼネラル・マネージャーに対するゼネラル・マネージャーの権力の大きさ）、③構造的コ
ントロール（A. IJV の管理組織、オペレーションのプロセスとルーチン、B. 全体的なビ
ジネスオペレーションが両親会社のそれらとの類似度）である。さらに、筆者らはインタ
ビューから、会社の全体的なコントロールのレベルについても各関係者の認識を聞いた。
以上の諸項目を総合的に分析した結果、OfficeAid 社と DailyProduct 社においては、コ
ントロールにおける不均衡が起こり、IndusCon 社と BioTech 社でのコントロールが両親
会社間でほぼバランスが取れていることが分かった。

（3）IJV のパフォーマンス14
米中パートナー間で戦略的目標もかなり異なることが見出された。米国側は利益、市場
シェア、成長性、ローカル・ソーシング、学習、中国政府との信頼関係に関心があるのに
対して、中国側の戦略的目標は技術、輸出、成長性、マネジメント、輸入代替、川上技
術、利益の獲得にある。これらの戦略的目標はほぼ相補的だが、片方のパートナーの視
点、もしくは単に利用可能な標準的な財務指標を用いてパフォーマンスを評価すれば、大
きなバイアスが起こってしまうことも想定される。
また、合弁事業マネージャーはパートナーシップを代表するのではなく、彼らがそれぞ
れの親会社の代表として務めるので、彼らは IJV のパフォーマンスについて客観的な評価
をしなかった。その結果、合弁事業マネージャーのパフォーマンスに関する評価を見るこ
とは不適当とし、むしろ親会社の初期戦略目標の達成度が IJV パフォーマンスの最も適切
な測定基準だと判断した。またパートナーの目標に相違性が見られることから、両方の
パートナーの視点から IJV のパフォーマンスを測定することが重要と指摘した。

（4）バーゲンニング・パワーとマネジメント・コントロールとの関連性
図 1 で提示された、パートナー間の相対的なバーゲンニング・パワーとそのマネジメン

14

既存研究では、IJV パフォーマンスの測定基準が統一されていなく、主観的な判断もあれば客観
的な財務指標もある。Yan and Gray (1994) では、各パートナーの自らの戦略目標達成度に対する
評価をパフォーマンスの測定基準とした。
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ト・コントロール行使との間の正の関連性は四つのケースでも確認された。OfficeAid 社
と DailyProduct 社においては、米国側が交渉の段階で、より強いバーゲンニング・パワー
を獲得したため、米国側は中国側よりも強いマネジメント・コントロールを行使した。つ
まり不対等なバーゲンニング・パワーは不均衡なマネジメント・コントロールをもたらし
た。全体的には、パートナー間の相対的なバーゲンニング・パワーのパターンとパート
ナー間の相対的なマネジメント・コントロールのパターンが一致している（表 1 を参
照）
。

（5）マネジメント・コントロールとパフォーマンスとの関連性
図 1 では、パートナー間の相対的なマネジメント・コントロールが IJV のパフォーマン
スに直接な影響を及ぼすと予想された。しかし、分析結果からは、両者の関連性は必ずし
も一直線的なものではなかった（表 1 を参照）。四つの事例の各々のパターンを見てみよ
う。
第一に OfficeAid 社の場合、米国側がドミナントなコントロールを行使し、自らの二つ
の目標（利益とシェア）を達成させたため、彼らにとっては IJV のパフォーマンスは優れ
たものだった。一方、より弱い立場に置かれた中国側は、技術向上の目的を部分的に達成
させたものの、輸出による外貨の獲得が実現できなかったため、IJV のパフォーマンスは
低いと判断した。
第二に IndusCon 社においては、パートナーらは平等なマネジメント・コントロールを
行使し、両者とも自らの戦略的目標を達成した。この結果は、先進国パートナー間の IJV
を研究対象とした Killing (1983) が提示した、
「共同管理が合弁事業の劣ったパフォーマン
スをもたらす」という主張に相反するが、Beamish (1985, 1993) の、
「発展途上国の国際合
弁事業では、公平的、または分担されたコントロールが優れたパフォーマンスにつなが
る」という結果とは一致する｡15
OfficeAid 社と IndusCon 社の事例から示された以上の矛盾は、コントロール―パフォー
マンス関係を論じた先行研究が各々の親会社の視点に立ったことに起因すると筆者らは論
じている。もし分析の視点を各々の親会社の視点から両親会社間の視点に移すならば、こ
15

Killing (1983)、Beamish (1985, 1993) と Lecraw (1984) などの先行研究では、ホスト国が先進国か
発展途上国かによって、コントロールとパフォーマンスとの関連性が異なることから、Yan and
Gray は IJV が操業するホスト国の経済発展の状況は重要なコンティンジェンシー要因として考
慮されるべきだと主張した (Yan & Gray, 1994, p. 1483)。
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表 1 三要素間関係の全体状況
OfficeAid

変数

U.S.

China

IndusCon
U.S.

China

DailyProduct
U.S.

China

BioTech
U.S.

China

相対的なバーゲンニング・パワー

より強い

おおよそ対等

より強い

おおよそ対等

マネジメント・コントロール

より強い

おおよそ均衡

より強い

おおよそ均衡

IJV のパフォーマンス

良い

悪い

非常に良い 非常に良い

良い

良い

非常に良い

良い

出所）Yan and Gray (1994), p. 1498, Table 8.

の矛盾は解消できる。具体的にいえば、OfficeAid では、両親会社間のアンバランスなマ
ネジメント・コントロールは不均衡なパフォーマンス水準（米国側親会社にとって高いも
の、中国側親会社にとって低いもの）をもたらした。一方、IndusCon 社では、パート
ナー間のバランスの取れたマネジメント・コントロールは均衡水準のパフォーマンス（両
親会社にとって高いもの）につながった。要するに、マネジメント・コントロールの均衡
か否かのパターンは、パートナー双方の（戦略目標の達成度によって評価される）パ
フォーマンスのパターンと一致していると結論づけた。
第三に、DailyProduct 社の場合は、IJV に対する両親会社のマネジメント・コントロー
ルが同等なものではないにもかかわらず、パートナー双方も自らの最も重要な戦略的目標
を達成し、良いパフォーマンスを収めている。DailyProduct 社のこのような、「アンバラ
ンスなコントロールとバランスの取れた高いパフォーマンス」のパターンは次の三つの理
由に起因したと分析された。①同社のパートナーらは共通の目標を持ち、片方の親会社の
目標達成はもう片方の親会社の目標達成になる。両者のこのような共同運命の所有は、
パートナー間のコンフリクト発生の可能性を低減させたこと、②IJV に対する中国側のコ
ントロールが割合弱いが、彼らにとってもっとも重要な目標が提携経営プラン（合弁契約
の一部）の中に組み込まれたため、このような特定の契約上の条項は中国側の目標達成を
保証するためのコントロールの代替手段として機能したこと、③操業開始 18 ヶ月後、同
社の経営プランが実現されたため、パートナーの間では高いレベルの信頼関係が築かれ、
この信頼関係はコントロール―パフォーマンス関係の重要な調整要素になったこと、であ
る。
最後に、BioTech 社においては、米国側の二つの戦略的目標、すなわちマーケットシェ
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アと利益の両方とも大いに達成され、中国側の生産技術の向上と西洋管理技術の習得の二
つの目的も実現された。一方、新しい製薬品が同社の製品群に絶えず加えられ、中国側は
合弁事業の成長ぶりに満足しているが、栄養食品など他の製品までビジネスを拡大したい
という期待が満たされなかったため、合弁事業のパフォーマンスに対する中国側の評価は
米国側ほど高くなかった。しかし、全体的に見れば、BioTech 社のケースは、IndusCon 社
のケースでも明らかになった「均衡なマネジメント・コントロールはパートナー同士にバ
ランスの取れた比較的高いパフォーマンスをもたらす」という関係を再度確認する証拠を
提供してくれた。
さて、上述の五項目に関する調査結果は、図 1 のモデルが示すとおり、どちらかといえ
ば時間的な流れを考慮しない静的（static）な分析に基づいたものである。しかし、合弁
事業はそもそも独立的組織よりも動的（dynamic）で不安定（unstable）な存在であり、
パートナー間の学習や IJV への貢献度の変化が合弁企業の構造自体に重要な変化をもたら
す可能性が高い (Bartlett & Ghoshal, 1986; Hamel, 1991; Harrigan & Newman, 1990)。
そうしたダイナミズムを分析することが、国際合弁事業の研究の妙味であるにもかかわ
らず、IJV のダイナミックな特徴に関する実証研究は少なかった。筆者らは既存研究に欠
けていた IJV の動的側面にも注目し、研究対象となった四社が時間の経過とともにどう発
展し、どのような要素が IJV の構造的変化を誘発し、親会社が IJV の変化にどのように対
応したかについても分析を行った。

（6）IJV のダイナミックな発展プロセス
紙幅の制限から、各社のケースをすべてここで紹介することはできないが、象徴的な事
例として、OfficeAid 社のケースを取り上げてみよう。
OfficeAid 社は 1987 年に設立された米中合弁会社である。会社操業当初から、現地従業
員が管理専門知識、製品ノウハウなどを習得し、中国人エンジニアも R&D プロセスに携
わり、IJV に対して技術的な貢献もするようになった。これらの変化は中国側のバーゲン
ニング・パワーにプラス効果をもたらした。
同時に、下記のような要因によって、米国側のバーゲンニング・パワーにも変化が見ら
れた。①中国でのオペレーションについて徐々に経験豊かになったこと、② IJV に絶え
ず製品設計を提供し、技術貢献の主役としてのポジションをしっかり守ったこと、③ 10
年間の技術移転契約が再交渉になる際、米国側は追加的な交渉力の獲得の有利な手段とし
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て、この契約更新のチャンスを利用したこと、などである。これらの要因は米国側のバー
ゲンニング・パワーを増大させ、中国側パートナーのバーゲンニング・パワーの増加分を
相殺した。
また、パートナーシップ自体の発展や現地環境における変化も、パートナーのバーゲン
ニング・パワーに影響を与えた。例えば、ローカル・コンテンツの増加と独立した流通
チャネルの構築によって、原材料輸入における米国側親会社への依存性と、マーケティン
グ・スキルにおける中国側親会社への依存性がそれぞれ少なくなり、各親会社のバーゲン
ニング・パワーを低減させた。また、1980 年代半ば以降、外為取引市場の合法化によっ
て、製品輸出の必要性がさらに減少され、米国側の国際流通チャネルは合弁事業にとって
それほど価値のあるものではなくなった。
1990 年頃、米国側のマネージャーが 7 名から 5 名まで減少した。これらの 5 名は前任
者たちと同じ範囲の管理責任を有したため、同社のコントロール・パターンは操業当時の
ものがほぼ維持され、大きな変化が見られなかった。しかし、コントロールを巡るパート
ナー間の闘争が続いた。中国側はアメリカ人駐在員を減らし、中国人スタッフにより大き
な管理責任を分配しようと強く主張しつづけたのに対し、米国側は絶えず自らのコント
ロールを強化させようとした。
さらに、パートナーの戦略的目標にもいくつかの変化が現れた。すなわち、①外貨取引
市場が利用可能になったことと、同社の輸出における損失が続いていたことを理由に、
1991 年 12 月の取締役会議では、中国側役員は外貨獲得の方法としての輸出を中止しよう
と提案した。また、自らの目標リストに「利益」の一項目を追加した。②米国側親会社の
最も重要なゴール（収益性と市場シェア）が達成されたため、低コストの現地調達という
三番目の目標の重要性が増えた。
全体的に見れば、OfficeAid 社のアンバランスなパフォーマンスは、パートナー間の相
互不信を引き起こした。中国側は輸出における損失を、米国側が設定した低い内部移転価
格のせいにして、合弁経営に対する米国側の過剰介入が中国側親会社の利益を奪うためだ
と考えた。
このように、筆者らは四社の事業プロセスを時間に沿いながら整理した。ここから、
バーゲンニング・パワーのシフトを引き起こし、合弁事業の構造的な再構成を促すいくつ
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かの要因がわかってきた。すなわち、パートナーの学習､16 IJV 自身の能力向上､17 オペ
レーションの現地化 18 と環境の変化 19 などである。また、合弁事業のパフォーマンス
は、パートナーの相対的なバーゲンニング・パワー、IJV のコントロール構造及びパート
ナー間の協力関係の質に対してフィードバック効果があることも分かった｡20
時間の経過を追うと、パートナー間のバーゲンニング・パワーの変化についてはケース
から観察できたが、マネジメント・コントロールのシフトについては、どのケースでも確
認できなかった。四つの IJV において、外国側パートナーの資源貢献が徐々に増加しつつ
あったが、コントロールにおいては相応の増加がなかった。これについては、時間に伴っ
た外国側のバーゲンニング・パワーの減少（埋没原価や IJV に対する彼らの特殊的投資の
存在）に起因しうると分析した。米国側の資源貢献の増加分は、単に減少された彼らのパ
ワーを補給したに過ぎなかったか、もしくは中国側の学習から生じるバーゲンニング・パ
ワーの増加を相殺し、バーゲンニング・パワーとコントロールの全体的な均衡が保たれた
という。

2.2.3

IJV に関する統合的モデルの提示

以上の分析結果に基づき、筆者らはバーゲンニング・パワー、マネジメント・コント
ロールとパフォーマンスの三要素間関係、及び IJV のダイナミックな進展に関する統合的
なモデルと（図 2）
、それに基づいた諸命題を提示した。

命題 1：パートナーのバーゲンニング・パワーは、IJV のオペレーションに対する彼ら
のマネジメント・コントロールの程度（extent）と正の相関関係がある。

16

17

18

19

20

四つのケースでもパートナー双方の学習効果が確認された。しかし、中国側は学習を通じて、
著しくバーゲンニング・パワーを獲得することができなかった。これは米国側が技術移転に慎重
だったことや、技術の透明度が低く、学習障壁が高かったためだと筆者らは分析している。
時間とともに、IJV が知識とスキルを積み上げ、その組織能力が向上する。しかし、この能力蓄
積がもしアンバランスに実行され、つまり IJV が単に片方の親会社から知識と技能を習得するな
らば、結局、この親会社の貢献の価値が減ってしまう恐れがあると筆者らは指摘した。
本研究では、「オペレーションの現地化」は主に原材料の現地調達を指している。四つのケース
でも、原材料の現地調達チャネルは、このチャネルを提供するパートナーのバーゲンニング・パ
ワーのひとつの源泉となっている。
IJV のローカル環境、特に政府政策における変化は、パートナー間の初期交渉契約を変更させ、
したがって、IJV の構造的な再構成を促す可能性があるとされた。
優れたパフォーマンスは、コントロールにおける新たな交渉の切り札をパートナーにもたらす
か、または現在のコントロール・パターンを補強することになる。
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図 2 国際合弁事業の統合モデル

出所）Yan and Gray (1994), p. 1503, Figure 2.

命題 2：両親会社間のマネジメント・コントロール共有の構造は IJV パフォーマンスの
パターンと関連している。
命題 3：信頼、戦略的目標の共通性、ゴールの明文化といったパートナー間関係の特性
は、コントロール―パフォーマンス関係に対して調整変数の役割を果たす。
命題 4：IJV の環境、戦略と成長にもたらされたパートナー間バーゲンニング・パワー
の変化は、IJV のマネジメント・コントロール構造の再構成を促し、次第にパフォー
マンスの変化をも引き起こす。
命題 5：IJV パフォーマンスにおける変化は、パートナー間のバーゲンニング・パワー
のバランス、コントロール構造、及びパートナー間の信頼関係を変更させる。

3. 本研究の主な学術的貢献
以上は、Yan and Gray (1994) の解説である。Web of Science の 2009 年 5 月 10 日時点の
データによると、本論文を引用した論文は 206 件がある。本論文の主な学術的貢献は以下
のように指摘されることができる。
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（1）パートナー双方の視点からの三要素間の関連性の検証
バーゲンニング・パワーとコントロールとの関連性、及びコントロールとパフォーマン
スとの関連性を論じた既存研究は、議論の混乱と矛盾を生み出していた (Geringer &
Hebert, 1989; Lecraw, 1984)。その主な理由は、片方の親会社だけの視点、典型的には多国
籍企業側一方の視点を取ることにある。先行研究と対照的に、筆者らは、両方の親会社の
視点を同時に重視するというスタンスを取った。
本研究の実証結果から分かるように、実際に、OfficeAid 社と DailyProduct 社では、
パートナー間の不対等なバーゲンニング・パワーは不均衡なマネジメント・コントロール
をもたらし、反面、IndusCon 社と BioTech 社においては、パートナー双方の対等なバー
ゲンニング・パワーが IJV のコントロール構造の均衡性をもたらす。つまり、バーゲンニ
ング・パワーのパターンとマネジメント・コントロールのパターンとの正の相関関係が見
られる。
また、コントロールとパフォーマンスとの関連性も然りである。IndusCon 社と BioTech
社における均衡なマネジメント・コントロールは、バランスの取れた比較的に高いパ
フォーマンスをパートナー同士にもたらし、一方、OfficeAid 社における両親会社間のア
ンバランスなマネジメント・コントロールは、不均衡なパフォーマンス水準につながっ
た。この三社のケースのいずれも、マネジメント・コントロールの均衡か否かのパターン
は、パートナー双方のパフォーマンスのパターンと一致する、という筆者らの主張を裏付
けている。
一方、これら三社と違って、DailyProduct 社においては、「アンバランスなコントロー
ルとバランスの取れた高いパフォーマンス」というパターンが見られた。筆者らはこの特
殊な関係性の原因を、先行研究で指摘された、多国籍企業の戦略 (Franko, 1971)、戦略と
組織構造のフィット (Geringer & Hebert, 1989)、コントロールの領域とコントロール・メ
カニズムとのフィット (Schaan, 1988) といった要素に求めるのではなく、パートナー間
の共通目標、信頼関係とゴールの明文化といった要因が、コントロールとパフォーマンス
の間で調整変数らしき役割を果たしたと分析した。
以上のように、パートナー間の相互依存性を重視したアプローチを取ることによって、
筆者らは IJV の設立、マネジメントとパフォーマンスの複雑性に関する説得力の高い実証
結果を読者に示した。また、これらの実証結果は、片方の視点をベースとした既存議論の
混乱と矛盾の理由説明にも役に立つだろう。本研究の影響を受け、両親会社の視点を同時
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に取り入れた IJV 分析がその後、増えてきている (例えば Luo et al. 2001)。

（2）合弁事業のダイナミックな発展プロセスの検証
本研究は、対象各社のパートナーシップや戦略的目標、及びバーゲンニング・パワーの
パターンが時間とともにどのように変化してきたかについても分析を行い、パートナー間
バーゲンニング・パワーの構図をシフトさせるようないくつかの要因、すなわち、パート
ナーの学習、IJV 自身の能力向上、オペレーションの現地化と環境の変化といった諸要素
を確認することができた。このような研究結果は、IJV のダイナミックな側面に関する理
解に有益な識見を提供している。

（3）発展途上国の IJV に関する研究への貢献
IJV のバーゲンニング・パワー、マネジメント・コントロールとパフォーマンスを論じ
た既存研究は、主に先進国パートナー間で設立されたものに焦点を合わせていた。その中
で、本研究は比較的早い時期に欧米で発祥した理論の、発展途上国（ここでは中国）での
適用性を検討した。理論モデルでの三要素間の関連性は、米中合弁四社のデータからかな
り支持されたことから、欧米発の理論は中国でも通用すると筆者らは指摘した。また、本
研究の実証結果は発展途上国 IJV のマネジメント実務に対しても示唆するところは大きい
と思う。
例えば、発展途上国の合弁事業では、ホスト国側は価値が過大評価された建屋などの現
物によって出資することが多いため、（技術、管理ノウハウなどの重要な経営資源を提供
する）外国側と比べれば、IJV に対する実質的な初期貢献が小さく、パートナー間の初期
のバーゲンニング・パワーもアンバランスなものが多い。しかし、パートナーの後ほどの
学習は、合弁事業のバーゲンニング・パワーのパターンを変えることが可能であり、ま
た、均衡なマネジメント・コントロールのパターンを有する二つの IJV では、パートナー
両方とも高いパフォーマンスを収めている。この研究結果は、発展途上国 IJV のパフォー
マンス向上を達成するには、ホスト国パートナーは外国側から積極的に学習すること、自
らの得意分野において合弁事業に出来るだけ多く貢献すること、外国側パートナーは絶え
ずに資源貢献にコミットメントを果たすこと、両者の間でバランスの取れたマネジメン
ト・コントロールを行使することの重要性を示している。
一方、パートナー間の相互信頼といったコントロールの代替手段が存在するため、外国
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側がドミナントなコントロールを行使する合弁事業でも、パートナー双方が優れたパ
フォーマンスを収めた事例も確認された。こうした事例の存在は、外国側によるドミナン
トなコントロールは発展途上国の IJV にとって必ずしも悪いことではなく、合弁事業のパ
フォーマンスは、パートナーの間で共通した戦略的目標があるかどうか、信頼関係を構築
できるかどうか、といったパートナーシップの「質」に掛かっていることを示している。

4. 本研究の限界と Yan and Gray (2001)
本研究の最も大きな限界は、事例研究の数が少ないことから、三要素間の関連性の一般
化が難しいことである。そこで、Yan and Gray は後継研究を行い、この限界への克服を
図った。以下では、Yan and Gray (2001) の主な内容について簡単に紹介する。

4.1. 仮説の提示
「Yan & Gray (1994) で提示されたグラウンデッド・セオリー・モデルは…米中 IJV にお
ける親会社のコントロール構造の前提と効果の両方を明確に示している。…このモデルと
それに関連する仮説は評価を得たため、理論上、次のステップは、その有効性を確かめ
て、その普遍性を追求することである」と、Yan and Gray はこの姉妹編の目的をこのよう

図3

IJV 親会社コントロールに関するモデル

出所）Yan and Gray (2001), p. 396, Figure 1.
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表2
対 象

仮説
仮説
1

バーゲンニグ・

仮説

パ ワ ー と

2

コントロール
と の 関 連 性

Yan and Gray (2001) の諸仮説と検証結果

仮説
3

仮説
4

コ ン トロ ー ル と

内

容

検証結果
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ナーは、より高いレベルの(A) 戦略的コントロール、(B) オペレー

4(B)支持された

ション上のコントロール、(C) 構造的コントロールを果たす。
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両パートナーが IJV の戦略とオペレーション手順に対してよりコン
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支持された

達成しそうである。
IJV 経営におけるパートナー間のコンフリクトのレベルは両パート
ナーの共通戦略的目標の達成と負の関連性がある。

支持されなかった

出所）Yan and Gray (2001) の内容をベースに筆者作成。

に述べている。ここでは Yan and Gray (1994) に基づいた IJV モデルを構築し（図 3）
、同
モデルについて七つの仮説を提示した（表 2）
。

4.2. 分析の結果
筆者らは、1981–1991 年の間に中国 18 の省21 で設立されたすべての米中製造業 IJV334
社を対象に質問書（英語版と中国語版）を送った。そのうち 96 社から回収を得た（有効
回答数は 90 件、回答率は 32.3％）。
Yan and Gray はまず図 3 のモデルの総合的な適切さを評価した。多変量分散分析
21

｢省」は中国の行政区分の一種であり、日本の「県」に相当する。
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（MANOVA）の結果、バーゲンニング・パワー変数セット 22 がマネジメント・コント
ロール変数セット23 と強く相関し、そして、マネジメント・コントロール変数セットが
パートナーの戦略目標達成と強く相関した。予測どおり、バーゲンニング・パワー変数
セットはパートナーの目標達成と直接関連しなかった。一方、パートナー間の仕事関係変
数セット24 と両パートナーの共通戦略目標達成の間で強いリンケージが見つかった。こ
れらの結果はモデルの理論上の健全さを強く支持した。そして、仮説 1−5 と仮説 6−7 は
それぞれパス分析と回帰分析で検証された。その結果は表 2 を参照されたい。

5. Yan and Gray (1994) を振り返って
Yan and Gray (1994) で開発されたグラウンデッド・セオリー・モデルが Yan and Gray
(2001) によって、システマティックに検証されたことは、Parkhe (1993) で指摘された、
IJV 研究における帰納と演繹の作業を結合する仕事をしたことに値する。
一方で彼らの研究にはまだ不十分さが残っていることも指摘しておきたい。例えば、彼
らの研究におけるコントロールは、IJV の活動全体に対するコントロールを意味している
が、実際には各パートナーが必ずしも会社全体のコントロールに関心があるとは限らな
い。Ding (1997)、Lecraw (1984)、Luo et al. (2001) で指摘されたとおり、パートナーのコ
ントロールに対する必要性には非対称性があり、彼らは一部の特定な機能と意思決定領域
だけをコントロールしたい願望がある｡25 また、｢中国側親会社にとって、全体的なコン
トロールは、望ましくもないし、可能でもないだろう…また、制度上の干渉を通しての、
IJV 活動に対する地方政府の全体的な保護は、中国側親会社にとっての全体的なコント
ロールの重要性をさらに軽減するかもしれない」(Luo et al. 2001, p. 44)。したがって、Yan
and Gray の研究はパートナー間のコントロールに関する詳細な相違性を看過している可能
性がある。
「姉妹編」のこの二つの論文は、1980 年代に設立された早期の合弁会社を主な研究対象

22
23

24
25

すなわち、代案の利用可能性、IJV の戦略的重要性、資本金資源、及び非資本金資源のセット。
すなわち、戦略的コントロール、オペレーション上のコントロールと構造上のコントロールの
セット。
すなわち、パートナー間のコンセンサスと知覚されたコンフリクトのセット。
Ding (1997)、Lecraw (1984)、Luo et al. (2001) はコントロールを、｢全体的なコントロール」と
｢特定なコントロール」の二つに分けた。「全体的なコントロール」は、IJV のすべての活動をモ
ニターするようにデザインされたものである。「特定なコントロール」は、ある関係者（party）
の目標（goal）達成に戦略的に重要な領域を強調したものである。
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としたものである。しかし、合弁事業自体は操業を重ねるにつれて進化しており、外国側
も中国側も合弁経営を通じてジョイント・マネジメントそのものについて学習している。
また、中国ビジネスの内外環境もここ十数年で大きく変わっている。これらのすべての要
因は中国 IJV のパフォーマンス、パートナー間バーゲンニング・パワーとマネジメント・
コントロールのパターンに様々な変化をもたらしているに違いない。したがって、Yan
and Gray が自ら推奨したダイナミックス重視のアプローチは、今こそ必要なはずである。
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