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Abstract 

 In this paper, we classify the recent study in stakeholder management study into macro 

approach and micro approach. We indicate that in the 90
th

,stakeholder management study the 

macro approach, taking stakeholder around the firm as a whole, the characteristics of the 

stakeholder is ignored, and the interface of firm and all the stakeholders consists of explain the 

relation with stakeholder and the value of corporation or the social responsibility, the purpose 

of micro approach, included stakeholder influence theory, network perspective of stakeholder 

theory, and stakeholder engagement, is to explain the firm-stakeholder relationship 

dynamically. In the end, discussing the challenge of two approach, we propose the linkage of 

macro approach and micro approach. 

 

Key Words: ステークホルダー理論、ミクロ･マクロ･リンク 

 

Ⅰ．視座の設定 

 

1. はじめに 

近年、経営学の研究において様々な利害関係者に着目するアプローチ、すなわちステー

クホルダー･アプローチを使って企業行動や企業組織を分析するものが増加しており、また

実際の企業経営においてもステークホルダー概念が利用される場面が増えてきている（例

えば Vinten, 2001）。もっとも、とりわけ 90 年代前半までの研究においては、ステークホル

ダー概念は企業倫理や企業の社会的責任(CSR)、あるいはコーポレート･ガバナンスとの関

係の中で使用され、ステークホルダー･アプローチが具体的な企業戦略と結び付けて議論さ

れることはかならずしも多くなかった。 

しかし、例えばステークホルダー・アプローチの創始者の一人である Freeman(1984)は企

業戦略における適用を考えていた。このような背景もあり、90 年代後半以降、企業倫理や

コーポレート・ガバナンス以外の広い分野でステークホルダーに対する注目が高まり、ス

テークホルダー･アプローチによる実証研究の対象領域も広がっている（例えば、Eesley and 
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Lenox,2005）。このようなステークホルダー・アプローチにおける新しい動きを捉え、整理

した上で、その可能性と課題を探ることが本稿の目的である。このために本稿では、ステ

ークホルダー・アプローチをマクロ・アプローチとミクロ・アプローチに分け、90 年代後

半の動きを「マクロからミクロへ」という形で整理する。その上で、それぞれのアプロー

チに内在する課題を指摘し、その課題に対応するためにマクロ・アプローチとミクロ・ア

プローチをリンクする考え方、すなわちミクロ・マクロ・リンケージを行う必要があるこ

とを指摘する。 

以下、第二節では、これまでのステークホルダー･アプローチによる研究について、マ

クロ･アプローチとミクロ･アプローチという分類軸を提示する。第三節では、マクロ･アプ

ローチによるステークホルダー研究の展開を整理し、その課題としてステークホルダーが

抽象化されて捉えられたため、いわば「顔の見えない」ステークホルダーになってしまっ

たことを指摘する。第四節では、ミクロ･アプローチによるステークホルダー研究の展開を

整理し、「顔の見えない」ステークホルダーという課題は解消された一方で、個々のステー

クホルダーの独自性が強調され、ステークホルダー関係の機能や特性がより一般的な理論

から説明できなくなっていることを指摘する。第五節はまとめとして、今後のステークホ

ルダー研究の方向性について、企業とステークホルダー関係が、企業を取り巻くステーク

ホルダーにどのように影響していくのかを扱う、ミクロ･マクロ･リンケージを進めていく

必要があることを指摘する。 

 

2. ステークホルダー研究のマクロ･アプローチとミクロ･アプローチ 

ステークホルダー研究は、総じて企業行動や企業組織の分析におけるステークホルダー

の意義を強調しているもののそのアプローチには多様なものがある（高岡 , 2006）。

Donaldson and Preston はそれまでに行われた研究を、規範的アプローチ、技術的アプロー

チ、記述的アプローチの三つに分類する（Donaldson and Preston, 1995）。この分類は、ステ

ークホルダー研究のコアを形成してきたのが規範的な議論であるという立場に立って、そ

れらの研究と、それを分析的なアプローチや、マネジメント技術に着目したアプローチを

区別することを目的としている。しかし、規範的アプローチと分析的アプローチは企業と

ステークホルダーの関係を説明するため相互補完的に発展してきた（Miles and Friedman, 

2006）。また、高岡(2006)ではこれまでの研究を、ステークホルダーを企業と対等に位置づ

ける企業論的アプローチと、企業経営にとってステークホルダーをどのように活用される

かという管理論的アプローチに区分し、規範的アプローチを企業論的アプローチに分類す

る。しかし近年の研究では、企業戦略との関係で技術的アプローチと記述的アプローチを

区分する意味が薄れ、企業を取り巻くステークホルダーのあり方（企業論的アプローチ）

とマネジメント手段（管理論的アプローチ）にも密接な関係があると論じられている（例

えば Rowley,1997）。またそれぞれのアプローチの内容もより個々のステークホルダーとの

関係に踏み込んだ研究になってきている（Miles and Friedman, 2006）。 

そこで、このような錯綜した状況を捉えるためには、Donaldson and Preston (1995) や高

岡(2006)の分類とはまた異なった分類が必要であるように思われる。そのためにここでは、

ステークホルダー・アプローチをマクロ・アプローチとミクロ・アプローチに分けてみる

ことにする。マクロ・アプローチとは、企業と環境との関係を分析するために、個々のス

テークホルダーの差異にそれほど注目せず、「ステークホルダーと企業」という形で関係を

一般化して分析するアプローチである。具体的には、企業と社会の関係における責任や企

業の社会問題への対応戦略(社会戦略)、企業に対する認知といった問題を取り扱う。一方、

ミクロ・アプローチはマクロ･アプローチでは捨象されていた個々の企業･ステークホルダ

ー関係の特性や差異に注目し、そのような差異を踏まえてそれぞれのステークホルダーが
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企業にどのような影響をどのようにして与えるか、そしてステークホルダーとの関係をど

のように構築していくかを分析の対象とする。 

このように分類すると、90 年代におけるステークホルダー・アプローチの研究は、一言

で言えば「マクロからミクロへ」という形で理解することができる。すなわち、企業と社

会との関係という非常に大きな見方から、個々のステークホルダーと企業の関係に分解し

て小さく捉える見方に変わりつつある。後で述べるようにこのような動きにはそれ自体課

題をはらんでいるが、それは後で述べることにし、まずマクロ・アプローチとミクロ・ア

プローチのそれぞれの研究を見ていくことにしよう。 

 

Ⅲ．企業と社会の関係―マクロ・アプローチ 

  

はじめに、企業のステークホルダーを一般化・抽象化して捕らえ、そのようなステーク

ホルダーと企業との関係を見ようとするマクロ･アプローチの研究を見てみることにしよ

う。このアプローチの出発点は、企業を中心にその周囲にステークホルダーが対等に配置

されると考える、ハブ・アンド・スポーク・モデルである。このアプローチによる研究関

心は、企業を取り巻くステークホルダーと企業との関係のあり方に関する問題や、ステー

クホルダーからの認知や評価が、企業にどのように影響しているかといった問題に向けら

れている。例えば、後に詳しく述べるように、エージェンシー関係に着目した説明（Jones, 

1995）や社会契約論（Donaldson and Preston, 1995）は前者であり、組織アイデンティティ

（Scott and Lane, 2000）に関する研究やステークホルダーによる「評判」の形成に関する

研究は後者と言える。以下、それぞれについて述べていこう。 

 

1. 企業のステークホルダーと社会的責任  

前者の企業とステークホルダーとの関係のあり方に関する研究においては、企業倫理や

CSR の研究と結びつき、企業は株主だけでなく他のステークホルダーに対して何らかの責

任を有していることが強調されてきた。もっとも歴史的な経緯に着目すれば、こうした議

論は（1）伝統的な企業観において企業や経営者は株主利益のみに資する存在と捉えられて

きたことを批判し、現実のビジネスが株主だけでなく多様な関係者との相互作用から成り

立っており、それ以外のステークホルダーに対して株主同様に配慮すべきという立場から

理論構築を行ってきたという側面と、（2）環境問題や、職場の安全衛生など増加する社会

問題に企業が対処するためにはどのような要素が必要かという観点から理論構築を行って

きたという二つの側面を持っている。 

株主利益以外に注目する議論自体はかなり昔からあり、例えば会社法の世界においては

1930 年代の Berle-Dodd 論争にまで遡ることができる (Berle, 1931; Dodd, 1932)。しかし、

とりわけ近年においては、株主だけに注目するのではなく、ステークホルダー全体との相

互作用に注目する研究が増えてきている。例えば Jones (1995) は、企業と企業を取り巻く

ステークホルダーは契約関係にあり、ステークホルダーと相互信頼に基づき、協調的な契

約関係を結んでいる企業はそうでない企業よりも競争優位に立つと指摘する。このモデル

では、経営者は全てのステークホルダーとの契約のエージェントであり法的な契約が結ば

れているかどうかがステークホルダーの範囲を識別する基準になると主張される (Hill 

and Jones, 1992）。一方、Donaldson and Preston (1995) は、企業と企業を取り巻くステーク

ホルダーとの関係は社会契約として捉えられ、ステークホルダーは各自の諸利益を担保す

るために自然権の一部を抑制しその関係にコミットしている一方で、経営者は、多様なス

テークホルダーに対して責任を負っており、その利益を尊重しなければならない立場にあ

ると説明する。このような考え方を受けて、高 (2006) はステークホルダーとの関係には
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契約関係ではなく信任関係を想定する必要があると指摘する。 

また、Randel (2002) は社会学における制度論 (e.g., DiMaggio and Powell, 1991）において、

企業環境が企業に与える影響という問題が中心的に論じられてきたことに着目し、制度論

の視点からステークホルダーに対する企業の対応行動について分析している。そこでは企

業を取り巻くステークホルダーは、強いか弱いか、同質的なものか異質的なものかによっ

て特徴付けられ、企業を取り巻くステークホルダーが強いほど、また同質的であるほど、

ステークホルダーの期待を確認する必要性が高まり、企業の自由度が高まると指摘される。 

同様にステークホルダーに対する責任を強調する議論には、ステークホルダーに対する

アカウンタビリティに関する研究がある。80 年代後半に入り、これまで株主が対象だと考

えられてきたアカウンタビリティの概念を株主以外にも拡張した議論が見られるようにな

った。例えば、Gray, Owen and Maunders (1987) はアカウンタビリティの概念を、株主以外

の株主や得意先といったステークホルダーに拡張し、企業は社会に対して活動に関する責

任と活動を説明する責任を負っていると指摘する。また、Roberts (1992) は、社会に対す

る企業の情報開示の能力は、ステークホルダー･パワー、戦略的姿勢、経済的パフォーマン

スによって規定される。 

以上述べた研究は、いずれもステークホルダーに対する責任やそれに対する対応に着目

しているが、そこでは問題が「ステークホルダー対企業」という形で設定されており、ス

テークホルダー間の差異には注目していない。また企業はステークホルダーに対して受動

的な立場にあり、能動的にステークホルダーに働きかけるという側面も考えられていない。 

次に後者の側面、すなわち企業が社会問題にどのように対応していくのかという問題意

識から発生した研究について述べていこう。 

これらの研究の出発点となるのは Carroll (1979) である。Carroll(1979)は、企業の社会責

任は四つの責任（経済的責任、慈善事業的責任、倫理的責任、法的責任）で構成され、社

会問題に対する企業の対応は①社会的責任の範疇と、②企業が社会から対応を期待される

問題、③企業の社会問題に対する姿勢の三次元で説明できると指摘する。その後の研究の

多くは基本的にこのモデルに基づいており、Watrick and Cochran (1985) や Wood (1991) が

その修正を図っている。 

80 年代後半に入ると、企業が積極的な社会貢献活動を行う意義により注目が集まるよう

になった。そうした中でこれまで社会問題マネジメントという名前で行われていた議論は、

企業の社会に対応する戦略、すなわち社会戦略として企業戦略の中に位置づけられるよう

になった。これらの議論において、社会戦略は長期的な企業の競争力に影響する要素であ

り（Smith, 1994）、ボトムラインを改善する戦略的ツールであると考えられるようになった

（Burlingame and Young, 1996）。その後も多くの議論が社会戦略と企業戦略の関係を論じて

いるが（e.g.,Marx, 1999; Burke and Logsdon, 1996; 横山, 2006）、こうした議論は、社会戦略

の目的が、社会全体の利益と企業の利益を同時に考慮する戦略であると見る点で共通して

いる。例えば Burke and Logsdon (1996) は社会戦略を「企業の収益を増やすとともにステ

ークホルダーの社会的ニーズをも満たすことを目的とした戦略」であると定義する。 

こうした理論的背景に基づいて、近年、複数の研究者が企業の社会戦略の水準(Corporate 

Social Performance, CSP）と企業業績との関係に注目しているが、これらの分析結果は一貫

した関係を主張するに至っていない。 

 これらの研究は社会問題に対する企業の戦略というものを分析対象にしている点におい

て企業の能動的な行動を扱っているが、一方でやはりステークホルダーというものを抽象

化して、言い換えればその差異にあまり注目せずに分析している。 

 

2.ステークホルダーによる認知・評価 
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マクロ･アプローチによりステークホルダーと企業との関係を捉える研究のもうひとつ

の問題は、ステークホルダーが企業をどのように認知し、評価しているかという点に関わ

るものである。 

Elkington (1998) や Clarkson (1995) は、ステークホルダーによる評価を測定することの

重要性を指摘し、そうした観点から企業の評価が総合的に行われる必要があると指摘する。

Elkington (1998) のトリプルボトムライン（環境価値、経済価値、社会価値を高めることで、

企業は総合評価の向上を図ることができる）の概念は、企業の評価が株主価値による財務

評価だけで行われるべきではなく、ステークホルダーの評価を反映したものであるべきで

あるという主張に立っている。一方、Clarkson (1995) は、Caroll(1979)の議論に依拠して企

業と企業を取り巻くステークホルダーとの関係を体系的に議論しながらも、ステークホル

ダーに対してマネジメントを行う主体として、経営者の役割を強調する。すなわち、企業

の経営者がステークホルダーに対する説明責任や、義務、責任を適切に果たすことで、ス

テークホルダーの満足度が高まり、企業を取り巻くステークホルダー･システムが維持され

ると指摘する（Clarkson,1995）。さらに、Elkington(1998)の指摘を踏まえて、企業のランキ

ングにステークホルダー･アプローチを企業のランキングなどに応用する手法がいくつか

提案されている（蟻生･水尾, 2003）。 

また、バランスド･スコア･カード（BSC）とその関連研究は、業績管理にステークホル

ダー･アプローチを導入する可能性を指摘する。BSC による業績評価はもともと、財務指

標による業績評価が株主価値の向上のみを基準としていることを批判し、企業の業績評価

を総合的に行うべきだと主張するが（Kaplan and Norton, 1996）、業績管理にステークホル

ダーからの評価を導入することも、その一つの手段だと考えられている。こうした議論か

ら出発して Atkinson and Epstein (2000) はより明示的に、ステークホルダー･アプローチに

基づいた BSC の活用例を提案する。彼らは BSC を用いることで、企業の利益とステーク

ホルダーの利益の整合性を評価することができると主張し、実際に BSC を活用してステー

クホルダー利益を評価している事例を紹介している。 

なお、現実にも経営者が企業経営において株価だけではなく、ステークホルダーとの関

係を意識することが必要であるという主張は支持を集めているように見える。例えば Poole, 

Mansfield and Mendes (2001)は、1985 年と 2000 年を比較すると、経営者はよりステークホ

ルダーの利益や価値を重視するようになったとする (Vinten, 2001）。ただし、上で述べた

研究は、どのようにすればその評価を高めうるのかについてのマネジメント手段を提唱し

たものではないことには注意が必要である。 

一方、Scott and Lane (2000) や Hatch and Schultz (2003) は、企業イメージや組織アイデン

ティティなど企業の認知形成におけるステークホルダーの役割を強調する。すなわち、

Hatch and Schultz (2003) によれば、企業イメージはステークホルダーによって組織がどの

ように見られるかを示すものであり、その形成にはコンサルタントや市場調査者(Cheney 

and Christensen, 2001)、あるいは関連企業や競争者(Labianca et al,2001)などのステークホル

ダーが積極的に関与する(Scott and Lane, 2000)。このようなステークホルダーは、組織内で

保持されているアイデンティティを正当化したり、あるいはその修正を図ることで、アイ

デンティティの形成に関与する(Elsbach and Kramer, 1996)。 

また、このような認知形成の問題は、コーポレート･コミュニケーションの研究におい

ても指摘されている。すなわち、ステークホルダーとの対話が企業のコミュニケーション

活動の本質であるとしばしば指摘されている（e.g., Cornellisen, 2004）。とりわけ、企業事

故に関するリスクコミュニケーションの研究においては、ステークホルダーによる参加や

理解のプロセスが危機管理のプロセスにおいて重要な意義を持ち、企業の損失を抑えるこ

とに貢献すると指摘する（例えば、吉野,2004）。 
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このような研究は認知形成においてステークホルダーに対して対話により働きかける

可能性を示唆しているが、実際にはこのような研究は必ずしも多くはない。 

このような研究のひとつとして上げられるのが、企業の「評判」に関する Fombrun (1996)

の研究である。ここでは「評判」を、企業の過去の行動や将来の見通しについてライバル

企業と比較をした際にステークホルダーが持つイメージの総体をと定義し、「評判」の向上

を目的とした戦略の可能性を指摘する。Fombrun(1996)によれば、例えば企業は自社の CSR

に関する情報を開示することで、ステークホルダーとのコミュニケーション機能を高め、

ステークホルダーからの「評判」を向上させることができる（なお Fombrun and Shanley, 

1990）。このような評判の水準は、実際に企業業績や、消費者の購買行動に影響することは

既に指摘されている（Brown and Dacin, 1997; Creyer and Ross, 1997）。 

以上述べてきたように、ステークホルダーによる企業の認知・評価に着目する研究にお

いては認知形成や評価の多面性の側面ばかりが注目され、企業からステークホルダーに働

きかける側面はあまり強調されていない。また、ステークホルダーについても抽象的に扱

われており、再三強調しているように個々のステークホルダー間の差異についてはあまり

考えられていない。 

以上述べてきたマクロ・アプローチの問題点、すなわち企業からステークホルダーへの

能動的な関与とステークホルダーの意見の欠如といった問題に対して、90 年代後半に発展

してきたのはミクロ・アプローチである。 

 

Ⅳ、企業を取り巻くステークホルダー関係と企業の機能戦略 

次に企業と個々のステークホルダーとの関係を見ようとするミクロ･アプローチの研究

を見てみることにしよう。 

これまでに行われてきたマクロ･アプローチの研究では、Freeman(1984)のハブ･アンド･

スポーク･モデルに代表されるように、ステークホルダーの全てが企業と対等に配置されて

いた。その結果、個々のステークホルダーの性質の差異は捨象され、企業とステークホル

ダーとの関係は、一般的かつ抽象的に論じられるにとどまっていた。 

ミクロ･アプローチの研究は、この点に着目し、企業とステークホルダーとの関係を捉

える際に、ステークホルダーの性質の差異を強調する。こうした研究を代表するのは、ス

テークホルダーを何らかの基準により分類しようとする研究や、ステークホルダーと企業

の関係の性質に着目した上で、積極的な関係を構築するステークホルダー･エンゲージメン

トの意義を強調した研究である。前者の議論において、Mitchell, Agle, and Wood(1997)、

Savage, Nix, Whitehead, and Blair(1991)、Frooman(1999)はそれぞれ異なる視点からステーク

ホルダーの性質を分類し、企業が個々のステークホルダーに対してその差異に応じたマネ

ジメントを行うことの意義を強調する。一方、後者の議論において Svendsen(1998)や、

Harrison and St.John(1998)は、とくに重要だと考えるステークホルダーに対して企業が積極

的に関係を構築することの意義を指摘する。 

このような研究によって、企業を取り巻くステークホルダーの捉え方自体が見直される

ようになり（Rowley,1997）、企業とステークホルダーの関係も徐々に単純かつ一方的なも

のからそれぞれの差異に応じた双方向的なものとして捉えられるようになってきたと考え

られる。 

 

1．企業･ステークホルダー関係とそのコントロール:企業サイドから 

もともと企業を取り巻くステークホルダーには、従業員、顧客、地域社会など多様なス

テークホルダーが含まれ、その性質はステークホルダーごとに異なるものである。このた

め最近は多くの研究が、ステークホルダーを分類する基準について提案を行ってきた。し
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かし初期の研究は、そもそもステークホルダーの範囲がどこまでかを論じたもので、企業

戦略の観点からステークホルダーの分類を行ったものではない。 

こうした研究としてまず考えられるのが、企業とステークホルダーの結びつきの強さに

よってステークホルダーを分類しようとする研究である。例えば Post らは企業と相互関係

にあり、企業の事業活動に影響を与える第一次的ステークホルダーと、企業の事業活動に

よって直接的・間接的な影響を被る集団である第二次的ステークホルダーに区分する

（Post,Lawrence, and Weber,2002）。Wheeler and Sillanpaa(1997)は、企業と直接的な意思疎通

が可能かどうかを基準にしてステークホルダーを区分する。 

さらに、Mitchell et al(1997)や Savage et al(1991)、あるいは Frooman(1999)の研究では、企

業戦略の観点からステークホルダーに優先順位をつけ、ステークホルダーの性質の差異に

応じてマネジメントを行うことを主張している。先ず Mitchell et al(1997)は、ステークホル

ダーのパワー、正当性、緊急性が企業にとってステークホルダーの重要性を規定すると主

張する。一方 Savage et al(1991)はステークホルダーの行動様式に着目し、ステークホルダ

ーが企業に協調的な態度を取るか、敵対的な態度を取るかによって、企業が取りうる戦略

のタイプが異なると主張する。これに対し、Frooman(1999)はステークホルダーの影響力を

説明するのは、焦点組織とステークホルダーの資源依存関係であると指摘し、企業とステ

ークホルダーの資源依存関係に基づいて、企業は必要な戦略（経営資源を直接的に操作す

る戦略と、経営資源を間接的に操作する戦略、互恵的な戦略、敵対的な戦略）を選択する

と主張する。 

その後の研究の展開を見る限り、とりわけ Frooman(1999)のモデルは、ステークホルダ

ーの影響力を検討する際に、理論的背景として注目を集めており、ダウンサイジング

（Tsai,Yeh,Wu and Huang,2004）や排出物管理（Henriques and Sharma,2005）など幅広い分野

の実証研究で引用されている。しかしこれらの分析結果を通じても、資源依存関係のステ

ークホルダーの一般的な影響力を証明するには至っていない。むしろ、資源依存関係はス

テークホルダーの影響力を規定する変数の一つでしかなく、実際の影響を検討する際には、

正当性といった他の要因を同時に考慮する必要性が指摘されている。 

また、こうした議論とは少し異なる視点から、Rowly(1997)は、Freeman(1984)が想定し

た企業を取り巻くステークホルダーのありかた自体に批判の目を向ける。彼によれば、

Freeman(1984)のハブ・アンド・スポーク・モデルは、企業とステークホルダーの関係を強

調するものの、ステークホルダー同士に相互作用があることを見落としている。こうした

観点に立って彼は、社会ネットワーク論を参考にしながら、企業とステークホルダーの関

係は、ダイアドの関係ではなく、ネットワーク関係としての性質を持っており、企業とス

テークホルダーの関係は、ネットワーク構造を説明する概念、すなわち、ネットワークに

おける中心性とネットワーク密度によって説明できると主張する。このような主張も、「顔

のないステークホルダー」という課題を克服し、実際のステークホルダーのあり方に注意

を向けた研究と言える。 

 

2．企業･ステークホルダー関係のコントロール:ステークホルダーのサイドから 

これまでの議論において、ステークホルダーの性質の差異やそれに応じたマネジメント

の必要性は、企業サイドから論じられてきた。この背景として、もともと Freeman(1984)

が想定していたステークホルダー･マネジメントのモデルでは、経営者がステークホルダー

の利益を認識し、それに対応する戦略を策定することを中心的に論じており、ステークホ

ルダー側が自主的に行動する点を十分に議論してこなかったことが挙げられる。この点に

ついて、これまでに取り上げた Mitchell et al(1997)や Savage et al(1991)などの議論でも、ス

テークホルダーの性質の差異に着目するものの、企業サイドから議論を展開しているにと
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どまっている。一方、これから取り上げる議論では、企業とステークホルダーの関係にス

テークホルダー側が積極的に働きかける可能性を論じている。言い換えれば、企業とステ

ークホルダーの双方向性に注目しようとする議論である。 

もともと、ステークホルダー研究では、ステークホルダーと企業の関係は信任関係など

で成り立っており、企業がステークホルダーの利益を考慮しなかった場合や、ステークホ

ルダーが企業との関係に不満を抱いた場合には、企業とステークホルダーの関係が維持で

きなくなると考えている（Ckarkson,1995）。 

このような場合、ステークホルダーは何らかの形で不満を表明したり、自らの利益を守

るように働きかけたりすると考えられる。Hirshman(1970)の言う退出(Exit)戦略と、発言

（Voice）戦略である。しかし実際には、これらの戦略は、それらの戦略を取りうるステー

クホルダーの性質に応じて多様な形態を取りうる。 

そのため Frooman(1997)は、資源依存関係によりステークホルダーの性質を識別しなが

ら、これらの戦略について横断的な分類を行っている。彼によれば、これらの戦略には、

労働者によるボイコットやストライキ、投資家による選別や排除などステークホルダーに

より経営資源の供給の制限または停止が行われる場合（Withholding Strategy）と、株主提

案権の行使や SRI における投資戦術、NGO と組織の連携などを通じて経営資源の供給の可

否が交渉材料として利用される場合（Usage strategy）の二つがある（Frooman,1999）。この

ような議論を受けて Miles and Friedman(2004)も、ステークホルダーが取りうる手段にはこ

の二つに加え、Letter writing Campaigns など企業に意見の反映を求める Voice Strategy と、

訴訟やサボタージュなど企業活動に損害を発生させる Damage Strategy があると指摘する。 

なお、現実にステークホルダーがこのような戦略的な行動を起こす場合には、労働組合

や消費者団体など、ステークホルダーによって何らかのグループが形成されている場合や

メディアなどの中間団体が介在している場合が多い。そこでステークホルダーが企業にど

のような影響を与えうるかといった問題を考える際には、ステークホルダーが形成するグ

ループの性質を考慮することが重要だと考えられる。Rowley and Moldoveanu(2003)は、こ

の点に着目し、グループの性質や、グループにより形成される集合的なアイデンティティ

の重要性を強調する。彼によれば、ステークホルダーが実際に行動するための条件は、特

定の問題に対して強い関心が存在すること（Freeman,1984）や緊急性が存在すること

（Mitchell,Agle and Wood,1997）だけでは不十分であり、①グループ内の利害がどれだけ一

致しているか、②グループが、独自性のあるアイデンティティを主張できる立場にあるか、

という二つの条件が重要である（Rowley and Moldoveanu,2003）。 

 

3. 企業･ステークホルダー関係の構築とステークホルダー･マネジメントの水準 

一方 Svendsen(1998)や、Harrison and St.John(1998)は、企業とステークホルダーの関係の

内容についてより踏み込んだ議論を展開する。彼らは、ステークホルダー･マネジメントと

は、企業活動に影響するステークホルダーを特定したり、その関心を把握するといった伝

統的な手段にとどまらず、ステークホルダーとの関係を積極的に構築し、互恵的な行動を

促進すること（ステークホルダー･エンゲージメント）を含んでいると指摘する。 

こうしたエンゲージメントを行うメリットは Svendsen(1998)によれば三つあり、（1）外

部ステークホルダーとの対話を通じて企業が「情報資源」を入手し、それを通じて企業環

境の予測がより正確になること、（2）製品開発への参加などを通じてイノベーションが創

出させること、（3）ボイコットやストライキなど反企業的行動が抑制されること、が挙げ

られる。こうした考え方は、初期のステークホルダー研究において指摘されてきたビジネ

スの協働性（e.g. Goodpaster and Atkinson, 1992）といった考え方を背景としたものと考えら

れ、Andriof and Waddock(2002)はこれらの効果をまとめて、エンゲージメントを通じて企
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業は社会資本を創造し、社会的リスクをコントロールすることができると指摘する。 

もちろん、実際のエンゲージメントには、経営者のコミットメントが求められ、そのエ

ンゲージメントによって組織間学習が生まれる必要がある(Post et al,2002)。こうした点か

ら企業は全てのステークホルダーに対してエンゲージメントを行うわけではなく、むしろ

エンゲージメントを行うステークホルダーを戦略的に選択すると考えられる。その選択基

準には幾つかの考え方があり、そのステークホルダーとのエンゲージメントが企業を取り

巻く環境の不確実性をどの程度低減させるかや、企業戦略の重要性に応じて選択されると

いう基準や（Harrison and St.John, 1998）、将来の成長性やイノベーションが期待できるかと

いった基準（Hart and Sharma, 2004）、企業のライフサイクルに応じて選択されるという基

準（Jawahar and Mhlaughlin, 2001）などが提案されているが、まだ結論は出ていない。 

なおこの点に関連して、ミクロ･レベルの研究を通じても個々のステークホルダーとの

関係をどのように評価するべきか、評価手段がまだ確立していないことに注意する必要が

ある。確かにこれまでの研究を見ると、かなり以前から企業とステークホルダーの関係に

は段階があり、その段階に着目することがマネジメントの質を評価するうえで重要である

ことが指摘されている（例えば、Arnstein, 1969）。 

しかしどのような指標がステークホルダーとの関係を示すかについては、コミュニケー

ション量や意見表明、満足度など複数の可能性が提案されているものの一貫とした結論は

得られていない。またコミュニケーション量などに着目し、企業とステークホルダーの関

係を定量化しようとする場合には、企業組織のどのレベルに着目するかも問題となる。 

これまでの研究を見る限り、ステークホルダーとの関係は、企業のトップマネジメント

に対する影響に着目して捉えられている。例えば Luoma and Goodstein(1999)は、トップマ

ネジメント組織（執行委員会や監査など）におけるステークホルダーのプレゼンスに着目

し、プレゼンスの程度がステークホルダーの意見がどの程度経営に反映されているかを示

すと指摘する（Luoma and Goodstein,1999）。こうした考え方は、とりわけ日本企業のグル

ープガバナンスやメインバンクガバナンスを論じる際に、兼任役員や派遣役員の存在に注

目が集まり、トップマネジメント組織におけるそれらの数が、その影響を図る指標として

取り上げられてきた考え方とも符合する。 

一方、Strong, Ringer and Taylor(2001)や Miles and Friedman(2006)は、企業の意思決定にス

テークホルダーが参加していたかではなく、ステークホルダーの意見が実際に反映されて

いたかどうかに着目する。すなわち、ステークホルダーと企業の間で効果的な対話が行わ

れているかどうか（Strong, Ringer, and Taylor,2001）や意思決定前にステークホルダーに情

報が伝えられていたかどうか（Miles and Friedman,2006）が、ステークホルダーと企業がど

れだけ密接な結びつきを示す指標となると指摘する。 

このような考え方は、企業と個々のステークホルダーとの関係を、ステークホルダーの

性質だけでなく企業とステークホルダーをつなぐ、組織のコミュニケーション構造を考慮

しながら捉えようとするものであるが、Miles and Friedman 自身も指摘するように、これま

でのステークホルダー研究では十分な分析が行われていない。 

 

3. 周辺分野におけるミクロ･アプローチ的研究 

 これまでに取り上げたステークホルダー研究とは異なり、マーケティングや戦略的提携

の研究の中にも、実質的に企業･ステークホルダー関係を扱っていると考えられる研究が多

く見られる。これらの研究は、マーケティング研究における顧客と企業のように、もとも

と特定のステークホルダーと企業の関係のみを扱ってきたが、近年の研究では特定のステ

ークホルダーとの関係が、企業経営や他のステークホルダーにどのような影響を与えるか

といった問題や、その関係を社会的意義と関係づけて論じることで、ステークホルダー研
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究としても重要な意義を持つに至っている。そこでこれらの研究について見ていこう。 

まずマーケティング研究に着目すると、多くの研究が、マーケティング担当者にとって

ステークホルダー･マネジメントが、消費者の価値向上や、ブランド構築において重要な意

義を持つと指摘する(e.g.Charter,1992)。このような議論を受けて Miller and Lewis は、マー

ケティング担当者が、顧客にどのような相互関係があるのかといった点や、それぞれの利

害にどのようなコンフリクトがあるかといった点を調べる必要があると指摘する（Miller 

and Lewis,1991）。 

一方、リレーション･マーケティングなどの研究では、顧客との関係の構築や維持自体

が、マーケティング活動の目的になりうると主張するものが多い。例えば Blattberg らは、

顧客が顧客である期間に企業にもたらす価値（カスタマー・エクイティ）に着目し、CRM

を通じて顧客情報を蓄積･活用することが、顧客維持につながり、結果として企業収益の向

上に寄与すると指摘する（Blattberg and Deighton, 1996）。このような議論をステークホルダ

ー研究の視点から見た場合、企業が顧客に対して効果的なエンゲージメントを行うことで

企業収益の向上に寄与すると見ることができる。さらにグリーンマーケティングや社会的

マーケティングの研究では、特定分野に専門知識を持つ顧客と企業が連携することで、企

業がステークホルダー関係を維持し、組織間学習を行うことの意義が強調されている

（Polonsky, Rosenberg, and Ottman, 1998）。 

次に戦略的提携の研究に着目すると、この分野における多くの研究が、提携を行う企業

間に継続的･互恵的な関係が存在することが、提携のパフォーマンスを高め、提携企業の競

争優位に影響すると指摘する。こうした議論では、企業間関係における組織的な信頼関係

が提携を通じた組織間学習に影響するとされこれらの要素と提携のパフォーマンスの関係

について実証研究が行われている（e.g. Zaheer, Mcevily, and Perrone, 1997;Singh and Mitchell, 

1996）さらに、こうした議論と関連して、合弁会社の設立などリスクの高い提携が行われ

る場合には、共同行為の実績などを通じて、提携企業間に互恵的な関係が存在しているこ

とが、その提携成立の前提条件になっているという報告もある（後藤、1999）。 

  

Ⅴ．ステークホルダー研究の展望と課題 

 

これまでの議論で示してきたように、90 年代後半以降のステークホルダー研究は、マク

ロ･アプローチにおいて捨象されてきたステークホルダーの性質の差異に注目が集まり、そ

れに対するマネジメントの考察を通じて、企業戦略とより結び付けて捉えるようになった。

さらに、これらの研究では、Freeman(1984)が想定していたような企業とそれを取り巻くス

テークホルダーのあり方も見直され、これまで同質かつ一方的なものとして捉えられるこ

とが多かった企業と個々のステークホルダーとの関係は、それぞれで異なる双方向的なも

のとして捉えられるようになってきた。 

ところが、個々のステークホルダーの性質の差異に着目し、それぞれのステークホルダ

ーと企業との関係をよりダイナミックなものとして捉えようとしたミクロ･アプローチで

は、企業と企業を取り巻くステークホルダーを一体として見る事でマクロ･アプローチが持

っていた一般的な視点が失われ、組織論など他のアプローチに対する独自性が薄れるよう

になった。一方、二つのアプローチを通じても、個々のステークホルダーに対するマネジ

メントが組織内外のコンテクストとどのような関係にあるのかといった問題や、ステーク

ホルダーマネジメントの違いが企業収益や、企業の競争優位とどのように結びつくかとい

った問題は必ずしも明らかでない。 

このように考えると、これまでに行われてきたミクロ･アプローチとマクロ･アプローチ

にはそれぞれの課題がある一方、これまでのステークホルダー研究に共通する課題も浮か
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び上がってきている。それでは、今後のステークホルダー研究はこうした課題をどのよう

に克服できるのだろうか。以下二つの根拠に基づいて、ミクロ･マクロ･リンケージが重要

になることを指摘する。 

第一に、マクロ･アプローチによる研究と、ミクロ･アプローチは相互補完的なものであ

る。むしろステークホルダー研究の課題は、個々のステークホルダーと企業の関係が、他

のステークホルダーのマネジメントにどのように影響するかを扱う、ミクロ･マクロ･リン

クの分析が意義を持つと考えられる。なぜならば、もともと特定のステークホルダーとの

関係のみを扱った研究はマーケティングや HRM など他分野の研究においてすでに行われ

ており、ステークホルダー研究では、複数のステークホルダーの存在することに着目し、

その利益をバランスさせることや、コンフリクトを抑えるための手段を見出すことに独自

性があると考えられるからである。 

このように考えるとき、ステークホルダー研究は、個々のステークホルダー関係の性質

についてより具体的に考察することを目指すだけでなく、その関係を、企業を取り巻くス

テークホルダーの構造や、他の関係とあわせて議論することが求められる。言い換えれば、

マクロ･アプローチとミクロ･アプローチを同時に考慮することが、ステークホルダー研究

の独自性を主張する上で必然であると考えられる。 

第二に、このような個々のステークホルダーとの関係と企業を取り巻くステークホルダ

ーのあり方を分析していく上で、組織内におけるステークホルダーとの接点をより明確に

捉える必要がある。最近行われている研究を含め、ステークホルダー研究では、ステーク

ホルダー･マネジメントが企業のトップマネジメントの意思で行われていることを前提と

考えている。しかし、排出物管理など、ステークホルダーが関心を持つ行動の多くは、通

常、組織の下位のマネージャーによって行われている。こうした組織の下位のマネージャ

ーが想定するステークホルダーは、トップマネジメントや他部門の役員が認識するステー

クホルダーと異なる（Miles and Frideman,2006）。そうであるとすれば、個々の企業とステ

ークホルダーの関係や、それに対するマネジメントを踏み込んで考える場合には、これま

での研究で議論されることが少なかった組織内の意思決定構造やコミュニケーション構造

の影響を分析する必要があると考えられる。 
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表 1: これまでのステークホルダー研究の分類 

アプローチ 主な著者 主な論点 

マクロ･アプ

ローチ 

Donaldson and Preston,1995;Hill and 

Jones,1992;Randel,2002 

企業とステークホルダーの関係の

意義 

Caroll,1979; 

Clarkson,1995 

Ullman,1985;Roberts,1992;Glay,1996 

企業の社会的責任 

企業のソーシャル・パフォーマンス 

説明責任 

Atkinson and Epstein,2000 ステークホルダーの利益のバラン

スと業績管理（BSC） 

Scott and Lane,2000 

Fombrun,1996; Cornellisen,2004 

組織アイデンティティ 

レピュテーション 

ミクロ･アプ

ローチ 

Frooman,1999 

Rowley,1997 

RowleyandMoldoveanu,2003 

ステークホルダーの影響 

ネットワーク論 

ステークホルダー動員論 

Arnstein,1969; 

LuomaandGoodstein,1999 

Harrison and St.John,1998 

ステークホルダー･エンゲージメン

トとその手段 

Blattberg and Deighton,1996 

Strategic Alliance 

周辺研究 

 


