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研究成果の概要（和文）：本研究課題では、数理的表現を用いて流通システムを描写することにより、競争環境
に直面する企業が流通チャネル管理のための意思決定を行う際に、多面的に役立てられる数理モデルを構築する
ことが目的であった。研究成果として、第1に製造業者・流通業者にとって望ましい流通チャネルはどのような
形態になるか、第2に製造業者・流通業者にとって最適な意思決定のタイミングはいつになるか、第3に需要の不
確実性が存在するときに製造業者・流通業者間における望ましい情報共有のあり方はどのようなものになるか、
をそれぞれ明らかにした。これらの成果は主に国際学術雑誌、国際学会において公表した。

研究成果の概要（英文）：In this research project, by describing distribution systems with the use of
 mathematical expressions, we aim to construct mathematical models that can be used for practical 
decision-making by firms facing competitive environments. We have achieved the following major 
research outcomes. First, we have identified the form of the distribution system, which is desirable
 for manufacturers and distributors. Second, we have derived their optimal decision timing. Third, 
we have determined their desirable information sharing process in the presence of demand 
uncertainty. These research outcomes have been published in international academic journals and 
presented at international academic conferences.

研究分野： 経営科学

キーワード： 流通
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１．研究開始当初の背景 
 今日の流通チャネル管理の実務では最適
な在庫量水準を求めるモデルなど、多様な数
理的表現を持つモデルが様々な局面で利用
されている。また昨今では、電子商取引の利
用により、流通業者を介さない直販のチャネ
ルなど、多様な形態の流通チャネルが利用さ
れるようになった。こうした実務の現状を受
け、客観的な数理モデルで流通システムを描
写し、そのモデルを意思決定支援のために利
用するというアプローチは学術的にも重要
性を増している。この現実を鑑み、本研究課
題では、数理的表現を用いて流通システムを
描写することにより、様々な競争環境に直面
する企業が流通チャネル管理のための意思
決定を行う際に、多面的に役立てられる数理
モデルを構築する。数理モデルは正しいステ
ップを踏めば万人が等しく理解でき、その意
味を伝えられるという利点があり、それゆえ
具体的な意思決定支援に役立てられる知見
を提供できる。 
 
２．研究の目的 
 本研究課題では、競争環境に直面する企業
が流通チャネル管理のための意思決定を行
う際に、多面的に役立てられる数理モデルを
構築することが大きな目的である。また、
「１．研究開始当初の背景」に記した事情を
考慮し、複数のチャネルを管理するチャネ
ル・リーダーを想定し、そのチャネル・リー
ダー間の競争とともに、チャネル内における
競争、すなわちチャネル・コンフリクトも考
慮した一般的な競争環境下でのモデル分析
を行うことが特色となる。 
 全体の目的を達成するために、本研究課題
では、チャネル管理に関する意思決定問題の
中でも、特に重要性を増している 3 つの問題
である、(1)メーカー・流通業者にとっての流
通チャネルの設計、(2)メーカー・流通業者の
最適な意思決定タイミング、(3)メーカー・流
通業者間における情報共有活動、に関する数
理モデルを順次構築する。さらにそれらの複
数のモデルを組み合わせることで、より一般
的なチャネル環境での意思決定支援に用い
ることが可能な、包括的なモデルへと発展さ
せる。 
 
３．研究の方法 

これまで流通チャネルの管理と調整を分
析したマーケティング・サイエンスの先行研
究では、チャネルの構成員となるメーカーや
流通業者は独立にそれぞれの利潤を追求す
るという状況を描写するために、非協力ゲー
ム理論の枠組みが用いられ、学術誌にそうし
たモデルが多数発表されてきた。このため、
研究方法としては、競争環境下における流通
チャネル管理を分析した先行研究で用いら
れてきた、非協力ゲーム理論を数理モデル構
築のために主に用いる。 
 

４．研究成果 
前項までに記したとおり、流通チャネル管

理のために役立てることができる数理モデ
ルを構築し、それらを国際学術誌・国際学会
において発表したことが主な研究成果とな
る。以下にまず研究代表者による成果をまと
める。 
(1) 2 つの対称的な製造業者が存在し、それら
はいずれも小売業者を介した伝統的な間接
販売チャネルと、直接販売チャネルの、2 つ
のチャネルを利用して最終消費者に製品を
販売することが可能である状況を想定する。
そして製造業者が価格面で競争するときは、
一方の製造業者は両方のチャネルに製品を
流通させるのに対し、他方の製造業者は直販
チャネルのみに製品を流通させるという、非
対称的な流通チャネルの構造が均衡として
生じることを示した。 
(2) 1つの製造業者と 1つの小売業者から構成
される 2 段階の間接流通システムにおいて、
その製造業者は直販チャネルと小売チャネ
ルの 2 つの流通チャネルを販路として用いる
状況を想定する。この製造業者は、いつ直販
チャネルにおける直販価格と小売チャネル
における卸価格を決定することが最適かを
求めるモデルを構築した。そして、製造業者
は卸価格を設定するよりも早いタイミング
か、同時のタイミングで直販価格を設定する
ことで、その利潤を増加させられることを示
した。 
(3) (2)のモデルに需要の不確実性を導入する
ことにより、モデルを発展させた。具体的に
は、1 つの製造業者と 1 つの小売業者から構
成される間接流通システムにおいて、その製
造業者は直販チャネルと小売チャネルの 2 つ
の流通チャネルを販路として用いる状況を
想定する。この状況で需要の不確実性が存在
するとき、製造業者は、いつ直販チャネルに
おける直販価格と小売チャネルにおける卸
価格を決定することが最適かを求める、不完
備情報のモデルを構築した。そして、製造業
者の需要予測精度が小売業者のそれよりも
低い場合には、製造業者は直販価格をできる
だけ遅くに設定することで、その利潤の期待
値を増加させられることなどを示した。 
(4) 1つの製造業者と 2つの小売業者から構成
される 2 段階の間接流通システムにおいて、
製造業者は卸価格をいつ設定すれば良いか、
さらに小売業者はいつ小売価格を設定すれ
ば良いかを決定する数理モデルを構築した。
結論として上流の製造業者は複数の卸価格
を同時に決定することが望ましいのに対し、
下流に存在する複数の小売業者は逐次的に
価格を決定することが望ましい、などの含意
を導いた。 

この他にも「５．主な発表論文等」の項目
に記しているとおり、研究分担者は流通チャ
ネルの数理モデルに関連する理論・実証研究
を行い、国際学術誌への論文公表、研究書の
出版、国際学会における報告、国内学会にお



ける招待講演などをそれぞれ行い、研究実績
を得ることができた。 

また、研究代表者は American Marketing 
Association, Winter Educators' Conference 2015
において成果となる論文の報告を行ったが、
そ の 学 会 の "Channels of Distribution and 
Interorganizational 
Relationships/Business-to-Business"トラックに
おいて、Best Paper Award を受賞したことも研
究成果の 1 つとしてあげられる。さらに、本
研究課題の実施から得られた一連の成果を
要因として、研究代表者は、その所属機関で
ある神戸大学から「2016 年度神戸大学優秀若
手研究賞」を受賞した。この受賞も課題の実
施から派生した研究成果としてあげること
ができる。 
 
５．主な発表論文等 
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