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管理会計が看過してきたこと
―健全な管理会計実践のための指針―

加登　　豊

＜要　旨＞
　管理会計は，単体管理会計技法に注目してきた。しかし，活きた経営のなかで使われる管理会計

には単体システムに加えて，長期継続的に利益獲得するためのビジネスの仕組みに組み込まれた管

理会計がある。本論文では，管理会計研究の系譜も踏まえて，管理会計が組み込まれたビジネスシ

ステムについて多面的な検討を行う。
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　管理会計の有用性，管理会計体系論，単体管理会計技法，管理会計が組み込まれたビジネスシス

テム，利益獲得に貢献する仕組みとしての管理会計，長期継続的利益，管理会計の御者機能
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１　はじめに
　Johnson…and…Kaplan（1987）が管理会計研究の有用性喪失に関する警告を発してからすでに 30

年以上が経過した。同書の出版後，管理会計研究は「研究のための研究」からの脱却を目指して多

面的な展開を遂げた。そのうちの一つに，管理会計の経営実践への有用性回復にむけての動きがあ

る。管理会計研究者が学術研究に没頭している間に，経営実践では直面した課題の解決に向けて多

くの試みが展開されていた。その点に注目し，実践で鍛えられ磨きをかけられた優れた管理会計を

発掘し，それらについての研究・教育とともに実践適用を促進することで，管理会計の理論と実務

のギャップを埋めることが企図された。経営実務に役立ってこその管理会計という視点の重要性が

再認識されたのである。研究方法として，ケース研究やフィールド研究が推奨され，多くの発見が

あり知見が蓄積された。それにもかかわらず，一部の例外を除き大半の管理会計関連科目（原価計

算，管理会計，コストマネジメント，マネジメント・コントロールなど），とりわけ原価計算と管

理会計の教育内容は 30 年以上前とほとんど変化していない。また，管理会計実務も劇的な進化を

遂げているとはいいがたいばかりでなく，錯誤と迷走を繰り返している１。

　本論文では，自己充足的で単体として機能する管理会計技法に過度の関心を示してきたことに注

目する。管理会計研究に大きな変革をもたらしたと評価されている Relevance Lost でさえも，管理

会計研究の単体志向の呪縛から逃れることはできなかった。活きた経営の中で使われる管理会計は，

単体システムだけではない。注目すべきは長期継続的に利益獲得するためのビジネスの仕組みであ

り，そこに組み込まれた（embedded）管理会計なのである。

　本論文ではまず，なぜ管理会計が経営実務から大きな関心を寄せられていないかを明らかにする。

続いて，管理会計が単体志向から脱し，管理会計が組み込まれたシステムの重要性を認識するにい

たった経緯を説明し，優れた事例をいくつか紹介することを通じて管理会計が組み込まれたシステ

ムの役割を説明する。　

２　単体管理会計システムへの過度の注目から生じる問題
2.1．管理会計に対する隔靴掻痒感

　管理会計には「隔靴掻痒（かっかそうよう）」「掉棒打星（とうぼうだせい）」感がある。「じれったく」

「はがゆく」「もどかしい」。このような居心地の悪さは一体何に起因するのだろうか。その理由は，

端的にいうなら，管理会計は経営実務への有用性が問われる実践的学問でありながら，企業経営に

とって極めて基本的で素朴な発想である長期継続的利益の獲得を目指すというストレートな取り組

みに直結していない点にある。管理会計研究の主要なトピックスは単体として機能する管理会計技

法をめぐるものであり，これら技法の多くは，間接的にしか企業業績の向上に貢献しない。

　例えば，標準原価計算を用いた原価管理は，実際原価を標準原価に近づける活動である。そこで

の主だった議論は，原価標準の算出方法，標準のタイトネス（厳格度）をめぐる考察，標準原価差

異分析の計算方法などである。標準原価計算は，本来，実際原価を規範値である標準原価に近づけ

１　青島（2008）およびプレジデント・オンラインの連載記事
　https://president.jp/list/search?fulltext=%E5%8A%A0%E7%99%BB%E8%B1%8A…を参照されたい。
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ることで原価低減を目指す技法であるにもかかわらず ,…技法の洗練に目を奪われてしまった。原価

標準を「達成可能良好水準（attainable…good…performance…level）」に設定することに尽力すべきな

のに，時間研究や動作研究に基づく原価標準の設定はなされず，「正常原価」で代用するという安

易な実務が一般的なものとなっており，このような状況を是正することに注意が払われているとは

いえない。ここで示したように，経営実践で重視されるのは原価管理ではなく原価低減であるとい

う事実を直視していない。同様に予算管理に関しても，中長期利益計画との関連，予算編成スケ

ジュール，予算編成事務局の機能，予算目標の設定方法，予算編成手続き，変動予算，予算差異分

析，予算ゲームや予算スラック，業績評価，インセンティブシステムとの関連，予算不要論（脱予算）

などについては言及されるが，売上高目標の達成や目標利益獲得への貢献という予算本来の機能に

ついては，ゼロベース予算を除いては検討されることは少ない。また，予算管理では PDCA サイ

クルは「回らない」（加登 2017a,…2017b）ことは明らかであるにもかかわらず，予算管理は PDCA

サイクルを通じた管理ツールであるという誤った認識はいまだに払しょくされていない。

　標準原価計算も予算管理も，ともに単体管理会計技法として自己完結的に機能するが，他の経営

職能から完全に独立しているわけではないことも加えて確認しておく必要がある。また，他の管理

技法（標準原価計算なら生産管理や品質管理，予算なら，プロジェクト別の大型投資案件との関係，

減損処理と減損発生事由のレビュー，期中に採択された創発戦略の予算実績への影響度の分析）や

経営全般の成績とどのように関連しているかについての検討は十分に行われているとはいいがた

い。

　標準原価計算と予算管理の例からも明らかなように，技法を有効に機能させるための要件検討が

主だった考察事項となり，技法がいかに利益獲得に貢献するかがあまり議論されないこと，そして，

経営の中での生きた姿が明確に示されていないこと２が，管理会計に関する「隔靴掻痒（かっかそ

うよう）」「掉棒打星（とうぼうだせい）」感につながっている。このような状態が，実務と研究と

の乖離を生み，実務の研究への無関心につながっている。

2.2．単体管理会計技法への過度の注目

　Johnson…and…Kapan…（1987,…12）には，「実質的に 1925 年までに，今日利用されているすべての管

理会計実務は開発されてしまった」３という指摘がある。同書で取り上げられている管理会計実務

は，伝統的原価計算と標準原価計算（と差異分析），予算，変動予算，販売予測，振替価格，ROI

による事業部業績測定尺度などいずれも単体として機能する管理会計技法である。Relevance Lost

出版以降は，同書が出版された当時に極めて高い競争優位性を示していた日本企業における管理会

計実践に関心が寄せられ，「実務に潜む理論」の解明が行われた。そして，京セラのアメーバシス

テム，原価企画，日本的品質管理，JIT 生産システム，BSC（Balanced…Scorecard），ABC/ABM…

２　製品ライフサイクルが極めて短く，多品種製品の提供が常態となっている今日では，標準原価計算を用いた原価
低減も原価管理も機能しなくなっていることも知っておく必要がある。

３　Do…Pont 社のよる投資利益率（Return…on…Investment:…ROI）指標の開発とゼネラル・モーターズ社における
ROI 指標を活用した事業部制組織の運用をもって，管理会計実務の開発は終わりと告げたと Johnson…and…Kaplan…

（1987）と記述している。
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（Activity-based…Costing…/Activity-based…Management）などに関する研究が進んだ。ただこれら

もまた一部を除けば，単体で機能する管理会計技法，あるいはそれを起点とするシステムである４。

　個別の手法や技法に目を奪われたためか，経営の仕組みに組み込まれて使用されているにもかか

わらず，経営実務の中で活き活きと機能している管理会計の存在は看過されてきた。管理会計への

役割期待を検討する場合，注目すべきは資源ベースの競争戦略論の研究成果であるビジネスシステ

ムである。管理会計研究に必要だった分析視点は管理会計研究の内部からは生まれず，競争戦略論

によって提供されているのである。個々単体の管理会計技法の利益獲得への貢献は限定的であるの

に対して，ビジネスシステムには大きな利益貢献が期待できる。長期継続的な利益の獲得を目指す

ビジネスシステムは，単体管理会計技法と並んで管理会計が注目すべきものなのである。

2.3．活きた経営における管理会計への注目に関する萌芽的研究

　管理会計はその発展プロセスで，実務で開発され鍛えられた技法や手法を順次取り込んでいった。

そして，実務の世界で広く活用されていると同時にほとんどの管理会計の教科書に記述されている

共通知識（コンベンショナル・ウィズダム（conventional…wisdom））が形成されていった。それは「会

計測定と計算に関する知識（コスト分類と原価計算），ビジネスサイクルの始点（計画）と終点（コ

ントロール）での技法や考え方，そして，新しく生まれた組織形態に適合する考え方（事業部制会

計）」（加登 1999,…22）で構成されている５。

　管理会計を取り巻く周辺領域での研究が進展し，それまで管理会計が対象としていたトピックス

が隣接領域においても考察対象となり始めるとともに，管理会計が新たに検討できそうな事象に遭

遇すると，管理会計は自らのアイデンティティを確認する必要性，換言すれば，コンベンショナル・

ウィズダムの更新や洗い替えの必要性に迫られた。ここで行われたのが「管理会計とは何か」「管

理会計が担当する経営問題は何か」「管理会計の全体像とはどのようなものなのか」「管理会計体系

論」「管理会計の機能」などをテーマとする研究であった６。

　これら一連の研究の中で，特筆すべき先駆的な研究に宮本（1971）がある。宮本（1971,…46-47）は，

管理会計が取り扱う意思決定問題７を，意思決定問題が価値システムそのものであるもの（利益計

算，利益計画，予算統制，原価管理など）だけに限定するのではなく，価値情報がドミナント（決

定的な）役割をはたしているシステムないし問題（たとえば在庫管理，物流システム，CPM（Critical…

４　Johnson…and…Kaplan（1987）で有用性喪失として例示されているものは，伝統的な管理会計報告書がタイムリー
に情報を提供していないばかりではなく原価低減や生産性向上には役立たないこと，操業度基準の配賦率を活用し
て行われる伝統的原価計算が誤った価格設定，調達先・販売先の選定の誤り，製品組み合わせに対する誤解，不適
切な競合製品への対抗処置を講じてしまうことなどである。これらは，いずれも管理会計の個別の技法やシステム
の機能不全について言及したものである。これら問題を克服するものとして注目されたのが，JIT 生産システムで
あり ABC（Activity-based…Costing）である。

５　この指摘から明らかなように，管理会計のコンベンショナル・ウィズダムと呼ばれるものは，個別の管理会計技
法の体系なのである。そのため，大多数の研究者は無意識のうちに，管理会計を個別の手法や技法の体系としてと
らえている（加登ほか…2010）。

６　これらのテーマに関する大量の研究をレビューすることは本論文の主目的ではないので割愛する。関心を持たれ
る方々は，『会計』誌に掲載されている日本会計研究学会の統一論題円卓討論会の討議録等を参照されたい。

７　宮本（1971）は，管理会計の検討対象となる事象を管理会計が取り扱う意思決定問題と呼んでいる。
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Path…Method）など）を含めてとらえようとした。

　宮本（1971）は，管理会計の適用対象を管理会計技法そのものが使用される状況に加えて，管理

会計がこれまでに取り扱ってきた技法でなくても，管理会計情報が重要な役割を果たすものも含め

てとらえている。管理会計のカバレッジをこのように拡大してとらえるという理解は，隣接領域で

の研究が急速に展開され，管理会計が対象としてきた経営問題に対して他の領域の研究が進んでき

たことと，コンピュータの経営活動への適用が大きな影響力を持ち始めてきたことに関連する。宮

本（1971）は，津曲（1972,…1977）のいう管理会計の外延の拡張（管理会計のひろがり）と内包の

充実…（従来の管理会計に対しての追加的な知識を組み込んで新たな知識体系を整えること）を，会

計情報に加えて「会計的情報」をも管理会計として取り扱うものとして位置づけたのである。

　当時の議論の焦点は，何をもって管理会計とするか，管理会計の対象とする経営活動をどこまで

カバーするか，隣接する研究領域の成果をどのように取り込むのかにあった。何をどこまで管理会

計として取り扱うかについての検討は，管理会計が他の経営システムと一体となりながら重要な役

割を果たしている場合，つまり，管理会計が組み込まれたビジネスシステムも管理会計として考察

するという発想の萌芽でもあった。

　ただ，当時の議論においても，主な検討対象は単体の管理会計技法であった。その理由は，研究

者たちが，管理会計という学問に科学性を与えることに躍起となっていたことに関連する。「計画」

と「統制」や「業績管理会計」と「戦略管理会計（意思決定会計）」といった管理会計をめぐる体

系や機能区分に関する議論を行うことを通じて，管理会計技法の実践への有用性を議論するだけに

留まる技術論から脱しようとしたのである。…実践への有用性検討は，管理会計の科学性とは相い

れないものと考えられていた。もっともこれらの検討は，皮肉なことに管理会計技法を格納する「道

具箱」に関する体系的整理を行うという技術論に回帰することになったのである８。

　しかし，経営における管理会計の役立ちを知るためには，個別の管理会計手法だけに注目するの

ではなく，ビジネスにおける諸問題にどう対処すればよいかを考え，その中に管理会計的なものが

含まれているかどうかを吟味するという視点が重要なのである。これまでは，管理会計研究に限ら

ず，経営学のほぼ全領域において，自分たちのテリトリー内の問題を自分たちの領域で開発された

ツールや考え方で対応することに終始してきた。しかし，このような進め方は自らを視野狭窄に陥

らせる。現実の経営問題をありのままに把握し，問題にどのように対処すればいいかを考えること

が大切である。このような問題への接近方法は，利益獲得に貢献する仕組みとしての管理会計，と

いう極めて素朴で自然な発想に基づくものである。

８　管理会計の体系は，単体で機能する既存の管理会計技法のすべてを包摂し，それらの全体像を示すものである。
体系は，単体技法の集合を説明するものとなる。管理会計が外延を拡大する場合も，何を取り込むかは，既存の体
系をもとに検討することになる。したがって，管理会計の単体技法志向に大きな変化は生じない。管理会計におい
て検討すべき事象が既存の体系に収まらなくなったときにはじめて，体系の抜本的見直しの機会が訪れる。しかし，
既存の体系は長い時間をかけて形成されてきているので堅牢であり，簡単には崩れない。

　　管理会計の単体志向に加えて，ビジネスの仕組みに組み込まれた管理会計を探索するというアプローチは生まれ
なかった理由がもう一つある。それは，管理会計が，その役割を業績評価や意思決定への情報提供に限定したこと
にある。つまり，経営のために必要とされる情報を提供するのが管理会計の役割であるとしたため，自らが利益創
出に係るという発想が生まれなかったのである。
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　さて，管理会計と経営問題の関係を考えてみると，

　（１）個別単体の管理会計システムで対処できる問題

　（２）経営の仕組みのなかで管理会計が重要な構成要素となっている状況

　（３）経営の仕組みのなかに管理会計が組み込まれているが，その役割は限定的なとき

　（４）管理会計要素を含まない経営の仕組み

という４つの場合がある。長年にわたって管理会計では（１）のみを対象としていた。宮本（1971）

は（２）も管理会計が対象とする意思決定問題だとした。加えて（３）でもあっても，全体として

ビジネスシステムに競争優位性がある場合には，管理会計の検討対象とすることが望ましいと考え

る。（４）は経営の仕組みが分析・検討した結果，管理会計要素を含まないことが明らかなものである。

　これまでの管理会計研究では，「管理会計体系論（管理会計とはなにか）」，「隣接諸科学」との融

合，「学際的」研究といった視点から管理会計の役割を検討してきたが，今日的には，「実務に貢献

する管理会計」とは何かを考えるという視点が重要となる。そのとき，管理会計がドミナントな役

割を果たすかどうかはもはや問題ではなくなる。管理会計が少しでも関与しているビジネスシステ

ムであれば管理会計問題として取り上げるという幅広な思考が要請されるのである。

３　ビジネスシステムに組み込まれた管理会計

　前節では，管理会計の単体技法だけでなく，管理会計が組み込まれた経営の仕組み，すなわち，

ビジネスシステムに注目することの重要性を指摘した。以下では，まずビジネスシステムとは何か

について概観した後，２つのタイプのビジネスシステムについて説明する。

3.1．ビジネスシステム

　ビジネスシステムとは，事業を行うための資源と資源を活用する仕組みのシステムである（伊丹・

加護野 2003,…71）９。多くの企業は，製品やサービスの差別化を通じて競争優位の地位を獲得しよう

としている。しかし，それではあまり大きな成果を生まない。なぜなら，製品やサービスの模倣は

容易なので競争優位を保持できる期間が短いからである。差別化のために多大な経営資源を投入し

ても，それを回収する前に競争優位の状況は消え去ってしまう。一方，製品やサービスとは違って

ビジネスシステムは地味であり，目立たないので模倣は極めて困難である。したがって，競争優位

性は長く持続する（加護野 1999,…23）。競争戦略の観点からみると，管理会計が組み込まれたビジ

ネスシステムはとりわけ模倣困難である。管理会計が競争優位性を支えているという事実に気づく

者はほとんどいないからである。

　また，ビジネスシステムは，特定の学問領域に固有の技法や思想に限定的なものではなく，複数

の領域にまたがる領域横断的な性格をもつ。事業を支えるさまざまな部品（管理会計だけでなく，

ファブレスの仕組み，顧客の声を新製品開発に結びつける手法，高品質を維持しようとする思想と

９　本論文は，ビジネスシステムそのものを検討することを目的とはしていない。詳細はビジネスシステムに関する
文献…（井上…2017;…加護野 1999;…加護野・井上 2004;…加護野・山田 2016;…山田 2007）に委ねたい。
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ツール類など）の「新結合の遂行」，すなわち，イノベーションの成果として革新的なビジネスシ

ステムは構築され日々進化・変貌していくのである。

　さて，管理会計が組み込まれたビジネスシステムには二つのタイプがある。一つは，主として競

争戦略論における「ビジネスシステム」研究で取り上げられた事例である，これらのビジネスシス

テムの多くには長期継続的に利益獲得するためという管理会計の思想と仕組みが組み込まれてい

る。いま一つは，単体管理会計技法をベースとしてシステムとして広がりを持つことになったビジ

ネスシステムである。これらは，主として管理会計の領域で検討が加えられている。

3.2．ビジネスシステム論で取り上げられるビジネスシステム

　ビジネスシステム論で取り上げられるビジネスシステムを管理会計的に分析すると，高い営業利

益を獲得することを目指す極めて素朴な管理会計（具体的な着目点は，低コストを実現する，売上

債権の回収率を高める，付加価値の高いビジネスに特化するなど）が事業の仕組みの中に巧みに組

み込まれている。例えばアスクル10 は，エージェント制を採用し売上債権回収率を飛躍的に向上さ

せ，貸倒引当金繰入という販売費・一般管理費の縮減に成功している。大手顧客との定期便ビジネ

スにおいて他社の後塵を拝し，事業継続の危機に直面していたヤマト11 は，付加価値が高い小口手

荷物配送に注目することで，宅配便ビジネスを支えるビジネスシステムの構築に成功した。ヤクル

トの個別訪問販売システムを支えているのはヤクルトレディーである。ヤクルトレディーは商品の

仕入れを行う個人事業主なので給与支払は生じず，ヤクルトには在庫管理業務から解放されるので，

販売費・一般管理費の負担が少ない（井上…2019）。しまむらは多数の店舗を郊外に集中的に配置する。

現金による完全買い取り方式が採用されているので低価格での多品種の商品仕入れが可能となって

いる。また，商品を高頻度で店舗間移動させることで売り切りを実現している（井上…2019）。

　以下では，キーエンスの高収益経営12 を支えているビジネスシステムに関して，やや詳細に解説

してみたい。

　キーエンスの 2019 年度の決算数値を見てみよう。売上高 5,871 億円，営業利益 3,179 億円，営業

利益率 54.1％。キーエンスは脅威的ともいえる高収益・好業績をあげている。それを実現するビジ

ネスシステムの要所を管理会計が支えている。

　まずこの高利益率を「特異」と考える時点で，ビジネスの基本を忘れていることにわれわれは気

づかないといけない。長期継続的な利益を求めるのは企業なら当然のことである。業界の平均利益

率など気にする必要はない。商品やサービスに対して顧客が支払ってもよいという額の上限（WTP:…

willing…to…pay）に価格を設定する。値引きも，実質的にはほとんど行われない。顧客が提示され

た価格を受け入れているのであるから，不当に高い価格が設定されているわけでない。もし，顧客

は価格が不当だと考えるなら類似した製品を提供する企業もあるので，同社から商品を購入するこ

10　池尾・井上（2008），井関他（2001），加護野（1999），西川（2000），杉山（2014,…2017），加護野・山田（2016），
およびアスクル株式会社の公表資料を参照のこと。

11　網倉（2009），井上（2017），加護野（1999），加護野・井上（2004），加護野・山田（2016），小倉（1999,…2003），
都築（2013），沼上（2018），およびヤマト運輸株式会社 / ヤマト・ホールディングス株式会社の公表資料を参照のこと。

12　以下の記述は，高嶋（1993），山田（2007），延岡（2017），加登（2019d）に基づいて記述している。
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とはないだろう。加えてファブレス経営で製造原価を低減し，ビジネスの付加価値を高め，販売費・

一般管理費を適切にコントロールして，高い売上高営業利益率を達成する。ファブレス経営といっ

ても，製造装置の開発設計，工程設計・製造方法の検討は子会社で行っているので，生産委託先の

高い生産技術力に依存する製造のアウトソーシングをしているわけではない。生産ラインを持たな

い経営が開発力の低下を生むことをキーエンスは知っているのである。

　顧客が欲する製品を開発するための基本情報の獲得は，営業の最前線で顧客に接するセールズ・

エンジニアたちが担っている。営業担当者全員がエンジニアなので，顧客の潜在的ニーズをスペッ

ク（仕様）情報として自社に持ち帰ることができる。ただキーエンスは，個別企業のニーズを満た

す個別受注製品は開発しない。あくまでも多数の企業のニーズを満たす，あるいは期待を越える標

準品の開発・製造・販売を行う。こうすることによって，販売量を増加せることができる。標準品

は見込み生産されるので，当然，在庫リスクを負い在庫関連コストの発生が危惧されるところであ

る。しかしながらキーエンスでは 23 日という棚卸資産回転日数を実現している13。販売は，代理

店を使用しない直販体制を採用しているので，販売費・一般管理費の節減14 を図ることができてい

る。

　以上説明したように，きわめて「常識的」な経営を行うことにより，高収益を達成しているのが

キーエンスなのである。ここで「常識的」な経営とは，付加価値の高い（高価格と低コスト）製品

を数多く販売するとともに，管理しないとすぐに支出が増大してしまう販売費・一般管理費の適切

なコントロールを行うという管理会計の基本が徹底されていることをいう。

3.3．管理会計起点のビジネスシステム

　前節で，いくつかのビジネスシステムの概要を説明した。ただ，管理会計関連の研究や教育でこ

れらの事例が取り上げられることはほとんどない。その理由は，管理会計の主要トピックスである

ABC/ABM も BSC などの単体管理会計システムが活用されていないからだろう。しかしながらい

ずれの企業も，営業利益を確保するために販売量増加，高価格の設定と維持，低コストの実現，売

上債権回収率の向上，さらには販売費・一般管理費を適正レベルに維持する方策を組み合わせて採

用している。管理会計の単体システムを使用していないという理由で，管理会計が埋め込まれたビ

ジネスシステムを管理会計の検討対象外とすることには大きな違和感がある。

　もっとも，管理会計でビジネスシステムの関する検討がまったく行われていないわけではない。

例えば，以下のようなビジネスシステムについては研究も進み，教育でも取り上げられている。

・４つのコントロールレバーを活用したマネジメント・コントロールシステムとしての京セラのア

13　多品種の標準品を見込み生産しているにもかかわらず，在庫滞留日数が極めて少ない「仕組み」は明らかとはなっ
ていない。

14　キーエンス社員の年収が極めて高いレベルにあるにもかかわらず，同社の販売費・一般管理費は決して高いわけ
ではない。これは，社員の短期間での離職率が高いため，支払給与以外の人件費―福利厚生費，退職期引当金，年
金等―の企業負担金が軽微となっていることに関連している。キーエンスの高い離職率は問題ではない。キーエン
スに勤務していたことが評価され，再就職にあたっても困難が少ないという労働市場が形成されているからである。
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メーバシステム（アメーバ経営学術研究会 2010,…2017;…稲盛 1998;…庵谷 2018;…加登 2019a;…佐久間

ほか…2013;…谷・窪田 2017;…廣本ほか 2012;…三矢 2003;…三矢ほか 1999;…横田・金子 2014;…劉…2018 お

よび稲盛和夫 Official…Site）

・新製品開発に結びつくマテリアルフローコスト会計（加登・山田…2019;…井出吉ほか…2020）

・高品質と品質関連コストの適正管理の両立を目指す仕組みとしての品質管理の一環としての品質

コストマネジメント（梶原…2008）

・戦略的コストマネジメントとしての原価企画（加登 1993;…小林 1993;…日本会計研究学会特別委員

会…1966）

・医療の質向上と病院経営の健全化に貢献する診療プロトコル（荒井…2011,…2013;…加登・佐々…2020;…

佐々…2019）

　例えば，アメーバシステムは日次決算を行い，時間当たり採算計算のメカニズムを活用するとと

もに，通常の利益中心点よりも小さな規模のアメーバ組織を活用する利益管理を志向している。ま

た，フィロソフィーと管理会計を有機的に接合したマネジメント・コントロールシステムは，複数

のコントロールレバーのすぐれた運用例であると評価されている（劉…2018）。原価企画は，控除法

とよばれる目標原価の計算方法に着目し，VE を主要な原価低減ツールとして活用する活動（田中

1995）であったが「戦略的コストマネジメント」という位置づけが与えられたことから新製品開発

システムとして分析されるようになった15（加登 1993;…小林 1993;…谷 1996;…日本会計研究学会特別委

員会 1996）。

　しかし取り上げられているシステムは，管理会計の単体システムを起点として発展・進化してき

たものや，アメーバ経営のように企業自らが管理会計と認識しているものに限定されている。その

うえ，アメーバシステムや原価企画のみならず，品質コストマネジメント，診療プロトコル，そし

て，マテリアルフローコスト会計も，ビジネスシステム論の視点からの分析はまったく行われてい

ない。このように分析枠組みなしに検討が行われている結果，多くの貴重な発見の機会を看過して

いる可能性が極めて高い。

　長期継続的な利益獲得をめざすビジネスシステムは，管理会計起点のものだけではなく多種多様

なものがあるだろう。ビジネスシステムの構造解明，つまり利益獲得につながる仕組みに貢献して

いる管理会計的要素に陽を当てることで，管理会計についての新たな側面を見出すことが可能とな

る。このようなアプローチが新たな「実務に潜む理論」の発掘につながるのである16。

15　不思議なことだが，新製品開発マネジメントの研究が原価企画に関して言及することはない。経営機能横断的な
研究領域であるにもかかわらず，管理会計については触れられることはない。管理会計は，経営学の他領域から多
くを学ぼうとするが，他領域は管理会計の研究成果に言及することは極めて限定的である。「会計」という用語が
付されていることで管理会計が財務に関する検討を行う領域であるという誤認を生み，管理会計の研究蓄積に活用
を阻害しているのかもしれない。

16　管理会計が組み込まれたビジネスシステムは，今日の企業にのみに存在するのではない。押し込め隠居，番頭の
利益責任，諸国産物まわし，「始末してきばる」，寺子屋における会計教育などの仕組みが組み込まれた近江商人の
ビジネスシステム（小倉 1990,…2003;…末永…2004,…2014），中世地中海貿易の出資者に対する利益分配システム（それ
を可能とする複式簿記の発明）（Sole,…2014），千年以上国家として生存したヴェネツィア共和国の「聖地巡礼ビジ
ネス」を支える仕組み（塩野 1980,1981）などもまた管理会計が組み込まれたビジネスシステムなのである。過去
に遡り，広い視野から優れたビジネスシステムを発掘することも重要な研究課題であるといっていいだろう。
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４　結びにかえて

　ここまで管理会計研究のほとんどの検討対象が，自己完結的に機能する単体の技法とそれらを整

理整頓して格納する「道具箱」の「仕切り」に相当する体系的整理の枠組みをめぐるものであった

ことを明らかにした。ビジネスシステムに関する検討も，管理会計起点のものだけに限定されてい

ることも確認した。加えて，そのような状況が今日まで継続してきた理由の解明にも取り組んだ。

単体志向は，結果的に管理会計研究の考察対象を狭めることになった。管理会計には，企業の存続・

成長・発展を可能にする長期的利益獲得に貢献することが期待されている。したがって，利益獲得

に貢献する素朴な活動（売上数量の増大，売上債権回収率の向上，高い付加価値を得るための価格

設定，製造原価の低減，対費用効果がある販売費・一般管理費の管理）に結びつく技法とそれを支

える仕組みに注目する必要がある。単体として機能する管理会計技法がシステムを構成する要素と

して含まれているかどうかは問題ではない。企業の利益獲得に貢献するビジネスシステムは，すべ

て管理会計の考察対象となるのである。…

　企業を幾頭もの駿馬が牽引する馬車に例えてみよう。期待される利益獲得を目指して馬車を疾走

させるのが経営である。経営者が馬車を駆る御者であり，駿馬たちは各分野の経営機能を代表する

専門知識である。管理会計には本来，長期継続的利益獲得を可能にするという機能がある。その機

能が十二分に発揮されるなら者は駿馬を管理会計という手綱（ディシプリン）を巧みに操って目標

の達成に導くことができる。経営者をサポートする管理会計の御者機能は注目されてよいはずであ

る。会計はすべての経営職能と親和性を持つ共通言語なのだから。

　ただこれまでの管理会計では，経営諸機能という駿馬をコントロールすることはできないだろう。

健全な管理会計実践のためにも，自己完結的に機能する個別技法のみを検討するのではなく，利益

獲得の基本戦略を展開すること，そして，ビジネスシステムに組み込まれた管理会計について理解

をさらに深めることが必要だろう。

　そのためには，管理会計の教科書の抜本的な作り直し，管理会計教育の革新，そして，なにより

も，経営実践に有用で経営者の心に響く管理会計研究の蓄積が不可欠である。
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