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5. おわりに 

1. はじめに 
本研究の目的は、アメーバ経営の社内売買の一形態である「協力対価方式」に

ついて、その理論的含意を論じることである。 
 我が国の優れた管理会計実践のひとつに京セラのアメーバ経営がある。アメー

バ経営の目的は「市場に直結した部門別採算制度の確立」「経営者意識を持つ人材

の育成」「全員参加経営の実現」（稲盛, 2006, p.31）である。これらの諸目的を達

成するために、時間当り採算(1)、予実管理システム、社内売買システムといった

一連の管理会計システム（庵谷, 2018a）が設計・運用されている。なかでも、社

内売買システムは小集団の部門（アメーバ単位）ごとに採算管理（損益管理）を

行うための手段的役割を担っている。 
 京セラの社内売買システム（以下、京セラ方式）の仕組みは稲盛（2006）をは

じめ、多くの文献で明らかにされてきた。その一方で、アメーバ経営を導入する

組織のなかには病院や日本航空株式会社（JAL）などのように、京セラ方式を非

製造業向けにアレンジした協力対価方式が採用されている（松井, 2017）。協力対

価方式は病院へのアメーバ経営導入プロセス(2)で考案され（森田, 2014; 松井, 
2017）、その後 JAL への導入をはじめ他業種へも広がりをみせている。しかし、

森田（2014）ならびに松井（2017）といった先行研究では協力対価方式の仕組み

を実務的見地から明らかにしているに過ぎず、学術的見地からの論及はほとんど

存在しない。アメーバ経営研究はこれまで多様な論点で議論が尽くされてきたが
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（庵谷, 2018a）、協力対価方式の学術的論議は残された課題のひとつといえる。 
京セラ方式と協力対価方式の相違点は松井（2017）で実務的観点から簡潔に整

理されている。本稿ではさらに、内部振替価格の目的を示す「整合性」ならびに

「自律性」の概念（鳥居, 2014, pp.151-161）を用いて、両方式の相違点について

検討を加える。 
 協力対価方式の理論的含意はイネーブリング・コントロール概念から考察を試

みる。イネーブリング（enabling）概念は強制的（coercive）概念の対として Adler 
and Borys（1996） によって提唱された。そして、Ahrens and Chapman（2004）
がマネジメント・コントロール・システム（MCS）にイネーブリング概念を援用

し、イネーブリング・コントロール概念が誕生している。近年では国内外の管理

会計研究でイネーブリング概念が援用され、なかでもイネーブリング・コントロ

ール概念を分析視座とする研究が多い傾向にある（西居・近藤, 2015）。イネーブ

リング・コントロール概念は、MCS の利用者視点を重視している。そのため、協

力対価方式の導入によって協力対価の利用者である従業員の行動がどのような影

響を受けたのかを考察するのに適しているといえる（詳細は後述）。 
 本稿の構成は次のとおりである。次節にて京セラ方式と協力対価方式の比較か

ら仕組みの相違点を明らかにし、整合性と自律性という観点から考察を加える。

第 3 節では分析視座としてイネーブリング概念およびイネーブリング・コントロ

ール概念に着目し、イネーブリングの設計原理を整理する。第 4 節にて、医療に

おける協力対価方式の実践事例に基づき、協力対価方式がイネーブリング・コン

トロールとして利用者である現場従業員にどのように作用しているのか考察を試

みる。最終節で総括を行い、結論と課題を述べる。 
 

2. 京セラ方式と協力対価方式の比較 
本節では京セラ方式および協力対価方式の仕組みとその相違点を森田（2014）、

松井（2017）および庵谷（2018b）に依拠して述べる。そのうえで、協力対価方

式の特徴を整合性と自律性の観点から論じる。 

(1) 京セラ方式と協力対価方式の仕組み 
京セラ方式は製造業を前提とした社内売買（内部取引）の仕組みである。京セ

ラでは受注生産方式と在庫販売方式(3)によって社内売買の仕組みが異なるが、基

本的には図表 1 に示した概略図で理解することができる。各工程アメーバが連続

的な業務プロセスを構成し、前工程アメーバから後工程アメーバへと財（仕掛品）

が移転されていく。基本的には財を受け渡すごとに社内売買を行い、売り手には

社内売りを、買い手には社内買いを認識することになる。 
 それに対して、協力対価方式は非製造業を前提とし、「複数の部門が協力して 1
つのサービスを提供するような場合に用いる社内取引の仕組み」（森田, 2014, 
p.249）である。サービス提供の中心となる部門が元請部門、協力する部門が下請

部門となる(4)。元請部門は顧客（医療の場合は患者）からの売上を一括計上する
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一方、収益を下請部門に配分する。その際、元請・下請の関係性は元請部門が買

い手、下請部門が売り手という役割で固定される。元請部門は下請部門が提供す

るサービスを取りまとめ、サービス全体の採算管理に責任を持つことから「利益

責任部門」と称される（松井, 2017, p.296）。図表 1 で示したように、元請部門に

売上が計上されるタイミングで各下請部門に一斉に売上が分配されることになる。

なお、医療の場合と JAL の場合は基本的に同じ構図であるが、主な違いは価格決

定方法と営業（販売）部門の有無である。医療では診療報酬制度のもとで価格が

決定されるのに対し、JAL では独自の部門別原価計算データをもとに算定されて

いる（松井, 2017）。また、医療では営業部門が存在しないが、JAL では旅客販売

統括本部が営業部門にあたり、元請部門の路線統括本部から営業口銭を得る形で

収益を計上している(5)。 
 京セラ方式と協力対価方式の相違点を業務プロセスの連続性、内部取引、財の

受け渡し、財のフローとストックの管理という観点からまとめると図表 2 のよう

に示すことができる。京セラ方式では、図表 1 でも確認したように業務プロセス

が基本的に連続的であり、工程間の財（仕掛品）の受け渡しと内部取引が一致す

る。さらに財（仕掛品）のフロー（後工程に流すタイミング）とストック（仕掛

品の在庫）の管理が各アメーバの責任でもって行われる。 
 それに対して、協力対価方式は業務プロセスが横並びの連続的ではない。元請

部門からの指示（発注）を受けて下請部門はサービス提供を行う。財（サービス）

の受け渡しは元請・下請間だけでなく下請・下請間でも基本的に存在しないが、

内部取引は元請側で社内買いが、下請側で社内売りが計上される。図表 1 の医療

図表 1 京セラ方式と協力対価方式の概略図 

（出所）松井（2017, p.306）に基づいて一部筆者加筆修正 
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ならびに JAL のケースでは、財（サービス）は各下請部門から直接顧客に提供さ

れている。財（サービス）のフローとストックは、元請部門の指示を受けてから

下請部門が行動を起こすため、元請部門が管理するといえる。ただし、サービス

はストック（在庫化）できないことから（ただし、医療の薬剤や飛行機の機内販

売商品などの一部の有形財は在庫可能）、あくまでも財（サービス）のフローに関

わる点に限定される。 

 (2) 整合性と自律性に基づく比較 
 前項では協力対価方式の仕組みを明らかにしたが、本項ではさらにその特徴に

ついて探究する。協力対価方式は社内売買の一形態、言い換えれば内部振替価格

制度の一形態とみることができる。内部振替価格の設定目的には、業績評価の観

点からは「整合性」および「自律性」が重要な視点となる（鳥居, 2014, p.151）。
整合性は、トップと各責任センターの意思決定のつじつまが合う状況を意味する。

アメーバ経営でいえば、各アメーバ―の責任者の意思決定が部分最適に陥らずに、

全体最適と符合するかが問われる。 
自律性は各責任センターが管理可能な費用や収益によって評価可能なことを意

味する。アメーバ経営では、各アメーバが管理可能な費用や収益でもって採算管

理が可能な状況を指す。なお、整合性と自律性は密接に関連しており（鳥居, 2014）、
表裏の関係にある。たとえば、各責任センターの自律性が高まることで、個々の

責任センターの利益を最大化するインセンティブが働き、組織全体の整合性を欠

くケースが該当する。 
 ここで、京セラ方式と協力対価方式の整合性と自律性について検討する。なお

議論を簡潔にするために、京セラ方式と協力対価方式の仕組み
．．．

にのみ焦点を当て

て考察を行う。 
京セラ方式では、原則として各アメーバは忌避宣言権が認められており（三矢, 

2003）、市場価格で内部振替価格が決定される。京セラでは間接共通経費を採算

部門のアメーバに配賦しているが「受益者負担の原則」（稲盛, 2006, p.200）に基

づいており、総じて責任会計システムに依拠していると解される（上總, 2010; 上
總・澤邉, 2006）(6)。よって、京セラ方式は各アメーバで管理可能な収益と費用で

もって採算管理を行うことから、各アメーバの自律性が高まるといえる。ただし、

各アメーバが過度に自律性を強調すると組織全体との整合性に齟齬をきたすため、

図表 2 京セラ方式と協力対価方式の項目別比較 

（出所）庵谷（2018b, p.49）に基づいて筆者一部加筆修正 
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注意を払う必要があるといえる(7)。 
 対して、協力対価方式では元請部門を中心に内部取引が実施される。内部振替

価格はあらかじめ設定されており、元請・下請間で価格交渉は行われない(8)。く

わえて、忌避宣言権は容認されていない。そのため、下請部門では費用を管理可

能であっても、収益については価格（単価）を交渉する余地がないため、管理可

能な範囲は数量に限定される。さらに、その数量も元請部門からの発注に依存す

るため、下請部門の自律性は弱まるといえる。一方、元請部門には市場の外部情

報から組織の内部情報まで集積されることとなり、元請部門は組織全体の利益最

大化に向けた舵取りを担う。よって、協力対価方式は下請部門の自律性を弱める

が、元請部門を中心に整合性を強めると考えられる。 
 以上をまとめたものが図表 3 である。京セラ方式および協力対価方式がそれぞ

れ自律性と整合性の領域で高いものの、もう一方の領域で低い状況にあることが

見て取れる。先に述べたように、内部振替価格の設定目的として自律性および整

合性は表裏の関係である。しかし、双方が高い状況が理想的といえる。上記の議

論は京セラ方式および協力対価方式の仕組みにのみ焦点を当てたに過ぎない。そ

こで、京セラ方式および協力対価方式では理想的な状況に近づくために、その仕

組み以外の部分でどのような取り組みを行っているのであろうか。 
京セラ方式（図表 3 の①）については、京セラアメーバ経営に関する既存研究

のなかで明らかにされている。端的にいえば、京セラフィロソフィの存在を挙げ

ることができる。京セラの創業者である稲盛氏はアメーバ経営の真髄を心をベー

スとした経営に求めている。なかでも京セラフィロソフィに謳われている「大家

族主義」「利他の精神」は個々のアメーバの利己的な行動を戒め、全社的視点から

図表 3 整合性と自律性に基づく分類 

（出所）筆者作成 
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行動することを説いている（稲盛, 2014）。各アメーバのメンバーは京セラ方式の

仕組みに内包されている自律性を高める行動をとる一方で、過度な部分最適行動

に陥らないように常時フィロソフィを拠り所とし、整合性を保っていると解釈で

きる(9)。 
それに対して、協力対価方式（図表 3 の②）については、下請部門の自律性を

どのように高めるかが問題となる。後述するように協力対価方式の実践を通じて

利用者である従業員のなかで創意工夫が生まれている。そこで、次節では協力対

価方式の実践を考察するための分析視座として、イネーブリング・コントロール

概念を取り上げる。 
 

3. イネーブリング・コントロール概念 
本節では、イネーブリング概念の意味を簡潔に述べ、同概念が管理会計研究の

中に取り入れられイネーブリング・コントロール概念として位置づけられている

ことを説明する。それを踏まえ、イネーブリングの設計原理を各項目の特徴を中

心に整理する。 

(1) イネーブリング概念とイネーブリング・コントロール概念 
イネーブリング（enabling）概念は、組織の公式化を説明する目的で Adler and 

Borys（1996）によって提唱された。同概念では利用者（user）視点が重視され

る。すなわち、利用者の使い勝手（usability）を考慮した組織デザインを行うこ

とで、不確実な状況に対して従業員（利用者）がより有効に対処できると考える

のである。イネーブリングな組織では、利用者は予期せぬ事態やエラーに対して

自ら対応策を練り、創意工夫でもって克服することが想定される。場合によって

は、システム(10)を利用者自身の仕様にカスタマイズすることを可能としている。 
Adler and Borys（1996）では対概念として、強制的（coercive）概念も示され

ている。利用者視点とは異なり、誰も間違えようのない（特別な能力を必要とし

ない（deskilling））システムに利用者を従わせることを意味する。このことから、

強制的な組織ではシステム自体の性能を高度化していくことに主たる関心があり、

利用者視点は置き去りにされる。システムは高度化されるにつれ複雑性が増し、

利用者はシステムにエラーが生じても自分で修正可能な範囲を超えるため、最終

的には匙を投げるような（あきらめて従わざるをえない）状況となる。 
 管理会計研究の領域では、MCS にイネーブリング概念を援用した Ahrens and 
Chapman（2004）が嚆矢となり、国内外で研究が蓄積されている（西居・近藤, 
2015）。Ahrens らはイネーブリング概念をベースに MCS のイネーブリングな利

用（enabling use）に研究関心を持ち、イネーブリング・コントロール（enabling 
control）概念を新たに提示している。イネーブリング・コントロールはそれまで

の MCS では見落とされていた利用者視点に着目し、MCS が利用者（従業員）に

とって使い勝手が良い場合、現場の業務に合わせて柔軟に利用されることを明ら

かにしている。 
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(2) イネーブリングの設計原理 
イネーブリングの設計には「修復（ repair）」「内部透明性（ internal 

transparency）」「全体透明性（global transparency）」「柔軟性（flexibility）」の

4 項目がある（Adler & Borys, 1996）。上記の項目は Ahrens and Chapman（2004）
でも設計原理（design principles）として採用されているため、本稿でもこの 4
項目を用いる。西居・近藤（2015）は、イネーブリング概念を用いた管理会計研

究の丹念なレビューを通じて上記 4 項目の内容を整理しており、それを表にまと

めたものが図表 4 である。 
 4 つの設計原理について、図表 4 をベースに Adler and Borys（1996）の示唆

も踏まえながら補足説明を加える。修復は業務に携わる従業員（利用者）自らが

問題解決を図ることが鍵となる。そのため、システムが完全にプログラム化され

ていないことが前提条件となる。従業員が自らの業務仕様にカスタマイズできる

よう空白（修復の余地）があることが求められる。 
 内部透明性は修復と密に関連している。従業員に内部プロセスを可視化し、修

復に必要な情報を入手可能にする必要がある。単に情報のオープン化に留まるの

ではなく、知識の乏しい従業員にも理解可能な情報に翻訳するとともに、情報を

周知し学習を促すといったサポートが必要となる。 
 全体透明性は、従業員個人の業務が組織全体と整合しているかを従業員に自ら

理解させる狙いがある。従業員がシステムならびにプロセスの全体像を熟知して

いることは、従業員が価値を生むための原動力と成りうる。そのためには、従業

員を支援するための広範囲にわたる情報提供が肝要である。内部透明性および全

体透明性の双方にいえることではあるが、従業員がいつどこにいても必要な情報

が入手可能な環境が望ましい。 
 最後に、柔軟性は利用者である従業員の自由裁量の度合いに規定される。柔軟

性は 2 つの側面から考えることができる。ひとつはシステム自体の技術的な側面

である。たとえば、利用者のニーズに合わせて機能をカスタマイズ可能かどうか

である（修復とも関連）。いまひとつは利用者の側面である。たとえば、初期設定

図表 4 イネーブリングの設計原理 

（出所）西居・近藤（2015, p.49）に基づき筆者作成 
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からの変更で生じうるリスクを本人もしく責任者がどの程度許容するかである。

従業員（利用者）の自由裁量を拡張することは、柔軟性を高めることにつながる。 
 以上を踏まえ、次節では協力対価方式が導入された現場で、協力対価方式がど

のように従業員（利用者）に作用したのかを考察していく。 
 

4. 協力対価方式によるイネーブリング・コントロール 
 本節では、協力対価方式の理論的含意を議論するために、前節で取り上げたイ

ネーブリング・コントロール概念を用いる。また、協力対価方式が導入された組

織の文脈で、協力対価方式がイネーブリング・コントロールとしていかに作用し

ているのかを考察する。本稿は先行研究で示された医療の事例をエビデンスとし

て用いる(11)。しかし、情報が二次的データに依存するため、信憑性には限界があ

ると言わざるを得ない。したがって、本稿の目的である協力対価方式の理論的含

意を検討するための予備的考察として位置づける。なお、情報の信頼性を少しで

も高めるために、エビデンスに関わる記述は可能な限り直接引用を用いている。 

(1) 医療における協力対価方式 
 医療を提供する病院では、元請部門は診療科（医師）が、下請部門はコ・メデ

ィカル（薬剤科、栄養科、放射線科など）が主に該当する。医療の世界では、医

師からの指示を受けてコ・メディカルが患者に医療を提供するプロセスが通常で

あるため、指示系統は自然と元請部門⇒下請部門となる。医療の協力対価方式は

第 2 節で既に説明した通りである。協力対価方式のもと下請部門に相当するコ・

メディカルが収益をあげるためには、診療科の医師に働きかけて協力を仰ぐこと

が必要となる（挽, 2013, 2015）。 
そこで、下請部門（コ・メディカル）は元請部門（診療科）に対して、ミーテ

ィングの場を利用して「協力依頼」を行う（挽, 2013）。その際、依頼内容を「重

点項目シート」に記載し（挽, 2017）、具体的な協力を仰ぐのである。事実、先行

研究では協力依頼について複数のケースが挙げられている。はじめに、挽（2014, 
p.38）では、2 つのケースが例示されている。 

 
ある症状の患者に対して、栄養管理士と薬剤師が栄養指導と薬剤指導のオーダ

ーを出すよう医師に働きかけた結果、それぞれの指導件数が倍増し、予防重視

の方針が実践されるようになった。【ケース①栄養科・薬剤科⇒診療科】 
≪中略≫ 

手術後早期のリハビリの重要性を療法士が医師に訴えかけた結果、オーダーが

増加してリハビリテーション部の付加価値が向上するとともに、回復期リハビ

リ（予防）の充実につながった。【ケース②リハビリテーション部⇒診療科】 
※【 】内は筆者注 

 
 つづいて、松井（2017, p.302）では 3 つのケースが例示されている。 
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薬剤科では、同じ効用の薬剤を 6 種類在庫していた。これらは、各医師がバラ

バラに薬剤を選定するために生じていた。薬剤部からの提案で 2 種類の薬剤に

集約したことで 15%の在庫圧縮が図られ、使用期限切れの廃棄ロスが削減され

た。【ケース③薬剤科⇒診療科】 
栄養科では、栄養指導数の伸び悩み解消に苦慮していた。医師に相談したとこ

ろ、医師が栄養教室を開催してくれ、指導数が 500%アップした。【ケース④栄

養科⇒診療科】 
放射線科では、近隣の医療機関からの紹介検査が少なかった。医師が近隣医療

機関向けの勉強会を開催したことで、検査紹介が 10%増加した。【ケース⑤放

射線科⇒診療科】 
※【 】内は筆者注 

 
 以上、5 つのケースに共通している点は、下請部門であるコ・メディカルが元

請部門である診療科に自ら提案し変革を働きかけている点である。協力対価方式

は「積極的に診療科の医師に働きかけるようコ・メディカルのアメーバを動機づ

けることを通じて、医療の質向上にも貢献し得る」（挽, 2014, p.38）ことから医

師の協力も得やすい。下請部門の採算に直接的な影響があるかどうかはケースに

よるが、少なくとも協力対価方式を導入したことによって、下請部門⇒元請部門

というプロセスが新たに構築されていることが窺える。このような変化は医療業

界では極めて異例であり（松井, 2017）、協力対価方式がもたらした現象といえよ

う。 

(2) イネーブリング・コントロール概念を用いた考察 
 医療における協力対価方式では利用者がどのような影響を受けたのかについて、

前節で示したイネーブリングの設計原理に基づき考察する。そして、協力対価方

式が整合性と自律性を両立するために、イネーブリング・コントロールとしてど

のように作用しているかを論じる。 
 はじめに、修復では下請部門（コ・メディカル）のメンバーが自部門の収益を

拡大するために行動を起こしていることが挙げられる。先述したように、医療業

界では元請部門（診療科）⇒下請部門（コ・メディカル）という一方向的な指示

系統が通常である。そのため、協力対価方式の導入前は、下請部門（コ・メディ

カル）は自部門の行動がどの程度収益を生んでいるのか知るすべがない。それに

対して協力対価方式を導入することで、下請部門（コ・メディカル）が自らの収

益を認識することが可能となった。同時に、元請部門（診療科）の指示を待って

いては収益拡大が十分見込めないことを理解した。まさにその空白
．．

部分に修復の

余地を見出したといえる。そこで、下請部門（コ・メディカル）自らが収益拡大

のための打開策を練る動きが生じたといえる。 
 つぎに、内部透明性は協力対価方式が提供する「協力対価」の理解容易性に見
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出すことができる。協力対価は診療報酬制度に基づいて決定されているため、医

療従事者には馴染みが深い。また、我が国の医療業界全体で制度化されているた

め公平性も高く、協力対価の価格設定も個々に交渉するより現場の納得性を得や

すい。医療従事者はたとえ会計知識を持ち合わせていなくとも、自身の業務と協

力対価を容易に紐づけることができるといえる。 
 つづいて、全体透明性は協力対価方式の仕組みそのものに既に具備されている。

全体透明性では個々の業務が組織全体と整合しているかが問われる。第 2 節で既

に確認したように、協力対価方式には整合性をもたらす仕組みが組み込まれてい

る。元請部門を中心に採算管理を行い、下請部門を巻き込むことで整合性が高ま

る状況を生んでいる。また、協力対価は病院内の業務と紐づけられているため、

たとえ一人の患者に対して複数の部門で医療を提供したとしても、個々の貢献が

対価として可視化される仕組みとなっている。 
 最後の柔軟性は下請部門（コ・メディカル）による協力依頼に元請部門（診療

科）が応じる行動に表れている。繰り返しになるが、医療業界では診療科の医師

に権限が集中しており、コ・メディカルのスタッフは医師の決定に従うことが通

常である。それに対して、協力対価方式のもとでは、コ・メディカルからの協力

依頼に対し医師が許容している様子が窺える。その理由のひとつに、協力対価方

式を通じて採算の向上ならびに医療の質向上という因果関係が明快となった点が

あげられる。コ・メディカルの自由裁量度が高まったことで、現場から柔軟な発

想が生まれやすい環境に変化したのである。 
 ここまでを小括すると、協力対価方式は医療の現場にイネーブリング・コント

ロールとして作用していると指摘できる。協力対価方式の実践には修復、内部透

明性、全体透明性、柔軟性というイネーブリングの設計原理が顕著にみられる。

特筆すべき点は、協力対価方式が利用者である下請部門（コ・メディカル）の使

い勝手（usability）に応えていることにある。コ・メディカルが自ら行動を起こ

すという劇的な変化がその証左である。 
 最後に、協力対価方式による整合性と自律性の両立問題（図表 3 の②）につい

て述べる。医療のケースでは、協力対価方式の実践のなかで下請部門（コ・メデ

ィカル）のスタッフに自律的行動が生まれていた。敷衍すると、協力対価方式は

その仕組みに整合性を内包すると同時に、実践のなかで自律性を確立する仕掛け

が具備されている可能性を指摘できる。ただし、自律性は医療のケースで確認さ

れたに過ぎない。自律性が発現するにはいくつかの条件を満たすことが必要とい

える。イネーブリングの設計原理に基づいて簡潔に述べれば、修復の余地が存在

し、内部透明性ならびに全体透明性に適する情報が提供され、柔軟性をもたらす

利用者の自由裁量（責任者の広い許容度）である。医療に導入された協力対価方

式には少なくとも上記の要件が揃っていたといえる。 
 

5. おわりに 
 本節ではこれまでの議論を総括し、結論と課題を述べる。改めて本研究の目的
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を振り返ると、協力対価方式の特徴を踏まえた上で、協力対価方式から得られる

理論的含意を明らかにすることである。協力対価方式はアメーバ経営の社内売買

の一形態として生成されたが、これまで学術的見地からの論究がほとんどなされ

てこなかった。そこで、本稿では京セラ方式と協力対価方式との間にみられる相

違点を明らかにし、整合性および自律性という観点から両方式の特徴を示した。

そのうえで、イネーブリング・コントロール概念を援用して協力対価方式の理論

的含意を探った。その際、協力対価方式の実践を通じて利用者がどのような影響

を受けるかを考察するために、医療における協力対価方式の導入を対象とした。 
結論として、協力対価方式はその仕組みに整合性を内包するという特徴を有す

る一方、実践を通じて利用者にイネーブリング・コントロールとして作用するこ

とで自律性をもたらす可能性が明らかとなった。本稿の貢献は、協力対価方式を

実務的見地から明らかにしてきた既往の議論（森田, 2014; 松井, 2017）に対して、

学術的見地から協力対価方式を論じたことにある。なかでも、京セラ方式との比

較から整合性と自律性という論点に着目し特徴を論じたこと、ならびにイネーブ

リング・コントロールとして作用することで整合性と自律性の両立を図っている

ことを理論的含意として導出したことにある。これらの発見事項は、アメーバ経

営研究の進展にも寄与するといえる。 
しかし、本稿で取り上げた医療の事例は二次データであるという性格上、信憑

性を十分に確保できていない。また、医療固有の環境要因が作用している可能性

も否定できず、結論はあくまでも予備的考察から得られたに過ぎない。くわえて、

協力対価方式の実践でみられたイネーブリング・コントロールは、協力対価方式

固有のものか否かについて十分な論拠を得ていない。言い換えれば、京セラ方式

でもイネーブリング・コントロールを同様に考察可能かどうかについても検証が

求められる。以上の課題について今後の研究で取り組んでいきたい。 

 

(1) 時間当り採算を中心に据えた議論は庵谷（2018b）を参照されたい。 
(2) 協力対価方式は、京セラのグループ企業である京セラコミュニケーションシステム株

式会社（KCCS）によるアメーバ経営導入のコンサルティング業務のなかで誕生し、「収

入配賦装置およびその方法」という名称で特許登録されている（特許第 4800334 号）（松

井, 2017, p.307）。 
(3) 製品の仕様が他社の場合は受注生産方式、自社の場合は在庫販売方式となる（松井, 
2017, p.307）。 
(4) 本稿では「元請・下請」という構図から下請部門という名称を便宜的に用いるが、本

来の意味合いからすると下請部門は「協力部門」とするのが妥当である。 
(5) 図表 1 の JAL の場合について補足すると、路線統括本部の実質収益（A）は顧客から

の販売収益（図表内、未記載）から旅客販売統括本部の販売手数料（E）を差し引いた額

となる（森田, 2014, p.104）。よって図表 1 の数値を用いると次のように説明できる。

（A）10,000 円＝顧客からの販売収益 11,000 円－（E）1,000 円。（A）10,000 円－

（B）2,000 円－（C）4,000 円－（D）3,000 円＝1,000 円（①）。①の 1,000 円は路線統

括本部が各下請部門に収益を配分した後に手元に残る（路線統括本部に帰属する）収益と

いう性格を帯びる。路線統括本部単独の採算管理は①の収益の範囲内でやりくりすること
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になる。 
(6) 厳密にいえば、間接共通経費は各アメーバにとっては管理不能費用であるため、京セ

ラ方式に管理可能性原則が完全に備わっているとは言い難い（庵谷, 2018a）。しかし、本

稿では間接共通経費が受益者負担の原則に基づいて各アメーバに配賦されていることか

ら、京セラ方式は比較的管理可能な費用および収益でもって設計されているとみなす。 
(7) 本稿では自律性と整合性の程度を高／低で便宜的に評価しているが、あくまでも相対

的な評価に過ぎない。実際に測定するには構成概念を吟味し変数の設定を要する。 
(8) 医療における協力対価は主に診療報酬に基づき、部門間の交渉によって決定される

（挽, 2013）との指摘もある。しかし、その場合であっても交渉の余地は京セラ方式と比

べて小さいと推測されるため、価格交渉はないに等しいと本稿では判断している。 
(9) なお、時間当り採算を中核とした部門別採算制度の実践をとおして京セラフィロソフ

ィが具現化されているとの解釈（潮, 2013 など）も存在するが、本稿では京セラ方式を

京セラフィロソフィが補完するとの立場をとる。 
(10) イネーブリングな利用の対象は、システム、マニュアル、手続き、設備、装置など組

織で公式化されたものが主に挙げられる。 
(11) JAL も協力対価方式を導入しているが、先行研究から必要な情報が十分に得られなか

ったため、本稿では医療への導入のみを取り上げる。 

（付記）本研究は基盤研究(C)課題番号 16K03991 に基づく研究成果の一部である。 
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