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Ⅰ　初めに

1990年代の後半から本格化することになった
経済のグローバリゼーションは、周知のように、
その光と影の部分を見せながら、世界中の企業
経営に多大な影響を与えてきた 1）。そのことは、
その企業経営を支える管理会計やマネジメント・
コントロールの領域においてもその事情に相違は
ない。このグローバリゼーションとともに経営環

境の不確実性・不安定性も深まってきたが、それ
に対峙するために IT（Information Technology）
に基づく金融ベースのビジネス・モデルが提唱
されることになったりした。しかし、それがま
た断続的に金融危機を惹起させ、不確実性や不
透明感をさらに深刻化させるといった状況が生
み出されてきた。

こうした経済のグローバリゼーションとの親
和性をもつ新自由主義的理念から繰り出される
規制緩和・構造改革は、企業間に過当競争を生
み、その結果、我が国のモノづくりの競争力を
支えてきた企業間の協力関係は基本的なところ
で破壊されてしまったように思われる 2）。他方、
グローバリゼーションに伴い不確実性が深まっ
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1 ） グローバリゼーションの光と影のうち、光の部分に
ついては、例えば、進藤（2013）， （2017）が参考となろ
う。そこでは、グローバリゼーションの主たる推進役
であったアングロサクソン諸国が経済的停滞に陥って
いるのに対して、アジア諸国が経済諸力を付けてきた
事情を「アジア力の世紀」が到来したと捉えている。
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ていくなかで、例えば、日本発の原価企画をよ
り環境志向のものに再編すること 3） や、開発購
買と原価企画との有機的な結合を基礎にサプラ
イチェーンをグローバルに展開するなどして、
経営環境に適合した形でコストと品質のより高
次のバランスを求め、その不確実性を低減する
試みを通して競争力を維持することに努めてい
る企業も出てきていることは確かである 4）。

そしていま、これまでグローバリゼーション
が前提としてきたフロンティアが消滅しつつあ
る。その結果として、必然的に世界経済は長期
的に停滞し、企業経営は利益率の低下に直面す
ることになってきた。しかし、そうした条件下
でもなお持続的な成長を確保するため、伝統的
な管理会計やマネジメント・コントロールを基
軸に企業の社会責任（CSR）を見据えた、「社会
責任戦略コントロール 5）」が提唱されるように
もなってきた。そこでは、経営戦略策定の前提
条件が、進出先の国や地域の経済発展と自らの
企業経営の成長を経営ビジョンの中に同時に取
り入れることを要請する状況にまで至っている
ということを示唆しているのである。

本稿はこうした不確実で錯綜し、かつ先の予
測し難い時代状況のなかで、企業経営の土台を
なす管理会計やマネジメント・コントロールの
あるべき姿を追究するとともに、それらのフレー
ムワークの普遍的な姿へと接近する手がかりを
得ることを出発点としている 6）。

さて、上述したグローバリゼーションの下で

の企業経営は、マネジメント・コントロール 7） 

の深刻なパラドックス的状況を認識させ、その
緩和策を求めるようになってきている。例えば、
短期・長期のパラドックスを始め、財務・非財
務のパラドックス、企業の全体と部分のパラドッ
クス、企業内外のパラドックスなどである。こ
れをグローバリゼーションの下でのマネジメン
ト・コントロールの重要な課題としてみた場合、
後述の議論との関わりで、こうしたパラドック
ス状況は不確実性とモノづくり、さらに CSR

（企業の社会的責任）といった間においても見ら
れることは納得できることであろう。これら３
つのうち、不確実性は「収益性・市場での価値
創造」と結びつくし、モノづくりは「競争力」
を高めることになるし、また CSR は「企業の持
続可能性」に深く関わっており、これらの間に
はやはり一方を立てれば一方が沈むといったパ
ラドックス状況にあることが考えられよう 8）。

2 ） 例えば、ルシュバリエ（2015）参照。
3 ） Nishimura （2014） 参照。
4 ） 田中（2015）参照。
5 ） 差し当たり Moquet（2010）を参照されたい。また、
アプローチは異なるが、伊吹（2014）においても CSR
を通して競争力を高める CSR 経営戦略論が提唱されて
いる。

6 ） この導入部での問題意識は、昨年2016年の11月19日
に九州大学で開催された日本管理会計学会九州部会第
50回記念大会の統一論題の趣旨と同じものである。本
稿は、統一論題の座長を仰せつかった筆者が、自ら設
定した統一論題「グローバリゼーションの下での管理
会計の課題と展望―不確実性・モノづくり・CSR―」
に、その開催責任者として自ら応えようとしたもので
あることをお断りしておきたい。

7 ） ちなみに、本稿でのマネジメント・コントロールの
定義としては、Bouquin（1991）に拠り、「管理者が業
務コントロールのおかげで、戦略的選択と当座の行動
が一貫性を持つであろうこと、持っていること、持っ
たことを保証するプロセスとシステム」（p.35）として
おきたい。また、管理会計の定義も簡単に「貨幣的フ
ローのモデル化の一つ」としておきたい。

8 ） 今井（2016）においても、トヨタにおける差し迫っ
たパラドックス状況の指摘がある。例えば「管理会計
的には、過去のハイブリッド技術開発投資を回収する
ため、ハイブリッド車を拡販したいところだが、現実
には、新たな投資により非ハイブリッド車の供給力を
も増強するとの経営戦略を選択」することになってい
ることや、「管理会計的には、カーシェア・ライドシェ
アへ対抗し、自動車販売台数の減少を阻止したいとこ
ろだが、現実には、カーシェア・ライドシェア領域へ進
出するとの経営戦略を選択」していると指摘している。
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以下、本稿において全面的に取り扱うことに
なるのであるが、面白いことに、フランスのコ
ントロール論はこうしたパラドックス概念をフ
レームワークの軸に据えているのである。さら
に英国発の管理会計の「変化論」はそれを立論
の根拠にしようとしていることも指摘しておか
ねばならない。また最近の Malmi and Brown 

（2008）などの論考に見られるようなマネジメン
ト・コントロール・パッケージ論なども、本稿
で取り上げるコントロールのパラドックス論と
同じ研究の方向性を持っていると考えられる。
もっとも、本稿で取り上げるこうした幾つかの
研究方法論におけるコントロール、とりわけマ
ネジメント・コントロール自体の捉え方、性格
付け（なかでもマネジメント・コントロールと
管理会計との識別など 9））には大きな違いがあ
ることにも注意しておきたい（これについては
本文の中で改めて詳述する）。

本稿の目的は、こうした最近の管理会計論や
マネジメント・コントロール論に見られるコン
トロールのパラドックス概念に焦点を当て、こ
れをどのように認識し、対処していくことがで
きるのかについて考えていくことである。いま
ここで少し結論を先取りしておけば、ビジネス・

モデル（もしくは戦略マップ）という仕組みや
そこでの考え方がそうしたパラドックスを緩和
することのできる一つの有効な方法として示さ
れているということである。さらに言えば、ビ
ジネス・モデルの構築によってパラドックスを
緩和するという方法がそれに相応しい戦略概念
や不確実性概念を生み出し、それへの対処の仕
方を提示することになっていることである。

そこで、本稿の構成は次のようになっている。
まず次節では、筆者の考える管理会計とマネジ
メント・コントロールの４つの論点（仮説）を
出発点として、フランスのマネジメント・コン
トロール論におけるパラドックス概念の位置づ
けを確認し、次いで、グローバリゼーションの
下での管理会計論の在り方として最近話題と
なっているマネジメント・コントロールのパッ
ケージ論に焦点をあて、その分析方法の特徴と
してのコントロール・システムが持つ多様性・
多元性の重要性に注目している。さらに英国発
の社会学的方法による管理会計「変化論」にお
ける「パラドックス認識」を取り上げる。そし
て最後に、こうした幾つかの研究方法論の流れ
を総括的に捉えることによって、いまパラドッ
クス的状況を正面から捉え、理論的フレーム
ワーク構築の基軸に据え、それを前提として企
業経営に立ち向かっていかなければならない状
況に立ち至っている点を確認する。

続く第Ⅲ節では、こうしたパラドックスにど
のように対処することができるのかを考えてい
きたい。その場合、本稿では、経営場面でのパ
ラドックスそれ自体を「解消」していくことを
考えるのではなく（実際にそれはほとんど不可
能であろう）、フランスのマネジメント・コント
ロール論に見られるように、コントロールのパ
ラドックス認識とビジネス・モデルとの関わり

9 ） 筆者の研究は主としてフランス会計学を基礎としてい
るために、全ての論考は日米で用いられる原価計算（cost 
accounting）と管理会計（management accounting）とい
う用語とフランスにおけるそれらに対応する用語との
ズレを常に意識して書かれている。したがって、本稿
でも読者の便宜のために、その点を書き留めておきた
い。つまり日米での原価計算（cost accounting）は、フ
ランスでは管理会計（comptabilité de gestion）に対応
し、日米の管理会計（management accounting）に対応
する用語は、フランスでは内容的にはマネジメント・
コントロール（contrôle de gestion）に対応している。本
稿で採用する原価計算と管理会計のそれぞれの用語法
はフランスのそれに近く、原価計算と管理会計とをそ
れほど区別しないで用い、その両者とマネジメント・
コントロールとを明確に峻別する立場をとっている。読
者はこの点を確認して先を読み進めてほしい。
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を明らかにすることで、パラドックスにいかに
対応し、いかに緩和していくべきか（もっと平
板に言えば、パラドックスといかに折り合いを
つけていくべきか）を考えていくことになって
いる 10）。

そして、以上の検討を踏まえ、筆者の構想す
る新しいコントロール論のフレームワークの精
緻化（これは後述する４つの仮説のうち、第４
の仮説に相当する）を一歩でも進めていきたい
と思っている 11）。

Ⅱ	 	マネジメント・コントロール論におけるパ
ラドックス概念

筆者はこれまでのフランスの管理会計論やマ
ネジメント・コントロール論の研究を踏まえて、
マネジメント・コントロールに関する独自なフ
レームワークを構築するためには、次の４つの
論点（仮説）を巡って議論を深めていく必要性
があることを主張してきた 12）。その４つの論点

（仮説）とは以下のようなものである。

４つの論点（仮説）
①   管理会計の発展は企業組織の経済的モデル

化の次元で考えるべきこと
②   マネジメントの主たる領域が技術・生産志

向性から組織・市場志向性へと移行してき
たことが、コントロールのパラドックス認
識を進めたこと

③   マネジメント ･ コントロール論をそのパラ
ドックス状況に対応、緩和するための方法
論の体系として再編すること

④   企業不祥事、会計不正を背景とした内部統
制論議はガバナンスをコントロールする方
策を考えさせている（ガバナンス・コント
ロールの構想）

  筆者はこれまでの諸論考において、上記４つ
の問題領域を管理会計とマネジメント・コント
ロールの「４つの論点」と表記してきたが、本
稿では「４つの論点（仮説）」または「４つの仮
説」と書き改めている。これには次のような理
由がある。つまり、筆者は20年以上にわたり一
貫してフランスの管理会計とマネジメント・コ
ントロールを主な対象として研究を進めてきた
が、そのなかで得たことは、管理会計とマネジ
メント・コントロールの本質を解明するために
は、上記の４点をどうしても明らかにしなけれ
ばならないということであった。拙著（2009）
の全体がこれら４点を導出する根拠となってお
り、そしてその後の研究の過程もこれらの論点
を一つずつ論証するプロセスになっていること
に気が付いたのである。その意味で、本稿から
は、「４つの論点」を「４つの仮説」に格上げ
し、「４つの仮説」と表示していきたいと思う。
つまり、以後は「仮説」という用語を使いたい。

さて以上の４つの仮説のうち、本稿は主とし

10） 読者が小論を読み進める場合、次の５つの論点に注
視していただければ、筆者の意図するところをよく理
解していただけると思われる。けだし、小論はこれら
の５つの論点を繋げる形で論理が組み立てられている
からである。参考としていただきたい。

  １   グローバリゼーションと企業経営・管理会計との
関わり

  ２   筆者の４つの仮説の取り扱い
  ３   ヘンリ・ミンツバーグのマネジメント論（もしく

はマネジャー論）とマネジメント・コントロール論
との関わり

  ４   アンリ・ブッカンのビジネス・モデルの意義
  ５   イギリスの批判会計学派の管理会計「変化論」と

最近のマネジメント・コントロール・パッケージ論
の位置づけ

11） 筆者の考える新しいコントロール論については、拙
稿（2015a）,（2015b）を参照されたい。

12） 拙著（1996）， （2009）を参照されたい。
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て第３の仮説に関わっている。とはいえ、本稿
は、財務報告・財務会計論、監査論・内部統制
論などの隣接科学での発展の本質的部分を捉え、
マネジメントのレベルでのコントロールを超え
たガバナンスをコントロールする必要性、その
可能性を考察することをも視野に入れているこ
とから、第４の仮説とも密接に関わっている。
その第４の仮説においても、マネジメントのレ
ベルで析出された「コントロールのパラドック
ス認識」が考察の軸に据えられている。そして、
筆者はそこにみる（本稿でも取り扱われる）内
部からの「競争力、収益性・価値創造、持続性
の３つの属性間のパラドックス状況」がガバナ
ンスをコントロールすることによって緩和され
る可能性を見出してきた。さらに昨今話題の「統
合報告」などの環境、社会、ガバナンスに関す
る「持続性」に関する情報要求が、企業の外部
からガバナンスをコントロールする必要性を問
いかけてきているとの認識を持っている 13）。

敷衍すれば、コントロール論は、これまでの
製造場面や経営企画場面での「競争力」の維持
を前提にしつつ、同時に投資家・株主の意向に
沿った形で資本市場での企業の「収益性・価値
創造」を絶えず追求していかねばならない。こ
れらは互いに矛盾する要素（パラドックス状況）
を抱えており、柔軟に対処していかなければ問

題解決が難しい。けだし、冒頭でも述べたよう
に、これらの要素が長期・短期の時間的なパラ
ドックス、財務・非財務のパラドックス、企業
の全体と部分のパラドックス、企業内外のパラ
ドックスといったものを抱え込んでいるからで
ある。これらに加え、上記の「統合報告」によ
る投資家・株主の立場からの「持続性」の確保
の要請は、企業組織のコントロールが問いかけ
てくる経営場面からの「持続性」意識の高まり
と一体となりつつある。筆者は、こうした事態
にガバナンスをコントロールすることによって、
これに対応し、緩和していく可能性を見出そう
としてきた 14）。

これに対して、本稿での議論は、フランスの
マネジメント・コントロール論の第一人者で
あったアンリ・ブッカン 15） が、ビジネス・モデ
ルを構築することによって、こうしたパラドッ
クス状況に対峙し、緩和する方策を提示してい
る点に向けられる。したがって、本稿での議論
は仮説３の「マネジメント ･ コントロール論を
そのパラドックス状況に対応、緩和するための
方法論の体系として再編する」ための一つの方
策として考えることができる。まさに、ブッカ
ンはビジネス・モデルをマネジメント・コント
ロールのパラドックスを緩和し、何とか折り合
いをつけるための切り札として位置付けている
のである。そこではさらに、企業の経済的なモ
デルに必要な内外の協同を維持する能力（彼は
これを「持続性」と表現する）を高め、内外の

13） ちなみに、第１の仮説で説く「管理会計の発展は企
業組織の経済的モデル化の次元で考える」といった視
点は、筆者がこれまでの研究過程のなかで獲得した管
理会計発達史論の論点に深く関わっている。例えば、伝
統的な原価計算から活動基準原価計算（ABC）、さらに
そこから時間ベースの活動基準原価計算（TDABC）へ
の展開、まさにそうした現実に進む歴史的展開が、管
理会計の発展というものは企業組織の経済的モデル化
の次元で進むということを論証していると言えるから
である。この辺の事情は、拙著（1996）， （2009）や最近
の拙稿（2016）で詳細に展開されているので、参照さ
れたい。

14） さらに言えば、最近の企業不祥事や会計不正に対す
る内部統制の視点からの問題提起のなかでも、とりわ
け「トップレベルの内部統制」の必要性が説かれるよ
うになってきた。このことも、この第４の仮説の確か
らしさを裏付けるものとなっているのではなかろうか。
例えば、浜田（2016）の第４章参照。

15） アンリ・ブッカンはパリ第９大学の管理学の教授で
あったが、2012年に逝去した。
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「情報要求の多様性」が突き付けてくるパラドッ
クス状況をビジネス・モデル 16） の構築・運用に
よって緩和する可能性を追究しようとするので
ある（この方向で考えられる Moquet （2010）が
構想する社会責任戦略コントロールに関する詳
細な分析については、また別稿で論じたい）。

以下、第Ⅲ節でそのビジネス・モデルを基礎
に据えたパラドックス緩和のための構想を考察
する前に、本節では、のちの議論に必要な限り
で、フランスのブッカンのマネジメント・コン
トロール論と最近話題のマネジメント・コント
ロールのパッケージ論、さらに英国発の管理会
計「変化論」における「パラドックス認識」の
取り扱いをそれぞれ整理して提示しておきたい。
そして、これら３者が共通して持っている昨今
の経営環境の認識方法の特徴を明らかにしてお
きたい。

Ⅱ－１	 	フランスのマネジメント・コントロール
論におけるパラドックス概念

先に紹介したブッカンは、コントロールのパ
ラドックス状況の認識を端的に自らのマネジメ
ント・コントロール論の基軸に据え、その緩和
策をもってマネジメント・コントロールの基礎
条件としようとする。つまり、Bouquin et Kuszla 

（2013）におけるマネジメント・コントロール論
は、全編を通してこのパラドックス概念を基軸
として構成されており、本来、マネジメント・
コントロールはこうした矛盾に満ちたパラドッ
クス認識を本質的な前提として進めざるを得な
いものとして考えているのである。そして、そ

の一つの緩和策としてビジネス・モデルを描き
出すことを提案しているのである。以下、その
全体像とそのポイントを紹介することから議論
を始めよう。

まず、ブッカンはコントロールの統合機能
（fonction d’intégration）に注目する。マネジメン
ト・コントロールはこれまで、主として財務的
な論理の番人として考えられることが多かった
が、それは財務的な論理が企業の「連合的な論
理（logique fédératrice）」を構成するときに、鍵
となる統合機能を持つことによってその正当性
を与えられたからであった。つまり、マネジメ
ント・コントロールが財務的視点によって企業
の諸機能を連合（または統合）させるものと見
えたからである 17）。

しかし、マネジメント・コントローラーは、
財務的な論理の番人の役割を担うだけでは、管
理者である上司からは経営に対する十分な適合
性を持っていないと見做されていることに不安
を抱えているのである。そして、一般的に会計
勘定や予算の位置に後退させられことが多いマ
ネジメント・コントロールの機能に、こうした
財務的機能とは別の機能として、企業を統合さ
せる役割を与えることができなければならない
と考えられているのである 18）。

管理者は経営場面において、幾つかの機能を
統合しなければならないが、それを支援する役
割をマネジメント・コントローラー達は果たさ
なければならない。ただ、財務的役割のみに自
らを閉じ込めてしまうことはできないのであり、
そんなことになってしまえば、管理者を十全に

16） のちに見るように、このビジネス・モデルの位置付
けは、かつて議論されたキャプランらの戦略マップの
構想と深く結び付いている。この点は、本文のなかで
論じられる。

17） 当然に、この段階においては、マネジメント・コン
トロールと管理会計（とりわけかつての経営分析会計）
との相違はほとんど見出せないことになる。この点も
また、本文のなかで詳述される。
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支援することは不可能になってしまうからであ
る。つまり、マネジメント・コントローラー達
はマネジメントの多様な論理の統合者であらね
ばならないのである 19）。

そして、その場合にどのようなマネジメント
も、以下の３つの視点を持たねばならないとブッ
カンは想定することになる 20）。その３つの視点
とは、次のようなものである。
（1 ）管理者は顧客、利用者などに対して高性

能の製品・サービスの供給に貢献すること
（2 ）破壊する以上の価値を創造すること
（3 ）今日の競争優位の源泉を形成している「有

能な資本」を維持・発展させることを保証
すること

すぐに理解されるように、これら３点の意味
するところは極めて自明なものであろう。つま
り、上記３点は、管理者というものは破壊され
る以上に価値を生み出しながら、かつ持続性を
もって、誰に対してそのような製品・サービス
を提供するべきかを考えるということを示唆し
ているに過ぎないからである。ビジネス・モデ
ルを構築するには、まずこうしたシンプルで操
作が容易な仕掛けの設定から出発することが求
められているのである。

以上から容易に理解されるように、これら３
つの視点のそれぞれが、次の図表１の最も左の
行の競争力、収益性・価値創造および持続性に
対応している。そして、これら３つの視点のど
れか一つを進めれば、他方が後退するというパ
ラドックス状況にあるとの認識である。要する
に、経営陣はその対峙すべききわめてシンプル
なケースにおいてさえも、その当初からパラドッ
クス状況に置かれているのである。経営陣は常
にこうしたパラドックス状況に対処していかね
ば、その目的とすることを達成することはでき
ないのである。「定義により、経営陣はパラドッ
クスに責任を持つことを余儀なくされている。
彼らは対立物の均衡化を進めることが日常的な
作業となっている。短期か長期か、局地の利害
かグローバルな利害か、支出か投資か、財務的
論理か技術的論理か、差別化かコスト支配か、
等々である 21）。」そして「その仕事は、企業のダ
イナミズム自体が不均衡の罠に落ち込むだけに、
より骨の折れるものとなる 22）」のである。そこ
で、その意思決定の時々に何を優先するかとい
う「優先性」が求められるのである 23）。そして、
その優先性は、戦略的ミッションに関する古典
的な類型化が示唆するような製品ライフサイク
ルを通して進められると、ブッカンは考えてい
る。そのサイクルが図表１の最上部に見られる
構築、維持および収穫といった製品ライフサイ
クルである。要するに、図表１は、製品ライフ
サイクルと競争状況のマトリックスとなってい
ることが理解されるであろう。
  ここで注目すべきは、サイクルの諸段階にお
いて、主要な目的が左上から右下に向かって変

18） この段落の論旨は、Bouquin et Kuszla （2013）, p.43の
記述に基づいている。ここで少し、ブッカン教授と共
著者のクズラ教授（パリ第10大学ナンテール）との関
係に触れておこう。両教授はパリ第９大学ドーフィー
ヌ時代の同僚であり、長い間、マネジメント・コント
ロール論や管理会計論の研究・研究を共同して進めて
きた間柄である。2012年にブッカン教授が逝去したの
ち、彼の意志を次いで、彼女が本書を共著の形で公刊
することになったのである。筆者は本書を頼りに、ブッ
カン教授が存命中は彼と、彼が去った後はクズラ教授
と、マネジメント・コントロール論の一般的な在り方
について長きに渡って議論を行ってきた。そして、今
もなお議論は続いている。

19） Bouquin et Kuszla （2013）, p.43.
20） Bouquin et Kuszla （2013）, pp.43-44.

21） Bouquin et Kuszla （2013）, pp.46-47.
22） Bouquin et Kuszla （2013）, p.47.
23） Bouquin et Kuszla （2013）, p.47.
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化していることである。つまり、構築段階では
競争力が主要な目的とされるが、維持段階では
収益性・価値創造が主要な目的に選ばれている
し、最後の収穫段階では持続性が主要な目的と
して位置づけられている。さらに、製品ライフ
サイクルの各段階で求められる主要な目的、リ
スクおよび帰結が提示されている。いまそのう
ち、製品ライフサイクルの各段階で求められる
主要な目的についてだけ取り上げて解説を加え
てみれば、次のようになる。つまり構築段階で
の主要な目的の内容は目標市場占有率、販売の
成長であり、維持段階でのそれは原価の低減、
資産管理による収益性であり、最後の収穫段階
ではキャッシュフロー（原価の低減、能力管理）、
イノベーションが選定されていることが理解さ
れるであろう（その他の項目の解説は省略）。

さらに、競争力、収益性・価値創造および持

続性の間のパラドックス状況をより直截に示し
たものが、次の図表２である。ここにおいて、
製品ライフサイクルにおける３つの視点（競争
力、収益性・価値創造および持続性）間のパラ
ドックス状況が明瞭に見て取れるであろう。

まず競争力を犠牲にして、収益性・価値創造と
持続性の便宜を図るケースを取り上げてみよう。
競争力を犠牲にして収益性の便宜を図るという
ことは、例えば原価以上に顧客価値を引き下げ
ることを行うことになる。例えば、競争力を決
定する費用がもし広告費や通信費のような裁量
的なものであれば、それらの支出を引き延ばす
ことなどをすることになろう。またより多く売
るために、ブランドイメージを安売りしたり、
信頼できる顧客に税をかけたりすることになる。
要するに品質を削り取るということをやってし
まうことになるのである。他方、競争力を犠牲

図表１　製品ライフサイクルと競争状況のマトリックス

製品ライフサイクルの諸段階における目的の位置
構　　　築 維　　　持 収　　　穫

競 争 力
競争力が主要な目的：必要な水
準を確保するために、競争力を
構築する

供給の妥当性の補強と顧客の信
頼確保のための警戒

競争上の地位は顧客に対して獲得
される。ライフサイクルの終焉

収 益 性
（ 価値創造 ）

投資と待機。将来の行き止まり
を避けるために、製品もしくは
顧客ごとの収益性を自覚する。

収益性が主要な目的（顧客ごと
の収益性）だが、リズムに従う
ために、再投資しなければなら
ない

収益性は依然重要な目的に留ま
るが、それは、再展開をファイ
ナンスするため。流動性の探
求。さらなる投資をするなら、
きわめて短期の回収を優先。

持 続 性 成功の鍵要素（FCS） を強化し、
将来に賭ける 当面、レントの獲得 持続性が主要な目的：活発な発

展の交代

主要な目的 目指す市場占有率、販売の成長
（存在感、評判） 収益性（原価の低減、資産管理）キャッシュフロー（原価の低減、

能力管理）、イノベーション

主要なリスク 投資のやり方が分からない レントの浪費 再投資のやり方が分からない

帰 結 選別 挽回かつ/もしくは先のケース
に帰る 陳腐化する

（出所）Bouquin et kuszla （2013）, p.47を一部修正。表題は筆者による。
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にして持続性の便宜を図るということは、戦略
プロジェクトを持たずに研究者にイノベーショ
ンをやらせたままにしたり、ニッチにおける成
功を収めた顕著な能力を犠牲にして市場シェア
をとるなどが考えられている。さらに試みに全
方位に投資するなどして、持続性を高めようと
するのである。そこでは管理者はすべてを方向
づけ、多様化できると考えているのである。

次に、収益性を犠牲にして競争力を高める場
合、まれにしかないサービスを提供するための
無為の投資を行ったり、顧客価値を生まないコ
ストのかかる差異化を進めたりすることが考え
られる。他方、収益性を犠牲にして持続性を高

める場合、例えば投資に関して、顧客間のシナ
ジー効果や特定のレゾリューションによる固定
客化について幻想を抱くことなどが考えられる。

また、持続性を犠牲にして競争力を高める場
合は、成熟した領域に乱暴に投資したり、運用
資本コストを回収できないマージンをつけたり
することがあるし、持続性を犠牲にして収益を
高める場合は、任意に研究をカットしたり、《金
のなる木》の周りに活動ポートフォリオを構成
したり、一般的な投資を先延ばしするなどが考
えられる。以上が、競争力、収益性・価値創造
および持続性の間のパラドックスの状況である。

最後に、図表２の対角線の部分の意味を解説

図表２　競争力、収益性および持続性の間のパラドックス
競争力に便宜をはかる 収益性に便宜をはかる 持続性に便宜をはかる

競 争 力 を
犠牲にする

原価以上に顧客価値を引き下げ
る：競争力を決定する費用がもし
広告費や通信費のような裁量的な
ものであれば、それらを引き延ば
す。より多く売るために、ブラン
ドイメージを安売りする。信頼で
きる顧客に税をかけようとする。品
質を削り取る。《企業家》である
べき場所に《管理者》を配置する。

戦略プロジェクトを持たずに研究
者にイノベーションをやらせたま
まにする。地域を支配しようとし
てコントロールの効かない供給を
差異化する。ニッチにおける成功
を収めた顕著な能力を犠牲にして
市場シェアをとる。試みに全方位
に投資する。管理者はすべてを方
向づけ、多様化できると考える。

収 益 性 を
犠牲にする

価格競争、値引競争。大量でコン
トロールできない信頼できる顧
客。まれなサービスを提供するた
めに無為な投資を大目に見る。顧
客価値を生まない、コストのかか
る差異化を進める。企業家に《金
のなる木》を委ねる。

《帳簿をごまかす》？※

投資において。顧客層の間のシナ
ジー効果、もしくは特定のレゾ
リューションによる固定客化に幻
想を抱く。さらに、過度な品揃え
を進める。
サービスについて。顧客の信頼性
の基準に幻想を抱く。

持 続 性 を
犠牲にする

成熟した領域に乱暴に投資する。
運用資本コストを回収できない
マージンをつける。顧客の収益性、
もしくは顧客のカテゴリーの分析
を無視する。

任意に研究をカットする。成熟し
ていない職員に頼る。《金のなる
木》の周りに活動ポートフォリオ
を構成する。一般的な投資を先延
ばしする。節約のために外部化し、
顕著な能力を失う。

※ 対角線に当たる部分はパラドックスを示している（それは《現実》と《外観》との間の多少とも黙認される差
異を取り扱う）。そこではこれ以上先に進まないことを選好した。しかし、そのケースは一方で《クリエイティ
ブ・アカウンティング》（逐語的に訳すと《会計的料理》となる）をめぐる論争の中心であるし、他方、会計
基準が企業についての判断を行うなかで、金融市場に影響を与えるその基準の能力に関する論争の中心であっ
たりする。

（出所）Bouquin et kuszla （2013）, p.46. 表題は筆者による。
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しておきたい。図表の最下方の※の部分にある
ように、対角線の部分はパラドックスを示して
いる。そしてそれは《現実》と《外観》との間
の多少とも黙認される差異を取り扱うという。
しかし、そのケースは《クリエイティブ・アカ
ウンティング》をめぐる論争の中心であったり、
会計基準が企業についての判断を行うなかで金
融市場に影響を与える、その基準の能力に関す
る論争の中心であったりする。
  さて、こうした複雑で、錯綜した状況の中に
ある経営陣をみて、ブッカンは「マネジメント
は技術ではなく、芸術である 24）」と喝破するの
である。経営陣が直面する状況は「不確実性」
の只中にあるだけでなく、もたらされる解の適
合性も不確実性を持っているという。そして、
そうした不確実性が存在するために、人は管理
者に信頼を置くことになるのであるというので
ある 25）。したがって、「マネジメント・コント
ロールは経営陣がその不確実性の進展を解読し、
予測することを支援することで不確実性を低減
させることになるのである。そして、この事実
は、管理者がパラドックスの仲裁者であるとと
もに、彼ら自身がパラドックス状況の只中にい
ることを示唆している 26）」（下線部は引用者）と
理解している。

こうした経営者、管理者の管理行動の本質的
な性格付けについては、ブッカンはその多くを
ミンツバーグから受け継いでいるように見受け

られる。例えばミンツバーグ（2007）にはマネ
ジャーの10の役割が次のように３つのグループ
にまとめられて列挙されている。 以下、少しミ
ンツバーグの考え方をたどってみよう。

まず彼はマネジャーの役割を次のように、①
対人関係の役割（看板的役割、リーダー的役割、
リエゾン的役割）、次いで②情報に関する役割

（監視者としての役割、散布者としての役割、ス
ポークスマンとしての役割）、最後に③意思決定
に関わる役割（企業家としての役割、障害排除
者としての役割、資源配分者としての役割、交
渉者としての役割）に３つにまとめている。こ
の時点では、ミンツバーグはまだマネジャーの
10の役割について、その仕事の多様性からくる
多忙性について語ることが中心であった。しか
し、後年のミンツバーグ（2011）に至ると、彼
はマネジャーが行うマネジメント行動が持つパ
ラドックス状況をマネジメントの13のジレンマ
として取り上げ、そのパラドックス的状況の多
様性を強調している。その13のジレンマとは、
まずは①思考のジレンマ（３つから構成、以下
同様）から始まり、②情報のジレンマ（３つ）、
③人間のジレンマ（３つ）、④行動のジレンマ

（２つ）と続き、最後に⑤全体的なジレンマ（２
つ）で終わる合計13のジレンマである 27）。

これらの全てのジレンマについての個々の説
明は省略するが、ここではこれに関わるミンツ
バーグの次のような評価を引用しておこう。つ

24） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.
25） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.  「マネジメントは技術

ではなく、芸術である」とか、「不確実性が存在するた
めに、人は管理者に信頼を置くことになる」といった
考え方は、ブッカンがしばしば依拠するカナダ・マギー
ル大学のヘンリ・ミンツバーグのマネジメント論（ミ
ンツバーグ（2007））や管理者論（ミンツバーグ（2011））
に大いに影響を受けたことが窺われる。

26） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.

27） マネジメントの13のジレンマの詳細は以下のような
ものである（ミンツバーグ（2011）， p.243）。①思考の
ジレンマ（上っ面症候群、計画の落とし穴、分析の迷
宮）、②情報のジレンマ（現場との関わりの難題、権限
移譲の板挟み、数値測定のミステリー）、③人間のジレ
ンマ（秩序の謎、コントロールのパラドックス、自信
の罠）、④行動のジレンマ（行動の曖昧さ、変化の不思
議）⑤全体的なジレンマ（究極のジレンマ、私のジレ
ンマ）
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まり「単純な問題であれば、いずれ解決する。
これらの問題（マネジャーの問題－引用者）が
簡単に解決しないのは、マネジメントの本質と
表裏一体の（決して取り除けない）ジレンマに
根を張っているからである。チェスター・バー
ナードの著書『経営者の役割』の一節を引けば、

「矛盾する要素、直観、利害、環境、立場、理想
の折り合いをつけることこそ、マネジャーの役
割」なのである。」（ミンツバーグ（2011）, p.242）
　ここには、長くマネジャーの役割についての
研究に取り組んできたミンツバーグのマネジメ
ントに対する思いが込められているようである。
彼は、マネジメントの本質は決して取り除けな
いジレンマに根を張っていると理解しているの
である。彼によれば、「マネジメントとは決して
解決しないパラドックスと向き合う仕事」（p.24）
であり、「マネジメントとは、言ってみれば、走
りながらすべての物事を１つにまとめ上げる作
業」（p.337）なのである。「板挟みや袋小路や迷
宮や謎は、マネジメントと切っても切り離せな
いものだ。マネジメントそのものといっていい。
これらのジレンマは解消することはけっしてな
い。緩和できたとしても消去できないし、折り
合いをつけられたとしても解決できない 」

（p.300）のである。そして「マネジャーは、数々
のジレンマに同時に対処するという「究極のジ
レンマ」から逃れられない」（p.301）と結論す
るのである。

ブッカンはミンツバーグのマネジメントに関
するこうした一連の研究成果を踏まえ、マネジ
メントは「技術ではなく芸術である」と喝破し
たことは前述したが、それほどまでにマネジャー
の役割が一筋縄ではいかない点を承知していた
のである。そして、それを受けて次のように結
論を出すのである。したがって「彼らは成果に

よって審判を受けるが、予期せぬことに直面す
ることを覚悟しなければならない。さらに、決
定された目的はおそらく真実ではないと予期さ
れるシナリオに対応するものであろう。そこで
は、何の見通しもなく、機会とリスクが提示され
ることになるであろう 28）」（下線部は引用者）と。

要するに、多くのジレンマに取り囲まれたマ
ネジャー達は、与えられた目的を達成するため
のシナリオも正しいものとして頼れるものかど
うかわからず、何の見通しもないなかで、ただ
機会とリスクのもとに海に乗り出して行く以外
にないということであろう。しかしながら、仮
に彼らを少しでも支援しようとする場合、マネ
ジメント・コントローラー達に何ができるとい
うのであろうか。何の見通しもないなかで、荒
れた大海に漕ぎ出していかねばならない場合、
そこには少なくとも「海図」に相当するものが
必要となってくるであろう（後述するように、
ブッカンのビジネス・モデルやキャプランらの
戦略マップが、ここでいう「海図」に相当する
ものであることは言うまでもない）。

以上のような問題関心から、ブッカンはマネ
ジメント・コントローラー達が依拠することに
なる管理会計やマネジメント・コントロールに
対して多くの論点を提示するのである 29）。例え
ば、管理者の優れた資質とはどのようなもので
あろうか。予定された成果を上げるだけでいい
のか。予期せぬ状況にまで対応できる能力が必
要なのであろうか。さらに獲得した成果が将来
の大惨事を隠匿してしまう状況はないのであろ
うか。成果だけでいいのか。それを達成した、
もしくは達成できなかった方法も考慮しなけれ
ばならないのか。失敗に対して、どれほどの寛

28） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.
29） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.
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容さが必要なのか。失敗の中に、成功の潜在性、
利益機会などはないのであろうか、などである。

以上、要するに、現実の経営の場面において
は、こうした論点に収斂することになる種々の
パラドックス的現実に直面せざるを得ないので
ある。したがって、マネジメント・コントロー
ル・システムの構築にあたり、こうした論点を
無視するわけにはいかないということになる 30）。

ブッカンはこうした論点を深く認識し、そこ
から惹起されるパラドックス状況を克服できな
いまでも、少しでも緩和する（または折り合い
をつける）方策を模索するのである。こうした
状況との関連で、例えばバランスド・スコアカー
ド（以下 BSC）の場合はどのように考えればい
いのであろうか。BSC の周知の４つの視点の間
のパラドックスを前提として、システムの制度
設計がなされていることは自明であろう（もっ
とも、BSC の支持者たちは、決して４つの視点
の間に見られるパラドックス的状況に関しては
言及しないし、仮にそこにパラドックス認識が
あったとしても、当初からそれを制御できると
前提しているように思われる）。ということは、
本来、いかなる場合でも、マネジメント・コン
トロールはこうした矛盾に満ちたパラドックス
認識を本質的な属性として持たざる得ないもの
であり、（それを前面に出すかどうかは別にし
て）それを前提として、フレームワークの構築
がなされるべきと考えられているのである。

BSC の支持者たちとの関わりで、次項では、
最近、議論されることが多い「マネジメント・
コントロール・パッケージ論」の方法論を取り
上げ、本稿での分析方法としてのコントロール
のパラドックス論の観点からその特徴を明らか

にしておきたい。

Ⅱ－２	 	マネジメント・コントロールのパッケー
ジ論の方法論とその特徴

本稿の冒頭でも述べたように、最近はグロー
バリゼーションの下での管理会計やマネジメン
ト・コントロールの在り方を問う多くの研究が
なされるようになってきた。グローバリゼーショ
ンの下で、どのような管理会計、マネジメント・
コントロールの仕組みが求められるのであろう
か、との問いがしばしば発せられるようになっ
てきたのである 31）。

そうしたグローバリゼーションと管理会計の
関連をマネジメント・コントロールのパッケー
ジ論の視点から取り上げようとしたものはこれ
までも多数あるが、その領域での議論の焦点と
なったものこそ、次に紹介するMalmi and Brown

（2008）での問題提起である。それでは彼らの問
題意識はどのあたりにあるのであろうか。以下、
パッケージ論を展開する彼らの問題意識の在り
かを探ってみよう。

彼らは、これまでもマネジメント・コントロー
ル・パッケージというアイデアは確かにあった
が、それに関する明示的な理論的、実証的な研
究はほとんど存在しなかったと捉えている。そ
して、いま彼らは、後述するような５つのコン
トロールから構成されるマネジメント・コント
ロールの独自の類型を明示するのである。その
理由として、マネジメント・コントロール・
パッケージ論の持つ重要性を次の３つにまとめ

30） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.  ここでもミンツバー
グのマネジメント論や管理者論の強い影響がみられる。

31） ちなみに、2016年に静岡地区で開催された日本会計
研究学会全国大会においても、その管理会計セッショ
ンでの統一論題はグローバリゼーションを意識した「管
理会計のグローバル化とローカライゼーション」となっ
ていた。３本の報告のうち２本は、日本企業のグロー
バル化に伴う管理会計の変化を問うものであった。
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ている 32）。
１つは、マネジメント・コントロール・シス

テムは、それぞれが分離された形では機能しな
いということである。２つ目は、会計研究者の
多くが、ABC や ABM（活動基準管理）を初め、
BSC、VBM（価値ベースのマネジメント）、原
価企画などの最近話題の実践的な革新に多くの
時間を割いてきたからであるということである。
そして最後の３つ目が最も本質的なものである
が、「マネジメント・コントロール理論の主要な
焦点が、望ましい成果を生み出すためのマネジ
メント・コントロール・システムの設計に充て
られてきた 33）」ことにあるという。つまり、「多
くの管理会計研究が会計ベースのコントロール
を対象とし、このことによって公式的なシステ
ムに概ね焦点が当てられてきたために、その他
のコントロール・システムのインパクトについ
て限られた理解しかできなかった 34）」ためであっ
た。したがって、パッケージとしてマネジメン
ト・コントロール・システムを理解することに
よって、一連のコントロール・システム群の設
定のためのより優れた一般的な理論を構築でき
るという 35）。

  それでは、以下、彼らの論考を少し詳細に分
析してみよう。まず、Malmi and Brown（2008）
によって整理されたコントロールのパッケージ
の内容について解説することから始めよう。図
表３に示されているように、彼らは３層になっ
た５つのコントロールを明示し、その組み合わ
せをパッケージと呼んでいる。まず、伝統的な
マネジメント・コントロール・システムとして
活用されてきた第２層にある計画コントロール
から解説しよう。
  まず、計画コントロール 36） は、言うまでもな
く事前的コントロールの様式で、第１に、組織
の職能的目的を明らかにするために、貢献と行
動に直接の影響を及ぼす。次にこのコントロー
ルは目的のための指針を与え、貢献の程度と期
待される活動を明らかにする。最後に組織の職
能を超える一致した目標を与え、それゆえにグ
ループと個人のコントロールを行うことができ
る。構成要素として、戦略的目的からは長期計画

（中長期的計画）が設定され、戦術的目的からは
行動計画（通常12ヶ月で設定）が策定される。

次に、サイバネティック ･ コントロール 37） は
５つの特性を持っている。第１に、基礎的な現

32） Malmi and Brown （2008）, p.287.
33） Malmi and Brown （2008）, p.288.
34） Malmi and Brown （2008）, p.288.

35） Malmi and Brown （2008）, p.288.
36） Malmi and Brown （2008）, pp.291-292.
37） Malmi and Brown （2008）, pp.292-293.

図表３　マネジメント・コントロール・システムのパッケージ
文化によるコントロール

クラン 価値観 シンボル
計画 サイバネティック・コントロール

報酬・補償
長期計画 行動計画 予算 財務的測定

システム
非財務的測定

システム
ハイブリッド
測定システム

管理的コントロール
ガバナンス構造 組織構造 方針・手続

（出所）Malmi and Brown （2008）, p.291.
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象、活動、システムの定量的測定を可能にする
こと、第２に行動ないしは目標の標準があるこ
とである。第３の特性は行動の結果を標準と比
較することを可能にするフィードバック・プロ
セスである。第４の側面がフィードバックから
生じる差異分析である。最後の第５がシステム
の行動や基礎的活動を改善する能力である。構
成要素としては予算、財務的尺度、非財務的尺
度、さらにそれら財務的尺度と非財務的尺度の
両者を含むハイブリッド形態（例えば BSC な
ど）が想定されている。

第３のコントロールは報酬と補償によるコン
トロール 38） である。このコントロールの目的は
貢献の経路、継続期間および強度のコントロー
ルのために報酬を付与することを通じた動機づ
けと個人とグループの業績向上を図ることであ
る。報酬の付与と目標への活動に対する補償に
焦点を当てることになる。

３層のコントロールのうち、底辺にあって上
の２つの階層を支えるコントロール・システム
が管理的コントロール・システム 39） である。こ
れは個々人の組織化（組織デザインと構造）を
通じた従業員の直接的行動、行動の監視、従業
員の行動について誰が責任を負うべきか（ガバ
ナンス）、仕事や行動がどれだけ達成されたの
か、あるいは達成されていないのかを示すこと
である（方針と手順）。このコントロールの構成
要素は組織化のデザインと構造、組織における
ガバナンス構造および方針と手順である。

３層構造のうち、最上部にある文化コントロー
ル 40） は、価値観、信念、影響力のある従業員の
行動によりつくられた社会的義務に関わってい

る。要するに価値ベースのコントロールとなっ
ている。構成要素として、シンボルなどを活用
したりする。例えば、Ouchi （1979）のクラン・
コントロールなどがこれに当たるであろう。

さて、以上が Malmi and Brown（2008）によ
るコントロールのパッケージの具体的な構成内
容であるが、本稿での分析視点であるパラドッ
クスの観点からは、この３層構造を持つパッケー
ジはどのように捉えられるであろうか。まず、
全体が３層から構成されており、その中間の第
２層に当たる計画的コントロールとサイバネ
ティック ･ コントロールが従来まで管理会計、
マネジメント・コントロールの主軸をなしてき
たコントロール・システムであったことは周知
のことであろう（図表３で薄く網掛けした部分）。
ほとんどの管理会計、マネジメント・コントロー
ルのテキストはまさにこの２つのコントロール・
システムの解説に当てられてきたからである。
こうした事態に対して、1990年代以降の経済の
本格的なグローバリゼーションの進展は、第２
層に加えて第１層や第３層までを考慮したコン
トロール・パッケージを構想することを余儀な
くさせてきたといえよう。つまり、グローバリ
ゼーションのもとでは、自らの企業経営の成長
を考えるとき、進出先の国や地域の文化や歴史
などを経営ビジョン策定時に考慮することが要
請される状況にまで至っているということであ
る。要するに、コントロールのパッケージ論は、
従来までの一元的な経済的視点だけでは十分な
成果を上げることができなくなってきた企業経
営の深刻な状況を示唆しているのである。

以上のような構成と機能を持つ彼らのコント
ロール・パッケージ論の特徴は、どのようなと
ころにあるのであろうか。一つは、あくまでも
利益機会、チャンスの視点から企業経営を捉え

38） Malmi and Brown （2008）, p.293.
39） Malmi and Brown （2008）, pp.293-294.
40） Malmi and Brown （2008）, pp.294-295.
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ていることであろう。それはマネジメント・コ
ントロールのパッケージと業績との関わりをみ
て、最大の業績をあげるパッケージに焦点を当
てるものとなっているからである。そして、そ
こから当然なことながら、Grabner and Moers 

（2013）のように、利益機会、チャンスの視点か
ら企業経営を捉えることを前提に、パッケージ
のなかのコントロール・システム間の最適な関
わり（組み合わせ）を実証的に分析する試みが
出てくることになるのである。

とはいえ、のちに取り扱うことになる利益機
会とリスクの両方の視点を持つビジネス・モデ
ル論の観点から捉えた場合、コントロール・
パッケージ論がまったくリスクの視点を持たな
いというわけではなかろう。そもそも、伝統的
な第２層のコントロール・システムに加えて、
第１層と第３層をパッケージとして加味すると
いう発想自体がリスクの視点を予想させる。例
えば、第１層の文化的コントロールのなかのク
ラン、価値観などにはリスク要素が想定されよ
う。しかし、Malmi and Brown （2008）において
は、それを分析の本質的な部分として認識させ
るものは見出すことはできない。

例えば、これものちの議論との関連であるが、
Moquet （2010）が提案するような「社会責任戦
略コントロール」の仕組みを上記の３層のコン
トロールに対比させてみればどうなるであろう
か。残念ながら、本稿では「社会責任戦略コン
トロール」の仕組みを詳細に論じることはでき
ないが、このコントロールの仕組みは、もちろ
ん第２層にあるような伝統的な管理会計やマネ
ジメント・コントロールを内包しつつ、外延的
には企業の社会責任（CSR）を見据えたもので
ある。そこでは経営戦略策定の前提条件として、
進出先の国や地域の経済発展と自らの企業経営

の成長を同時に経営ビジョンの中に取り入れて
いることに特徴があることは前述した。そうで
あれ、「社会責任戦略コントロール」の仕組みは
リスクの視点からコントロール・パッケージ全
体を構成することになるであろう。社会責任戦
略が軸となれば、今度はそれを中心として他の
コントロール要素が再編されることになるであ
ろうし、コントロール・パッケージをリスクの
視点から捉え直すものとなるであろう。とはい
え、リスクの視点から捉え直すものであったと
しても、そうしたリスクベースのコントロール・
パッケージが企業業績にどのように貢献するか
についても同じように問われることになること
は言うまでもない。

以上、パラドックス概念を通して、大きく２
つの管理会計やマネジメント・コントロール研
究の流れ（コントロールのパラドックス論とパッ
ケージ論の２つの流れ）を見てきたが、次の第
Ⅲ節では、改めてこうした論点をビジネス・モ
デルとの関連で取り上げることにするが、その
前に、次項では1970年代以降、伝統的に英国の
管理会計「変化論」の系譜にみられる「パラドッ
クス認識」について、考察に必要なかぎりで確
認しておきたい。なぜならば、フランスや北米
に限らず、英国の管理会計の批判学派でもそう
した傾向を窺わせる流れがあることをここで確
認しておきたいのである。

Ⅱ－３	 	英国発の管理会計「変化論」の系譜にみ
るパラドックス認識

かつて、筆者は、管理会計発達史論の先行研
究を渉猟する中で、管理会計論には「発展」と

「変化」の２つの系譜が存在することを導出し、
それを図表４のように整理したことがある（拙
稿（2016））。以下、この図表を頼りに、英国発
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の管理会計「変化論」の系譜が採用する視点が、
本稿で課題とするパラドックス認識に深く関
わっていることを明らかにしておきたい。繰り
返しになるが、それは、パラドックス認識がフ
ランスや北米だけでなく、英国においても見ら
れることを確認しておきたいためである。

図表４にあるように、管理会計の「変化論」
の視点から書かれたと考えられるホップウッド
の「会計システムの考古学」が『レレバンス・
ロスト』と同じ年（1987年）に出版されている
が、その理由としては、ホップウッドのこの論
考が、米国から発せられた『レレバンス・ロス
ト』の危機意識とは異なる角度からなされた管
理会計に対する危機意識を提示したものと捉え
ることができるからである。それはまさに英国
発であり、『レレバンス・ロスト』を生んだ米国
による経済性・効率性といった一元的な視点と
は距離を置いたものであり、さらに言えば、そ

うした効率性をも包摂した、より多元的な、多
様性をもった指標の重要性を謳った作品の嚆矢
をなすものであったからである。経済性とか効
率性とかいった一元的な視点のもとでは、通常
のパラドックス認識は捉えがたい、いや捉える
必要のないものとなっているからである。
  さて、図表４に示した管理会計の米国流の「発
展論」と英国流の「変化論」の間の最も決定的
な相違とは何であろうか。それは、これまでの
管理会計「発展論」がものごとの結果や成果に
注目してきたのに対して、「変化論」の方は結果
や成果よりも変化のプロセスに注目しているこ
とである。つまり、「発展論」の方は、「グッド
なもしくはベストな会計方法」を仮定し、そこ
にあるべき会計方法の存在を前提として議論を
進めるという立場をとっている。一方、「変化
論」はそうした「グッドなもしくはベストな会
計方法」を前提とはせずに、人間の社会的な相

図表４　管理会計の発展と変化の系譜の比較

（出所）拙稿（2016）、６頁。

Alcouffe et a l .
(2008)

good, best

BSC
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互作用を通じて創造され、制度化・習慣化され
ていくといった認識の方法をとる。いわゆる方
法論としての社会構成主義的な立場から、日常
的な常識を始め、ここで問題になっている会計
方法のようなものまで含めて、すべてのものの
認識が社会的相互作用を通して構築され、維持
されると考えられているのである（この辺の事
情は、拙稿（2016）から引用したが、この前後
の詳細な展開は当稿を参考されたい）。
  ちなみに、こうした「変化論」の立場に立つ
論者は、自らの立場を「新しい会計史」と位置
づけている 41）。それはホップウッドの方法を管
理会計の領域で継承したミラー達の論考 Miller 

et al. （1991）に代表される。彼らは「新しい会
計史」の立場を次のように端的にまとめている。

「新しい会計史は、会計史に対する“進歩”とか
“発展”とかの適用可能性に関するある種の懐疑
論を引きずっている。このことは会計変化の顕
著な特徴である。より大きな正確性や真実性に
直線的に発展するという会計実践についてのイ
メージとは異なり、新しい会計史は会計の有意
な推移や転換、社会関係およびそれらに関わる
闘争に関心を持っている 42）。」ここに見られるよ
うに、「新しい会計史」は、会計が直線的に「発
展」することに対する懐疑から出発している。
それゆえに、そこでの「変化」は、「方法論の多
様性と会計という学問領域における歴史の位置
づけの変化の両方を含みこんでいる 43）」のであ
る。その結果、「その変化の拡大といった事情
は、新しい会計史を我々に様々な研究上の疑問
や課題の緩やかな集まりとして語る権利を与え
ている 44）」と結論するのである。

さらに、ホップウッドの考え方に倣えば、「新
しい会計史」は、技術的な合理性を素朴に受け
入れるのではなく、会計の組織的・社会的起源
を徹底して探索し、会計クラフトを基礎づける
組織的プレッシャーや理論的根拠の多様性を受
け入れ、対立する利害が会計のような経済的な
計算形態の発展と複雑に絡みあう仕方を視野に
入れることを研究課題に挙げることを求めるの
である 45）。さらに、「新しい会計史」は会計を公
平無私の属性とは見なさず、ある特定の可能性
と組織的意味のパターンを生み出すものと考え、
会計が組織的かつ社会的な行為へもたらす帰結
に対して、十分な注意を向けることになるので
ある 46）。

以上が、管理会計発達史論に関わる管理会計
の「発展論」と「変化論」の系譜の特徴である。

それでは、本稿の問題意識との関連から、管
理会計の「変化論」の意義はどのように捉えら
れるのであろうか。すなわち少なくとも言える
ことは、拙稿（2016）でも論じたことであるが、

「変化論」がこれまでの「発展論」での議論にお
いては概ね与件とされてきた社会、組織を始め、
そこでの組織戦略・構造・技術などをその与件
から外し、そうした与件をも含めた形で管理会
計の変化・普及の様子を描き出そうとする試み
を行ったことであろう。このことは、まさに管
理会計が多くの与件を解除し、それに敢えて包
括的に対処していくことになったために、必然
的にパラドックス状況を引き寄せることになっ

41） Miller et al. （1991）.
42） Miller et al. （1991）, p.399．
43） Miller et al. （1991）, p.395．

44） Miller et al. （1991）, p.395．
45） Hopwood （1987）, p.209.  ちなみに高寺（1985）,（1988）

や永野（1997）などは、こうした技術的な合理性を素
朴に受け入れるのではなく、会計の組織的・社会的起
源を徹底して探索する側面に注目し、会計の記述的特
性を強調している。

46） Hopwood （1987）, p.209.
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てしまった事態を示唆していると言えないであ
ろうか 47）。

以上、本節ではまず、フランスのマネジメン
ト・コントロール論におけるパラドックス概念
の位置付けを述べたのち、そのパラドックスの
視点からマネジメント・コントロールのパッ
ケージ論の方法論とその特徴を紹介し、最後に
英国発の管理会計「変化論」の系譜にみるパラ
ドックス認識を見てきた。これら３つの研究方
法論は、それぞれに時間的・空間的にみてその
出所を異にする。とはいえ、これらは今日にお
ける企業経営の場面においては、共通するパラ
ドックス的状況の認識に関しては相当に共通性
を持つものであり、同時に企業経営にとって極
めて深刻な事態に立ち至っていることを示唆し
ているのではなかろうか。まさに今、管理会計
やマネジメント・コントロールの学問世界も、
これまで与件とされてきた諸条件を解除するこ
とによって、それこそ解決不能なパラドックス
を自ら招き寄せているのではなかろうか。それ
では、こうした事態に対して、どのように対処
していけばいいのであろうか。そこで、次節で
は、その解決策を探ることになる。

本節第１項で予告したように、改めてこうし
たパラドックス状況に対峙し、それをできる限
り緩和するための方策の一つを取り上げ、考察
してみたい。ここで取り上げようとする方策は、
ブッカンによるビジネス・モデルを運用した仕
組みであり、彼が最近になってビジネス・モデ
ルを自らのマネジメント・コントロールのフ
レームワークの基礎条件もしくは前提条件とし
て据えようとした試みである。ここでは、その

試みの一端を紹介するとともに、その意義を検
討してみたい。

Ⅲ	 	ビジネス・モデルの意義：パラドックスを
どのように認識し、緩和するか

前節では、フランスのマネジメント・コント
ロール論でのパラドックス認識を提示し、それ
との関連でマネジメント・コントロールのパッ
ケージ論に見られる新しい方法論とその含意を
明らかにしてきた。そして最後に英国の管理会
計「変化論」がパラドックスを抱え込む状況に
至り、それが一つの方法論的立場となっている
点を取り上げてきた。そして、それら３者に共
通したものこそ、まさに企業組織がパラドック
スを招き寄せる事態に立ち至っている状況で
あった。

本節ではこうした事態に対して、フランスの
マネジメント・コントロール論を代表するアン
リ・ブッカンの理論的構想を取り上げ、ビジネ
ス・モデルの設計を基軸としたマネジメント・
コントロール論の一端を紐解くことで、どのよ
うにしてこうしたパラドックス状況に対処しよ
うとしているのかを探り出してみたい。そして、
そうした理論的構想の意義がどのようなものな
のかを明らかしよう。

Ⅲ－１	 	価値の創造と分配の経済的モデル（ビジ
ネス・モデルの第一段階）

さて、まずブッカンはマネジメント・コント
ロールの座標軸もしくは前提条件して、図表５
に示すようなビジネス・モデル 48） を描くのであ
る。いまこの図表を簡単に解説することから始
めよう。このモデルは２段階からなっており、
第１段階は価値の創造・分配の経済的モデル 49） 

47） こうした英国発の管理会計「変化論」のパラドック
ス認識に至る経過については、拙稿（2016）を参考に
されたい。
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の段階であり、第２段階は、そのモデルの運用
戦略の段階である。ブッカンのビジネス・モデ

ルはこれらの２段階から構成されている。
まず第１段階から説明していこう。この第１

段階は、価値の提案（une proposition de valeur）
を行うものであり、企業がどのように、誰のた
めに価値を生み出すのかを描き出すものである。
まさに、そこでは価値創造と価値分配のための
経済モデルが描き出されているのである。そし
てその図表５から、価値提案の相手先として顧
客を筆頭に、株主、資金提供者、経営者、被雇
用者（サラリーマン）、国家・地方公共団体、サ
プライヤーなどが挙げられていることが、すぐ
に理解できるであろう。
  いま我々は、ここでのビジネス・モデルと購
買開発戦略との密接な関連を想起することがで
きる（注46参照）。価値の創造・分配の経済モデ
ルに関わって、田中（2015）に従って購買開発
戦略が提示する価値概念を、V =　　　　  = 顧F = F × P

C P C

48） 面白いことに、購買開発戦略とビジネス・モデルと
の間には密接な関連を見出すことができる。つまり、購
買開発戦略においても、以下のように価値の大きさを
顧客満足 × 生産者満足の形に分解するのである。これ
は、ブッカンの図表５の第１段階にあたる価値の創造・
分配の経済的モデルに相当するものである。

    V =　　　　　 = 顧客満足 × 生産者満足

    V =　

    ここで  V （Value）  価値の程度
        F （Function）  機能 「モノ」の果たす働き
        C （Cost）  原価   機能を入手するための

犠牲（金額）
        P （Price）  価格
        S （Satisfaction） 機能がもたらす満足
        R （Resources）  消費する経済資源
   （出所）田中 （2015）、98頁を一部修正。
49） ここに「経済的モデル」とあることに注目しよう。注

記の７に示したように、本稿での管理会計の定義から、
ここにおいて管理会計が十分活用されることになるの
である。

F = F × P
C P C

S
R

図表５　マネジメント・コントロールの座標軸としてのビジネス・モデル

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.50.
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客満足 × 生産者満足と分解すれば、前者は価値
提案の相手先としての顧客をめぐる価値創造に
よる顧客満足であり、後者は顧客を除くステー
クホールダーから構成される生産者関連の価値
創造とそれによる生産者満足として描き出すこ
とができる。図表５では、前者の顧客満足は顧
客使用価値から顧客販売価格を控除することに
よって「購買への誘発」として描き出すことに
なっている。他方、生産関連の利害関係者に対
する価値創造とそれによる生産者満足は、顧客
販売価格と業者が負担する補助費用及び最適経
営費用（coûts d’exploitation optimisés）との差額
によって表現されよう。その差額は、株主を始
め、資金提供者、経営者、国家・地方公共団体、
サプライヤー、従業員などへの価値分配額に相
当するものである。

ブッカンは言う。「すべての組織はそのミッ
ション、それを実現するための戦略、そしてそ
れらのガバナンスを結びつけるための一つのモ
デルを設計しなければならない 50）」と。そして

「そのモデルを明示することなくして、優れたマ
ネジメント・コントロールを行うことはできな
い 51）。」「そのビジネス・モデルから出発するこ
となくしては、企業（もしくは組織）はその野
望とそれを表現する目的を決定することは不可
能なのである 52）」。要するに、ブッカンにとっ
て、ビジネス・モデルはマネジメント・コント
ロールの前提条件として欠くことのできない必

須条件となっている 53）。特にビジネス・モデル
の第１段階を形成する価値創造と価値分配の経
済モデルの策定は、以下に続く、ビジネス・モ
デルの運用、その後のマネジメント・コントロー
ルのすべてのプロセスの前提をなすものとなっ
ているのである。

また、ここで確認しておかねばならないこと
は、ここでのビジネス・モデルは、企業が多角
化している場合、それらの活動のそれぞれに存
在するものであることである。例えば、活動単
位としては戦略的事業単位 54）（domaine d’activité 

stratégique, DAS）、ビジネス・セグメント、戦略
的セグメントなどが考えられるであろう。以下の
展開においては、このうち戦略的事業単位（DAS）
を中心として話を進めていくことにしたい。

Ⅲ－２	 	経済的モデルの運用プロセス（ビジネス・
モデルの第二段階）

さて、次にビジネス・モデルの第２段階の説
明に入ろう。まずビジネス・モデルの第１段階
が設計され、価値の創造・分配の経済的モデル
が描き出された後は、そのモデルを運用するた
めの戦略が練られ、それを下部に浸透させてい
くプロセスが始まる（これをフランス語では下

50） Bouquin et Kuszla （2013）, p.49.  ここでのガバナンス
の意味には注意が必要であろう。ブッカンは、このガ
バナンス概念を企業の内外において使っているからで
ある。ミッション、それを実現するための戦略を受け
たガバナンスは、おそらく内部的ガバナンスを指し、ほ
ぼ内容的にはマネジメントそれ自体を意味するものと
考えたほうがいいであろう。

51） Bouquin et Kuszla （2013）, p.49.
52） Bouquin et Kuszla （2013）, p.49.

53） ここから、一つの考え方が生まれる。それは先のマ
ネジメント・コントロールのパッケージ・モデルと（ア
ングロサクソン的なビジネス・モデルと考えられる）戦
略マップとの関わりである。つまり、ビジネス・モデ
ルがマネジメント・コントロールの前提条件として欠
くことのできない必須条件となっているように、BSC
の位置にマネジメント・コントロールのパッケージ・
モデルを持って来れば、そのモデルと戦略マップとの
融合が図られるのではないかということである。もっ
とも、その場合、パッケージ間にパラドックス的な状
況があるという認識がなければ、それは不可能となる
であろう。

54） ここでいう戦略的事業単位（DAS）とは、「同じ一つ
の戦略に属する製品 - 市場 - 顧客の一つの集合を意味す
る」（Bouquin et Kuszla （2013）, p.51）。
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方展開という意味の décliner という動詞で表現
する）。この第２段階の機軸をなす経済的モデル
の運用戦略は、大きく２つに区分される。一つ
は「成功の鍵要素（FCS）」であり、もう一つは

「リスクの戦略要素（FSR）」である。先の図表
５の右下に、成功とリスクの要素（FCS と FSR）
が示されているが、これがビジネス・モデルの
第２段階の主役であり、戦略を下部に浸透させ
る場合の指針となるのである。
  図表６から理解できるように、図表５で見た
成功とリスクの要素は、これまた２つのモデル、
つまり戦略モデルと財務モデルのそれぞれの成
功とリスクに繋がっている 55）。戦略モデルの内
容はすこぶる簡単で、どのような製品・サービ
スをどのようなプロセスで進めていくか、そし
てその場合に、鍵となる資源はどのようなもの

であるかということを問うものである。一方、
財務モデルも同様に、戦略モデルを前提にしな
がら、どれほどの売り上げを誰から、いつ、ど
のような根拠で獲得するのか、そして、そのた
めにはどのような資源が消費され、そこからど
のようなマージンが引き出されるのか、さらに、
その場合の収益性はどれほどになり、どれほど
の投資や資金の前払いが了承されるのか、等々
を問うものとなっているのである。ここでの戦
略モデルも財務モデルも、先に見た管理者が必
ず持たねばならない３つの視点を共に包含して

55） ここでの戦略モデルと財務モデルに関連して、伊丹
（2013）においては、西野（2006）に依拠しながら、ビ
ジネス・モデルを「ビジネス・システム＋収益モデル」
として定義している（5-8頁）。そして、このビジネス・
モデルを軸にして、日本のグローバル企業の中国展開
の事例を分析している。

図表６　戦略と財務のビジネス・モデル

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.52. 表題は筆者による。
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いることは容易に理解されるであろう。もちろ
ん内包しているという場合でも、前者の戦略モ
デルが非貨幣的な「こと」や「モノ」において
モデルが組成され、後者の財務モデルは当然な
がら収益、原価、利益などの貨幣的な会計用語
によって表現されることは言うまでもない。

そこで、先の「成功の鍵要素（FCS）」と「リ
スクの戦略要素（FSR）」に話を戻すと、「成功
の鍵要素（FCS）」は、製品・サービスをライバ
ル企業より魅力的にし、そのためにより優れた
プロセスを制御し、資源、技術およびライバル
が持たない専門性を動員する能力に関わってい
る 56）。パフォーマンス概念が相対的であるよう
に、「成功の鍵要素（FCS）」も相対的であるこ
とを免れることはできない。したがって、ブッ
カンは、「成功の鍵要素（FCS）」を一般的に定
義し、次のように「FCS は、一つまたは複数の
当事者が他の企業もしくは組織より優れている
と判断する種々の業績である 57）」と位置付けて
いるし、「FCS の適切さは、企業や組織の短期
および長期の持続性に関わる当事者の影響力の
関数である 58）」ことを強調するのである。した
がって、「成功の鍵要素（FCS）」の間には潜在
的なコンフリクトがあり、それはマネジメント
のパラドックス的な性格が露わになったもので
あるという 59）。

一方、「リスクの戦略要素（FSR）」は企業業
績、とりわけビジネス・モデルの適切性を危険
にさらす恐れのある事象であるという。とりわ

け、「成功の鍵要素（FCS）」の適切性を危険に
さらす要素ということができる。とりわけ興味
深いことは、ブッカンは「リスクの戦略要素

（FSR）」の場面で、マイケル・ポーターの競争
戦略論でお馴染みの５つのタイプの行為者（競
合者、顧客、サプライヤー、当該業界への潜在
的参入者および代替製品の５つ）の例を挙げ、
これらを収益性へのリスク源泉であるとしてい
ることである 60）。

これら２つの「成功の鍵要素（FCS）」と「リ
スクの戦略要素（FSR）」に上下から挟み込まれ
る形で先の戦略モデルと財務モデルが位置付け
られている。次の図表７はその戦略モデルと財
務モデルだけを抜き出し、そこで注視される指
標を書き出したものである。前述したように、
戦略モデルは非財務指標で表現され、財務モデ
ルは財務指標で表現されている。こうした財務
指標と非財務指標を対比して示す形式は、とり
わけフランス的な特徴を持つものと考えられて
きた。この点は、筆者の４つの仮説のうちの第
１の仮説にも関わっており、それが管理会計の
発展は企業組織の経済的モデル化の次元で考え
るということから、管理会計が「技術－経済的
な（technico-éconmique）」な属性を持つことに
なっていることと深い関連を持つのである 61）。

さて、図表７にある①、②、③の意味を少し
書き留めておきたい。これは、ブッカンがこの
シンプルな図のなかで、これまでの管理会計、
マネジメント・コントロールの生成、発展の歴
史的な流れを説明しようとしたことと関わって
いる。56） Bouquin et Kuszla （2013）, p.53.  ちなみにブッカンは、

通常よく利用される KPI（key performance indicaters）
と「成功の鍵要素（FCS）」との違いについて、後者が
戦略との強い繋がりを持つのに対して、前者が戦略と
の繋がりを持たないことであると捉えている（p.53）。

57） Bouquin et Kuszla （2013）, p.53.
58） Bouquin et Kuszla （2013）, p.54.
59） Bouquin et Kuszla （2013）, p.54.

60） ブッカンは、ヨーロッパではこの５つに加えて、規
制当局の権限を考慮しなければならないであろうとい
う （Bouquin et Kuszla （2013）, p.55）。

61） 拙著 （2009）、 209-212頁参照。
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  ①はまず、財務モデルのなかでの売上と原価
から構成される段階である。これは管理会計と
いうよりは、まだフランスにおいては経営分析
会計（原価計算）と呼ばれていた時代を思い起
こさせるものである。この時代はまだ、経営分
析会計がフランスの統一的な会計基準である

『プラン・コンタブル・ジェネラル』のなかで財
務会計システムと同居していたときの状況を示
している。財務会計の利益（成果）計算との関
わりで、原価の計算を通して、売上原価や棚卸
資産原価の計算を主たる機能としていた段階で
ある。周知のように、いまでは経営分析会計は
管理会計と呼ばれるようになった。その契機と
なったものが、1980年代から90年代に一世を風
靡した、かのジョンソン＆キャプランの『レレ
バンス・ロスト』論争であったと言っていいで
あろう。その論争を契機に管理会計が自らの自
律した研究領域を確立するようになってくる。
そして、EU（ヨーロッパ共同体）レベルでの会
計の統一化の流れのなかで、フランスがそれに
対応する形で1999年には『プラン・コンタブル・
ジェネラル』の規定変更が進められた。その時
に、強制規定である財務会計とは異なり、管理

会計が任意規定であるということから、管理会
計領域に属する規定は『プラン・コンタブル・
ジェネラル』から削除されることになったので
ある。いま、このことを再度確認しておきたい 62）。

次の②の段階は、管理会計が独自の領域を構
築するなかで当然に提起される問題である、投
資の経済性問題の領域である。一般的には、第
①段階においても、当然に売上や原価とともに
投資が考慮されていたと考えられるが、フラン
スの場合、経済性、安全性さらに生産性といっ
た経営分析で使う比率分析は、特にタブロー・
ド・ボール論といったフランス独自な経営領域
で議論されることが多く、その意味で、第①段
階でいう売上や原価といった会計用語とその出
自を異にしていたことを確認しておきたい。もっ
とも、ここでの財務モデルを構成する要素とし
て、ともに欠かせないものとなっていることは
言うまでもない。

さて、最後の第③の段階は、戦略モデルの一
部を構成する「プロセス」である。戦略モデル
が非財務指標から構成されているなかで、この

62） この削除の経緯については、拙著（2009）の第６章
補論を参照されたい。

図表７　戦略モデルと財務モデル

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.59.  表題は筆者による。

1

2

3
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「プロセス」にあたる部分は要をなしている。そ
れは、財務モデルの要が原価であったように、

「プロセス」の部分が原価との関わりでも重要な
意味を持つからである。それは、すぐあとに取
り上げる図表８や図表９におけるこの「プロセ
ス」の持っている位置付けを見れば納得される
であろう。

以上、管理会計、マネジメント・コントロー
ルの３つの発展段階を組み込んだ戦略モデルと
財務モデルを、上からは「成功の鍵要素（FCS）」
によって、下からは「リスクの戦略要素（FSR）」
によって両方から挟み込む形となっていること
は上述した（図表６）。その挟み込む形から、さ
らに一方で戦略モデルでの「成功の鍵要素

（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」のコン
トロールが進められ、他方、財務モデルでの「成
功の鍵要素（FCS）」と「リスクの戦略要素

（FSR）」のコントロールが進められることにな
る。その様子を図表８が描き出している。ここ
から、お馴染みのマネジメント・コントロール
のプロセスが始まるのである。そして、そのプ
ロセスが始まるまでの「成功の鍵要素（FCS）」
と「リスクの戦略要素（FSR）」の関連につい

て、ブッカンが次のように言うのである。「競争
者と同じように行動することで満足する企業は
FCS を知らず、ただ FRS を知るのみであろう。
そうした企業は何ら卓越したものとなることは
できないし、ただライバルと同じ業績を実現す
ることに失敗するリスクを冒すことになる。し
たがって、排除されるか、脱落していくのみで
あろう 63）」と。
  要するに、マネジメント・コントロールは「成
功の鍵要素（FCS）」と「リスクの戦略要素

（FSR）」を明示し、それを賢明に運用するとこ
ろから始まることになる。そして、それらを企
業の諸プロセスや責任センターに結び付けるま
で下方に展開していき、それらの主要な役割を
明らかにしていくことになるのである。とはい
え、他の要素を無視していいというわけではな
く、問題は様々な要素間の優先度を認識し、戦
略を日常的な業務のなかに効果的に下していく

（décliner）ことなのである 64）。
  さて、図表９はビジネス・モデルと責任セン
ターのマネジメント・コントロールとの関連を

63） Bouquin et Kuszla （2013）, p.55.
64） Bouquin et Kuszla （2013）, p.56.

図表８　活動モデル /ビジネス・モデル

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.80.
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示している。先の図表７の解説の時に指摘した
「プロセス」の持つ重要性は、この「プロセス」
から新しいフェーズが始まるところに由来する。
いまフェーズ１からフェーズ２に向けて矢印が
あるが、フェーズ１が戦略モデルと財務モデル
の「成功の鍵要素（FCS）」と「リスクの戦略要
素（FSR）」のコントロールであったが、フェー
ズ２では、「プロセス」における「成功の鍵要素

（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」のコン

トロールを行うのである。フェーズ１の「プロ
セス」は、フェーズ２ではバリューチェーンの
なかにある様々なプロセスとして表示される。
例えば、それは製品開発プロセスであったり、
製造プロセスであったり、また購買プロセスで
あったりする。

次いで、鍵となるプロセスの「成功の鍵要素
（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」をコン
トロールするために運用する活動を識別し

図表９　ビジネス・モデルと責任センターのマネジメント・コントロールとの関連

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.82.
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（フェーズ３）、その特定のプロセスの「成功の
鍵要素（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」
をコントロールすることになる（フェーズ５）。
また、フェーズ４では、プロセスにおける責任
センターの役割を識別し、そこでの「成功の鍵
要素（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」を
コントロールするために運用する活動を識別し、
その特定の責任センターでの「成功の鍵要素

（FCS）」と「リスクの戦略要素（FSR）」をコン
トロールすることになる（フェーズ５）。言うま
でもなく、プロセスにおける責任センターの鍵
を握っていないプロセスのコントロール様式も
再検討されねばならない。
  図表10は、以上の手順を一つの具体的な経営
の例を取り上げて解説しようとしたものである。
ここでは、ある高級な空調機器販売会社のケー
スとなっており、そこでの「成功の鍵要因

（FCS）」と「リスクの戦略要素（FRS）」の下方
展開の様子を示したものである。簡単に説明す
れば、「成功の鍵要因（FCS）」として「毎年、
最新のモデルを送り出す」ことと認識し、それ
がなぜできるのかを問い、まずデザイナー達を
引き付け、保護することを考えたり、事業部と
R&D を結びつけることを決め、製品開発プロセ
スに働きかけたりする様子が伺える。他方、「リ
スクの戦略要素（FRS）」の方は、例えば、マー
ケティング・プロセスが制御不能であるリスク
にいかに対処するのか。そのために、技術的な
切り札をいかに持ち出すかとか、いかにイメー
ジを高めるかといった方策がとられる必要があ
る。そのために、関連するプロセスの、またそ
のプロセスを担う責任センターに働きかけるこ
とになる。

以上の手続きが全体として下方展開されるこ

図表10　成功の鍵要因（FCS）とリスクの戦略要素（FRS）の下方展開

（出所）Bouquin et Kuszla （2013）, p.57. 表題は筆者による。

(FCS)

Etc.
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とになる。節を改めて、これ以後の下方展開のプ
ロセスを一般的な形で辿っていくことにしたい。

Ⅲ－３	 	マネジメント・コントロールのフレーム
ワーク

本節では、以上の下方展開のプロセスそのも
のであるマネジメント・コントロールの手続き
を詳述しよう。

図表11が示すように、以上の下方展開のプロ
セスが９個のセルを持つマトリックスに帰結す
ることになる。図表11や図表12がその最終的な
受け皿である。筆者のこれまでのマネジメント・
コントロールやそれに原価情報などを提供する
管理会計の研究も、主にこの２つの図表をめぐっ
て進められてきたといっても過言ではない。

さて、コントロールは意思決定－行動－成果
といった一連のプロセスとなっていることを、
ここで再度確認しておきたい。ここではそのプ
ロセスの各ステップをコントロールの視点から
目的設定、制御および事後評価と呼んでおこう。
要するに、コントロールは目的設定、制御およ
び事後評価の３つのステップをとるプロセスな

のであり、それぞれが行動前、行動中、行動後
に対応している。さらに、そのプロセスは図表
11に示すようにトップ、ミドルおよびローワー
の３つのレベル、つまり戦略的、管理的および
業務的の３つの意思決定レベルごとに存在して
いるのである。

コントロールのプロセス（意思決定－行動－
成果）と戦略的、管理的および業務的の３つの
意思決定レベルの２つの軸からマトリックス表
を作成すれば、次の図表11が得られる。
  図表11に示すように、意思決定の各レベルが
コントロールのプロセスを持ち、その各々を戦
略コントロール（１－４－７）、マネジメント・

図表11　		ブッカンのコントロール論のフレーム
ワーク

戦　略 管　理 業　務
目的設定 1 2 3
制 御 4 5 6
事後評価 7 8 9

戦略
コントロール

マネジメント・
コントロール

業務
コントロール

（出所）  Bouquin （1993）, p.164を筆者が加筆修正して作成。
表題は筆者による。

図表12　ブッカン管理会計のフレームワーク（原価の諸概念）

（出所） Bouquin （1997）, p.41から筆者が加筆修正して作成。表題は筆者による。
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コントロール（２－５－８）および業務コント
ロール（３－６－９）と呼ぶ。それぞれのコン
トロールが、組織の目的を達成するために意思
決定の連鎖を作り上げ、目的に沿った形で成果
を得ることができるように個人を行動させるの
である。

管理会計はコントロール・プロセスをうまく
進めていくために、コントロール・システムの
一つとして意思決定のレベルごとの情報要求に
応えなければならない。そのフレームワークか
ら、図表12に示すように、成果計算のための原
価計算制度上の原価概念を含め、各種の原価概
念を簡単に整理することができる（図表11と12
を合わせてみていただきたい）。まずマネジメン
ト・コントロールの事後評価にあたるセル８で
は、成果計算のための全部実際原価が要請され
る（セル番号については、図表11を参照）。まさ
にこのセル８を通して、管理会計と財務会計（成
果計算）が結びついているということができる。
これはまさに製品原価としての原価諸概念とし
て分類することができよう。けだし、製品原価
の計算を通して、売上原価や棚卸資産原価の計
算・評価を行ない、財務諸表作成のために貢献
することができるからである。

さらにセル２では計画設定、予算編成、さら
にセル３では短期的な業務計画が策定されるが、
そのために（変固分解による）変動原価（部分
原価）と固定原価が必要となろう。また、制御
段階のセル５やセル６では標準原価、予定原価
などが用いられるであろう。こうした原価範疇
は、計画と統制（planning & control）というフ
レームワークのなかで有効に利用される原価概
念である。
  以上の原価概念の他に、戦略レベルで要請さ
れる原価概念についても簡単に触れておきたい。

セル１では企業の競争力を高めるために必要な
長期的な戦略計画や製品・人員計画が策定され
るが、そのために必要とされる原価はどのよう
なものであろうか。「戦略的な原価」とでも呼べ
るものがあるかといえば、それは難しい。ここ
では、例えば「原価企画（cost design）」に見ら
れるように、原価の事前の作り込みといったか
たちの仕組みこそが重要となろう。利用される
原価概念は、先の３つの原価概念のどれか、ま
たはその組み合わせにすぎないが、その運用の
仕方に特徴がある。例えば、源流に遡ったかた
ちでの原価の作りこみ、原価発生の原因分析、
組織を横断した原価分析、ライフサイクル・コ
ストなどが特徴として指摘できるであろう。

最後に、意思決定のための原価諸概念につい
て言及しておきたい。マネジメント・コントロー
ルのための原価範疇とは異なり、意思決定のた
めの原価概念は先のマトリックスの中には存在
しない 65）。それは製品原価計算はもとより、計
画設定、予算編成さらには業績評価といったマ
ネジメント・コントロール機能との結びつきより
も、一定の経済的意思決定状況を前提としたか
たちで必要とされる原価概念であるからである。
ここでは「機会原価（opportunity cost）」といっ
た極めて重要な原価範疇が頻繁に活用される。

これらの意思決定のための原価諸概念は、
様々な意思決定に際して活用される特殊な原価
概念である。これには上述の機会原価を筆頭に、
差額原価、増分原価、埋没原価などが含まれる。

65） 米国の標準的なテキストにおいても、この点は必ず
押さえて置くべきものとして強調されている。例えば、
Jiambalvo （2013）においても、管理会計の要となる２
つのアイデアとして、増分分析による意思決定機能と
業績尺度が管理者行動に影響を与えるマネジメント・
コントロール機能があり、両者を峻別すべきことを強
調している（p.13）。
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以上が戦略策定からビジネス・モデル構築を
前提としたマネジメント・コントロールの全体
構造である。

Ⅲ－４	小　括
前節までにおいて、図表５から図表12に至る

一連の手続きを見てきた。そこでは戦略策定か
らビジネス・モデル構築、マネジメント・コン
トロール、そして、以上の全ての構成要素に管
理会計が適切な情報を与える事情が理解される
であろう 66）。要するに、マネジメント・コント
ロールの前提として、戦略策定からビジネス・
モデル構築までの事態を想定にしなければなら
なくなってきたのである。しかし、それにはそ
れなりの理由があるのである。グローバリゼー
ションの進展のなかで、マネジメントおよびそ
れを支えるコントローラー達が不確実性に直面
し、それをパラドックス状況として認識し、い
かにそれを緩和するかが問われるようになって
きたからである。

それでは、改めてパラドックスの緩和との関
わりで、ビジネス・モデルの意義はどういうと
ころにあるのであろうかと問うてみよう。図表
５と図表６に見たように、ビジネス・モデルは
マネジメント・コントロールのすべてのプロセ
スの基礎になっていることは言うまでもない 67）。
いみじくもブッカンは、キャプランらの戦略マッ
プのなかに、ビジネス・モデルの本質的な特質

を見出しているし 68）、そしてそれがフランスに
特有のタブロー・ド・ボール（いわゆるフラン
ス版 BSC）の業績指標が生み出される根拠と
なっていることを理解していると思われる 69）。

それでは、ビジネス・モデルや戦略マップに
見られる戦略概念は、従来の戦略論であるポジ
ショニング論やリソースベース論などとどのよ
うに違うのであろうか。ブッカンは次のように
総括している。「ここでいう戦略概念は、トップ
の経営者が必ずしも伝えることを望まない秘密
の大きなプロジェクトではなく、企業が競争力
を打ち立てるための鍵となる要素なのである。
そしてそれは職員によって認識されねばならな
いものであることが強調されねばならない 70）」

（下線部は引用者）と。ブッカンのこうした戦略
概念に対する捉え方は、キャプランらの戦略マッ
プやビジネス・モデルをマネジメント・コント
ロールの骨格（ossature）と見なしているよう
に、地域、業種、営利性如何を超え、マネジメ
ントにおける普遍的な性格を示唆していると思
われる。ということは、こうした戦略概念を要
請するようになってきた企業環境、つまり企業
の経営条件の変化が、冒頭に述べたように、パ
ラドックス認識を強く求めるものになってきた
のであろう。

敢えて繰り返そう。こうした複雑で錯綜した
パラドックス状況に対峙しなければならない経
営陣をみて、ブッカンは「マネジメントは技術

68） もっとも、Kaplan & Norton （2000） では、戦略実行の
鍵は組織内の人々にそれを理解させることであると考
えられているが、特にその場合に、無形資産を有形の成
果に転換する重要かつ複雑なプロセスを強調している。

69） Bouquin et Kuszla （2013）, p.63.
70） Bouquin et Kuszla （2013）, p.63.  これに続いて、次の

ようにも述べている。「BSC が、古典的な民間企業に向
けられたものであるとしても、その論理は、公共管理、
非営利組織に対しても適用可能なものであることが強
調されねばならない。」（p.63）と。

66） こうした事情から、アングロサクソン型の管理会計
論では、その学問領域のなかにマネジメント・コント
ロールやときには戦略までをも包含させてしまう傾向
がある。注記７でも指摘したように、その点で、アン
グロサクソン型の管理会計論とフランスのそれとの学
問体系の相違が見られる。

67） 最近のフランスのテキストにおいても、ビジネス・
モデルがマネジメント・コントロール論の基礎に据え
られているものがある。例えば、クズラ教授が共著者
となっている Zouhair et al. （2014） を参照されたい。
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ではなく、芸術である」とした。経営陣が直面
する状況は「不確実性」の只中にあり、そうし
た不確実性が存在するために、人は管理者に信
頼を置くということであった 71）。したがって、
マネジメント・コントローラー達は経営陣がそ
の不確実性の進展を解読し、予測することを支
援し、不確実性を低減させることを主たる任務
としていたのであった 72）。その場合の核心は、
経営陣が不確実性をその知識、経験、判断力を
駆使しつつリスクを取る形でパラドックスとし
て認識し、それを戦略に落し込むことになるこ
とである。しかし、その戦略は必ずしも高度な
分析を前提とした合理性に富むものではなくと
もよく、臆病でリスクを取ることを嫌う従業員
に対して、これから進む過程での「見通し」を
与える程度のものであればいいのである 73）。そ
うした戦略概念は、不確実性をパラドックスと
して認識して初めて生み出されることになって
いることを確認しておきたい。

本稿は、コントロールのパラドックス概念に
焦点を当て、これをどのように認識し、対処し
ていくことができるのかについて考えてきたが、
ビジネス・モデル（もしくは戦略マップ）とい
う仕組みがそうしたパラドックスを緩和させる
ことのできる有効な方法として示された。ビジ
ネス・モデルを構築することで戦略とマネジメ
ント・コントロールの間を結びつけるという発
想が、ブッカンが我々に投げかけてくれた最後
のメッセージであったように思われる。そこか

ら、結果的にそれに相応しい戦略概念やマネジ
メント・コントロールの前提条件・基礎条件が
どのようなものであるべきかという問にも一定
の答えが与えられているように思う。
  以上、第Ⅱ節、第Ⅲ節で検討してきたように、
広くパラドックス状況の認識がマネジメントを
進めるうえでの基礎的な条件となっていること
が理解されよう。マネジメント・コントロール
のツールとしてのビジネス・モデルや戦略マッ
プに加え、英国に見られた多元的・多様性を
もった方法論的な立場は、マネジメント・コン
トロール思考を作りあげていくなかで、我々に
パラドックス認識がかなりの普遍性をもったも
のとして立ち現われてくることを再認識するよ
う問いかけているように思われる。

Ⅳ　結　び

本稿は、昨今の企業経営がマネジメント・コ
ントロールにおけるパラドックス的状況を認識
させ、その緩和策を求めるようになってきてい
るという問題意識から出発した。さらに、こう
したコントロールのパラドックス概念に焦点を
当て、それを認識し、それに対処するためにビ
ジネス・モデルを設計するといった方策の意義
を考えることを目的としてきた。

まず筆者の考えるマネジメント・コントロー
ルの４つの仮説を出発点として、ブッカンのマ
ネジメント・コントロール論におけるパラドッ
クス概念の位置づけを確認し、次いでその視点
からパッケージ論の研究方法論の特徴を捉えた。
そして最後に、英国の社会学的な管理会計「変
化論」におけるパラドックス認識を取り上げた。
三者ともに、（明示的にパラドックスをいう用語
を用いていない場合もあるとはいえ）パラドッ

71） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.
72） Bouquin et Kuszla （2013）, p.48.
73） この辺の事情は、高橋（2002）における日本企業に

おける経営や労働の場面の綿密な分析結果と同じ方向
性をもっている。本稿の考察も本書を始め、氏の多く
の研究業績から示唆を得ている。併せて西村（2016）に
おける不確実性の視点から管理会計論を再編する大胆
な試みにも注目したい。
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クス状況をマネジメント・コントロールや管理
会計の理論的基盤に据えねばならない事態に立
ち至っている状況をみてきた。とりわけパラドッ
クス論においては、競争力、収益性・価値創造
および持続性といった３つの視点が相互にパラ
ドック状況にあるという認識であり、経営陣は
こうしたパラドックス状況に対処していかねば
ならなくなったのである。またパッケージ論に
おいては、これまで与件としてきたものを解除
し、改めて一つのコントロール・ツールとして
考慮しなければならなくなってきた事情を見て
きた。また、英国の管理会計「変化論」におい
ては、会計の直線的「発展」に対する懐疑から
出発していることが理解され、そこでの「変化」
は、方法の多元性・多様性と会計学における歴
史の位置づけの変化の両方を含み込んでいた。
その管理会計「変化論」においては、少数の例
外を除いて明示的にパラドックスといった用語
を用いている訳ではないが、多くの与件を解除
していくことになったために、必然的にパラドッ
クス状況を引き寄せることになってしまったこ
とが窺われた。

本稿では、こうしたパラドックスをどのよう
に認識し、対処するべきかを、コントロールの
パラドックスとビジネス・モデルとの関わりを
明らかにすることで、それを緩和していく方策
に注目した。その結果、次の２点が明らかになっ
てきた。一つは、戦略概念というものは、トッ
プ経営者がもつ秘密のプロジェクトではなく、
企業の競争力の鍵であり、かつ従業員によって
認識されねばならない要素であることから、フ
ランスのビジネス・モデルも米国の戦略マップ
も、企業組織全体を総攬し、皆で同じ情報を共
有するためのツールになるということにおいて、
それほど相違はないということであった。もう

一つは、ビジネス・モデルが、戦略モデル・財
務モデルの軸と成功・リスクの軸とが交差する
構造となっており、そこでは、そのビジネス・
モデルが「単なる成果計算指標」から「収益性
計算指標」、さらには「非財務的な指標」までを
含みこんだ総合的な管理体系となっているとい
うことであった。

以上の本稿での成果から、我々は結論として
何を引き出すことができるであろうか。それに
答えることは、実は管理会計やマネジメント・
コントロールがいまどこへ向かおうとしている
のかに答えることになるであろう。繰り返し述
べてきたように、本稿での考察を通して、いま
管理会計やマネジメント・コントロールがこれ
まで与件とされてきた事態を一つずつ解除して
きたことが理解されるであろう。振り返ってみ
れば、コントロールのパラドックス論を初め、
パッケージ論、管理会計「変化論」、BSC 論、さ
らには本稿では取り扱うことができなかった戦
略的管理会計論 74） も、そうした解除された与件
の一つ一つを考察の対象としなければならなく
なってきた事情を浮き彫りにしているのではな
かろうか。そのために、どの研究方法もそれぞ
れ解除された多くの与件を同時に取り扱わざる
を得なくなってしまったのである。その結果、
必然的に問題が複雑・錯綜化してしまい、シン

74） Langfield-Smith K. （2008）は、2008年当時からみた
「最近25年間の戦略的管理会計研究の動向」を端的に整
理している。そこでは、まずそもそもアカデミックな
世界で戦略的管理会計の定義が曖昧なままであったこ
とを始めとして、企業現場でもその活用はほとんど進
んでいるとは言えなかったと理解されている。しかし、
氏はこの間の戦略的管理会計の議論がまったく意味が
ないかといえばそうではなく、会計領域以外のマネジ
メント全般に対して与えた影響力に一定のものがあっ
たと結論付けている。例えば品質原価計算などの議論
では、企業経営全般における品質を巡る議論を総合的
に俯瞰する場合に一定の影響力を持ったことなどが挙
げられるという。
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プルな解決策が得られなくなり、単に経済合理
的な戦略を立てれば済むという話でもなくなっ
てきた。そこで戦略概念も再検討を要するもの
となり、それに伴って不確実性の取り扱いにも
工夫が必要となってきたと言えよう。

いま種々の研究方法論をパラドックス概念で
包括的に整理すれば、次のようになろう。つま
り、与件解除により引き起こされたパラドック
ス状況に対峙するために、マネジメント・コン
トロール論の前提条件としてビジネス・モデル
を構築する必要性が提示されたと結論付けるこ
とができよう。そして、そのビジネス・モデル
をマネジメント・コントロール論の前提条件と
して置くことによって、これまでの戦略概念や
不確実性概念、さらにはそれらに取り囲まれて
いる経営者、管理者の能力・資質の有り様とと
もに、マネジメント・コントロールを担うコン
トローラーの権限・責任、役割などの在り様に
もそれなりの変化が求められようになってきた
ということであろう。

従来、管理会計やマネジメント・コントロー
ルの学問世界は、隣接する学問領域から様々な
コンセプトを借用してきたが、ここでは逆に隣
接領域に対してあるべきコンセプトを提示でき
るような構図になっているのではなかろうか。
典型的には、ビジネス・モデルを介することに
よって、これまでの伝統的な戦略概念や不確実
性概念に代わり、マネジメント・コントロール
側から求められる新たな戦略概念や不確実性概
念が新たに構築されることになっているのであ
る。言うならば、不確実性の下での「合理的戦
略」ではなく（そんなものはあり得ないであろ
う）、ラフな「見通し」を与える程度の戦略概念
があれば十分であり、いまそういた戦略概念が
求められているのではなかろうか。マネジメン

ト・コントロール論におけるビジネス・モデル
の意義は、まずはそうしたところに見出すこと
ができるであろう。

しかしながら、本稿では十分取り扱うことが
できなかった課題がまだ多く残されている。マ
ネジメント・コントロールにおけるビジネス・
モデルの意義が少し明らかになったいま、そこ
から当然のごとく引き出されるマネジメント・
コントロールの装置の一つであるタブロー・ド・
ボールの指標体系の運用如何が、次の課題とな
るであろう。もちろんこれはフランスに特有な
問題領域であるかもしれないが、より一般的に
みてもビジネス・モデルを設定したのちのマネ
ジメント・コントロールの運用場面における業
績指標に関しては、また綿密な考察が要請され
るであろう。

最後に、もう一つ重要な問題を指摘しておこ
う。冒頭でも触れたが、さらにブッカンが企業
の経済的なモデルに必要な内外の協同を維持す
る能力（「持続性」）を高めることによって、内
外の「情報要求の多様性」が突き付けてくるパ
ラドックス状況をビジネス・モデルの構築・運
用によって緩和する可能性を追究しようとした
点である。例えば、その「持続性」を高める方
向での一つのモデル研究が Moquet （2010）によ
る「社会責任戦略コントロール」の構想であろ
う。こうした環境問題や社会責任を組み込んだ
新しいコントロール論もやはり「企業の経済的
なモデル」を基軸とする点で、ブッカンのコン
トロール論の射程の大きさを感じさせるとはい
え、これまでの「伝統的な」コントロール論で
どこまで環境や社会責任を組み込んだ新しいコ
ントロール論の仕組みが構築できるのであろう
か。こうした点に関しては、筆者の４つの仮説
のうち最後の第４の仮説（ガバナンス・コント
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ロールの構想の必要性）に関わって、また別の
視点からの綿密な考察が必要となるであろう。

以上、これらの幾つかの残された問題につい
ては、今後の課題としたい。
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