
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

The Stracture of the Method UVA and its
Historical Meanings : From the Perspectlve of
Comparison with the Method ABC

大下, 丈平
九州大学大学院経済学研究院 : 教授 : 産業・企業システム部門

https://hdl.handle.net/2324/20997

出版情報：經濟論叢. 178 (4), pp.385-405, 2006-10-01. Kyoto University Economic Society
バージョン：
権利関係：



経済論叢く京都大学）築178巻第4号，2◎06年10月

フランス付加価値単位（UVA）手法の構造と

　　　　　　　　　　その歴史的意義

　　一活動基準原価計算（ABC）との比較の視点から一

大 下 丈　　平

1　はじめに一考察の対象と方法

　フランス管理会計は『レレバンス・ロスト』論争を契機とした活動基準原価

計算（Activity－Based　Cost三ng，以下ABCと略）の出現によって大きく旋回

してきた。本稿で取りあげるフランスに固有の原価計算方法の一つであるフラ

ンス付加価値単位法（La　m6thode　des　Unitξs　de　Valeur　Ajout6e，以下UVA

法と略〉も例外ではなく，ABCの出現が一一つの転換点となってきた（LevaRt

et　Villarmois　［2eO4］　p．　5）o

　それでは，まず，ここでUVA法を考察の対象とする理由を明らかにして

おかねばならない。それは，一つにはフランス管理会計の第一一人者であるブッ

カン〈H．　Bouquin）の管理会計のフレームワークにおける位置づけと関連し

ている。UVA法はそこで重要な位置を占めているからである。それは，次頁

の第1図のブッカンの技術と会計方法の地図（Bouquin［2004］p．99）からも

窺い知ることができる。

　にもかかわらず，不思議なことに，ブッカンはこのUVA法に対して補論

程度の解説しか与えていない。なぜであろうか。というのは，この図において

UVA法がABCや同質セクシBン法（La　M紬◇de　des　Sec宅lo難s　H◎鵬og蕊es，

以下MSHと略）と同一次元に位置づけられていることから，　MSHに代わっ

てUVA法がベースとなってフランス管理会計のフレームワ・・一クが構築され
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ていて屯不思議ではないと思われるからである。まずは，こうした疑問が本稿

を執筆する動機となっているユ）。

　さらに屯う一つの動機iは，やはりUVA法とABCとの関わりの解明にある。

MSHの場合もそうであったが，北米生まれのABCとの関連を抜きにフラン

ス管理会計の最近の議論の意味を考えていくことはできない。そこで，本稿で

は，いま焦点の一つとなっているこのUVA法の構造と機能をフランスの

MSHは竜とよll　，北米のABCと比較検：討することによって，それが担った

歴史的意義を明らかにすることを目的としている。そのことは，フランス管理

会計の特質を描き出す手掛りとなるだけでなく，ABCをも含めた原価計算・

管理会計の一一般的な原理を探る契機ともなっている。

　こうした目的を達成するため，本稿ではUVA法と従来の研究成果（拙稿

1）　隅質セクション法を中心とした分析会計の鰯慶化をめぐる議論はL艦archa麟et　Roy　l2900］

　が参考となる。本稿は，多くの蘭質セタション法に関する研究成果に基づき，それらとの姥較で

　UVA法の歴史豹役割を改めて整理しようとした込のである。
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［2003］，［2006］など）のなかから抽出されたフランス管理会計の特質との関

わりを明らかにする方法を採用している。いまUVA法の分析に必要な限り

で，フランス分析会計・管理会計の特質を示せば次のようになる。

　まずフランスでは，分析会計が誇るMSHの同質性原理が原価の一般原則

として普遍性を持つと考えられてきた。こうした立場からすれば，同質性原理

と本質的に変わらないABCの原理を高く評価することになり，　ABCこそ管

理会計研究に一つの変革をもたらしたと結論づけることができる。そこから

MSHやABCが教えるように，管理会計の発展・進化は，まず企業組織の経

済的モデル化の次元で考えねばならないということであった。そこから，本稿

でのUVA法に関する考察は，原価の一般原則に関わる特徴，つまり企業組

織の経済的モデル化の次元の問題に絞られることになる。

　その場合，フランスでは管理会計とマネジメント・灘ントm　・一ルとを概念的

に峻別しており，ここでもこれに沿って論述を展開する。つまll　，考察の対象

をいわゆる管理会計の領域の問題に絞り，マネジメント・灘ントロールの領域

には踏み入らないことにする。

　以上のような目的と方法から，本稿は次のような構成をとる。次節では，

ABCの登場を契機に最近のフランス会計学界で一つの争点となっている

UVA法をめぐる議論を紹介する．第；燈節では，　UVA法の起源とその歴史的

発展過程をこれまでの研究成果から跡づける。次いで鋼V節では，簡単な計算

例によってUVA法の計算構造を明らかにし，　ABCとの比較分析を行う。最

後の第V節では，以上の分析を踏まえ，UVA法をMSH，　ABC（そして「時

間駆動のABC」）などとの関連で歴史的かつ技術的に分析した結果を整理す

ることで，フランス管理会計の特質に関する幾つかの帰結を再確認し，結論と

している◎

II最近のフランス会計学界でのUVA法をめぐる本質論争

ABCの登場を契機としたフランス管理会計の展開は，最近になってUVA
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法の本質論争を引き起こしている。UVA法とは何か。それは現実的に有効性

をもつのか。それが有効に機能するにはどのような条件が必要なのか。UVA

法はMSHやABC（およびその発展形態としての「時間駆動ABC」）とはど

のような関係を屯つのか，などの疑問が提示されている2）。

　本節では，後の議論のために，現時点におけるてJVA法に対する幾つかの

代表的な評価を紹介しておきたい。

　まず，ブッフェらによると，「UVA法は一つの会計的配賦方法ではない。

それは一一つの測定尺度と特定の分析アプローチに基づく。そこから，顧客サー

ビス原価およびこれまでと違ったマネジメントの視点が導き出される。」

（Bgffet　et　al．〔2◎◎5］p．　97）そして，「UVA法は商業取引の収益性分析に基

づく意思決定支援手段である」（Buffet　et　al．［2◎◎6］p。1）と結論する。つま

り，彼らは，UVA法を取引の次元での収益性分析に基づく意思決定支援手段

と捉えていることになる。さらに，彼らは1998年にUVA協会（Ass◎ciation

UVA）を創設し，これを基点としてUVA法の普及に熱心に取り組んでき

た3）。

　一方，本稿で毛しばしぼ登場するブッカンの評価は，次のようなものである。

つまり，「大きな塊で原価を捉えることを避けながら，なお単純であろうとす

るという意味で，UVA法は逆説的な目的を追求しようどしている。」

（Bouquin［2004］p．115）先の彼の管理会計のフレームワークにおけるUvA

法の位置づけからすれば，ここでも比喩的な意味での会計「工場」における情

報の産出の方法に焦点が定められている。

　また，最近のUVA法に対する問題提起者の一人であるジェルベによれば，

　2）　ちなみに，昨年度（2005年度）のフランス語圏会計学会でも，UVA法に関して幾つかの報告

　　がなされている。Buffet　et　al．［2005］とGervais報告などが注目される。’後者のGervais報告

　　については，筆餐は，現在，報告二丁しか手にしていないQ

　3）　ちなみに，インターーネット上でUVA協会のホームページから簡単にUVA法に関する重要

　　な情報を獲得することができる。本稿で引用するいくつかの論稿も当協会のホームページからダ

　　ウンロードした屯のである。談た，一つ注意しておかねばならないことは，UVA法は当協会の

　　登録商標となっており，本来ならばurVAの右肩にRのマークを付ける必要があるが，本稿で

　　は省略している。ご了承願いたい。



　　　　　　　フランス付加価値単位（UVA）手法の構造とその歴史的意義　　　（389）33

「この技法は多様さのもつ収益性（la　rentabilite　de　la　vari6t6＞を分析するた

めにはうまく設置されるとしても，原価を生み出すものには興味がない」

（Gervais〔20◎5］p．2◎6＞という評価になる。この指摘は本質的なものである。

というのは，これまでのフランス分析会計・管理会計が保持してきた特質であ

る企業の経済的モデル化，その核心である原価のモデル化の視点より竜，

UVA法が「取引」の次元で多様さのもつ収益性に焦点を当てていることに注

目しているからである。この点にこそ，MSHやA：BCとは一線を画する

UVA法の特徴が存在するのである。後述するが，　UVA法が実際原価の計算

から離れ，相対的な付加価値計算を志向していることに注視しておきたい。

　ともかく6，UVA法はMSHの限界を乗り越えようとする一一つの試みであ

るが，次節においてみるように，UVA法はMSHのようにフランスの会計基

準である『プラン・コンタブル・ジェネラル』のなかに取り入れられることな

く，ほとんど不問に付されたままになってしまう。しかし，198C年代における

『レレバンス・ロスト』論争を契機としたABCの出現において，　MSHとと

もに，再度，『 c論の艦上に上げられてきたということができよう。

　次節では，改めてフランスでのUVA法の起源を探り，その歴史的な発展

の過程を明らかにしてみたい。それを踏まえて，次節以降では，MSHや

ABC（さらに「時間駆動ABC」）との関わりを探ることにしよう。

III一つの原価計算方法としてのUVA法の起源とその歴史的発展過程

lUVA法の起源

　まず，UVA法はGP法として生成したということから話を始めよう。ジョ

ルジュ・ペラン（Gorge　PerriR）というエンジニアが開発したことから，その

名画の頭文字をとって最初はGP法と呼ばれていた。彼の死後，　GP法は発展

的にUVA法へと名を変え，今回に至っている‘）。前述したようにUVA協会

4）　製造現場での原価計算の問題に関心をもった彼は，GP法を開発し，それを普及させようと，

　195e年代にGP法相談事務所を創設した。彼の死後は妻のスザンナがあとを継ぎ，著作の出／
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が設立されるなど，UVA法の普及活動が鋭意進められたが，以下の幾つかの

理由からMSHほどには普及しなかった（Villarm◎is［2◎◎4］p．9＞

　まず両大戦間期においては，当時の戦争経済体制を維持する視点から，統一

的な会計・原価計算が要請されたことは周知のことである。統制的な経済体制

を維持するために，会計・原価計算の領域では『プラン・コンタブル・ジェネ

ラル』といった会計の制度化・標準化の動きが活発化しつつあった。こうレ孝

きわめて困難な制度的状況の6とにあって，分析会計・管理会計の領域におい

ても多くの産業・企業が実践的に利用することになる参照枠（la　ref6rence）

を作り出そうとする機運が高まってきていた（Villarmois［20◎4］p．87）。こ

うしたなかで，会計領域での社会的な制度設計においていち早く勝利を得たの

はUVA法ではなく，MSHのほうであった5）。

　第2次大戦後においても，UVA法に不利な状況は基本的には変わらなかっ

た。急速に変化する経済的環境のなかで，UVA法は静的な視点を持ち続けた

ことによって，MSHほどには一般に広く浸透することはなかった。その理由

としていろいろなことが考えられるが，フィラルモアらはUVA法の生みの

親であるペランの誤りと弱点を次のようなものだと考えている（Villarmois

［2004］pp．96－102）。それは，一つには彼の人的なネットワークの弱さであ

り，その躊躇したネットワーク政策であった。彼の性格は，そうした人的な

ネットワークを作り上げるのに障害になっていたのである。さらに，フィラル

モアらは会計士の世界でのエンジニアの地位の問題を取り上げている。通常，

　＼版と事務所の運営をおこなった。エ96◎年代頃，約15◎社がこの方法を採用していたといわれてい

　　る。しかし，ペランの死後は，事務所の経営はうまくいかなかった。その後，1970年代初め頃に

　　は，事務所の活動はほとんど停止状態であった。しかし，1975年，『同人エンジニア（Les　lng－

　6nieurs　Associ6s：LIA）』と協定を結んだことで，新しいUP（Un漉de　production）という名

　葡（そして1995年以後はUVA法という名前）で，手法を普及さぜるという§的を達成するこ
　　とができた（Villarm◎is［2004］PP．　9－10．）

　5）MSHがUVA法に勝利した理由を『プラン・コンタブル・ジェネラル』と（Z5関わりで考える

　　と，『プラン・コンタブル・ジェネラル』の財務会計領域に付加価値計算が組み込康れているこ

　　とと関連がありそうである。当時，MSHが実際の原価計算を担幽し，付加価値計算は『プラ

　　ン・コンタブル・ジェネラル誰の財務会計領：域において行うという鰯度設計が選択されたとも考

　　えられる。こうした点の解明は，今後の課懸である。
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フランスでのビジネス社会ではエンジニアの地位が強調されることが多いが，

ここでは逆に会計士の世界でのエンジニアの地位の弱さが述べられている。要

するに，この点はエンジニアと会計士の地位の高さの比較の問題というよりも，

UVA法が或問とお金をかけて原価の発生の様子を捉えることよりも，より単

純な収益性計算を志向したことに原因があるのであろう。いみじくもジェルベ

が述べているように，UVA法は多様さのもつ収益性を分析するためにはよい

が，原価を生み出す屯のには興味がないのである。

　最後に，UVA法が情報技術を考慮することを怠った点が指摘されている

（Villarmois［2004］p．101）。これは，　UVA法が，上述したコスト便益の問題

とかかわって，一定の情報処理能力を前提としなくとも計算システムとして十

分に稼動する設計になっていることに原因があるのであろう。しばしぼ指摘さ

れるように，これは，UVA法が申小の企業に向けた意思決定支援システムと

なっていることを示唆している。他方，MSHはさておき，　MSHの発展形態

となるABCの場合は，まさに高度の情報処理能力を前提にするかたちで生み

出されてきたことは周知のことである。

　さらに付け加えるならば，後述するUVA法の計算構造から判断して，

UVA法においては企業間比較に関心が向けられなかったことが考えられる。

両大戦間期，当時の統制的な経済事情が資源の効率的な配置・運用を強く要請

したのであれば，能率の悪い企業から良い企業へと資源を移す客観的な根拠と

して，おそらく原価に関する企業間比較データが必要とされたであろう。その

視点からすれば，UVA法よりMSHのほうが有効な技法として活用されたで

あろう。けだし，UVA法は企業毎に基準となる期間を決め，さらに当該企業

にとって典型的と考えられる基礎項目（製品・サービス）を選定し，それを起

点として企業全体を基準尺度（UVA値）を使って統合化する仕組みとなって

いるからである。UVA法が最初から企業間比較の視点を持ち合わせていな

’かったことは明らかである。こうした特性が，その後の‘制度化競争”におい

て不利に作用したことは間違いない。
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2　分析会計・管理会計，とりわけMSHとの関連

　UVA法のその後の展開過程をみる場合，分析会計・管理会計，とりわけ

MSHとの関わりを検討しないわけにはいかない。前述したように，当時の経

済的環境のもとでの計算技法としての競争を超えて，UVA法が，　MSHの特

徴である同質性原則が抱える困難i性の解決を課題として掲げているからである。

　フィエヴェスら（Fievez　et　Staykov［2006］）によると，　UVA法は2つの

点でMSHの問題点を克服していると主張している。以下，フィエヴェスら

の論点整理に従って，解説を加えていこう。

　①同質性問題の克服

　②顧客レベルでの製品販売の収益性の分析

　以上の2点について，以下検討を加えよう。まず，同質性問題の克服という

点に関しては，MSHとの対抗という視点から無視できない。　UVA法は，

MSHの同質性原理のもつ困難性，つまり同質セクション（現代風に言えば分

析センター）の設定に関わる困難さに注目する。MSHでは，同質セクション

を構成している要素作業が資源を比例的に消費するという前提を必要とするた

め，その前提が満たされるまで現状の同質セクションをさらに分割していかね

ばならないからである。この分割には2つの問題がある61つは，その分割を

進めるなかで過剰な数の同質セクションを生む可能性があることである。正確

な原価を得ようとすれば，どうしても分割を繰り返していかねばならない。分

割が細かくなればなるほど，マネジメント・システムとしてのUVA法は

いっそう複雑になっていく。2つ目は，分割を進めても，同質セクションを構

成する要素作業がすべての資源を比例的に消費するという前提を満たさない場

合があるからである。

　こうした問題を克服するために，UVA法は次のようなアプローチを取るの

である。つまり，「手段」と「手段の利用」を区別するのである（Fievez　et

Staykov［2006］p．16）。どういうことかといえば，ここで「手段」とは「資

源の全体」であり，この「資源の全体」はUVA法独自の用語ではrUVAポ
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スト（Post　UVA）」と呼ばれる。つまり，　UVAポストとは，「常に同じやり

方で消費される資源の全体」（Fievez　et　Staykov［2◎06］p．16＞ということに

なる。また「手段の利用」とはその資源の使い方であり，これまたUVA法

の用語で「操作範囲（Gammes◎p6ratoires）」と呼ばれる。つまり，定義すれ

ば，ヂ所与の時間でUVAポストにおいて実現される一一連の操作j（Fievez　et

Staykov［2006］P．16）ということになる。

　次節で計算例を使い詳しく解説するが，UVA法では，まず資源の同質的集

合としてのUVAポストを決定し，次にそのUVAポストによって資源消費

を描き出すのである。その描き出されたものが「操作範囲」と呼ばれるのであ

る。MSHの示唆する同質原理を遵守しつつ，なおシステムが複雑にならない

ようにする工夫にUVA法の特徴がある。その逆説を解く鍵は，相対的価値

を採用するところにある。その基盤とするところは，仮に’時点において，あ

るUVAポストが100を消費し，別のUVAポストが200を消費するならば，

2つのUVAポスト問での資源の配置が変化しない限り，1：2の比率はその

期間内では安定しているというものである（Fievez　et　Staykov［2006］p．2◎）。

そこで，ある一つの基礎項目の業務様式である「操作範囲」を決定し，そこか

らUVA値（基礎比率〉を算出する。そして，そのUVA値：（基礎i比率）を

ベースとして諸UVAポストの価値を計算する。それを前提に，計算対象と

なっている製品・サービスの「操作範囲」の価値をUVA値によって計算

（表現）しょうとするのである。それは，まさにUVAという単一一の製品を製

造・販売している企業を想定することを意味する。同質性原則を遵守しながら，

なおシステムを複雑にしないというUVA法の計算の仕組みは，以上のよう

なものである。

　さて，UVA法のMSHに対する第2の優位点は，顧客への製品販売の収益

性を分析する点にあると考えられている。端的に言えば，それは製品志向から

取引志向へと思考を転換することで，間接費配賦の問題を解決する意図を屯っ

ている。UVA法論者によれぽ，．製晶志向をとれぼ当然に間接費の配賦基準の
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図葉表管理会計とUVA法の比較

管　理　会計 UVA法
間　　　接 企業全体管理企業全体管理

禔@客　管　理
ﾌ　売　管　理
鴻Wスティックス

¥　　　　　想

Y　　業　　化
Aフターサービス

間　　　接

直　　　接

顧　客　管　理

ﾌ　売　管　理
鴻Wスティックス

¥　　　　　想
Y　　業　　化
Aフターサービス

ｶ　　　　　産生　　　　産 直　　　接

製　　　品 取　　　引

　　出所：F圭evez　et　Stayk◎v　こ2《X）6］　茎）。6（）．

問題を解決しなければならないし，さらに言えば顧客収益性をほとんど無視す

ることになるからである。UVA法はこれらの問題を解決するために，上の第

1表に示すように，「製品」分析に代えて「取引」分析を計算構造の基軸に据

えるのである。

　1取引は内部であろうが外部であろうが企業と顧客とのすべての交換の合計

であり，これが1販売となる。顧客⇒注文⇒製品⇒配送⇒送り状⇒

キャッシュ・インフローという流れは，企業をめぐる基本的な横断的プnセス

である。これの利点はどこにあるかといえぼ，間接費配賦の部分を大幅に減じ

ることができる点にある（Fievez　et　Staykov〔20◎6］p．26）。それは，先の第

1表のUVA法の箇所に見るように，生産から顧客管理までが取引に対して

直接的な費用として認識されていることに示されている。要するに，UVA法

は各取引の収益性の分析に注目した手法ということができる。

　それでは，1取引の成果はどのように計算するのであろうか。それは単純に，

取引によるキャッシュ・インフロー額から取引の原価を差し引くことによる。

ここでは，次節の計算例を理解する準備として，UVA法の核心をなす取引の

構成要素について解説を加えておこう。まず，繰り返すならば「UVAポス

ト」は資源の同質的集合であり，「操作（operation）」は一つのUVAポスト
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の作業単位の正確な利用数を指し，また，「操作範囲」は諸UVAポストにお

いて実行された操作の総計をいう。そして，その「操作範囲」の合計が取引を

構成するのである。前述したように，この取引の原価をそのキャッシュ・イン

フロー額から差し引くことによって取引の成果が獲得されるのである（Fievez

et　Staykov　［2006］　p．27）o

IV　UVA法の計算構造と機能：A：BCとの比較分析の視点

　さて本節ではUVA法の構築と運用の手続きを具体的な計算例によって示

そう。以下では，Fievez［2003］による例を示すことにする6）。そして，その

後，ブッカンによる歴史的な管理会計研究の視点に基づいて，フィラルモア

（Villarmois［2004］）がおこなったUVA法とABCの比較分析を跡づけてみ

たい。

1UVA法の計算構造と機能

　UVA法の計算構造の説明に入る前に，　UVA法で利用される用語について，

UVA法の構築と運用の場面とを分けて提示しておきたい。読者はこれらの用

語に注目しながら，以下の計算例を読み進めていただきたい。

　UVA法の構築の場面

　　①UVAポストの認識

　　②基礎項目（製品・サービス）の業務様式（操作範囲）

　　③UVAポスト率

　　④基礎比率

　　⑤UVAポスト指標

　　⑥製品・サービスのUVA換算値

　　⑦販売のUVA換算値

6）　この計算例は，インターネット上で利用可能な文書である。本稿ではそこでUVA法を簡潔

　に紹介した文書からそのまま引用している。
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第2表1つのUVAポストの認識

UVAポスト玲

直　接　労　務

ﾔ　接　労　務

ﾄ督者作業

「　× ガ　ス　親「　　　　と

X具醤費翻
×

電　　力　　料 × 床面積費用 ×

水　　道　　料 資　産　費　用 ×

圧縮空気料 × 技術的減価償却費 ×

出勝：Fievez　［2倉e3〕1），6．

第3表　uVA（基礎：頃欝〉の業務様式（作業範囲）

基礎項録のプロセス 時　闘（h） 基礎項廻のプロセス 時　闘（h）

UVAポストエO

tVAポスト30

（）．25

O．20

UVAポスト憩
tVAポスト60

◎．エ5

O．10

鐵駈：■evez　l23◎3］欝．7。

　UVA法の運用の場面

　　①生み出された付加価値の測定

　　②UVA原価の計算

　　③1販売の原価とその成果の計算

　　④販売の収益性の分析

　　⑤一つの管理システムの創造

　さて，フKエヴ嵩ス（Fievez〔2◎◎3］〉に従いUVA法の簡単な計算例を示

すことにしよう。

　まず初めに，計算例はUVAポストを認識することから始まる。第2表は

1つのポスト（ここではUVAポスト10＞の様子を示している。ここで注目

しておきたいことは，この計算例のUVAポストを見ると，その中に通常の

付加価値要素〈入件費など）に加えて，企業が買い入れた道具や燃料資源など

の要素に関わる費用が含まれていることである。とすれば付加価値単位

（UVA＞といいながら，計算の仕組みはともかくとして，かならずしも付加価
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　　　第4表UVAポスト率の計算（£／h）

UVAポスト10 UVAポスト20 UVAポスト3◎ 移VAポスト40 UVAポスト50 UVAポスト6◎

直接労務 × × × ×

間接労務 × × ×

監督者作業 × × × × × ×

電　力　料 × × × × ×

水　道　料 × ×

圧縮空気料 X ×

ガ　ス　料 ×

維持　費 × × ×

道具消費額 X ×

床面積費用 × × × × × ×

資産費用 X × × × × ×

技籍的減価

梛p費
× × × × × ×

UVAポスト率 35｛診／h 20ε／h 50奪／h 15ε／h 4◎奪／h 30G／h

　出所：Fievez　［2◎◎3｝　［），9．

値計算を行っているわけではないことになる（ゆえに，UVAという名称につ

いては，今後，検討を要する課題である）。

　さて，第3表は基礎項目となる作業範囲である。作業範囲とは「所与の時間

でUVAポストにおいて実現される一連の操作」であることについては前述

した。さらにこの基礎項目の作業範囲がUVA計算の基礎となるのである。

ここでは作業範囲は4つのUVAポストから構成されていることが分かる。

　第4表では，存在するUVAポストの時間当たり£（ユ・一一・　w）の計算（これ

をUVAポスト率という）が行われている。第5表では，このUVAポスト

率を使って基礎項目のプロセスを経済的に評価している。その結果，基礎項目

の比率（基礎比率）が1UVA＝24£と計算されている。

　さらに第6表では，基礎比率を用いて各UVAポストのUVAポスト率
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第5表基礎比率

基礎項目のプロセス 時　　間（h） UVAポスト率総／h） 操作の価値㈲

UVAポスト10
tVAポスト30
tVAポスト40
tVAポスト60

0．25

O．2G

i）．15

掾D1◎

35

TG

P5

R◎

8．75

P◎．◎0

Q．25

R．◎（）

基礎比率：　　　　　　　　　　　　　　1UVAな　　　　　　24．◎O

珪fi所：】ぎ…evez　［2｛）｛｝3］　茎）．9．

第6表UVAポスト櫓標

ポストの例 UVAポスト率給／h） 基礎比率 UVA指標（UVA／h）

UVAポスト10 35 24．00 1．46

UVAポスト20 20 24．00 0．83

UVAポスト30 50 24．00 2．08

UVAポスト40 15 24．00 0．63

UVAポスト50 40 24．00 1．57

UVAポスト60 30 24．00 1．25

出所：Fievez［2003］p．12．

第7表製品AのUVA換算値

製　　　品A 時　　間（h） UVA指標（UVA／h） UVA換算値

UVAポスト10
tVAポスト40
tVAポスト50

0．10

O．05

O．15

1．46

p．63

P．67

0，146

O，031

O，250

製品AのUVA換算値： 0，427

出所：Fievez［2003］p．12．

（E／h）をUVA指標（UVA／h＞に転換している。　UVAポスト率（£／h）か

らUVA指標（UVA／h）への転換が示すように，各UVAポストごとに時間

当たりの£から時間当たりのUVA量（これをUVA指標という）へと転換

しているのである。

　そして，第7表，第8表，第9表において，ようやく製品・サービスごとの
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（399）　43

製　　　品B 時　　間（熱） UVA指標（UVA／熱〉 UVA換算値
UVAポスト2◎

tVAポスト4◎

tVAポスト6◎

1．◎◎

掾D20

k◎◎

0．83

O．63

P．25

0，833

掾C125

P，250

製品BのUVA換算：値： 2，208

出所：Fievez［2003］P，12，

第9表サービスCのUVA換算値

サービスC 時　　聞〈k〉 UVA指標（UVA／熱） UVA換算値

UVAポスト鎗
tVAポスト3§

tVAポスト6◎

L◎◎

`2。（）◎

Q．◎◎

L垂6

Q．◎8

P．25

L荏58

k。167

Q，50◎

号一ビスCのUVA換算値： 8，125

出所：Fievez〔2◎03］p．12，

第10表　1販売のUVA換算値

UVA換算値（UVA） 数　　　量 総　　計（UVA）

製　　品A

ｻ　　品B

TービスC

0，427

Q，208

W，125

120

@5

p

51，250

P1，042

W，125

1販売のUVA換算値： 70，417

出所：Fievez［2003］p．12．

UVAポスト換算値：の計算が行われている。ここで換算値とはUVA指標によ

る各ポストの評価値を意味している。

　以上の計算を踏まえ，ag　10表に見るように，1販売のUVA換算値の計算が

可能となった。ここでの数値：は，製品Aが12◎個，製品Bが5個販売され，そ

れに伴ってサービスCが必要となった場合のものである。

　さて，1販売のUVA換算値が計算された後は，　UVA法の運用の場面に入

る。前述したように，UVAの運用の場面では，まず（ここでは月間に〉生み
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第ll表　付加価値の測定く月聞の製造製品）

UVA換算値（UVA） 製造数量 製造UVA（UVA）

製　　品A

ｻ　　品B

ｻ　　品P

0，427

Q，208

X，◎8◎

1，200

Q，200

@537

　512．40

S．857β◎

Sβ75．96

製造UVA総計
10，2荏6。◎◎〈油）

出舜斥：F圭evez　［20（）3］　P．　i6．

注：小数点以下を麟捨五入している。

　　　　　　　　　　第12表　月間に発行された送り状数

製造UVA（UVA）

　　管　　理UVA

@　商　　品UVA

?WスティックスUVA

70

R8◎

W◎◎

サービスUVA総計 叢，250

　　　　　　　　出所：F量evez　［2003］　P．16、

出された付加価値（製造UVA総計という）の測定がなされ（第U表，第12

表），それに基づいてUVA原価の計算が行われる。

　UVA原価の計算は，次のように進められる。まずUVA原価を計算するた

めに月次の費用（《間接費用（原材料と原価対象に賦課可能な費用以外のも

の）》を，仮にいま297，970｛Eとする。

　　UVAの原価・・　UVAの計算のために準備された費用÷UVAの総生産量（月間〉

　　　（£／UVA）　（£）　（UVA）
　　　　　　　　＝29Z97e÷（IO，246十1，25e）　：25．92（£／UVA）

　したがって，UVA原価は，1UVA当り25．92£となる。

　次に，販売のUVA換算値70．417とUVA原価25、92£／UVAを獲得した

ところで，第13表に見るように1販売の原価を計算できる。これまで付加価値

計算ということから，計算から排除されていた参入可能な仕入れ部分（d）と顧

客に特定的な支出部分（e）を加えて，ag　13表において販売原価ぶ算出されてい

る◎
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　　　　　　第13表　1販売の原価

1販売のUVA
ｷ算値

@（UVA）

@　a

UVAの原価

求^UVA）

@　b

販売による

t加価値額

@　㈲
ョma×b

参入可能な

d入れ
@　㈲

@　d

顧客に特定

Iな支出

@　㈲

@　e

販売原価

@　㈲
oニ。牽遣季ε

70．荏17 25．92 1β25．18 婆5（）．23 63．ア8 2β39．19

　出所：Fievez［2003］P，16．

　そして，最後に，販売の成果が以下のように計算される。いま，製品A120

個が1個当たり17・Eで勘定計算され，製品B5個が1個当たり95£で勘定計

算されるとすると，総計は2，515　Eとなる。したがって，販売成果は

　　　　販売成果（£）　＝送り状金額㈲一販売原価㈲

　　　　　　　　　　＝・2，515－2，339．19・＝175．81となる。

C・の金額は送り状金額の6・99％（曙1剖となり・販売の収益性が分析

されることになる。

　以上がUVA法の簡単な計算例である。

　参考までに，UVA法の計算の仕組み（ここでは販売原価の計算の仕組み）

を一般化すれば，（1）式のようになる（Villarm◎is［2004｝p．41）。ちなみに，

昌ま期間，費ま製品，ブは費用，pはポストを指し，　mが原材料数を意味してい

る。

　そこで（1）式は，まさにUVA法による原価（期間tにおける製油iの原

価：CPi，）を示している。つまり，〈1）式の右辺の前項が付加価値部分の原

価であり，右辺の後項が原材料の原価部分である。注目すべきは，諸ポストの

UVA指標〈iUYAPte）と期間tにおけるUVAの原価（cUYAt）にみられる

ように，基礎項目のUVA値が計算の要素をなしていることである。ちなみ

に，iUVAPt，の値は（2）式の値（つまりUVA指標〉として計算されるが，言う

までもなく分子がUVAポスト率，分母が基礎比率である。ちなみに，（1），

（2）式で記号に0の添え字の付いたものは，基準となる期間にもっぱら収集さ

れる情報であることを意味している。例えば，ΣnbUOi、Pteは基準となる期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夕



　Σ［（Σ砺ρ’。）／nbUOPt，×nb乙10i，Pt。］　　　　　　　　nbUVAt

　♪　　ゴ

　ちなみに，nbUOiPtは期間tにおいて製品iによって消費されたポストpの

作業単位数を指し，nbUOPt。は基準となる期間（t。）におけるポストpの作業

単位数を指す。また，Σo毎は期間tでの《間接費用》の合計を指す。（3）式
　　　　　　　　　　ノ
は，この間接費用をnbUV4t（期間tにおけるUVA総：生産量：）で除したもの

である。他方，原材料に関しては，QMIPimtが期間tにおいて製品iによって

消費された原材料数を表わし，cMPmtが期聞tにおける原材料mの原価を表

わす。

　二二では，上記のフィラルモアの一般式によって表された付加価値計算の仕

組みをABCのそれと比較しながら，　UVA法の特質を明らかにしていきたい。
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（tg）において，基礎項目幼ミ消費した諸ポストにおける作業単位数の合計であ

る。

　　　　CPi，　＝（ΣnbUOiPt×1’UVAPt。）×6ひ玩4汁Σ（QMPimt×cMPmt）一（1）

　　　　　　　P　X　　　　／　　　x．u〈　　m

　　　　（Σご触，］）／・buo…　　　　　　　多轟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈2）

2UVA法とABCとの比較分析

　本：項で取り上げるUVA法とABCとの比較分析については，フィラルモア

（Villarmois［2004］）がUVA法の立場から詳細な考察を行。ており，ここで

はその研究成果に依拠しながら簡単な解説を加えることにしよう。もっとも，

前述したように，フKラルモアは比較分析の基本的なメルクマールとしてブッ

カンの管理会計の歴史的視点を基盤に据えており，ここではブッカンの研究視

点を竜考慮に入れながらUVA法とABCの比較分析を行なうことにしたい

（Bouquin　［2004］　pp．63－65）o

　まず，ブッカンの管理会計の歴史的視点は特徴的であるが，それは4つのメ

ルクマールを基礎に据えている。つまり①情報捕捉，②間接的でかつ固定

的な原価の配賦，③原価パフォーマンスのモデル化，④原価の原因の理解，
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の4つである（逆に，ブッカンは常にこの4つに視点をメルクマールとして管

理会計の歴史的展開を捉えているということになる）。これらの4つの基準は，

ほぼこの順番で歴史的に認識されてくるが，今では複雑に絡み合い複合的なか

たちで4つの層を成していると考えられている（Bouquln［20◎4］p．　63）。こ

の4つの評価基準をもとに特記されるべき点を幾つか書き留めておきたい。

　まず情報捕捉に関しては，UVA法の特徴として，配賦計算が基準期間のみ

に対してなされるので，実際の原価を知ることはできない（というより目的と

していない）点があげられる。他方，ABCは活動，プロセス，製品など，ど

のレベルで竜実際の原価と標準の原価を比較できる。臨つとも，UVA値自体

61つの優れた活動指標となっていることは言うまでもない。

　さらに，UVA法は基準となる期間を決め，そのうえでその企業を代表する

基準となる基礎項冒（製晶・サービス）をベースとするために，ABCより竜

“より精緻な（fin）”計算が可能となると考えられている。一旦，基準となる

基礎項目（製品・サービス）を決めると，その項目についてのUVA値を

ベースとしてその後の様々なケースについて容易に計算シミュレーシgンを行

うことができるからである。つまり，販売取引ごとの収益性をシンプルな形で

判定することができる仕組みとなっているのである。

　その意味では，UVA法においては，先のブッカンのメルクマールの一つ

である原価のパフォーマンスのモデル化はかなり達成されているといえる。し

かし，UVA法がABCと同様に，原価の原因のモデル化となっているのかと

いうと疑問である。したがって，フィラルモアは，この点について，UVA法

は予算統制システムに補われる必要があると考えている。

　最後に，ABCから展開された「時間駆動ABCj（Kaplan　and　Anderson

［2◎04〕）との類似性と相違点を考えてみよう。紙幅の関係で十分には展開で

きないが，「時間駆動ABC」はABCを導入するうえでのコスト便益分析から

出た臨のであり，その単純な管理システムへと向う論理はUVA法と類似性

をもつ。と6に時間をベースに相対的な価値計算をする点で同じ論理に立つか



　48　 （404）　　　　　　　　　　　　　　　第178巻　 第4号

らである。さらに，もともとABCが活動を機軸とし，さらにそこから顧客原

価の計算にまで至るように，UVA法は資源の安定的集合であるUVAポス

トを機軸に，そこから取引（transaction）の重要性に注目していく点でも，両

者はきわめて類似性をもっていると考えることができる。こうした点で，

UVA法は早くから先進的な特徴を備えていたと言えるのである。

V　む　　す　　び

　以上，UVA法を素材に，それとMSH，　ABCそして時間駆動のABCなど

との関連を歴史的かつ技術的な視点から検討を加えてきた。そのなかから，幾

つかの結論を得ることができる。

　まずは，UVA法の場合に6，フランスに特徴的な会計計算思考の展開が見

られることが確認される。フランスでは，分析会計が誇る同質性原理が原価の

一般原貝弩として普遍性を持つと考え，その視点からABCの原理が高く評価さ

れてきた。フランスでは，ABCが管理会計研究に一つの変革をもたらしたと

言える。MSHの重要性を認める視点からABCの革新性に否定的なブッカン

でも，その研究方法においてABCから多大な影響を受けていることは，彼の

著作を見れば明らかである。要するに，彼がUVA法をMSHやABCと同

じレベルに置いていることは，UVAのポスト，　MSHのセクシseン，　ABC

の活動のそれぞれの設定の議論がそのまま同質性という理論的次元で行われる

ことを意味している。

　筆者のこれまでの乏しい研究成果からみて屯，フランスにおけるMSH研

究やABCの登場とそれへの対応などから垣間見えるものは，管理会計の発

展・進化は，まず企業組織の経済的モデル化の次元で考えねばならないという

ことであった。そして，本稿で取り上げたUVA法の生成・展開，計算の仕

組からも理解されるように，そのことはそのままUVA法にも妥当するよう

に思われるのである。

　冒頭の第1図におけるブッカンのUVA法の位置づけは，両大戦間期以降
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のフランス管理会計史の物語の一緬を象徴的に暗示しているだけでなく，フラ

ンスに特徴的な会計計算思考（フU・一一の構造化と原価のモデル化）を体現して

いるよう思われる。ここからまた，筆者はフランスの特殊性が原価計算・管理

会計の一般的原理の解明の鍵を握るという確信を強くするのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考文献

Boequin，　H．　［2904］　in　Comptabilisg　de　gestion，　3e　ed．，　Paris，　Economica．

Buffet，　V．，　Fievez，　」．　et　Staykov，　D．　［2005］　Methode　UVA：quelles　r6alites？，

　　　Comptabilit4　Contr61e，　Audit，　Tome　11，　Vo！．　1，　mai，　pp．　97““119．

　　　　　　［20e6］　La　Methode　UVA：　Quelles　realites？，　Presentatlon　mise　en　ligne

　　sur　le　site　de　L’Assoc｝atien　UVA　．（www．association－gva．org）

Fievez，　」．　［20e3］　Pre＄’efitation　de　la　Methode　UVA，Joumee　Pgdagogigue　“L’ac－

　　tualite　cemptable　en　debat’；　Cachan，　i8　septemble　2eO3，

Fievez・，　」．　et　Staykov，　D．　［2006］　Les　¢oncepts　de　la　Methode　UVA，　Presentation

　　de　la　M6thode　des　Vnites　de　Valeur　Ajoutee．　（http：／／odlv．free．　fr／documents／

　　recherche／photeswwGP．htm）

Gervals，　H．　［2005］　Le　Centr61e　de　Gestion，　8e　ed．，　Paris，　Economica．

Kaplan，　R．　S．　and　Anderson，　S．　R．　［2004］　Time－Driven　Activity－Based　Costing，

　　　Harvard　Bzasiness　Review，　November　2004，　Vol．　82，　pp．　131－138．

LemarchaRC圭，　Y。　et　Le　Roy，　F．£2◎◎◎〕　L’圭滋r◎d“c重圭◇識（圭e　la　c◎mptab至翫をa登a至ytique

　　en　France：　de　1’institutionnalisation’d’une　pratique　de　gestion，　，Finance　Centr61e

　　　Stratggie，　Vol．　3，　No　4，　d6cembre　2eOC，　pp．　83’一i13，

Levant，　Y．　et　de　｝a　Villarmois，　O．　［2CO4］　“The　lmp｝ementation　of　the　UVA

　　Method：　a　Comparison　with　ABC，”　6th　international　Management　Controt　Sys－

　　　tems　Research　Conference，　Edinburgh，　July．　（http：／／　odlv．　free．　fr／　documents／

　　　recherche／photoswwGP．htm）

de・la・vi難a繍◎圭s，α［2◎◎4］■a・Mgth・de（；P／び鵬’ane　methode　d’e’vaguati・㌶撚ω諺孟5

　　　des　Petites　organdsations　et　les　structures　atyptgtges　de　gramb　grompes，　Memoire　present6

　　　en　vite　de　1’obtention　du　dip16me　d’expertise　cemptable，　Session　de　Mai　2904．

大下丈平［2003】　「フランス管理会計の方法とその展開」（西村明・大下丈平編『管

　　　理会計の國際的展開』九州大学出版会）259－293ページ。

　　　　　　［2006］　「フランス分析会計・管理会計の基本思考　　国際比較管理会計の

　　　視点からj源価計算研究』縫本原価計算研究挙会，第30巻第1号，1－9ページ。


	p29
	p30
	p31
	p32
	p33
	p34
	p35
	p36
	p37
	p38
	p39
	p40
	p41
	p42
	p43
	p44
	p45
	p46
	p47
	p48
	p49

