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Ⅰ はじめに－なぜ歴史か 

 

そもそもなぜ歴史分析が必要なのか、そう聞かれたらどう答えるだろうか。とりあえず、

「今存在するものを歴史的に相対化して見せることである」（石川[2008] 224 頁）とでも答

えたい。そして、その見方や見せ方いかんが現代への新たな視点や問題の発見につながる。

会計もまたしかり。歴史の文脈で今を「見せる」ことが、そのためにまずもって必要となる。 

以下、まず手始めに複式簿記の世界伝播の基礎に何があるかをみる。それを受けて、その

「基礎にあるもの」を「資本」の動態という視点から現在の位置を見定め、そこから現代会

計の研究課題（プロブレム）への１つの視点を示す（第Ⅱ節）。次に、視点を日本の制度会計

に移し、戦後日本の制度変化の過程を特に形態変化と構造変化の視点からみる（第Ⅲ節）。つ

づいて、構造とその通時的変形としての歴史という視点から、特に資本・利益・現金の構造

分析と歴史分析を示す（第Ⅳ節）。最後に、歴史学の意義ないし任務として筆者が求めるもの、

求めたいものについて若干触れることで結びにかえたい（第Ⅴ節）。 

 

Ⅱ 動態を「理解する」－全体史からの視点 

 

１ 複式簿記の世界伝播とヘゲモニー移転－現代会計への視点 

手始めに複式簿記の世界伝播の基礎に何があるかという視点から、それをヘゲモニー（覇

権国）の移転という観点と重ねてみる。そうすると、それが現代会計への視点になりうる。 

 すなわち、周知の複式簿記の世界伝播の３段階論（茂木[1969]）、イタリア（14，15 世紀）

→オランダ（17 世紀）→イギリス（18，19 世紀）が、実は資本主義 500年の歴史を利潤率

の変化から読み説く視点（水野・萱野[2010]）と重なる。つまり、イタリア→オランダ→イ

ギリス→アメリカのヘゲモニーの移転と重なる。この重なるあるいは照応する、という点が

ここでの視点になる。 

ここで見落としてはならないのは、○イ実物経済での利潤率の低下→○ロヘゲモニーの移転→

○ハ経済の金融化である。なぜなら、そこでの○イを受けた○ハ経済の金融化という点が現代会計

の基礎にあるからである（詳しくは石川[2014ａ]11-13 頁）。現代会計を代表するＩＦＲＳは、

単に会計ルールの世界基準というレベルではないのであって、その点をその基礎から明らか

にする必要があるからである１。 

 

２  ｢資本｣の動態変化と現代会計－史的相対化の視点 

次に、この「基礎に何があるか」という点を受けて、その「基礎にあるもの」を「資本」

とりわけその動態変化という視点から現代会計の位置を見定めるという点が重要になる。特

に、「資本」、「利潤」、「信用」、「価格形成」、この４つの経済学的・史的概念から俯瞰し、そ

こから現代会計が拠って立つところ、つまりそこでの資本の位置を確認するわけである（図

表１の網掛け参照）。 

 

図表 1 「資本」の動態変化と現代会計 

（別紙） 

（石川[2000]286 頁図表 11.4） 
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こうした視点から複式簿記の起源（13,14 世紀）との関わりにも触れると、そこには「資

本」の高利貸資本や前期的商人資本が関わる。現代における貸付・擬制資本そのものの内容

をつかむことはむろん重要だが、歴史的に登場してくる他の、つまり史的性格を異にする「資

本」（の要請）とそれを受けた簿記や会計（の思考や目的）の史的相対化の視点が一層重要な

のである。重要なことは、冒頭でも述べたように、今存在するものを歴史的に相対化して見

せることである２。 

 

３ 全体史からの視点－史的システムとしての会計 

言うまでもないことだが、簿記や会計は自らの意志で変身を遂げるものではない。ゆえに、

その変身を「促すもの」（動態的契機）の視点が重要になる（石川[2008]15頁「変容のモーメ

ント」参照）。会計史家ウルフが言うように、簿記や会計が「商業の子」であるとともに「文

明の孫」（文明は商業の親）であるなら、大きくは資本主義が歴史的に必然のものなのか、そ

れともそれは特異なものとして登場したのか（相対的特殊性）、といった比較社会論的な視点

も重要である。話は大きくなるが、マルクスですらもその大きな（経済史も包み込む）文明

史から相対化しうる視点が重要といえる。先に共同的生産での簿記会計の役割に触れたが（注

２）、史的システムとしての会計の捉え方には、そうした全体史からの視点が不可欠なのであ

る。あわせて補遺 1を参照されたい。 

こうした視点からすれば、当然ながら現代会計の史的位置を押さえた研究課題（プロブレ

ム）が重要になる。その１つの課題をいえば、端的に「現代の会計が資本蓄積の金融的機構

の一環として機能しているということを、擬制資本・信用制度・株式会社論といった基礎論

的視点から総体的に明らかにすることである」（石川[2014ａ]127 頁）。ここで重要な視点は、

現代会計が現代における「資本」の蓄積の金融的機構の一環として機能しているという点で

あり、それゆえにその現代における（これまでとは異なる）「資本」の性格を捉えることが先

決となり､それがまずもっての課題になる（先の図表１の資本の動態変化を参照）。先に述べ

たように、現代会計を代表するＩＦＲＳは単に会計ルールの世界基準といったレベルではな

いからである。重要なのは、繰り返しになるが、会計基準のなかに終始するのではなく、そ

の基礎にあるものが何かという視点である。 

 

Ⅲ 戦後日本の会計制度の変遷過程－形態変化と構造変化 

 

次は、視点を制度面に移し、特に戦後日本の制度会計の変化を形態変化と構造変化という

視点からみると、現代の制度会計の問題性（異質性、歪み）がどこにあるかが浮き彫りにな

る。以下、その一端を示してみたい。 

 

１ “不変の構造”から見た現代会計の異質性－伝統的会計制度の「安定装置」 

ここでは戦後日本の制度会計の変遷、とりわけそのさい避けて通れない「企業会計原則」

を座標軸にして、特にそこに内在している“不変の構造”からみた現代会計の異質性という

点を明らかにしてみたい。 

ここでいう“不変の構造”とは、端的に収支的期間損益計算の構造であり、具体的には「す

べての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割
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当てられるように処理しなければならない」（損益計算書原則１Ａ）に明確にでている。さら

には、それが動態論的思考に立脚しているという点をまず押さえておく必要がある（詳しく

は石川[2008]9-14 頁）。そして、その不変の構造からすれば、周知のとおり制定後４回の大

きな修正があったものの、それらがその構造を保持した上での形態変化にすぎないという見

方になる。つまり４回の大きな修正があっても、その根っ子にあるフロー中心思考の計算構

造それ自体何も変わっていない。不変の構造といったゆえんである。ところが、現代の会計

はもはやそうした形態
．．

変化の延長上にはない３。 

ここで、伝統的な利益計算が損益計算書原則１Ａにでているように収支の規定（制約）を

受けるという点は強調されるべきである。この点で、注目したいのは伝統的なパラダイムに

おける測定のアンカー(anchor) ＝現金収支という点である（辻山[2013]）。重要なのはアン

カーの意味あいだが、文字どおり錨のように固定・安定させるものと解したい。なぜなら、

現代の会計をこの点からみると、そこにいかなるアンカー（安定装置）があるかが問われる

からである。この「安定装置」という見方は、例えば売買目的有価証券の時価評価損益が伝

統的パラダイムの枠内かどうかという論点にとって重要な鍵になる。 

ちなみに、石川[2008]（103 頁）では２つの異なる枠組みの対照比較を行っているが（図

表２参照）、その特徴軸の④「将来収支の確定性」がここでの「測定のアンカー」と関わる。 

 

図表２ ２つの枠組(系)の対照比較 

(別紙) 

（石川[2008]103 頁図表 6－１より） 

 

こうして、この伝統的会計の基礎にある「安定装置」という見方からすれば、現代の会計

は「アンカー不在の会計」という点で、それが（単なる）形態変化ではなく構造変化である

という見方になる。わかりやすくいえば、それはもはや「企業会計原則」の修正の延長上（第

５次、６次修正）にはないということである。実際、今日の新たな会計基準は「企業会計原

則」とはまったく別の場で、それとは切り放された形で登場しているのである。 

 以上を戦後の制度変遷史として、とりわけその変遷過程をいくつかのステージ区分として

示せば（図表３）、第Ⅰ期での展開過程は不変の構造（収支的期間損益計算）とそれをあくま

で基礎においた形態変化（４回の修正過程）であるのに対し、第Ⅱ､Ⅲ期への変遷はさながら

大きな地殻変動（断層）による構造変化となる。「第Ⅰ期と第Ⅱ・Ⅲ期を画するのは、端的に

は金融・証券のグローバル化である」（石川[2010ａ]78 頁）と述べたように、それがここで

いう地殻変動にほかならない４。 

なお、第Ⅲ期ステージ３の修正国際基準（JMIS）という形でのエンドースメントとステ

ージ２のコンバージュエンスないしアドプション（指定国際会計基準）との相違を重視すれ

ば、ステージ３を第Ⅲ期と区別して第Ⅳ期としてもいいだろう５。 

 

図表３ 戦後会計制度の変遷史－形態変化と構造変化 

（別紙） 
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２ 会計思考の変化と制度変化―現代会計の「歪み」への視点 

先に収支的期間損益計算の構造に動態論的思考があると述べたが、こうした根っ子にある

会計思考の変遷からみれば、現代の会計には動態論的思考から別の思考へ、すなわちそれと

は性格を大きく異にする思考、企業価値的思考が横たわっている（図表４）。この根っ子とい

うレベルでの変化がここでの視点になる。特に、その起点に企業価値の理論およびファイナ

ンス理論がおかれるという点に注意すべきである６。なお、ここで図表４を先の制度変化を

示す図表 3 と重ね合わせてみられたい（②と③の思考変化と制度変化）。 

 

図表４ 会計思考の変遷と交錯－変容の基礎－ 

（別紙） 

（石川[2008]108 頁図表 6－３） 

 

こうした見方は現代会計の「歪み」という視点につながってくる。そして、その根本に現

代会計のハイブリッド性が指摘される。この「ハイブリッド」（異種併存、矛盾する２つのシ

ステムの共存）という点で注意したいのは、原価、時価という測定属性の「混合」といった

レベルでないということである。重要なことはその異なる測定属性（測定基礎）の混合がど

こからくるか、その根っ子の方である（あとの図表５参照）。２つの共存システム（系）とい

う観点からすれば、測定基礎（属性）の相違は、先の図表２の⑤に示しているように、異な

るシステムから出てくる１つの特徴軸の相違にすぎない。２つの系の特徴軸の①→②→③→

④→⑤の一連の規定関係をみることが重要であり、系Ⅰ（伝統型）での⑤原価（償却原価）

という測定基礎はそこに至る①→②→③→④の規定を受けているのである。系Ⅱ（現代型）

での⑤時価（公正価値）もまたしかりである７。 

このことを大きな木に喩えれば、枝葉（ルール）だけでなく、むしろその幹（原則）や根

っ子（思考）、さらに地層（経済）の変化もふくめた、より大きな枠組みでのハイブリッドと

いう見方が重要になる（図表５参照）８。今日の会計は、あたかも針葉樹と落葉樹のように、

性格や種を異にする２つの大樹が交差しながら並立しており、強調されるべきはそれが（見

えるところだけでなく）見えないところのハイブリッドに根ざしているという点である。こ

こで、先にも少し述べたが、異なる会計思考・枠組を示す図表２，４，５と制度変化を示す

図表３を再度重ねてみられたい（あとの図表６も含め、図表２～６はセット）。 

 

図表５ ２つの大樹－枝葉・幹・根・地層－        

（別紙） 

 

こうした見方は、現代の会計のあり方を象徴するＯＣＩ問題への視点になる。石川[2014

ａ] （78 頁補注２）では「現代会計のハイブリッド性とＯＣＩ」について説明しているので

繰り返さないが、端的には「ＯＣＩ／リサイクリングは、いわば現代型と伝統型の会計が交

渉・交錯するところに現れ、両者の矛盾・乖離の調整役の機能をもつ」という点である（図

表６参照）。 
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図表６ 異質なものの交渉・交錯 

（別紙） 

（石川[2014ａ]79 頁図表９－１） 

 

ここで、図表６の２つの円（ＡとＢ）を先の図表５の２つの大樹に重ねると、先にみたよ

うに、あたかも種を異にする２つの大樹が並立・交錯している全体の姿（全体像）が浮かん

でくる。伝統型の会計ルールＡと現代型の会計ルールＢ（枝葉）が交差・併存している姿で

あるが、繰り返せば、その幹や根っ子さらには地層の変化まで掘り下げて見ることが肝要と

なる。 

Ⅳ 構造と歴史 

 

１ 言語と数と複式簿記－意識されない構造  

「構造」については石川[1983]で詳しく説明しているので参照されたいが、ここではわか

りやすい例として「言語」を取り上げてみよう。複式簿記も「言語」なので、いい例になる。

例えば、子供たちが日本語をどのようにしてマスターするか、特にそこでは日本語の構造（文

法）を意識しているわけではないが、自然に日常言語をマスターしてしまう。これが外国語

（英語）なら、そうはいかない。文法という構造から入っていく。つまり、そこでは見えな

い構造を意識する必要がでてくる。ちなみに、もう１つの例をあげると「数」である。複式

簿記は「数」を扱うので、「演算」、「計算」での意識されない構造の例があげられる（「ペア

ノの公理」、石川[1983]脚注 40，42 参照）。 

ここで重要なのは、見えない構造とそこから目の前に現れてくる形態（現象形態）という

見方であり、それが形態の動態変化という点で歴史ともかかわってくる。特に形態が「仮の

姿」であるという点が重要で、仮の姿だから形態は常に変わるわけである（石川[2012ｂ]73

頁）。しかし、その基礎にある構造は変わらない、こういう見方である。わかりやすいＨ２Ｏ

の例でいえば、水や氷そして水蒸気が仮の姿として形態変化するが（仮態・姿態）、Ｈ２Ｏと

いう分子の結合関係はまったく変わらない（不変）。そして、それぞれの形態に変えているも

の（形態化）が何か、これが重要になる。 

まとめると、○イ構造、○ロ形態、○ハ形態化の３つのレベルは、それぞれ○イ「変わらぬもの」

（見えないもの）、○ロ「変わるもの」（見えるもの）、○ハ「変えているもの」（見せているもの）

となる。特に、○ハの「形態化」は、構造と形態をつなぐという点で重要である。ちなみに、

石川[2011]（203 頁図表 12.4）では構造と形態も含めて５つの対、すなわち①技術性－歴史

性、②形式－内容、③一般（普遍）－個別（特殊）、④構造－形態（機能）、⑤同型性－相対

性を示しているが、大まかにいえば、そこでの右側に並んでいるもの（歴史性、内容、個別、

形態、相対性）が歴史とかかわる。重要なことは、それらと左側（特に③､④、⑤）との関係

（つながり）である（同書 204 頁）。 

 

２ 資本・利益・現金の構造分析と歴史－通時的変形をどう説明するか 

そこで次は、構造と歴史がどうかかわるかである。特に歴史分析となると、（共時的ではな

く）通時的変形という点が重要になる９。この通時的変化をどう説明するかという観点から、

「資本・利益・現金の構造分析と歴史」というテーマ設定で２つの分析例を挙げた１０。これ
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まで資本と利益の分析はなされてきたが（例えば損益計算史）、現金とりわけ資本と利益との

３つの関係についての構造的・歴史的分析は、その重要性にもかかわらず、必ずしも十分と

はいえないように思える１１。 

そこで、第１は資金計算書の歴史分析（渡邉[2005]）と構造分析（石川[2005，初版 1996]）、

とりわけその照応関係の分析例を示した。そこでの要点は、各種の資金計算書（形態）の出

発点がいずれも比較貸借対照表であるという点、したがって、それらが（実体勘定による－

後述）ストック比較計算の構造（ΔＢ／Ｓ等式）をもち、その構造の上に形成される動態的

展開（形態変化）にほかならないという点を明らかにした１２。先のＨ２Ｏの喩えでいえば、

資金計算書の各種の形態は水・氷・水蒸気に相応するが（形態変化）、それらいずれの形態変

化の基礎には比較貸借対照表の計算構造（Ｈ２Ｏの同一構造）があるということである。 

第２は現金収支計算書（Ｃ／Ｆ）のもう１つの意味を探ったもので、その要点は千葉[1999]

（20 頁）での英国貸借対照表（資本主勘定）が企業側の仕訳と正反対になるという点、それ

がＣ／Ｆの仕訳のＰ／Ｌに対する貸借反対性と関わるという点である１３。要点は、出発点を

現金＝資本とおくと（本源的二重性）、Ｐ／Ｌは「家計」（資本主）から（重なりつつも）区

別された「企業」資本の増減記録計算ということになり１４、ここでのＣ／Ｆは出発点である

現金＝資本の借方側現金の増減記録、すなわち本源としての「家計」（資本主）を主体とした

現金の増減記録計算ということになる（図表７のⅰ）１５。現金収支計算書のもう１つの意味

であり、フィニー勘定の性格を資本主現金勘定と捉えた泉谷[1964]と重なる（「現金勘定を内

包せる資本主勘定」88頁）。 

 

図表７ 資本・利益・現金の構造分析と歴史 

－２つの現金収支計算の意味－ 

（別紙） 

 

さらにもう１つ重要な点がある。図表７を参照されたいが、端的に先の照応関係の分析と

ここでの貸借反対性の分析が、千葉[1999]の２つの二重性、つまり企業側の「派生的二重性」

と資本主側の「本源的二重性」にそれぞれ関わっているという点である（図表７のⅰとⅲ）１６。

換言すれば、資本・利益・現金の３つの構造的関係も、それぞれ２つの二重性の観点から捉

えることができるということである。 

こうして、２つの現金収支計算書の構造分析は、千葉が示した２つの二重性の構造（２層

の包摂構造）を基礎に置くと、それぞれその通時的変形の形として捉えることができる。構

造・形態・形態化という見方からすれば、そうした現実に目にする形態変化の基底には、実

は目に見えない構造――二重性の包摂構造――が存在しているということになるわけである

１７。 

 

３ 安平説、名目勘定、資本金勘定、そして３式簿記－千葉の二重の包摂構造から 

 ここで千葉の２つの二重性の包摂構造から、安平説（実体名目２勘定説）、名目勘定、資本

金勘定、さらには千葉の３式簿記の捉え方に触れておくのが有益かもしれない。 

 まず、安平説であるが、その実体名目２勘定説は派生的二重性の枠内の位置にあるとみる

ことができるだろう。したがって、そこでの資本金勘定（企業資本勘定）はＢ／Ｓ残高勘定
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としての実体勘定となる。そして、損益の２面計算としての複式簿記の見方からすれば、名

目勘定（損益の原因別説明勘定）がなくても、実体勘定だけで結果的だが（原因は説明でき

ないが）純資産の増減額としての損益計算ができる。これが、その見地からの単式簿記の捉

え方（位置）である１８。また、今日のキャッシュフロー計算書にいたる各種の資金計算書の

歴史的展開も、この派生的二重性の枠内での展開とみることができる。 

千葉は資本主勘定の性格規定の矛盾を説きながら１９､自らその矛盾の解決策として「当面

資本主勘定が名目勘定と実在勘定との双方
．．

の性格
．．．

を有する、より次元の高い
．．．．．

最終勘定である

と考える以外にはない」（千葉[1999]23 頁、傍点引用者）と述べ、実在勘定・名目勘定・資

本主勘定のいわば３勘定説を説いている２０。しかし、安平説の位置を派生的二重性の枠内と

すれば、振替の根拠も含めまた別の見方が可能となる２１。 

さらに千葉は井尻教授の３式簿記にも言及しているが、複式簿記の本質を本源的二重性に

求める以上、３式簿記の可能性はそこでの二重性の拡張、つまり本源的三重性（主体の３者

関係）の可能性いかんとなる。だが、いみじくも「もうひとりの当事者とは一体誰になるの

だろうか」（25 頁）と問うように、本来的にその拡張は無理といえる。井尻教授が展開して

みせた３式簿記は派生的二重性の枠であって（その拡張の試み、派生的三重性）、ゆえに安平

説での複式簿記の捉え方（人工的・弾力的道具観）との共通性を見て取ることができる２２。 

 

Ⅴ 結びにかえて－歴史に何を学ぶか、歴史学に求めるもの 

 

本稿を終えるにあたり、歴史研究が専門でない筆者であるが、またそれゆえに歴史学に求

めるもの、求めたいものについて、思うところを若干述べさせていただく。 

端的にいって、歴史学に何を求めるか、その重点の置き方は年齢とともに異なる。ある意

味で幾ばくかの人生経験を積んでこそ、歴史に求める意義も深く理解できるようになる。少

なくとも、筆者はそう思ってきた２３。歴史学には新たな文献等の発見・発掘といった「醍醐

味」（従来説を覆す）もあれば、それとは趣を異にするが、人の生き方とより密接にかかわる

ある種の「切実さ」を歴史学に求めることもあろう。その点で、ブローデルの「歴史学の任

務のひとつは現在のさまざまな不安
．．．．．．．．．．

な問題に答えを出すことである」（浜名[2000]、傍点引用

者）は筆者にとって印象深い言葉である２４。紙幅もすでに尽きているので、この点だけ引用

しておきたい２５。そして、そのためには（純然たる）社会科学としてだけでなく、人文科学

（さらには自然科学）も含む総合科学としての歴史学が求められる２６。 

 

補遺 1 史的システムとしての会計－比較社会論、会計史、現代会計 

本文Ⅱの３「全体史からの視点」で取り上げた比較社会論的視点という点できわめて有益

で興味深い文献は、原文は半世紀以上前の出版だが、ポラニー／野口・栖原訳（新訳）[2009]

であろう２７。前資本主義社会の貨幣・交易・市場と資本主義社会との比較は、伝統的社会と

自己調整的市場社会との経済史・文明史・人類史的比較論研究としてまさに「20 世紀の古典」

といえる。会計が「商業の子」のみならず「文明の孫」であるなら、そうした文明史的な文

脈で会計を捉える必要がある。特に、社会と経済との関係での「埋め込み」(embedness)概念

は本稿での「構造」ともかかわる２８。 
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会計史研究の伝統的方法といえば、例外はあるものの、主として歴史を遡る帳簿や文献を

軸にしたものが主流といえるが、複式簿記の生成史も近代会計そして現代会計も、（簿記・会

計という小さな世界であるが）そうしたより大きな社会経済さらには文明の史的相対のなか

で捉える視点が必要といえる。ちなみに、ポラニーの現代的有効性の１つとして、スティグ

リッツ（同書序文）もブロック（同紹介）もワシントン・コンセンサス（自由市場原理の拡

大を目指す経済戦略）に触れているが、現代会計への視点として、自己調整的市場自由主義

の確立（19 世紀イギリス）→新自由主義→ワシントン・コンセンサス（20 世紀アメリカ）

→グローバル・ポリティックス→現代会計のあり方（会計基準の国際統合化）、といったひと

つの歴史軸のなかで捉えることが重要な見方（メタの視点）になる。「…（中略）ＩＦＲＳに

代表される現代のアカウンティングもそうした世界戦略・編成の一環としてある」と述べた

ゆえんである２９。ここに、かつて筆者が強調した「経済学・方法の選択と会計パースペクテ

ィブ」という見方の重要性がある３０。 

ここでは、とくに、ブロックがフリードマン（「黄金の拘束服」）への揶揄をこめた批評の

なかでの次の一節、すなわち「ポラニーの三つの擬制商品（労働、土地、貨幣－引用者）に

ついての分析は、このようなグローバル・レヴェルでの市場の自動調整に関する新自由主義

的見解が危険な幻想であることを教えている」をあげておこう３１。こうなると、先の見方か

らすれば、現代会計もそこでいうところの「危険な幻想」とかかわることになる３２。 

 

補遺２ 会計思考の変遷と勘定学説史－勘定理論的基礎づけの希薄性と現代会計 

石川[2011]第 14章「勘定学説の構造比較と相対化」では、「静態論的思考から動態論的思

考、そして動態論的思考から今日いかなる会計思考が作用しているか、まずこれを明らかに

しなければなりませんね。その上で、勘定理論的基礎づけの議論（今日的には会計構造論的

議論）が可能なら、その吟味が１つの論点になるでしょう」（239 頁）と述べ、５つの学説の

構造比較を示した。 

そこで、本文でみたように現代会計の基礎に企業価値思考があるなら、その思考に根ざす

勘定理論的な形はいかなるものか、それはこれまでの勘定理論とどう異なるか、これが問わ

れる。しかし、報告資料の補遺でも示したように、現代会計にあっては、証券市場を中核に

据えた投資家本位会計というあり方のもと（同書 267 頁図表 15.3 参照）、会計計算
．．

の仕組み

論（構造論）よりも投資家への会計情報
．．

の役立ち論（機能論）が優先される（「情報」機能論

＞「計算」構造論）。端的に、「投資家の投資判断にとって役立つ（有用な）情報提供という

会計目的にとっては、勘定間の組織的関連や複式簿記の本質といった点は第一義的でなくな

るわけです。…（中略）投資家にとってどういう情報が有用（レリバンス）かという観点か

らは、記録とか計算の仕組みの議論はどうしてもその背後におしやられてしまうわけです」

（同 266 頁）となる。 

本来、勘定理論ないし会計構造は資本利益の計算構造にかかわる理論といえるが、情報開

示や情報価値はただちに「計算」の理論ではない。今日の情報開示志向のもとでは、情報の

開示や情報の価値の議論はされても、どのような計算構造論的基礎に支えられているか、こ

れが表立って見えてこない（情報開示の優位性：開示＞計算）。ここに現代会計のあり方を、

複式簿記論の観点から問うことの意味がある３３。 
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以上、要約すれば、企業価値思考に根ざした現代会計→投資家向けの情報開示志向の拡大・

強化→資本利益計算に対する情報開示の優位性（情報開示＞記録計算）→勘定理論的基礎づ

けの希薄性（欠落）→現代会計への視点、となる。なお、以上のことは石川[2014ａ]図表 8-3

（69 頁）で示した会計基準の「３つの場（範疇）」と密接にかかわる。そこでの「会計の進

化か」、という問いかけとあわせて参照いただければと思う。 

 

補遺３ 構造と主体－マルクスかウェーバーかによせて 

構造主義的方法にとって、歴史に加えてもう１つ難問は主体の問題である。石川[2012ｂ]

の９「方法について－構造・歴史・主体－」では 3 つ目の論点として 9.3「構造と主体」を

取り上げ、特に田中[2005]、[2006]の「客体的主体説」（資本の自己意識説）を中心に議論し

た。小栗[2014ａ]はその田中説を受けて「資本の自己認識」の議論を展開しているが、主体

（会計、頭－認識）と客体（経済、身体－資本）の同一性という捉え方から、その１つとし

て会計認識の３つの神秘化形態（転倒した意識）を論じている。こうした議論は、誤解をお

それず言えば、あの古典的な問いかけ、すなわち「存在（客体）と意識（主体）」の問題（存

在か意識か）、端的にマルクスかウェーバーかを想起させる３４。 

この点で、両者の方法を比較対照しながら論じている大塚[1966]は、今や古典的な読み物

となっているが、あらためて読んでみても講演集だけに読みやすくまた興味がつきない３５。

ここでは、周知のことも含めてメモ書き程度になるが、３点ほど触れておこう。第 1 は、何

といっても社会科学の「方法」の問題、つまり社会科学における科学的
．．．

認識は可能か、可能

ならいかにして可能か（方法）という問題である。歴史学の方法の問題ともいえる。ここで、

そもそもなぜ社会科学において方法の問題が議論されるのか、その理解が重要になる。つま

り、ウェーバーをして方法を問題にさせた（当時の歴史学派への批判も踏まえた）動機であ

る。ここでは詳しくは触れられないが、要は社会科学的認識が成立する根拠を問題にしなけ

ればならない当時の事情や背景への理解であり、そこを知っておくことが重要なのである３６。 

第２はこれも古典的な論点だが、下部構造と上部構造との関係である。この点も、大塚

[1966]は随所で触れているが、端的にいえば上部構造の相対的独自性をみるウェーバーに対

しマルクスは究極的には下部構造が制約しているとする３７。ここでは、筆者の関心によせて

特に歴史学の方法（とりわけ客観性の問題）としてのウェーバーの共同主観（文化意義）的

認識という点だけをあげておきたい３８。第３は、これもよく知られるところだが、ウェーバ

ーの「理念型」、とりわけ社会経済史での理念型と発生論の関係である。この点は、マルクス

理論を１つの理念型（純粋化）としてみている点も指摘しておこう３９。 

最後に、ウェーバーは「ウェーバーもマルクスも」ではなく、「ウェーバーかマルクスか」

という問題提起をしているが４０、そうであれば、補遺１でも強調したように、ここにあらた

めて会計史研究においても方法の自覚的・意識的「選択」という点が重要になってくる４１。

報告資料（付論２）で取り上げた「経済学・方法の選択と会計パースペクティブ」である。 

 

※紙幅の関係で本文および補遺から注に回したため幾分多めの注になっています。この点、お

断りいたします。なお、学会報告の資料は筆者のＨＰ「学会・セミナー」コーナーに掲載してい

ます。 
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注 
１ ここでオランダのヘゲモニー論に触れておくと、当時のアムステルダムが生産・流通に加え

てヨーロッパ最大の金融市場（「17 世紀のウォール街」）であった点が指摘できる（以上、詳しく

は石川[2014ａ]の「２ 資本主義の多様性とＩＦＲＳ―英米型世界標準の史的相対」参照）。 
２ さらに資本も貨幣も存在しない、いわば資本の前史（共同体社会）にも簿記が存在することを

「直接的分業」から説く田中章義教授の見方（分業会計史観）は興味深い。ならば、時間軸を反

対（後史）にして、資本主義的生産の形態をとらない共同的生産ではどうかということになる。 
３ ここで形態変化とは、具体的には収益認識の「実現」の内容拡大と費用認識の「発生」の内

容拡大である（石川[2008]28-30 頁）。そして、売買目的有価証券の評価損益が「実現」の内容拡

大の延長上にあるかを問えばよい。もしそうであるなら（実現可能基準）、第 5 次修正という枠内

になる。 
４ また同書では、その地殻変動のもと今日の「企業会計原則」の位置をして「（中略）国際会計

基準の世界浸透の大波に、『企業会計原則』は飲み込まれてしまった感がある。もう浮上すること

はないのか」（78頁）と述べている。 
５ 指定国際会計基準もピュアなＩＦＲＳであるものの、そのすべてを指定していない点で一種

のエンドースメントともいえるが、今回の JMIS は会計基準そのものの修正（一部削除又は修正）

という点で（ピュアでない）、それとは異なる新たなステージといえる。ちなみに、石川[2010ａ]

の６「 『東京合意』とコンバージェンス問題」と 15「ＩＦＲＳ導入と『日本版ロードマップ案』

公表へ」が第Ⅲ期のトピックであり、15 での「中間報告」とそのあと、特に ASBJ[2012]（中間

的論点整理）と ASBJ[2013ａ]（当面の方針）が、第ⅢとⅣ期（ステージ 3）を画するものとい

える（基準設定主体の力学的変化）。その潮目の変化にアメリカの動向がある（それを受けた 2011

年の自見大臣見解）。 
６ 図式的に示せば、「新古典派経済学の枠＋実証主義＋ファイナンス理論→会計基準の企業評価

適合アプローチ」となる（石川[2002 ]30－31 頁）。 
７ これに関連して ASBJ[2013ｂ]では、○イＢ／Ｓ（財政状態）とＰ／Ｌ（財務業績）の目的適合

性の不一致（乖離）→○ロ測定基礎の相違（混合測定）→○ハ不一致を調整する「連結環」（調整役）

としてのＯＣＩ／リサイクリング、という観点がでている。但し、そこでの測定基礎はあくまで

資産・負債の測定基礎であり、収益・費用の測定基礎（伝統型では収支）は表に出てこない。こ

れらの点の議論もふくめて別稿予定（石川[2015]）。 
８ 図表５の伝統型（Ａ）と現代型（Ｂ）は、それぞれ図表２の２つの枠組み（系Ⅰと系Ⅱ）に対

応する。そして、先の地殻変動（IFRS 革命）という点からすると、ＡとＢの間にはあたかも大

きな断層が存在するといえる。地層まで掘り起こすゆえんである。 
９ 石川[2012ｂ]（74 頁）ではグレマスの引用をあげたが、そこでの「（中略）社会的諸構造の歴

史的性格はどこに本質をもっているか、また時間的継起の同一線上にならぶ諸構造の間に位する

通時的変形
．．．．．

をどう説明するか」（プイヨン編[1968]57頁、傍点は引用者）という点とかかわる。 
１０ 議論を「計算」から今日それとは切り離せない「制度」の面に移すと、そこに津守[2002], 

[2010],[2012]の一連の論考を、やはり構造と形態変化の視点から、つまり「通時的変形をどう説

明するか」という観点から捉えている。石川[2012ｂ]74-75 頁。 
１１ その端的な関係は設立と解散（終局）という極端なＢ／Ｓの貸借関係（借方現金≡貸方資本・

利益：具体≡抽象））のなかに見ることができる。（通常ではなく）極端ゆえに本質面が現れる（石

川[2011]92-94 頁、石川[2005]89 頁）。 
１２ その要約図は石川[2012ｂ]61 頁図表 15 参照。左の歴史的展開が渡邉[2005]、右の数学的展開

が石川[2005]で、重要な点は両者の「照応」という関係である。 
１３ その貸借反対性は石川[2012ｂ]（63-64 頁）を参照されたい。注意したいのは、その脚注 12

で示しているように、損益計算との貸借反対性を示すには、Ｃ／Ｆ自体（直接法の）の仕訳にさ

らに工夫が必要になる点である。なお、石川[2012a]補論２「Ｐ／ＬとＣ／Ｆの試算表の構造」（32

頁）、特に試算表の構造（直接型→間接型）からみたＣ／Ｆの本来的な仕訳の形（貸借反対性）が

重要になる。 
１４ そのさい千葉[1999]（第 1 章､特に 10-17 頁）での「資本主」と「資本主資本」、「企業資本」

の３つの用語の読み解き（特に家計側と企業側）が１つの鍵になる。 
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１５ ここで出発点の現金＝資本をＧ＝Ｋとおくと、ⅰ）は○イＫ→Ｇ（家計側）より借方Ｇ ／貸方

Ｋ、ⅱ）は○ロＧ→Ｗ（企業側）より借方Ｗ／貸方Ｇとなる。そして○イと○ロの相違は、それぞれそ

の投資回収の起点の相違となる（○イＫ→Ｇ－Ｇ’、○ロＧ→Ｗ－Ｇ’）。ちなみに投資家サイドからの

ＲＯＥはⅱ（企業側）÷ⅰ（家計側）となる。投資回収の起点の相違については、石川[2013]21

－22 頁の「投資の主体と投資の回収」参照。 
１６ 現行実務でのＣ／Ｆ（キャッシュフロー計算書）は借方資産の１要素としての現金Ｃ（ここ

ではＧとは区別して資産ＡとしてのＣ∈Ａ）の増減計算を行っているという点で、企業側の複式

簿記つまり派生的二重性の枠内といえる（図表 7 のⅲ）。石川[2011]の「Ⅲ 利益計算とキャッシ

ュフロー計算」では、その枠内でのⅱ）とⅲ）の複式簿記の同型性と相対性を明らかにしている。

また、ⅱ）は資本・利益計算であるので、ⅲ）とあいまってその枠内での資本・利益・現金の 3

者関係となる（３つの基本財務諸表）。石川[2011]第９章「３つの財務諸表の統合化へ」参照。 
１７ ちなみに石川[2012ｂ]補論５（64－65 頁）ではＣ／Ｆの複式簿記を議論することの「３つの

意義」を構造と歴史の観点から触れているが、そこでは武田[2008]での運動貸借対照表（＝キャ

ッシュフロー計算書）の位置づけ（本源的貸借対照表）と千葉との接点も模索している。この点

は両先生に一番お聞きしたいところだったが、残念ながらその機会はもうない。 
１８ 小栗[2014ｂ]（5－6 頁）では本源的二重性＝複式簿記を前提（定義）にした安平説の問題点

に触れている。その論考では「単記式簿記」（財産管理簿記）、（それと統一的な価値計算という点

で決定的に画定される）複式簿記、そして単式簿記の３つの簿記の区別と関連（特にその発展シ

ェーマ）が明解に論じられているが、発展シェーマでのビランチオの位置が１つの論点となる。

ちなみに、逆に安平説の見地からは、（名目勘定不在の）財産法的計算が複式簿記によって初めて

誕生するという点（同稿 8頁）、および収益・費用（勘定）の実体性（9頁、安平説では原因別説

明勘定）の２つが論点になる。そして単式から複式への展開という通説の批判（単式は複式誕生

以前に存在しなかった）の論証の要に、複式簿記→（単記式と決定的に画定される）価値計算（ま

ず財産法）→本源的複記としての貸方残高勘定（資本主勘定）の論理がある。なお、渡邉[2014]

（第 7章）ではまた別の観点から通説批判（複式簿記が単式簿記に先行）が展開されている。 
１９ 特に「振替」の根拠づけに注意したい。資本金と実在勘定と名目勘定の３つの関係の結節点

だからである。 
２０ 「双方の性格」や「次元の高い」という点に注意したい。今となってはその意味合いを聞き

くことができないが、ある程度の推察はたつ。 
２１ ここでは詳しくは論じない。「振替」の根拠は石川[2011 ]第 8 章「『振替』とは何か、なぜ必

要か」参照。 
２２ その共通性（簿記システム化、ビルトイン化）は石川[2011]48 頁図表 3.7、人工的・弾力的

道具観は石川[2012ｂ]59-60 頁、複式簿記のフレキシビリティは石川[2011]143－144 頁をそれぞ

れ参照。 
２３ その点でいえば、比較的若い時代にはその時代でしかできないことを意図的に選ぶというこ

とにもなる（例えば数学的思考）。いわば研究人生の年代配分だが、意図しなくても自ずとそうい

う経路をたどる大家も多い（厳密な数学的経済分析から後年大きく変容した森嶋通夫、宇沢弘文

など）。 
２４ 例えばマルクスでは疎外の現象（物化現象）とそこからの解放となろう。あとの補遺３での

大塚[1966]が繰り返し述べている「経済学批判
．．

」の批判の意味合いである。さらには、経済以外

のより射程の大きな文化領域の相対的独自性（固有な運動）を重視するウェーバーではどうか、

あるいはブローデルでは、等々となる。時代の不安の本質や危機の意識こそ、歴史学の本質にか

かわるといえる。石川[2012ｂ]10.2「歴史の文脈で捉える－今を考えるために」および 10.4「今､

大切なこと」など参照。 
２５ ちなみに、会計史研究者から関連しそうな言葉を少し拾ってみると、例えば歴史とは「現在

をよりよく、より正しく生きるための糧にほかならない。…より良き『生』に資するためのもの

の選択以外の何物でもない」（岸[2007]13 頁）、「いつの頃からであろうか、われわれの生活に還
．．．．

元できる
．．．．

歴史でなければ､歴史を研究する意味
．．．．．．

がないのではないかと考えてきた」（渡邉[2014]308

頁、傍点引用者）。 
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２６その総合性という点で、「現代性」とともにかつて吉本が語った次の言葉が筆者には印象的で

ある。「いってみれば、非学問の場所から学問をみることになるとおもうのです。…僕らが非学問

とかんがえている場所の特色は、いつも総合性ということが潜在的な課題としてあるということ

です」（吉本[1981]293 頁）。また、この総合性と関わるかどうか必ずしも確信はないが、読むた

びに新たな発見がある津守[2010]では、今日の研究の有り様への「重大な危惧の念」（ディジタル

化、ピースミール化）を指摘され、極めつきの難問といわれる「科学」と「情緒」、「論理」と「直

感」の問題に触れられている。ここでは、興味深い対談での数学者岡潔の言葉、「知がいかに説い

たって、情は承知しない」（小林・岡[2010]「近代数学と情緒」130 頁）を引用しておこう。石川

[2010ａ]の３「会計に『ミレニアム問題』はある？」での天才の生まれる条件（26－28 頁、イン

ドの数学者ラマヌジャン）もこの点と関わる。 
２７ 筆者には、とりわけ副題の The Political and Economic Origins of Our Time の”Origins”が

重要である。1944 年の初版（イギリス）では The Origins of Our Time と題して出版されている。

なお、ポラニーはポランニーと表記されることが多い。 
２８ 社会と経済の関係はポラニー／野口・栖原訳[2009](『大転換』)の重要な軸である。とりわ

け、市場社会をそれに先立つ社会（先市場社会）との比較の観点から捉えると、「埋め込み」の意

味の重要性がよくわかる（両者の関係における歴史的特殊性）。市場経済に根ざした現代会計を社

会と経済の関係から史的に相対化する重要な視点である。石川[2014ａ]での「会計と市場と社会

－何がベターな会計か」(168－169頁)も、そうした視点に通じている。また、石川[2008]223－

224頁「進歩は必然でない」で取り上げたウォーラースティン／川北訳[1985] （特に第Ⅳ章）で

の進歩と移行の問題がここと関連する。重要なのは社会と経済の関係であるが、ポラニーの基礎

にウェーバーの『経済と社会』がある点は見逃せない（若森[2011]第 5 章）。ちなみに、経済諮問

会議専門調査会[2013]では目指すべき市場経済システムとそのなかでの会計の１つのあり方（統

合報告）に触れているが、筆者の問題関心はそこで謳われている経済社会のあり方（実体経済主

導）とＩＦＲＳの根っ子に想定されるもの（金融主導）とが必ずしも同じでないという点である。

このことは、財務報告の概念フレームワークと統合報告のフレームワークとの関わり（共有性の

問題）で重要な論点になる（別稿予定）。 
２９ 石川[2014]178 頁の補注３「ワシントン・コンセンサスとアカウンティング・コンセンサス」

参照。特にワシントン・コンセンサスがアメリカ金融界の利益を代表する考え方であり、それに

よって「格差社会」が世界に拡大しているとする点は（この点は序文のスティグリッツの訳注）、

最近多くの書評や解説等で日本のメディアにもまるでノーベール賞受賞者のごとく扱われている

ピケティ（『21世紀の資本』）にも通じる。その膨大な歴史データによる実証分析が最大の強みだ

が――ピケティは「マルクスの本にはデータがない」と言っている（（『現代思想』1月臨時増刊

号の対談）――、それだけに格差をめぐるリベラルだけでなく保守も巻き込んだ政策論争まで及

んでいる。ここでは、その全体的な講評として有益な橘木[2014]を紹介しておこう。なお、注 27

でも述べたが、筆者はポラニーのいう Origins of Our Time の”Origins”が重要で魅力的に思える。

そこがあっての実証といえるからである。この点でデヴィッド・ハーヴェイ／永原訳[2014]での

指摘（ピケティが語らない点）が重要で、いみじくも「現代においてマルクスに匹敵する人物を

依然として必要としているのである」（156 頁）と結んでいる。タイトルの「資本」の内容（富、

資産）もまたその１つである。ちなみに、その原データは税務データが基になっているが、その

信頼性（透明性）という点で会計とも間接だが関わる。格差理論→富（資産）の透明性→会計デ

ータ（帳簿会計）の信頼性である。さらに、より重要な点を付け加えれば、石川[2008]220－223

頁「誰のための会計にするか」で触れているが、都留重人の社会的余剰（サープラス）の形態変

化と会計のあり方である。 
３０ 石川[2010ｂ]補遺２、石川[2014ｂ]第３、６節および注 27 参照。強調されるべきは、（経済

学もふくめ）方法の全体地図を踏まえた「方法の相対化と選択」という意識的行為である。 
３１ ３つの擬制商品、なかでも労働の商品化が資本主義の歴史的特殊性（必然でない）とかかわ

る。この点で、イギリスの 1795 年のスピーナムランド法とタウンゼントの提言（1786 年『救貧

法論』）は、先の Origins の一端を見る思いがして興味深い（訳者あとがき 542－544 頁）。 
３２ この点は、本文図表５でいえば、根っ子（会計思考）のさらに基礎にある地層（経済）の変

化への視点とも関わるが、特に信用創造と会計との関わりが指摘される（あとの注 38 参照）。 
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３３ 勘定諸学説の構造比較の１つの意義は、現代の会計がそうした構造比較の形におとせる性格

をもっているかどうかを明らかにする点にある。この点は、石川[2005]補論 5.4「『資産・負債ア

プローチ』の勘定理論的合意」、石川[2011]第 15 章および石川[2015]（30 頁）参照。 
３４ 小栗[2014ａ]の方法論的基礎はマルクスだが、そこでいう存在主義なる見地と主体・客体の

捉え方の関係、とりわけ存立構造と主体の認識がその問いと関わる（存在→意識：存在の意識規

定性）。石川[2014ｃ]58 頁注５参照。 

３５ 同書は我々の学生時代の必読書であったが、例えばマルクスの「経済学批判
．．

」の批判の意味

（マルクス独自の認識方法）に触れ、それをウェーバーの方法と比較するきっかけにしている点

（27 頁）は重要。 
３６ 大塚[1966]39－42 頁参照。特に、「学問的にきわめて危険な目的論的関連と歴史的因果関係

との混同」（41 頁）が重要である。目的論的関連への批判的見解は先にあげた田中説にもみられ

る（田中[2005]）。大雑把な言い方だが、それをマルクスの方法に依拠するか、ウェーバーの方法

に依拠するかであろう。 

３７ 例えば、根底的に下部構造に制約されているが、「それぞれの文化領域（上部構造－石川）

に固有な法則といったものがあるのかないのか、あるとすれば、それはどのようなものかといっ

たことを、なかなか説明してくれない。…その次をこそ私たち聞きたいと思う」（大塚[1966]201

頁）と述べている。この点は、巧みな群衆の例でもって経済以外の文化諸領域の社会現象（いわ

ゆる上部構造）を説明しているが、それをマルクスの方法と対比している点が興味深い（その方

法と射程距離の大きさ）。会計や法の制度もそこでいう文化領域に属するから、先の注 34 で触れ

たように、小栗[2014ａ]の方法的基礎にとも関わってくる。 
３８ 社会科学を文化科学とするので、文化科学的認識論といえる（馬渡[1990]152 頁)。石川 2010

ｂ」76 頁注 24 でも取り上げたが、（ウェーバーの師ともいわれる）リッケルトの方法が重要に思

える。ちなみに、筆者は共同主観性（間主観性）という見方・方法が重要に思えるが、それは我々

の学生時代に一世を風靡した吉本[1968]の「共同幻想」（上部構造の相対的自律性）と重なる。こ

の点は、さらにいえば、信用創造とバブル崩壊の基礎にあるものの見方（岩井教授のいう「自己

循環論法」）ともかかわる。現代の会計は信用創造と密接にかかわるだけに重要な見方といえる（石

川[2010ａ]53 頁）。 
３９ 理念型論については馬渡[1990]156-158 頁参照。特に理念型と現実の関係が重要といえる。

ちなみに、ポパー／久野・市井訳[1961]（252－253 頁、訳者あとがき）での普遍法則の形（生産

力と生産関係との矛盾）と初期条件という点は、本文での「構造・形態・形態化」という点とも

関わって、マルクス歴史観とポパー的見地との融合を模索する見方が興味深い。 
４０ 馬渡[1990]158 頁。大塚[1966]ではその二者択一は成り立つが、両者の対抗関係にあまりこ

だわらず、「そうとう重なり合うものがあるように思います」（35－36 頁）と述べている。ここで

少し付言させてもらうと、欧州諸国では反移民・反ＥＵを掲げる極右・極左の台頭で揺れている

が、本稿執筆中、イスラム過激派によるパリ連続テロ事件（1 月 7 日）が起きた。それを宗教対

立に根ざした文明対立（キリスト教西洋文明対イスラム諸国）と捉える人もいれば、その根っ子

に経済格差・疎外への不満と反発があると捉えることもできる。歴史を動かすものは何か（現代

史が抱えるリスクは何か）､現代史におけるマルクスかウェーバーかの見方がここにもありそうで

ある。 
４１ 会計史学会が方法論を意識的に取り上げたのは第 25 回大会（駒澤大学）のシンポジューム

である。そのなかで、例えば岸[2007]ではマルクスとウェーバーの方法論を取り上げ、「筆者は、

究極的にはヴェーバーの立場に立つ」（14 頁）と述べておられる。ただ、その理由は必ずしも明

らかにされていない。また、本文で取り上げた千葉[1980]、[1999]の方法論的基礎に明らかにヴ

ェーバーの方法がある。第 30 回大会（京都産業大学）では「会計史学の存在意義」が共通テー

マになっているが、中野[2012] (4 頁）での方法論的自覚と経済史など会計史研究の広がりに触れ

ている点が重要といえる。ちなみに、共通テーマでの「なぜわれわれは会計史を研究するのか」

という問いかけは、先のブローデルの問いにもどこかでつながるものでありたいと思う。 
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