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会計基準のコンバージェンスやサブプライム問題に起因する金融危機を受け,各 種報道で会計問

題を取り上げる機会が増えている。しかし一方で,会 計を巡る世界動向を見るにあたって 「論点が

分かりづらい」といった声も耳にする。

現在,会 計の世界で何が起きているのか。主要な議論の一つである 「公正価値会計」を手がかり

に問題の所在を探る。最近の著作 『変貌する現代会計』において,変 化の最中にある会計事象を歴

史的な視点で捉え,俯 限的な解釈を示 した石川純治 ・駒澤大学経済学部教授に話をきいた。

計算基礎の相違―当初認識|
1時 の継続かリセットか ⅢI

編集部 :ま ず,今 日の公正価値会計 (F V A :

F a i r  V a l u e  A c c o u n j n g )と従来の伝統的な原価

主 義 会 計 (HCA:Historical Cost Accounting)

との基本的相違がどこにあるか,お伺いします。

石川教授 :資産や負債の評価の対立 (原価vs.時

価)とするのが一般的な見方かもしれませんが,

より基本的な相違はむしろ計算の基礎が 「当初

認識時」にあるか,そ れともそれから分離切断

された 「測定時点」にあるか, という点に見出

せます。

つ まり,従 来のHCAで は当初認識時の計算

基礎がそれ以降も維持継続 されるのに対 し,今

日のFVAで は決算期 な ど測定時点 ごとに リ

セットされて,再 測定されます。

例えば割引現在価値の計算で説明 します と,

それは償却原価法の 「利息法」にみられるよう
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に伝統的なHCAで も出てきますが,そ の分母

の割引率は当初認識時の実効利子率で固定され

ます。これに対 し,FVAで の割引現在価値は,

文字通り現在の価値を測定しますので,そ の時

点でのすべての情報が盛 り込まれた割引率が用

いられることになります。

FVAの 世界浸透と
「配分」思考の後退

石川教授 :こ こで,HCAの 中核にある 「配分」

についても触れておきたいと思います。すなわ

ち,配 分は当初認識時の計算基礎を維持継続す

るからこそ,「配分」という操作がでてくるわ

けで,測 定時点ごとにリセットするなら,そ も

そも「配分」という考え方は出てきようがない,

ということができます。

したがって,FVAの 浸透は従来の会計の中

核にあった配分思考の後退ということに結びつ

いてくるといえます。より積極的に申しますと,
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今日のFVAの 世界浸透は,配 分の回避 (あるい

は忌避)と いった方向になってきているといえ

るでしょう。

「方法の系」と「対象の系」|

編集部 :最近ご出版された『変貌する現代会計』

では,今 日の企業会計の 「ハイブリッドな変容

の形」と表現されていますが。

石川教授 :今日の企業会計の計算枠組みには性

格の異なる2つ の枠組みが併存 ・交錯 している

といえます。すなわち,従 来のHCAに 代表さ

れる伝続的な 「会計配分」(収支配分)型 の枠

組みと,FVAに 代表されるそれとは性格を異

にする今日的な 「価値評価」型の枠組みです。

拙著では,前 者を 「方法の系 IJ,後 者を 「方

法の系工」として区別しています。

先にも少 し申しましたが 原 価vs時価とい

った評価の対立のレベルではなく。つまり原価

と時価の併存というレベルではなく,計 算の枠

組み自体の併存と交錯という点が重要です,私

が 「ハイブリッド」(果種作存)と 言っている

のは、このレベルでのことです。

さらに,方法に加えて対象の区別が重要です。

すなわち,「実物系 (モノ系 i実物経済)」と 「金

融系 (マネー系 :金融 証 券維清)」との区別の

観点からは,従 来型の枠組みである会計配分の

枠組みが今日の金融系の測定には適合しなくな

ってきたことが指摘されます。この点は1例 え

ば動態論思考の今日的不適合性,と いう点に象

徴されます。

変容の構図 ・変容の方向

石川教授 :したがって,この 「方法Jと 「対象」

の2つ の軸で,FVAに 代表 される今日の企業

会計の変容の構図 つ まり変容の全体像を描 く

ことができます。

方法と対象の4つ の組み合わせができてきま

すが,今 回の企業会計は,網 掛け した(イ)「実

物系 /系 I」 と(二)「金融系 系 Ⅱ」から構成

される形 (ねじれた形)と して見ることができ

るわけです (図参照)。

編集部 :「変容の方向 (ベクトル)」といった説

明もされていますね。

石川教授 :変容の方向も同じ図で説明できます。

変容の全体をモデルとしてつかまえることの強

みといえます。

すなわち,ま ずこれまでの伝統的な会計配分

の基本枠組みは系 I 図 では点線枠で示 してい

る(イ)と(ハ)になります。 したがつて,実 線矢

印で示 している(ハ)から(二)全 外では,(イ )

十(ハ)から(イ)十(二)への変容のベク トルを読

み取ることができます。

現実はその基本モデルで説明できるほど単純

ではあ りませんが,そ れでもこうした基本モデ

ルを設定することは,先 に示 した変容の構造の

みならず1変 容の方向 (ベクトル)も 明らかに

する点で意味があ ります。

変容のベク トルを2つ のステップでもう少 し

説明 します と,今 日の変容はまずFVAに 代表

される系 Ⅱ (方法)の 金融系 (対象)へ の浸透

ではじまったといえます。それを, ここで 「変

容のステージ lJ(図 の実線矢印ハから二の変容)

と言つておきます。このステージ 1で は実物系

は従来の系 Iの ままです。

さらに.系 工の特徴が実物系の会計方法にも

出てきている現実があ ります.例 えばあとでも

触れますが1資 産や負債の変動で収益を認識す

【変容の構図】
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変容の
“
最後の砦
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編集部 t金融商品会計などを見ると 「変容のス

テージ1」 というのはわかります。ステージ2

の方は。

石川教授 :そのステージ2が どこまで浸透する

か,そ の最後の試今石が会計配分の典型である

減価償却であるといえば,そ の変容の性格と方

向が理解されるのではないかと思います。有形

固定資産は実物系の代表,そ の減価償却による

原価配分は会計配分の代表ですから=

ステージ2が 全面展開となれば,変 容のレベ

ルはもっと大 きくなります=仮 に点線矢印の

(イ)→(口)のステージ2,つ まり系Ⅱが企画的

に浸透するようになると。会計のあり方は大き

く変質し,少 なくとも複式簿記を記録計算の基

礎においてきたこれまでの会計は、その終馬す

ら迎えるといえます.

その意味で,l p k価償却のあ り方は
い
先板の変

容
",従

来の会計のあ り方から見れば変容の
“
最

後の砦
‐

とも言えます.“最後の砦
“

という表

現には,そ うはならないだろう,と いう意味を

込めています.

1 変 容 の モ
ー

メ ン ト  ||

編集者ほ!ご著書では, さらに変容 を促すもの,

変容のモーメン トについても触れられています

が,今 日のFVAへ の変容の基礎にあるものにつ

いてお伺い したいと思います。

石川教授 :この問題を考える際留意 したいのは,

会計ないしその理論がそれ独自にひとりで発展
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る新たな収益認識 もその 1

を,「変容の ステージ 2J

ら口の変容)と 言っておき

つといえます.そ れ

(図の点線矢印のイか

ます。

してい くというものではない,と いう点です。

その新たな展開を 「促す ものJに 目を向けるこ

とが、変容を 「理解する」ことにつなが ります.

この視点が大切な点です.

よく引用 され ますが1会 計兜研究で有名な

アーサー ・ウルフの言葉に,「文明は商業の親

であ り,会 計は商業の子であるから,会 計は文

明の孫」というのがあります。会計はそれ自体

が一人歩きするわけではなく,商 業や経済の歴

史とともに歩んできたわけです=で すから 新

たな会計の展開も,商 業や経済の歴史の展開の

なかで捉えることが,「I里解する」というレベ

ルにとって大切になります。特に1新 機軸と言

いますか 新 たな展開には,な んらかの歴史的

なモーメント (動態的契機)と でも言える 「促

すもの」力Sあるわけです,

■  経 済の動態変化と |
■   会 計の変容   |

編集部 :具体的にはどのようなモーメン トが。

石川教授 :例 えば。ここで,静 態論
°
から動態

論
のへの実関にはどのような歴史的モー メン ト

があるかに触れておきますと`そ れは,瑞 的に

言えば119世 紀の鉄道業に代表される産業資本

主義の確立と発展です。産業革命を契機に新た

に登場 した鉄道会社や運河会社には,そ れまで

(商業資本=義 の時代)と は異なり巨額の固定設

備資産が必要になります.減価償却の「発明Jは.

まさにこの新たな固定資産の査場が契機になっ

ているのです.

したがって,今 日の企業会計の変容にも,そ

うした歴史的モーメントに匹敵するものが見ら

れるかどうか。この視点が大切になります。

今日の企業会計の変容の代表格と言えば,ま

● 企 業会計の日的をす一時点における企業の財産計算 (企業の清算価値)と する考え方i

O 企 業会計の目的を (継 続企業の)損 益計算とする考え方.資 産 ・負債もその観点から捉えられる
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ず金融商品の時価会計が挙げられます。今日的

な 「時価会計」の登場です.「企業会計原買JJ

では有価証券は原価評価ですが,そ の新たな会

計基準では売買目的有価証券 (一時所有の有価

証券)は 時価評価で,評 価損益は当期の損益計

算に入ってきます。この評価益の計上は、「企

業会計原則」では未実現収益として禁 じられて

いましたので,ま さに大きな変化です.

この金融資産の新たな時価会計の登場は こ

の30年間ほどの金融 ・副:券経済の高度な発展と

深くかかわっています。ここが大切なところです1

編集部 i産業資本主義 とか金融 ・証券経済とい

ったことが出てきましたが,資 本主義経済の新

たな展開と企業会計の変容とが深 くかかわって

いると。

石川教授 :そ うです.こ こでは,歴 史的俯限と

いった兄方の大切 さを指摘 したいと思います。

日本経済新聞の 「経済教室」にも書 きました

が。産業資本主義の確立 ち発展が新たな 「固定

資産会計」十i成価償却会計)確 立の契機になった

ように,20世 紀後半から急速に発展 してきた証

券経済す と|)わけ (機関)投 資家を中核に据え

た 「インベ スター ・キャビタリズム」(投資家

資本1を表|と 言われる資本工義の新たな展開,

これが今日の量的 ・質的に大 きく変貌 してきた

1リスク1金融資産に対 して新たな「金融資産 (負

債)会 計」の確立を促 している こ のような見

方ができるわけです
°
.

そうした大 きなパースペクティブから見ます

と,「会計の変容Jだけでなく 「法の変容Jも そ

うした見方の中にすっぽ 1)入ってきますⅢいず

れにしても そ うした変容には必ずそれを促 し

ているモーメントがある,と いう視点が重要で

す。何事 もそうですが,物 事の本質的な洞察に

は歴史的文脈で捉えるという視点が大切です:

この点で,拙著 『変貌する現代会計』では 「

こうした株主(投資家)資本主義が資本主義経済

の 1つ のあ り方一一 “
アングロサクソン流金融

資本主義
Ⅲ―― にす ぎず。 したがってその生成

変遷の一過程(1つ のた!画)であることをお、まえ

たうえで`今日的会計現象を捉える祝″点 (史的 ・

給体的相対化)が 重要になる。…J(166真 ヽと

書 きましたが こうした視点が大切 といえますi

今,世 界でおきている金融危機 も。そうした

史的相対の視′点 (変遷の一過程)か ら捉えるこ

とができます。そして,そ こに会言|がかかわっ

ています
°
「、

‐ 時 価会計の今日性―

1 過 去 に も 「時 価 会 計 」 |

編集部 :時価会計にも 「今日性」がありますか。

石川教授 :実は 過 去にも 「時価会計」は登場

しています。特に、1970年代のインフレーショ

ン期に登場 した時価会計は重要ですが、「1回別

価格変動会計」や 「物ltt(貨幣価値)変 動会計J

といった新たな会計が金場 しました.

何らかの 「時価会計」が登場するとき い つ

もそうですが 原 価主義会計が何らかの形で批

判されますF当 時。「十回別価格変動会計Jからは

資本維持 という観点から批判されました,例 え

ば 1億 円で買った耐用年敦10年の固定設備があ

るとします.減 価償却費として費用化されるの

は最初に支出した 1億 円 (1京価)で す=し か し

この固定設備の価杵が高1持しているときは,10

年後にそれと同 じものを晴入 しようとして も

1億 円では買えません.

O r日 本i歪i吉新聞J2000年12月18「1+J「経i斉教室」の 「金融資に 独 自の会計 Z 要ヽJ参 照

0 イ 「川教授のホームページ 「時事会計教=」 No 33「サブプライム問題 と会計―金融危機と会計一―Jに

言羊キ|】‐
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費用化することは 費 用という形で手元資金

をプールする (収益との対応で資金回収きれる)

ことでもあ りますから,支 出原価の 1億 円の費

用化では再投資できないわけです。時価評価 し

て,減 価償却 も時価ベースで行う。すると,同

じものが買える,こ れを 「実体資本維持」と言

っています.原 価i義 会計では支出 した原価分

しか維持できない。これを 「名日資本維持」 と

言っています。1回別価格が非常に高騰 している

経済では,動 態論に根ざした原価主義会計が資

本維持の観点から批判 されたわけです.

フローの時価
ストックの時

編集部 :時価ベースの費用ですか。

石川教授 :そ うです。資本維持 と費用計上とが

つながっている点が重要ですt(支 出)原 価ベー

スではなく時価ベースで費用計上すると、資産

の個別価格が高騰 している経済では1そ れだけ

多くの資金がプールされることになるわけです。

つまり,そ れと同 じものに再投資できる。すな

わちその個別資産の実体資本が維持 されること

になりますt

この時価ベースの費用計上を 「フローの時価

会計」と言えば,今 日の時価会計は 「ス トック

の時価会計」 と言えます。このフローの時価会

計 とス トックの時価会計との対比 というかたち

で。今日の時価会計の特徴をみるこことができ

ます。

また,金融商品の時価会計では財務 リスク(価

格変動リスク)の 実態開示 という観点が出てき

ます。よく 「財務の透明性」などと言われます

が ス トック志向の時価会計と実態開示がむす

びついているわけです。そ して,原 価主義会計

では1と りわけそのもとでのバランスシー トで

は 「実態が見えない」と批判 されるわけです。

しかし,先 の実体資本の維持 も,ま たここで
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の経済実態や財務 リスクの開示 も,そ もそも原

価主義会計が日的とするところではありません。

したがつて,目 的が違うのですから批判 される

筋合いのものではないはずです.動 態論思考で

の 「費用のかたまり」としての資産に,最 初か

ら実体資本維持 も実態 `リ スク開示 もないので

す=そ れらの要請に適合 しない と いうなら話

は別ですが,

ちなみに申しますと(本 来1批 判とりわけ理

論的批判は、同 じ土俵であってこその批判です。

「批判」 と 「不適合Jと を混同 してはいけませ

んね3

「開示」と「計算」の関係

編集部 :「開示」と 「計算」との関係が,変 容を

みる1つの重要な鍵だとも言われていますね。

石川教授 :そうです。今日の企業会計では経済

的実態や財務リスクの 「開示」カリト常に重視さ

れています。よく新聞などで 「財務の透明1■J

というのが出てきますが、それもこの側面です.

重要なのは こ のことと今日の時価会計とがつ

ながっているという点です。それは,今 日の時

価会計が第一義的にバランスラー トに出てきて

いる点に見られます。

先に,「フローの時価会計」に対して,「ストッ

クの時価会計Jと 申しました.例 えば リ スク

開示と会計認識とのかかわりがあげられます。

図式的には 「投資家一企業価値の評価→リス

クの開示→会計認識 ・測定」という規定関係で

す。従来は 「開示」よりも 「計算J(期 間損益

計算)の 観点から,つ まり費用 ・収益の損益認

識(フロー)の観点から資産 ・負債(ストック)の

会計認識がなされてきました.と ころが、今回.

その会計認識を規定する側に変容、つまり計算

よりも開示の面が強く出てきているわけです。

そして,そ の 「開示」(実態 ・リスク開示―ス

トック→フロー)の 「計算Jけ U益計算一フロー
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配分―ストック)への
“
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'と
いう点が重要で,

これが現代の会計の変容をとらえる1つの重要

な視点だとい文_ます
°
。

ともかくも、今日の会計は 「計算の論理Jだ

けでは説明できない面が多くなってきています。

したがって,会 計の変容の基礎にあるところま

で掘 り下げていくてあるいは,よ り大きなパー

スペクティブから見ていく必要があります。そ

こまで理論の 「場」を設定して議論する必要が

あるのです.先 に述べた歴史的に備限するとい

った視″くも。その重要な 1つ といえます,

IFRS採 用の世界動向

編集部 :最近の国際会計基準 (IFRS)を巡る動

向で,注 目されている点をお聞かせ下さい。

石川教授 :カナダ.韓 国.ブ ラジル,イ ンドな

どの多 くの国が2011年か らIFRSの採用を決め

てい ます.ま た、周知の通 リ ア メ リカ も

IFRS採用の方向のようで,今 後の動向に日が

離せ ません。 日本 も`金 融庁なと
｀
がIFRSの採

用に関して,い わゆる 「連結先行Jと いう形で

受け入れの方向で検討 しているようです3

そ して,そ うした動向 とあわせ るように,

IASBと FASBに よるMOU(MemOrandum of Un

derstanding)が2011年6月 までの検討方針 とし

てアップデー トされました。そのMOUプ ロジェ

クト (9項 日下のなかに、公正価値測定が検討

項 目に入っています。私は,こ れまでの議論か

らもおわか 1)のように 特 にその概念的な検討

に関″亡ヽがあ りますが。それは概念プロジェク ト

のなかで行われるようですので そ こでの議論

に注 目しています。

1注 目 さ れ る MOUプ ロ ジ ェ ク ト

石川教授 :このプロジェクトのなかで,私 が特

に関心 を もって い るの は財 務 詩 表 の表 示

(Financねl Statement Presentadon)です.近 く

正式に討議資料 (DP)力S公表されるようですが、

もしこれがIFRSと して実現すると現行 とは大

きく実なるだけに、い くつかの論点に触れてお

きたいと思います。

1点 目は,管 借対照表 (財政状態計算書 iB

/S).損 益計算書 (包括利益計算書 :P′ L),

キャッシュフロー計算書 (C・ F),こ の 3つ

の基本財務諸表のヨコの相互連携の形がでてき

ている点です。この点は理論的にもたいへん重

要です。 2点 日は純利益が表示されるという点

です,こ の点は日本のこれまでの主張が通った

形になっていますが、長期的にはユ括利益一本

化でリサ イクリングも禁止。という方向が消え

たわけではあ 1)ません,そ の点で 今 後も注目

すべ きところです。

3点 日は3つ の財務許表がいずれも 「事業J

(buttness)と「財務」(inandng)に基本区分さ

れている点です.「財務Jが 「事業」といわば

対等的に独立の区分になっている点が重要です.

特に, P/Lや C′/Fが そのように2区 分 され

るのは理解されるで しょうが,先 のヨコの相互

連携からしてB/Sに もその区分が適用される

点が注 目されます.4点 目は利益 とキャッシュ

フローとの関係をみるために,P/Lと C//F

の差異調整表の作成が求められている点です|

とりわけ発生主義項 目や再測定などキャッシュ

フローを伴わない損益が明確になる点は 「利

益の質Jを みる点で注 日されます.5点 目は

キャッシュフロー計算書の作成において1間 核

法ではなく直接法が適用されるという点です.

上記いずれの点 も1我 田引水にな りますが`

これまで私なりに考えてきたこと,ま たいくつ

かの拙孝のなかで議論 してきた論点に通 じてい

O 石 川教授 F変貌する現代会計』(日本評論社 2008年 )110111頁 で言及

つ
じ
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MOUプ ロジェクトの影響

編集部 :その他に注目されるプロジェク ト項目

にはどのようなものがありますか。

石川教授 :さ らには,0収 益認識.0連 結方針、

9金 融商品,0資 本と負債の区分なども注目さ

れます。

こ,収益認識では収益認識に関する包括的で一

義的な会計基準をめざしているようですが,包

括的といっても 金 融商品の収益認識まで含ん

だ議論がなされているわけではありません,つ

まり,複 数要素からなる販売契約 (販売取引の

複雑化に対応するため)な ど,実物経済 (財・サー

ビスの生産 ・販売)に 関する収益認識,と りわ

け資産や負債の変動として収益を認識する新た

な議論がなされています.

ちなみに,金融商品の場合は資産や負債の(公

正価値の)変 動として収益が認識されることは

もともとなじむと言えるかもしれませんが 問

題はそれがなぜ利益なのか,そ の変動がただち

に利益とは言えませんので,そ の理論的根拠が

問われます.ま た も う1つ言えば。それが今

議論されている〔実物経済の)新たな収益認識と、

(実物と金融の)包 新的な基準として ど う整合

するかです。

さらに付語すると,そもそも論になりますが、

減価償却費や負債性引当金がその典型ですが費

用や収益を先に決めないと資産や負債も決定で

きない (そうした資産・負債が大部分である),

というのが従来の (配分思考に根ぎした)考 え

方で,資 産や負債の増減で損益認識するという

あ り方は、それと逆転 しているといえますt

O連 結方針では.特 に最近の世界的金融危機

とも関連 してSPEの 問題 (「支配」概念の問題

が重要に思えます
°
。0金 融商品では保有 H的

区分の見直 しが検討 されていますが,い わゆる

全面時価アプローチが採用されますと,満 期保

有 目的債券 も時価評価。その他有価証券の時価

差額も売買日的有価証券と同じ扱いになるので

(そこでのリサイクリング問題は自動的に消減)、

注 目されるところです.

最後に,0資 本と負債の区分については法と

会計とのからみ (とりわけ実態重視の会計と法と

の乖離)と いう点でも,ま たこの区分は利益計

算 (資本と利益の1=別)に もつなが りますので

理論的にも興味深い項目といえます。

ちなみに,わが国の会社法は.周知のとおり,

企業会計を省令委任という形で全面的に受け入

れましたがす委任された側の企業会計が 「取引

法」としての金融商品取引法をベースにした会

計であるのに対 し,委 任 した1貝1の会社法は 「組

織法」ですので,こ の基本的性格の相違は.全

面委任すればするほど,大 切なところといえま

す。この基本相違は,例 えば 「有用性」と 「公

正」という規範の基本的相違として捉えること

ができます.こ の点は拙著で触れましたので、

ここに引用しておきたいと思います
°
「

「大切なことは 省 令委任される側の企業会

計の今回的性格をどこまでお、まえての委任なの

か。つまり,法 が (単なる技術として1会 計処

理を省令化するのではなく,そ の基礎にある会

計思考の性格までお、まえた委任なのかどうか、

この点を吟味する必要があるといえますね。特

に,それぞれの基本にある 『有用性』(企業会計)

0 そ れらの論点については,有川教授の 『時価会計の基本問題ど (中央経済社.2000年)第 9章 第11章

『キャ ッシュ フ ロー持記会計論 (3訂 版|』(森111書府 2005年)第 4章  第 5章 で議論されている

0 前 拍 「時事会計教室J No33「サブプライム問題と会計―金融危機と会計―」.

O F変 貌する現代会計』178179衷t
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と『公正』(会社法)と のす り合わせが大切とい

えます。法の 『公正』という理念と,企 業会計

の (投資判断のための)『有用性』 とは,本 来的

にその性格を等 しくしないといえるからです」

こうしたMOUプ ロジェクトで検討されてい

る各項目は,単 なる会計基準の大きな変化とい

う点にとどまらず,ビ ジネスヘの影響 も大きな

ものがでてくるように思われます。逆にいえば.

それに携わる会計 ・監査業界,と りわけコンサ

ルティング ・ビジネスの絶好のチャンス到来,

ともいえるでしょう。

りわけ大切だと思っています.

ちょうど今日 (10月9日 )の 新聞に下村脩名

誉教授 (ボストン大学)が ノーベル化学貨を受

賞 したニュースがでていました。そのなかで,

40年以上も前の当時は 「役にたつとはまったく

思っていなかったJと 述懐されています.そ の

研究が,今 日.が んやアルツハイマー病などの

医薬品開発に大きな貢献をしているわけです。

私は,学 生によく 「本当に役立つのは,今 すぐ

には役立たないもの」と言つていますが,今 す

ぐ役に立つものばかりに目を向け力章ちなだけに

(それは明日には役立たなくなる),そ うした姿勢

が大切に思います
°
ュ

会計研究も 会 計が今日大きく変貌している

だけに,基 礎に根ざした理論研究をないがしろ

にしてはいけない°
。この点を最後に強調して

おきたいと思います。

「了遜孟覇

~恵

戸石石高百丁 じゅんじ)

1948年高知1県生まれ:大 阪大学大学院揺済学研

究科1ケ了:博 士 (経済学 ・商学).駒 岸大学経

済学部教授i大 阪市立大学名誉教授.公 認会計

上第2次 試験委員 (2000年ヽ 02年)れ 理士試

験委員 (05年～07年).枚 送大学客員教授 107

年～)「規代の会計J(TV)担 当.

【主な著書】

『経営情報と常記システム (4訂版)』(森山書店

日本棒記学会宮)Fキ ャッシュ フ ロー簿記会

計論(3訂版)』(森山書店)、『時価会計の基本問題』

(中央経済升L.日本公認会計上協会学術貧)『変

わる社会 変 わる会計』(日本評論社),F変貌す

1禅i靴‖硲啓弔幣ゑw体Lac lp
l i`Shikawa/pronle htlll

O F時 価会計の基本問題』第1章および第6章では 理 論がなぜ必要か,そ の意義と役キ」について記載J

O 放 送大学 「現代の会計J(TV)の 第 1回 (歴史のなかの構記会計)で は こ の点を強詞.

O 基 礎理論の電要性については,石 ||1教授 「日本版祝合フレームワークの立脚点-4つ の基礎論的観点

から一J(駒沢大学 『経済学論集」第37巻第2 3・ 4合 併号 2()06年3月 )の 補遺 1で言及.ま た,F変

貌する現代会計J(170-171頁)で は岩El巌 『利潤計算原理』など日本の古典的理論の現代的意義に敬れ

ている=

学問の力
―基礎理論の大切さ

編集部 :コンバージェ

ら 「理論的な整合性」

します。

ンスの議論では,学 界か

といった言葉をよく耳に

石川教授 :こ こで指摘 しておきたい点が 1つ あ

ります。それは,今 日,理 論の値打ちが相対的

に小さくなっているという点です.それだけに

その再興があらためて大切 といえます。そして,

政治や交渉の力で物事がきまるような状況であ

ればあるほど 理 論や学問の力が試されるとい

えます
°
.

もし,学 問に 「力」があるなら 私 はそう信

じていますが,それはどのような 「力」なのか,

あらためて間われている現代であるように 私

には思われますt何 をやっても学問というわけ

ではないはずですので,あ らためて学問性や理

論性を深 く問うという冷静な姿勢や態度という

ものが,移 り変わ りの激 しいご時世だけに,と
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