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現代会計の見方・考え方　
　第２回　会計の政治化と規制の経済理論

　　　　　－メタの視点と「理論」のあり方－

駒澤大学教授　石川純治

現代会計の見方・考え方

第11回　概念フレームワークの制度性
―会計的支配機構という見方―

第９回「OCIの諸相―OCI／リサイクリング

の相対化―」の最後では，プロフェッションを

相対化，客体化できるアカデミズムの本来的な

あり方（存在意義）を強調した。今回は，「会計

的支配機構」というその相対化の１つの重要な

側面をとりあげて，現代会計の基礎や背後に何

があるかを見てみたい。

概念フレームワークの背後－メタの視点

会計プロフェッションの相対化にはいろいろ

なレベルが考えられる。理論的・概念的な観点

からの論理的
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相対化とともに，歴史の文脈から

の史的
4 4

相対化も極めて重要である。さらには，

より高次の視点から捉える相対化，すなわちメ
4

タ
4

論的相対化が重要な見方になる。今回の議論

は，概念フレームワークの背後にある現実を見

せるという点で，まさにそのメタ論的相対化の

議論といえる。

図１：概念フレームワークの背後
what, why

　概念フレームワーク→会計基準

図１は通常想定されている会計基準の基礎に

ある概念フレームワークの位置を示しているが，

重要なのはその背後であり，そこに何が（what）

どのような理由（why）で存在しているか，これ

を明らかにすることである。すなわち，後述す

る概念フレームワークや会計基準に対する何ら

かの支配機構の存在である。その「現実」（理論

性に対する制度性）のいわば隠れた正体を明かす

ことが，ここでのアカデミズムの重要な役割と

なる（補注１）。

会計的支配機構 
－概念フレームワークの制度性

現代の会計，とりわけ世界の会計基準を主導

するIASBやFASBの基準セッターを見る１つ

の重要な視点は「会計的支配機構」の存在であ

る。ここでは２つ，すなわち１つはメトカーフ

委員会報告（1978年）の分析で明らかにされた概

念フレームワークの背後に横たわる社会的機構

（補注２），もう１つは近時のCFA（認定証券アナ

リスト）協会「包括的ビジネス報告モデル」（2007

年）を取り上げて，現代会計の基礎や背後に何

があるかを見てみたい。

まず津守常弘『会計基準形成の論理』（森山書

店，2002年）第12章「アメリカにおける『会計

的支配機構』批判の展開とその意義」では，そ

の巨大な社会的機構が端的に「FASB機構」の

構造図（305頁第３図）や「会計的権力構造」の全

体的構造（316頁第４図）として示されている。そ

れはまさに「多くの環節から成る巨大な生き物
4 4 4

」，

「一個の有機的な
4 4 4 4

機構」（297頁，傍点は石川）とい
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える。注目したいのは会計基準セッターに介在

する各種の組織・団体の存在（「導管」307頁）で

あり，FASBの場合は財務会計財団（FAF），後

述の「包括的ビジネス報告モデル」では証券ア

ナリスト協会などである。筆者はそこに会計基

準セッターのいわば正体を見る思いがする（補

注３および補遺参照）。

ちなみに，津守教授は「今，提起されている

会計理論上の問題が，どういう状況のなか
4 4 4 4 4 4 4 4 4

に提

起されざるをえなくなっているかということを

まず知らなければならない」（メタの視点）と述

べているが（傍点は石川），会計的支配機構の分

析は，まさにその視点にほかならない（補注４）。

メタ（meta）にはbeyond（より包括的）という意味

があるが，こうしたメタの視点からすれば，個々

の会計基準（とりわけIFRS）のなかだけに終始す

る断片的な議論は，「どういう状況のなか」を

見ない，あるいは見えない議論となる。それは

根っ子を見ないままの時流の議論に陥ってしま

う危険性がある。

包括的ビジネス報告モデル 
－金融セクターが世界経済の主役

もう１つ注目したいのは，前回の第10回「ア

カウンティングとファイナンスの交錯」でも取

り上げたCFA協会「包括的ビジネス報告モデ

ル：投資家のための財務報告」（2007年，以下「報

告モデル」）である。それが全面公正価値会計モ

デルや概念フレームワークおよびIFRSに大き

な影響力をもっていると言われるだけに，そこ

には極めて重要な「現実」が見て取れる。

ここで，CFAとはCFA協会（旧AIMR：投資

管理・調査協会）が認定したアメリカの証券アナ

リスト資格であるが（日本では日本CFA協会があ

る），それが投資のプロフェッショナルを認定

する国際資格であり，投資銀行など金融業界の

グローバル化に根ざしているという点が重要で

ある。それゆえに，前回での議論（誰のための財

務報告か）でみたようにCFA協会が多様なリス

ク資本（リスクマネー）提供者と密接に関わって

いること，さらにはそこに現代の会計の根っ子

に何があるか，その含意を読み取ることが一層

重要となる（CFA協会→金融セクターが主役→現

代会計の性格）。

その含意という点で，ここでは特に「報告モ

デル」の作成主体がCFA協会であることの意

味合いが重要になる。すなわち，この「報告モ

デル」の根底に金融セクターが世界経済の主役

であるとする「固い信念」があるとする点，さ

らにここが重要なところだが，「その信念に基

づいて，このモデルを支持する人材をIASBと

FASBのボードメンバーに継続的に送り込むこ

と等を通じて，IASBとFASBに直接的間接的

に強い影響力を及ぼし，長期的には世界の会計

基準をこのモデルに置き換えていくことが明示

されている」という点である（補注５）。この点

は先の会計的支配機構とも重なり，（理論性に

対する）制度性という議論の焦点のもっとも根

幹に関わる問題といえる。

今日の会計研究（アカデミズム）の特徴として，

IASBやFASBの会計基準（プロフェッション）に

関する研究が圧倒的に多い点があげられる。た

が，そうした個々の会計基準の分析だけでは見

えてこない面がある。ここが重要なところであ

る。先に，「報告モデル」の作成主体がCFA協

会であることの意味合いに触れたのもそのため

である。

とりわけ重要なのは，先にみたように「報告

モデル」を支持する人材をボードメンバーに送

り込むことで世界の会計基準をそのモデルに置

き換えていくという「現実」であり，それを度

外視して個々の会計基準のなかに終始すること

は，先の「どういう状況のなか」を見ない議論

となる。
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会計基準の“仕立屋”はだれ 
－アングロサクソン・モデルの本質

ここで，第１回「衣装哲学と会計の本質」（2013

年１月28日号）での会計＝衣装の議論にあやかっ

て，国際会計基準の “仕立屋” は誰かという問

いを出してみたくなる。ここでは詳しくは触れ

ないが，そこにアングロサクソン・モデルの本

質とその世界伝播という，現代会計のもっとも

根っ子にあるところの理解が重要になる。ちな

みに，IASBの本部がパリでもベルリンでもない，

金融立国の首都ロンドンに置かれていることも

それと無縁ではない。ここでは，次の一節だけ

引用しておきたい（補注６）。まさに，そこでの

図式化の出発点（機関投資家，投資銀行）に今回

のCFA協会が関わる。

「企業会計の今日的変容をその基礎にあるものか
らとらえるという視点は重要である。たとえば英
米基準の基礎にあるもの，とりわけコモンローに
かかわるデファクト・スタンダード（事実上の標
準）という視点が重要だ。図式化すれば，機関投資
家および投資銀行→アングロサクソン・モデルの
伝播→デファクト・スタンダードの国際的浸透
→IAS（IFRS）などの会計基準の国際化，という構
図である。こうした英米基準の基礎にあるもの（端
的にはアングロサクソン・モデルの本質），とりわ
けその生成変遷

4 4 4 4

の理解なくして，今日起きている
会計諸問題のよってたつところはなかなか見えて
こない。さらにいえば，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（“アングロ
サクソン流金融資本主義” ―石川）にすぎず，した
がってその生成変遷の一過程

4 4 4 4 4 4 4 4

であることをふまえ
たうえで，今日的会計現象を捉える視点（史的・総
体的相対化）が重要になる」（傍点は石川）。

企業会計の今日的変容も，そうした歴史の文

脈（全体史）のなかで，すなわち経済の発展過程

とりわけ証券市場の発展過程および株式会社制

度の発展過程の一環として捉えていくことで，

その本質的な理解が得られる。

資本主義が史的システムならその基盤の上に

たつ会計もまた史的システムであり，その全体

史から現在の位置を明らかにし，将来の見通し

を示すこと，これこそが（プロフェッションには

できない）アカデミズムの仕事といえる。

ここに，冒頭で述べたもう１つの相対化の重

要性，すなわちプロフェッションの史的相対化

というアカデミズムの重要な意義と役割があ

る。

補遺：概念フレームワークの制度性 
－social normと会計的支配機構

サンダー教授（S.Sunder）はかねてから文書化

された（written） ruleに対する文書化されない

（unwritten） social norm（社会慣行・慣習・規範）

の重要性を強調しているが（補注７），斎藤静樹

『会計基準の研究』（増補改訂版，2013年）は，そ

の社会規範の存在を強調して，社会規範（市場

慣行）→概念フレームワーク（理念）→会計基準

の３つの関係を図示している（同書図表6.1，補注

８）。筆者は，その図を拝借して，そこに本文

での「会計的支配機構」の位置を社会規範に対

比する形で示してみたくなる（後掲の図２，太字

矢印に注意）。

重要なことは現代の会計基準設定における会

計的支配機構の存在およびその支配構造である。

「基準を生み出すのは社会規範であって理念で

はない」（同書122頁）での社会規範と会計的支配

機構とを対置させることの意味を読み取っても

らえば，現実（会計的支配機構の優位性・支配性）

が一層見えてくると思われる。

※補注
１）「正体」を見せるという点は，学説に限らず，

時の権力や権威の正体，社会構造の正体，広くは
風潮といったものにも向けられるはずで，今回の
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テーマは権威や社会構造の正体という点に関わっ
ている。拙著『変わる会計，変わる日本経済』（日
本評論社，2010年）のトピック４「サブプライム問
題と会計」（52-53頁）での「物象化」の魔術（根源的
な見方と学問の力）を参照。

２）メトカーフ委員会報告はメトカーフ上院議員
（民主党）を委員長とする小委員会の1700頁余りに
およぶ報告書である。

３）それは，問題の分野も性質も大きく異なるが，
その基礎においては近時の原発の支配体制や権力
機構との類似点さえ想起させる。そこには，まさ
に「導管」の存在や「巧妙な支配」，すなわち資金・
人事・組織の三位一体構造が貫徹されているから
である。

４）会計理論学会特別委員会「会計理論の課題と
研究方法」（年報No.27ＣＤ別冊，2013年）の「津守
常弘先生のインタビューに想うこと」（筆者のＨＰ
に掲載）参照。あわせて，「田中章義先生のインタ
ビューに想うこと」では，会計的支配機構と重な
る「会計資本説」に触れている。

５）辻山栄子「現代会計のアポリア」（『早稲田商学』
第434号，2013年）179-180頁。「包括的ビジネス報
告モデル」については，辻山栄子「包括的ビジネ
ス報告モデルの批判的検討」『早稲田商学』第431号，
2012年）が詳しい。

６）拙著『変わる社会，変わる会計』（日本評論社，
2006年）コラム 11「アングロサクソン・モデルの
伝播」（277頁）より抜粋。

７）social normと会計基準（rules）との関係，そ
し てsocial normの 果 た す 役 割 に つ い て は 拙 稿

「Shyam Sunder 教授に聞く」（本誌2012年４月18日
号）参照。

８）ちなみに，そこでの市場慣行の重視はASBJ
の基本スタンス，すなわち「市場での評価と選択」
を通じて会計基準のコンバージェンスが達成され
る，あるいは会計基準の市場競争に委ねる（マー
ケット・アプローチ），というスタンスに通じる。
前掲拙著『変わる会計，変わる日本経済』94-95頁，
198-199頁参照。

図２：概念フレームワークの制度性－会計的支配機構の位置－

（written）

基準２

基準１
フレームワーク１

フレームワーク２

社会規範
（social norm）

（unwritten）

会計的支配機構


