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辻山栄子「現代会計のアポリア－対立する２つのパラダイム－」 

（『早稲田商学』第 434号 2013年 1月）：ディスカッション・メモ、私の視点 

石川純治 ２０１３／４／１５ 

大枠のポイント：現代会計の見方にとって極めて重要な論文，特に「深さの学習」（知識と理解

の学習レベルの違い）という点で、現代会計と伝統的会計の基礎、ないし根底にあるもの（肉眼で

は見えないところ）をつかむことが重要→個々の具体的に見える会計基準をそこから捉えることの

重要性 

 

１）166ページ、図表 1の対立軸： 

大変分かりやすい対立軸。特に、２と７は重要な対立軸と思う。測定のアンカーとしての「現金

収支」の対立軸は、私の問題意識から重要。※ちなみに、拙著『変貌する現代会計』第６章の図表

6-1「２つの枠組みの特徴比較」（103ページ）では、７つの対立軸で説明（資料①）。Ｑ：アンカ

ー(anchor)の適訳を答えよ。（ランダムハウス） 

 

２）167ページの「補完」に関して： 

現代会計はその補完の関係において図表１の右側が主軸で、伝統的な左側がその補完。※ちなみ

に、前掲拙著第4章「変容の全体的捉え方」で「補完の論理」（斎藤・米山説）に言及したが（資

料②）、そこでの関係が今日は（主従が）逆転していると思われる1。 

 

３）172-73ページ、２つの意思決定有用性アプローチと計算構造との結びつき 

  意思決定有用性アプローチ（情報パースペクティブと測定パースペクティブ）と測定構造との関

連（むすびつき）の指摘（ブラックボックス）は現代会計の１つの特徴。※ちなみに、私は「開示」

（機能論）と「計算」（構造論）との関係（情報機能論＞計算構造論）を１つの論点にしている（資

料③）。 

 

４）175-76ページ、「稼得－実現－対応利益」、「取引主義会計」、「フロー会計」 

 伝統的会計モデルの特徴としての「取引主義会計」という点は大変重要。この点で、売買目的有

価証券の評価損益がいかなる取引ベースのもとで説明できるか、という視点がでてくるように思え

る。→あとの６）。日本版概念フレームワークで書かれているように、連続した売買の取引擬制で

もしない限り（これはかなり無理な説明）、その説明は難しいように思える。 

 

５）180ページの第6節「投下資本回収手段の多様性とパラダイム変化」： 

ここは大変重要なところ。11ページでの実現と投資の回収（会計の普遍的な役割の１つ）を受け

た、その多様性、特に金融経済下での「投資の回収」の捉え方は大変興味深い視点であり、重要な

論点→８）。特に、「裏付け(evidenced)された」→売買目的有価証券の評価損益の論点と関わって。 

 

６）185ページ図表３：従来デルの枠と枠外 

 売買目的有価証券の評価損益が従来モデルの枠内か枠外か、これは１つの論点。換言すれば、そ

れが真にリスクから解放されているのか、という論点。※ちなみに、資料①の枠組み対比からすれ

ば、それは系Ⅱ（ストック評価の枠組み）となる。そのさい、１）での測定のアンカーとしての「現

                                                   
1 この点は拙稿「『情報のフレームワーク』と『計算のフレームワーク』」（『週刊経営財務』2012年 12月

3日号）2ページ参照（ＨＰ「最近の論文」コーナーに掲載）。 
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金収支」という点が、先の「裏づけ」とも関連して、重要な判断基準になると思える。 

→枠内なら、収支概念の拡大（事実上のキャッシュフロー）：「実現概念の拡張の範囲内にあるも

のとみることができる」（186 ページ）、また「それ自体を貨幣性資産とみなして保有中の評価差額

を損益認識することが実現の用件に適っているという解釈も成り立つ」（187 ページ）、つまり枠内

という点が論点（見解のわかれ目）。→※辻山「財務会計における認識と測定」（『会計基準研究の原

点』第8章）136頁の叙述。アンカーの意味するものの延長上にあるか、その意味を保持できるか。 

 

７）188ページ、外部投資家の内部化、異なる投資家 

 ここも大変興味深い論点。私のかねてからの問題意識は「投資のリスクからの解放」というとき

「誰の投資か」というその主体の内容であった2（外部の投資家か企業経営者か、資料④）。その点

で、「異なる投資者の視点が入り組んだ極めて奇妙な構造になっている」（188 ページ）との点は注

目。 

※ちなみに、「異なる投資家像と異なる会計観」は別途資料（資料７ページ左段）で触れている3。

なお、188，191ページの「指揮する」→「指摘する」の誤植？ 

 

８）191ページ：パダイム対立の根源→「投資の回収」の捉え方に着目、投資の回収手段の多様性 

 「投資」というとき、誰の投資行動かという、その投資の主体を問うことが大きく関わっている。

現代会計の変容の１つの重要なポイントで、まさにその点に着眼されている。ここが最も重要な論

点。 

 そして、負債の時価評価益問題とも密接に関わる、192 ページの「それは、投資による… …射

ているだろう」の6行に渡る一節が極めて重要な視点（経営者、内部的な投資家、外部の投資家）。

ここは議論したいところ。ちなみに、「リスクからの解放」での誰の投資か、という見方にも通じる

ように思われる。（辻山先生の放送大学ゲスト出演では「投資家」と言われている） 

 

９）191ページ、ＩＡＳＢモデルとの基礎に金融セクター 

 「包括的ビジネス報告モデル」の根底に「現代の世界経済においては、金融セクターが主役であ

るという固い信念が、このモデルの根底に横たわっている」（191ページ）は、現代会計をその基礎

にある経済システム、そしてその歴史性から説く点で極めて重要なところ。※ちなみに、私の視点

（資料⑤）とも重なる。 

 

10）192ページ、別問題→代替的会計システムなのか 

 「別の問題である」という指摘は、結局、パラダイムシフトといった性格にはならない、という

ことだと思われる。※ちなみに、関連して、私はこれまで伝統的会計モデルを批判することと、そ

れが現代の投資家の要請に適合しないということとは別だ（内在的「批判」と外的「不適合」は別

問題、混同しないこと）と指摘（前掲拙著19ページ、資料⑥）。 

  

                                                   
2 ここでたとえば「投資のリスクからの解放」（実現概念の新たな解釈）という日本版概念フレームワー

クでの１つのキーワードに触れておけば、そこでいう投資の主体として誰が想定されているか－－経営

者（会社）なのか、投資家なのか――が問われそうだが、投資家本位の会計からはその主体は投資家と

なる。となると、（計算にかかわる）実現概念も投資家本位ということになる。以上は、拙著『変わる会

計、変わる日本経済』（日本評論社、2010年）228ページ注(4)より。 
3 拙稿「社会科学としての時価会計」（日本大学経済学部『経済集誌』2011年 10月）13ページでは、取

引法（金商法）と組織法（会社法）との関連で触れている。 
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資料① 

 

放送大学「社会のなかの会計」第10回より 

 

資料② 

 

放送大学「社会のなかの会計」第９回より 
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資料③ 

 

放送大学「社会のなかの会計」第12回より 

 

資料④その１ 

 

放送大学「社会のなかの会計」第11回より 

 

 

 



辻山論文「現代会計のアポリア」ディスカッション・メモ（４／１５） 

4/18/2013 8:49 AM 

5 

 

 

資料④その２ 

 

同第11回より 

 

資料⑤その１ 

 

放送大学「社会のなかの会計」第１回より 
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資料⑤その２ 

 

同第1回より 

 

 

資料⑥ 

 

放送大学「社会のなかの会計」第６回より 
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異なる投資家像，異なる会計観

―IFRS相対化の視点

第13回では現代の会計を経済，会計，法の３

つの総体的視点から捉えることで，その今日的

特性と問題性を明らかにした。また，第14回で

は世界経済の大きなスパンでの構造変化や資本

主義経済の有り様が１つでないことを踏まえて，

英米型世界標準の史的相対化の重要性を強調し

た。いずれもIFRS（国際会計基準）の相対化の視

点であるが，最終回になる今回は，また別の視

点を提供してみたい。キーワードは市場と企業

と社会である。

現代の会計は（資本市場における）投資家のた

めの会計といわれるが，一口に投資家といって

も様々で，どういう投資家を想定するかで会計

の有り様や会計観も変わってくる。例えば「企

業」にとって望ましい投資家（長期投資家）と，

「市場」にとって望ましい投資家とは違う。端

的には，「異なる投資家像，異なる会計観」で

ある❶。この点で，「長期投資家と証券市場」

と題するコラム（『日本経済新聞』2011年10月26日

「大機小機」）での指摘はきわめて的確だ。例えば，

想定する投資家が異なる結果，「市場関係者が

決める規制やルールが企業経営者にはゆがんで

見えてしまう。その典型が国際会計基準（IFRS）

である」とする点は重要だ。とりわけ「ゆがん

で見える」という点は，例えば経済産業省の企

業財務委員会中間報告書（2010年４月）のなかで

の指摘，すなわち実体経済
4 4 4 4

への影響，基軸とな

る会計思想
4 4 4 4

の整理，そして上場単体の連単分離，

という点に現れている。こうして，どのような

投資家を想定してどのようなルールを決めるべ

きか，これが重要な課題となり，ここにIFRS

が想定する投資家像があらためて問われる。

ところで，現代の会計は市場ベースの投資家

のための会計がそのすべてではない。社会とり

わけ地域社会にとって，それ以上に重要といえ

る会計がある。中小企業のための会計である。

中小企業憲章と「中小会計要領」の意義

―社会の主役のために

第14回でも触れたように，新たな資本主義経

済においては共同社会の担い手として地域と中

小企業がとりわけ重要になる。まさに「中小企

業は，経済を牽引する力であり，社会の主役…

国家の財産ともいうべき存在」（中小企業憲章，

平成22年６月閣議決定）であり，またそうでなけ

ればならない。

そうした基本理念の実現のため「憲章」では

いくつかの行動指針が示されているが，そのな

かに会計の重要な役割が明記されている。「中

❶�　この点は連載第13回での金融商品取引法（市場法）と会社法（組織法）との関係の議論にもつながる。 

15第 回

駒澤大学教授　石川　純治

市場・企業・社会と会計
―IFRSの相対視点と中小企業会計の意義―　　  　

（最終回）
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小企業の実態に即した会計制度を整え，経営状
4 4 4

況
4

の明確化，経営者自身による事業の説明能力
4 4 4 4 4 4 4

の向上，資金調達
4 4 4 4

の強化を促す」（傍点筆者）で

ある。

この点でも，今年２月「中小企業の会計に関

する検討会」が公表した新たな会計ルールは注

目される。「中小企業の会計に関する基本要領」

（「中小会計要領」）である。この「要領」の重要

なポイントは端的に２つ，１つはIFRSの影響

回避，もう１つは「企業会計原則」の復活であ

る。特に「企業会計原則」での一般原則，そし

て取得原価主義という会計観の復活は，必然的

に前者の時価会計に根ざしたIFRS回避につな

がる❷（※補足１）。

ここで，「企業会計原則」の復活という点で，

「連結財務諸表原則」の性格にも触れておくと，

そこでは何よりも投資情報
4 4

の重要性，つまり証

券市場への投資参加の促進が強調される。そし

て，「企業会計原則」（単体）とは形式上は別個と

しても，その基礎に「企業会計原則」がおかれ

るとしている（昭和50年「連結財務諸表の制度化

に関する意見書」二の３）。だが，連結での投資

参加の促進というあり方と「企業会計原則」と

は，その会計観は（今や水と油のごとく）大きく

異なる。前者を証券市場での投資家のための投
4

資判断
4 4 4

会計といえば，後者は収支を基礎にした

適正な利益計算
4 4 4 4

会計といえる。こうして形式上

ではなく，実質上がどうなのか，「企業会計原則」

の復活は，とりわけIFRS影響下の今日，連結

財務諸表の原則および会計基準の性格をあらた

めて問うことになる（※補足２）。

さて，先の「憲章」が国家政策（閣議決定）で

あり，「要領」もその一環として今後の普及と

活用の促進が大いに期待される。特に政策金融

など財務経営力と資金調達の強化に資すること

が重要になる（※補足３）。ここに，資本市場と

はまた異なる別の会計の重要な役割を見出すこ

とができる。まさに「…現在とは異なる社会シ

ステムを基礎にした別の会計を想定することが，

歴史的に今存在するところの（“不信” に根ざし

た）会計を相対化することにつながる」わけで

ある❸。「要領」で復活した会計観は，IFRS相

対化のまた１つの重要な視点を提供している

（【参考】の「会計基準の全体像」を参照）。

※補足１：ただ，売買目的有価証券が（キャッシュ
フローの裏付けのない）時価計上という例外的扱
いになっているのは，それが時価会計の代表格
だけに問題なしとしない。会社法や税法との調
和ということなら（「要領」総論の１），むしろそ
の異質な会計観を受け入れた法制度側の問題性
を会計側から問うべきであろう。「大切なことは，
省令委任される側の企業会計の今日的性格をど
こまでふまえての委任なのか，…その基礎にあ
る会計思考の性格までふまえた委任なのかどう
か」（前掲拙著『変貌する現代会計』178頁）と問
うたゆえんである。

※補足２：昭和50年の「意見書」での「基準性」（「企業
会計原則」が連結財務諸表原則の基礎に存在す
る―下記の㋑）からすれば，近時の企業会計基準
第22号「連結財務諸表に関する会計基準」（平成20
年，最終改正23年，第10項）での「一般に公正妥当

4 4 4 4 4 4 4

と認められる
4 4 4 4 4 4

企業会計の基準に準拠して作成した
個別財務諸表を基礎として」（傍点引用者）の基準
性の内容が問題になる。何を基礎に置くかの基準
性の対象（個別のさらに基礎にあるもの）が変化し
てきているからである（基準性としての「企業会
計原則」の相対的後退化・希薄化，下記の㋺）。
㋑「企業会計原則」→個別→連結の基礎
㋺ 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

→個別→連結の基礎
※補足３：例えば，日本政策金融公庫での「中小

企業会計活用強化資金」の創設や「会計関連融
資制度」の拡充，さらには中小企業政策審議会
企業強化部会の「中間取りまとめ」（平成23年12
月）での地域金融機関との関係強化，経営財務力
の強化など❹。

❷　連載第３回「企業会計の国際化と法人税制のあり方」では，IFRS回避のあり方に触れている。
❸　拙著『変貌する現代会計』（日本評論社，2008年）224頁「誰のための会計にするか」より。
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付記：連載「現代会計時評」は今回でひとまず

最終回になります。途中，放送大学の番組作成

等に専念せざるをえず，中断を余儀なくされま

した。この点，ご容赦いただければ幸いです。

また別の機会に，コラムなどの形でおつきあい

できればと思っています。

以下，第１回からの連載のタイトルと掲載号

を記しておきます。ここ２，３年の出来事と合

わせて，会計トピックスの推移を見る参考にな

ればと思います。

第１回「『企業会計原則』が出てこないわけ」

（平成21年１月12日号，No.2901）

第２回「銀行の信用収縮と時価会計見直し」

（平成21年２月23日号，No.2907）

第３回「企業会計の国際化と法人税制のあり方」

（平成21年３月16日号，No.2910）

第４回「『日本版ロードマップ』案の課題」

（平成21年４月20日号，No.2915）

第５回「後入先出法が廃止されるわけ」

（平成21年５月25日号，No.2919）

第６回「時価会計見直し論の再燃」

（平成21年６月22日号，No.2923）

第７回「変わる財務諸表の様式」

（平成21年７月20日号，No.2927）

第８回「『公正な会計慣行』が争われる」

（平成21年８月31日号，No.2932）

第９回「負の『のれん』の正体と会計処理」

（平成21年９月14日号，No.2934）

第10回「金融商品会計基準の改定案をどう見る」

（平成21年10月５日号，No.2936）

第11回「現代会計の変容をどう見る」

（平成21年11月２日号，No.2940）

第12回「会計・法科大学院の理念と現実」

（平成21年12月21日号，No.2947）

第13回「『金融・開示・取引法』優位の現代会計」

（平成22年７月19日号，No.2975）

第14回「資本主義の多様性とIFRS」

（平成24年６月11日号，No.3068）

第15回「市場・企業・社会と会計」

（平成24年７月23日号，No.3074）

❹�　これに関連して，拙著『変わる会計，変わる日本経済』（日本評論社，2010年）163-164頁「国民に愛
される銀行に」では地銀の信用収縮と地域金融機関のあり方に触れている。

❺�　「指針」（「中小企業の会計に関す指針」）の問題点については，拙著『変わる社会，変わる会計』（日本
評論社，2006年）のトピック４「中小会社会計と会計参与制度」を参照。

【参考】IFRSと「中小会計要領」
の位置
会社の分類により適用される会計

基準は，右表のように連結で２つ
（IFRSと日本基準），単体で３つ（日本
基準，「指針」，「要領」）となる。❺その
全体のなかで，IFRSと「要領」の
相対的位置をつかむことが肝要であ
る。そして，連単分離でも，日本基
準，「指針」，「要領」のそれぞれの
基礎にある会計観の相違が，補足２
とも関連して吟味される必要がある

（「指針」，「要領」は本来的には連単問
題の対象外）。

会計基準の全体像―IFRSと「中小会計要領」の位置―
区　分 会社数 連　結 単　体

上場会社 約3,900社

金商法
開示企業 約1,000社

会社法
大会社 約10,000社

上記以外の
株式会社 約260万社

（出所）「非上場会社の会計基準に関する懇談会」の報告書資料に基づき作成

中小会計要領

中小指針
作成義務
なし

日本基準

国際会計基準
の任意適用 日本基準

日本基準
（簡略化）
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