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1 はじめに

ほかの経営管理分野の学問と同様に、管理会計も企業の経営管理の実務の中から生成し、発

展してきた学問である。世界の産業発展の歴史と管理会計の歴史を振り返れば、産業発展が新

しい段階に入ると、必ずそれに相応しい管理会計の手法が開発され、新しい管理会計の理論が

生み出されるということが分かる。

これまで、世界の産業発展は機械化を特徴とする第一次産業革命、電気化を特徴とする第二

次産業革命、そして自動化を特徴とする第三次産業革命を経て、今や知能化を特徴とする第四

次産業革命を迎えようとしている。こうした経営環境の変化を背景に、1980年代後半から、

欧米では従来の管理会計を再評価する議論が行われ、さまざまな問題点が指摘されてきた。そ
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の中で、代表的なのは、JohnsonとKaplanが提起した管理会計の「適合性喪失」（Relevance

Lost）という問題である（JohnsonandKaplan,1987）。それ以来、JohnsonとKaplanを

含む多くの管理会計研究者は、管理会計の適合性を回復する方法を探り、従来の管理会計理論

の修復、あるいは新たな管理会計理論の構築を試みてきた。

しかしながら、従来の管理会計に取って代わるような新しい管理会計理論がいまだに構築さ

れていないのは現状である。一方、日本の先進的な企業では、上述した経営環境の変化に適合

するような管理会計の模索が行われ、その実践から新しい手法が確立されつつある。しかしな

がら、こういった実務において新たに開発された管理会計の手法についての理論的な研究はほ

とんど見られない。

そこで、本稿では、従来の管理会計に取って代わる新しい管理会計理論の構築を試みる。ま

ず、英国産業革命以降の管理会計の生成と発展過程を考察しながら、従来の管理会計の問題点

を検討し、適合性喪失の原因を究明する。次に、現代の経営環境に適合する新たな管理会計を

構築するために、管理会計理論の土台となる企業理論を考察し、人本企業理論を提唱する。そ

して、それを踏まえて、人本企業理論をベースにした管理会計、人本管理会計理論の構築を試

みる。さらに、京セラのアメーバ経営を考察することによって、アメーバ経営は人本企業原理

に基づく経営手法であること、そして、アメーバ経営を支える管理会計は人本管理会計である

ことを明らかにする。最後に、今後の研究課題を提示する。

2 管理会計の生成と発展

2.1 産業革命と管理会計の生成

管理会計の萌芽が最初に現れたのは18世紀の英国である。当時の英国では、いわゆる第一

次産業革命が行われた。大規模な機械生産方式とそれに適応する新しい生産管理手法との導入

を通じて、多くの製造企業は生産効率が絶え間なく上がり、競争力も一段と向上した。こうし

て、英国は、世界の製造業の中心地となり、世界経済の発展をリードしていった。第一次産業

革命を背景に、英国企業の経営管理実務の中から、原価計算や原価管理の初歩的な手法が開発

された。

19世紀の半ばから20世紀の初頭にかけて、米国では、ドイツで発明されたディーゼル・エ

ンジンの普及により、紡績業、鉄道運送業、自動車製造業などの産業が盛んになった。それに

よって、比較的短い期間で、新興工業国として米国は急速な経済発展を遂げ、英国に代わって、

世界の製造業の中心地となった。この時期はいわゆる第二次産業革命期と呼ばれる。こうした

中で、米国自動車企業フォード自動車の流れ作業生産方式を代表とする大量生産方式が確立さ

れた。主に米国企業の経営管理実務から、標準原価管理や予算管理などの管理会計手法が開発

された。そして、1924年に米国シカゴ大学のMcKinsey教授（JamesO.McKinsey）の管理

会計に関する専門書 ManagerialAccountingが出版され、それをきっかけに、学問としての
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管理会計が誕生した。

20世紀50年代以降、世界経済は未曽有の高度成長の時期に入った。欧米先進諸国では、企

業の規模の拡大に伴い、多角化企業や多国籍企業は数多く誕生し、国民経済の中で重要な役割

を演じるようになった。科学技術の急速な進歩（例えば、1970年代の半導体技術を基盤とし

たマイクロエレクトロニクス（ME）技術の進展、90年代に本格化する情報技術の進歩など）

によって、新技術、新材料、新製品および新サービスが次々と開発され、製造業やサービス業

において自動化が進んだ。これはいわゆる第三次産業革命である。こうした変化を背景に、管

理会計はORや情報経済学、心理学、社会学などの分野の原理を援用しながら、その内容を

充実してきた。

20世紀80年代に入ると、世界経済には二つの大きな変化が出現した。一つは米国経済の停

滞ないし衰退であり、いま一つは日本やドイツ経済の台頭である。このような変化をもたらし

た原因は多岐にわたるが、最も重要な原因はやはり米国製造業の国際競争力の相対的低下と、

日本やドイツの製造業の国際競争力の向上にある。このような状況を背景に、米国の産業界や

学界は米国産業の国際競争力の低下の原因を探し始めた。反省の結果、次の結論にたどり着い

た：すなわち、日本やドイツの製造業と比べると、米国企業は機械・設備などハードな面で優

位を持っておらず、生産管理や経営管理などソフトな面においても後れを取っている。たとえ

ば、生産管理の領域では、トヨタをはじめとする日本の一流企業はリーン生産方式の導入によっ

て、製品の原価、性能、品質、納期、すべての面において競争相手を圧倒している。リーン生

産方式は日本企業の高い国際競争力の源泉の一つであるとされる（WomackandJones,1990）。

2.2 管理会計適合性の喪失

一方、数多くの米国管理会計研究者も管理会計の角度から米国製造業競争力低下の原因を探

し、様々な解釈を提唱した。そのうち最も有名なのは米国ポートランド州立大学のJohnson

（H.Thomas.Johnson）とハーバード大学のKaplan（Robert.S.Kaplan）の解釈である。

二人は 1987年に出版された共同著書 RelevanceLost:TheRiseandFallofManagement

Accountingの中で、次のように指摘している：企業の管理会計システムは現在の経営環境に

は適していない。著しく変化する技術、国内およびグローバルな範囲での熾烈な競争、そして

情報処理能力の迅速な向上という状況に直面して、管理会計システムは経営管理者にプロセス

のコントロール、製品原価計算および業績評価に関するタイムリーなかつ有用な情報を提供す

ることができない。その結果、管理会計情報は、企業の財務報告システムの手続きやサイクル

により作成されているが、遅延しすぎて、概括的でかつ歪められているので、管理者が計画や

コントロールの意思決定をするのに適切でない。要するに本来、企業の経営管理活動を支援す

る手法としての管理会計システムは企業の経営管理に役に立たなくなっている（Johnsonand

Kaplan,1987）。
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具体的には、上述した問題は次の三点に集約できる。第一に、管理会計の主な手法は1920

年代前後ゼネラル・モーターズ社（GeneralMotors）やデュポン社（DuPont）によって開

発されたもので、現在に至るまで使用されている。第二に、1920年代と比較すると、生産方

式は著しく変化しており、全部原価に占める直接労務費の比重は低下し、固定費や間接費の比

重は上昇している。その結果、伝統的な間接費用の配賦方法では合理的に間接費を配賦するこ

とができなくなった。第三に、企業経営活動の中、管理会計よりは財務会計のほうが重視され

ており、投資利益率等の財務指標がすべての経営活動を評価する基準となっている。結果とし

て企業は財務指標ばかりに注目し、非財務指標を無視しがちである。

2.3 管理会計適合性回復の試み

管理会計研究の歴史を振り返れば、いわゆる「目的適合性」という原理原則は、管理会計手

法の有用性・価値を測る試金石であることが分かる。Clark（J.M.Clark）が1923年に主張

した「異なる目的には異なる原価を」という考え方は、目的適合性を的確に表現した命題であ

ると言える。歴史上、このような考え方は、原価計算と管理会計の研究に大きな影響を及ぼし

た。ある意味では、管理会計理論は、目的適合性を指針として発展してきた。したがって、管

理会計がもはや経営管理に役立つようなものではなくなったというJohnsonとKaplanの論

断は管理会計学界に強い衝撃を与えた。それを受けて、1980年代末以降、多くの管理会計の

研究者たちは、管理会計適合性喪失の原因を分析し、その適合性の回復方法を提唱している。

これらの研究の中で代表的な方法論として次の二つが挙げられる。一つは管理会計精緻化論で

あり、もう一つは脱管理会計論である。

管理会計精緻化を主張する代表的な研究者はKaplanとCooper（RobinCooper）とNorton

（DavidP.Norton）である。彼らの主張をまとめると、次のようになる。そもそも管理会計適

合性喪失の原因は、①原価計算と原価配賦方法の陳腐化と、②財務指標への過度な傾斜、といっ

た問題にある。したがって、この二つの問題を解決できるような新しい管理会計の手法を開発

すれば、適合性を回復することができる。

一番目の問題を解決するために提案された方法は活動基準原価計算（activity-basedcosting,

ABC）と活動基準管理（activity-basedmanagement,ABM）である。両方とも1990年代前

後、Cooperと Kaplanが提唱した新しい原価計算・原価管理の手法である（Cooperand

Kaplan,1988,1992）。活動基準原価計算は製品、活動、消費資源の三者の関係に着目し、製

品は活動を消費し、活動は資源を消費するという基本原理に基づき、活動を原価計算の対象と

して、原価を集計・配分する。伝統的な原価計算手法と比較すると、活動基準原価計算はより

正確に間接費を計算・配分することができる。また、活動基準管理は、活動基準原価計算の情

報を利用し、価値連鎖分析を行い、原価低減と経営活動の効率向上を図る。

伝統的な業績評価システムの非財務指標の軽視という二番目の問題を解決するために、
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KaplanとNortonは1992年にバランスト・スコアカード（BalancedScorecard,BSC）とい

う業績評価の手法を開発した（KaplanandNorton,1992）。バランスト・スコアカードは、

財務、顧客、内部プロセスおよび学習・成長という四つの視点から、企業の業績を総合的に評

価する管理手法である。さらにKaplanとNortonは、企業の戦略を実行できる戦略バランス

ト・スコアカード（KaplanandNorton,1996）や企業の無形資産を企業価値に変える戦略マッ

プ（KaplanandNorton,2000）、といった手法を次々と開発した。これらの手法の使用範囲

は企業の業績評価を超え、企業価値の創造まで拡大した。

一方、脱管理会計を主張する代表的な研究者は、Kaplanと一緒に管理会計の適合性喪失問

題を提起したJohnsonである。Johnsonの主張は次のように整理できる。管理会計適合性喪

失の根本的な原因は、生産量やコスト、売上高、利益などの数字指標による管理への偏重と、

管理手段や管理過程の無視にある。したがって、単なるもっと正確な原価計算・原価配分の手

法、あるいはより適切な業績評価手法を開発することで、この問題を解決することができない。

会計という「鏡」に様々な数字により写されている企業経営の状況はあくまで「虚像」であっ

て、企業経営活動の本当の姿をそのままに表している「実像」ではない。そのため管理会計と

いう道具を使って、企業の経営活動をリモート・コントロールすること自体に限界があり、期待

されるような効果は得られない。したがって、管理会計よりも全社的品質管理（totalquality

management,TQC）やトヨタ生産方式（Toyotajust-in-timesystem,JIT）などの管理手

法は企業業績の向上においてより効果的である（Johnson,1992）。

また、JohnsonはBr�ms（AndersBr�ms）との共同著書ProfitBeyondMeasureの中で、

伝統的な管理会計に象徴される経営管理手法では、短期的な利益は実現できても、不安定な収

益しか得られない。それはトヨタと米国ビッグ・スリーとの経営格差に表れていると述べてい

る。さらにトヨタ生産システムを「手段による経営」（ManagementByMeans）、米国ビッ

グ・スリーに代表される主流派の経営管理システムを「結果による経営」（ManagementBy

Results）として位置づけ、「手段による経営」はプロセスと人間を重視し、かつ自然の原理に

即した経営手法であると述べ、その優位性を強調している（JohnsonandBr�ms,2000）。

以上に述べた管理会計の適合性の回復に関する二つの異なる主張は、それなりの合理的な一

面があるものの、それぞれの問題点も残っている。管理会計精緻化の主張は、従来の管理会計

手法を革新・改善することで、管理会計の適合性の回復を図ろうとしている。活動基準原価計

算は間接費の配布に関する正確な情報を提供することができるし、バランスト・スコアカード

は短期的な財務指標への偏重を是正することができる。しかしながら、これまでの英国や米国

企業における活動基準原価計算と活動基準管理の導入・実施状況に関する研究報告によれば、

その導入と定着はあまり進んでいないことが分かる（InnesandMitchell,1995;Shim and

Sudit,1995;Innesetal.,2000;Bhimanietal.,2007）。バランスト・カードの導入状況につ

いても同様な傾向が見られる（IttnerandLarker,1998）。また、英国や米国企業のそれと比
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較すると、日本企業における活動基準原価計算と活動基準管理の導入・定着率は更に低い（日

本会計研究学会特別委員会,1999）1）。

脱管理会計の主張は、「結果による経営」の問題点を指摘し、「手段による経営」を提唱して

いる。確かに財務的な指標を使って企業の経営管理活動をトップダウン方式でリモート・コン

トロールするという経営管理の手法は時代遅れであると言えよう。だからと言って、管理会計

を全く使わずに、全社的品質管理やJIT生産方式を実施すれば、必ず長期的・継続的に企業

の経営業績が上がるという保証はあり得ない。現実には、Johnsonが提唱している「手段に

よる経営」の原型であるトヨタでも原価管理や予算管理などの管理会計手法を積極的に開発・

利用している。

上述した二つの主張が管理会計の適合性喪失の問題を解決できない理由は、適合性喪失の原

因を正しく認識していないからである。この適合性問題をある「病気」に例えると、適合性の

喪失を「症状」、二つの主張を「治療法」とみることができる。管理会計精緻化という「治療

法」はいわゆる対症療法であって、「症状」を和らげることができても、「病気」そのものを完

全に治療することができない。脱管理会計という「治療法」はいわゆる自然療法であって、病

気そのものを治療せずに、病人の免疫力を高めようとする。以上の二つの「治療法」の効果が

限定的なのは「病気」の原因を正確に理解せずに処方された治療法だからである。

3 管理会計の本質と役割

以上の議論により次の2点が明らかになった。一つは、従来の管理会計が現代企業の経営管

理に役に立たなくなったという点である。もう一つは管理会計精緻化論も脱管理会計論もいわ

ゆる管理会計適合性喪失の問題を完全に解決できない点である。それならば、現在の経営環境

に適するような管理会計システムを新たに構築しなければならない。その前提条件として、管

理会計適合性喪失の本当の原因を究明しなければならない。そのために、管理会計の本質と役

割について再検討する必要がある。

3.1 経営管理と管理会計

周知のとおり、管理会計は、英語ManagerialAccountingあるいはManagementAccount-

ingを和訳した造語である。すなわち、管理会計という用語は「管理」と「会計」との二つの

学問に関する専門用語からなる。したがって、「管理」と「会計」との関係をどのように見る

かによって、「管理会計」という用語の意味は変わる。「管理」と「会計」との関係については、

二つの異なる見方がある。一つは会計を座標軸とする見方であり、いま一つは管理を座標軸と

する見方である。前者を会計視点、後者を管理視点と呼ぶことにする。

従来の管理会計理論は、基本的に会計視点に依拠し、管理会計の意味を解釈している。会計

は、企業の活動に関する情報を収集・整理・伝達するための公式な仕組みであると定義される。
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典型的な会計学の教科書によれば、会計情報の利用者は経営管理者などの企業内部関係者と、

投資家や行政機関などの企業外部関係者に分けることができる。会計はどちらの利用者に会計

情報を提供するかによって、財務会計と管理会計に分類できる。財務会計は企業外部関係者に

会計情報を提供する会計である。管理会計は企業内部の経営管理者のために会計情報を提供す

る会計である。この定義の中で強調されているのは管理会計の情報提供機能である。このよう

に、従来の管理会計は、経営管理のための会計と見なされる。

一方、管理会計の意味を管理視点から解釈している理論も存在する。典型的な理論として、

Anthony（RobertN.Anthony）やMerchant（KennethA.Merchant）のマネジメント・コ

ントロール・システム（ManagementControlSystems;MCS）理論が挙げられる。

Anthonyはマネジメント・コントロール・システム理論の提唱者として知られている。そ

の理論の基本的な内容を論述したのは彼の著書であるPlanningandControlSystems（1965）

とTheManagementControlSystems,1sted.12thed.である。前者では、組織におけるコ

ントロールのプロセスを戦略計画、マネジメント・コントロール、オペレーショナル・コント

ロールに分けて、一つの分析枠組みを提出した（Anthony,1965）。後者では、マネジメント・

コントロールを効果的・効率的な資源の活用のプロセスであると定義し、その具体的な内容を

考察した。そこでマネジメント・コントロールのツールとして挙げられたのは予算管理である。

また、1998年の第9版以降は、以上の分析枠組みに戦略の策定という概念が加えられ、マネ

ジメント・コントロールの定義を、企業戦略を実行するためのプロセルであると定義づけた

（AnthonyandGovindarajan,1998,2007）。

Merchantは、経営管理実務で利用されているマネジメント・コントロールの方法を整理し、

結果コントロール、行動コントロール、人的コントロールと文化コントロールの四つに分類し、

各コントロール手段の特徴を明らかにした。その中で、結果コントロールは最も重要でよく利

用される方法であり、他の三つが補完的な役割を果たす方法とされる。また、計画と予算と報

酬システムからなる財務的結果コントロールの長所と短所を論じた（Merchant,1982;Merchant

andVanderStede,2003）。

以上の紹介から分かるように、マネジメント・コントロール・システム理論は経営管理のた

めの理論であるものの、その中に予算管理や業績評価など管理会計の手法が含まれている。し

たがって、マネジメント・コントロール・システム理論は管理会計と密接な関係を有している

と言える。マネジメント・コントロール・システム理論と管理会計とはどのような関係にある

のかについて、これまで二つの見解がある。一つはマネジメント・コントロール・システムが

管理会計とほぼ同じ意味であるという見解である。例えば、Chenhallは、従来の研究によれ

ば、マネジメント・コントロール・システム、管理会計、会計情報システムなどの用語がほぼ

同じ意味で使われていると指摘している。また、日本の管理会計教科書でも、マネジメント・

コントロール・システムと業績管理会計とを同義的に用いられることが多い2）。これは狭義の
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見解である。もう一つは、マネジメント・コントロール・システムが管理会計より広い概念で

あるという広義の見解である。その理由はマネジメント・コントロール・システムには、人的

コントロールやクランコントロールなど、会計以外のコントロールが含まれているからである

（Chenhall,2003）。

本稿は広義の見解を取っており、マネジメント・コントロール・システムと管理会計の関係

を次のように解釈している。

マネジメント・コントロール・システムはあらゆる組織の目的を効果的かつ効率的に達成す

るために用いる計画と統制の活動を実施するシステムである。管理会計は企業組織の目的を効

果的かつ効率的に達成するため、会計の手法を活かして計画と統制の活動を行なうシステムで

ある。したがって、管理会計は、会計手法を用いたマネジメント・コントロール・システムで

あり、マネジメント・コントロール・システムの下位システムであると言える。これは管理視

点に基づく管理会計の解釈である。

3.2 管理会計適合性喪失の原因

以上の議論により明らかになったように、管理会計は会計情報システムとマネジメント・コ

ントロール・システムとの二つの側面を有している。会計情報システムとしての機能がうまく

働かなくなったことは管理会計の適合性喪失の一つの原因である。以上で紹介したKaplanと

CooperとNortonはこの情報提供機能の問題を解決さえすれば、適合性を回復できると主張

し、管理会計精緻化論を提唱している。一方、Johnsonらは現行の管理会計をいくら改良し

ても、会計情報が企業の実態を正しく反映できないという問題を抜本的に解決することができ

ないと主張し、脱管理会計論を提唱している。このように、管理会計精緻化論も脱管理会計論

も管理会計の情報システムとしての機能だけに着目した議論である。

しかしながら、管理会計の適合性喪失の根本的な原因は、会計情報機能の問題より、マネジ

メント・コントロール機能の欠如にあると考えられる。これは、管理会計適合性喪失の問題が

いまだに完全に解決されていない本質的な原因である。

4 管理会計理論の再構築

以上の議論を通じて、管理会計の適合性喪失の原因を明らかにした。すなわち、適合性喪失

の原因は、管理会計のマネジメント・コントロール機能が現代の企業経営に役に立たなくなっ

ているということにある。したがって、管理会計適合性を回復するために、まず管理会計のマ

ネジメント・コントロールがうまく機能しなくなった原因を明らかにしなければならない。

ほかの経営学の学問と同様に、管理会計研究は、その理論の根底となる仮定をベースに行わ

れる。管理会計研究の対象は企業であるから、管理会計の理論は必ず企業理論を土台として構

築されるのである。管理会計のマネジメント・コントロールがうまく機能しなくなった本質的
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な原因は管理会計理論の土台となる企業理論に起因すると考えられる。したがって、現行の管

理会計に取って代わる新たな管理会計理論を構築するために、企業理論を考察しなければなら

ない。

4.1 企業理論

企業理論は、企業の本質とその行動原理を解釈する学問である。企業理論の主な仮説は次の

三つの問いに関するものである。すなわち、第一、企業はだれのものなのか、第二、企業の目

的は何なのか、第三、企業の成果はだれにより生み出されるのか、いかに分配すべきか、であ

る。以上の問いに答えるために、まず企業の成立と発展に絶対に欠かすことのできない要素、

いわゆる経営資源を検討しなければならない。

一般的に、企業の経営資源を大きく分けると、人的資源（ヒト）、物的資源（モノ）、貨幣的

資源（カネ）の3種類の基本的な経営資源がある。そのほかに、企業の経営資源として技術、

情報、企業文化なども挙げられる。こうした経営資源のなか、どれが一番重要なのかというこ

とが、時代の変化とともに、移り変わってきた。英国における産業革命以降、機械化が進み、

多くの工業生産が機械によって行われた。そして、カネさえあれば、機械や設備を購入でき、

労働力としてのヒトも簡単に雇うことができた。諸経営資源のなか、貨幣的資源は最も希少な

経営資源であった。このような経営環境においては貨幣的資源が企業経営の中で最も重要な位

置を占める。こうした状況は第三次産業革命時代の前半まで続いた。

そもそも資本主義の発展は、企業の規模を拡大するとともに、その形態を変化させてきた。

最初の個人企業は会社企業に転化し、会社企業は合名会社、合資会社、そして株式会社という

順序に従って、その姿を現してきた。株式会社は産業資本の集中が高度に進展した時期に適合

した企業形態であるとされている。企業はどのような形態であれ、企業に貨幣的資源を提供し

ている資本家が企業の所有者（支配者）であり、企業の成果を享受すべきであるという論理が

成り立つ。

したがって、従来の企業理論は次の三つの仮説に立脚している。第一に、企業は資本を提供

した株主のものである。第二に、企業の目的は株主価値を最大化することである。第三に、企

業の成果（利益）は資本の投資により生み出されたもので、最終的に株主に帰属すべきである。

従来の管理会計は、こうした企業理論をベースに構築されている。

20世紀中頃以降、これまでにない科学技術の進歩によって、工業生産の自動化が進み、多

種多様な製品が大量に生産されるようになった。欧米や日本などの先進国においては大量生産・

大量消費の時代が到来した。こうした中で、企業の規模が格段に拡大し、巨大な株式会社が現

れ、やがて株式会社は資本主義社会の最も重要な組織となった。このような株式会社の著しい

発展・拡大は、三つの重要な結果をもたらした。

一つは、「所有と経営の分離」である。会社の規模が小さい時は、自己資金を出資した創業
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者自身が会社の経営を行う場合が一般的である。この時点では会社の所有（支配）・経営は同

一人物によって担われていることになる。しかし、会社の規模が大きくなると、経営の内容が

複雑で高度のものとなり、専門的な知識をもった専門経営者が要請されることになる。結局、

このような専門経営者が、大株主である創業者に代わって、会社の経営を行うようになるので

ある。

二番目は「経営者支配の出現」である。会社の事業を拡大するために、株式会社は証券市場

において大量な新株を発行し、多数の投資家から資金を集める必要がある。これにより株式が

広範に分散していく。そうすると、それまで圧倒的多数の株式を保有していた大株主の持株比

率が低下することになる。それとともに、大株主の会社に対する支配も次第に弱くなる。その

結果、専門経営者が会社に対する支配が強くなる。

三番目は「機関投資家の台頭」である。1950年代以降、先進国では、年金基金、保険会社

などによる株式保有が広がってきた。特に米国では、かつての資本家に代わって、年金基金が

資本の供給と配分を支配するようになった。年金基金の所有者は、将来における受給者として

の従業員である。

以上の三つから次の結論を導くことができる。すなわち、経営資源の中で貨幣的資源（資本）

の重要性が相当低下していると同時に、人的資源の重要性が著しく増大していることである。

こうした経営資源重要性における変化は企業経営に重大な影響を及ぼしている。こうした変化

を背景に、経営学者は、二十世紀末頃から、従来の経営管理理論の問題点を指摘しながら、変

わりつつある経営環境に適合するような企業経営の新理論を模索してきている。

米国の著名な経営学者Drucker（Perter.F.Drucker）は上述した変化を資本主義社会の歴

史的転換の兆しと捉え、次のように主張している。1960年代から先進国の社会とその構造に

関して基本的な変化が起こっている。その結果、先進国が資本主義からポスト資本主義社会

（あるいは知識社会）へと移行している。そして、ポスト資本主義社会において支配力を持つ

資源は、資本でも土地でも労働でもなく、知識である。そのため、ポスト資本主義社会におけ

る経済的な課題は、知識労働と知識労働者の生産性である。この課題を解決するため、あらゆ

る企業組織が伝統的な組織から責任型組織に変わる必要がある。知識を基盤とする組織におい

ては、すべての構成員が自らの目標、貢献、行動について責任を負わなければならない。そし

て、成果から目標へのフィードバックによって、自らの仕事をマネジメントすることができな

ければならない。責任型組織におけるマネジメントの仕事は、全員を貢献者にすることである

（Drucker,1993）。

一方、日本の著名な経営学者伊丹敬之は、日本企業の経営システムの特徴を分析し、人本主

義経営を提唱している。伊丹は戦後の日本企業の成功の原因を考察し、典型的な日本企業と典

型的な米国企業との間に、組織編成の基本原理における本質的な相違の存在を明らかにしてい

る。すなわち、典型的な米国企業は、カネを経済活動の最も本源的かつ稀少な資源という考え
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に基づき、企業経営を行う。このような米国型企業はいわゆる資本主義企業である。その経営

方式は資本主義経営である。

それに対して、典型的な日本企業はヒトを経済活動の最も本源的かつ稀少な資源という考え

に基づき、企業経営を行う。このような日本企業では、従業員や経営者を含む企業のすべての

人的資源こそ、最も根本的な経営資源である。伊丹は、この日本型企業を人本主義企業、その

経営方式を人本主義経営と名付けた（伊丹,1987）。

人本主義企業の特徴を説明するため、伊丹は企業主権、組織内シェアリング、市場取引とい

う三つの概念から人本主義企業と資本主義企業との比較を行っている（表1を参照）。

また、上述した特徴をもつ人本主義企業が、資本主義企業と比べると、企業経営の効果・効

率において次の点で優れていると伊丹は主張している。

第一に、企業の各構成員と企業の利害が一致しているという点である。利害の一致とは、従

業員の個人的な利害と、企業の組織としての利害が一致することを指す。いかなる企業でも、

企業活動を通じて、付加価値を創造しているのは、従業員である。従業員の個人としての利害

と、企業の組織としての利害が一致すれば、従業員の働く意欲がおのずと高まる。株主主権の

場合、従業員は、株主の利益に奉仕することによって、報酬をもらうため、言われた通り働く

だけで済む。一方、従業員主権の場合、従業員は企業の重要な意思決定権と、企業の経済的成

果の分配を優先的に受け取る権利を有するため、長期的かつ全社的な視野を持って、積極的に

付加価値創造の活動に参加するようになる。結果的にすべての利害関係者にとって、長期的か

つ継続的な利益になる。

第二に、情報を有効に利用し、意思決定を正確に行うことができるという点である。企業活

動に関する情報の多くは活動の現場で生まれるものである。現場で働いている人々だけがこう

いった情報を持つことができる。株主主権の場合、株主の委託を受けている経営者は現場の人々

が提供している情報に基づいて、意思決定を行なわなければならない。しかし、個人と企業の

利害が一致しなければ、現場の人々が自分に有利な情報しか上司に提供しない傾向がある。こ

れでは、経営者は正しく意思決定をすることができなくなる。従業員主権の場合、以上のよう

な問題を解消することができる。

人本主義企業システムおよび人本主義経営の理論は、現代企業の経営管理理論に対する大き
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な貢献であると言える。こうした人本主義経営は、従業員主権の下で、組織内の分散シェアリ

ングと組織的市場の長所を活用して競争力を向上させる。伊丹はこうした人本主義経営の優位

性こそ、戦後の日本企業の成功をもたらした重要な原因であると主張している（伊丹,1987,

2002）。

しかし、上述した伊丹の分析では、人本主義経営がどのようなメカニズムによりその優位性

を実現したのか、明らかにされていない。周知の通り、企業の成長と発展はその企業の経営管

理の良し悪しによるところが大きい。特に長期的に成功し続ける企業は間違いなく優れたマネ

ジメント・コントロール・システムを持っている。マネジメント・コントロール・システムの

中で最も重要な構成部分は会計によるマネジメント・コントロール・システムである管理会計

である。したがって、人本主義経営の優位性を充分に発揮させる管理会計は存在するのである。

本稿では、こういった管理会計を人本管理会計と呼ぶ。

4.2 人本管理会計理論の構築

以上に述べたことから分かるように、従来の資本の役割を最も重視した資本主義企業をモデ

ルとする企業理論は現代の経営環境に合わなくなり、それに代わる新しい時代に適合する企業

理論が必要になる。この新しい企業理論は人本主義企業をモデルとする企業理論であり、次の

仮説を前提としている。

第一に、企業は経営管理者を含むすべての従業員のものであると同時に、出資者（株主）の

ものでもある。第二に、企業の目的は付加価値を最大化することにある。第三に、企業の成果

（付加価値）は経営管理者を含むすべての従業員が資本を有効に利用して作り出したものであ

り、すべての従業員と株主に帰属すべきである。第四に、従業員、経営者、株主の利害が基本
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的に一致する。第五に、経営者と従業員は一丸となって、株主から預かった資本を有効に利用

し、付加価値の最大化を実現するために企業経営に参加する。ここでは、この新しい企業理論

を人本企業理論と呼ぶ。表2は人本企業理論と従来の企業理論を比較したものである。

以上のような人本企業理論をベースにした管理会計は、人本管理会計である。もちろん、人

本管理会計は理論的なモデルで、ある意味で管理会計システムの一つの理念型であると言える。

しかし、現実に日本企業の中で、それに近い形で管理会計システムを構築し、実践している企

業は少なからずある。一つの代表的な例として、京セラが挙げられる。以下では、京セラの独

自の経営方式、アメーバ経営を考察することによって、アメーバ経営は人本企業理論の基本原

理に基づく経営手法であること、そして、アメーバ経営を支える管理会計は人本管理会計であ

ることを明らかにする。

5 京セラのアメーバ経営

京セラの前身である京都セラミックは、1959年、当時27歳の稲盛和夫氏が7名の同志とと

もに、資本金300万円で創業した無名な地方企業である。1960年代、京セラはコンピュータ

のIC（集積回路）パッケージ事業の成功によって飛躍的に業績を伸ばした。その後、ファイ

ンセラミックの技術をベースに、次々と新しい分野を開拓してきた。同社は創業以来ほぼ一貫

して成長を続け、業界トップクラスの収益性を誇る超優良企業である。現在京セラは、日本を

代表する電子機器企業となっており、ホンダやソニーなどと並んで、戦後もっとも成功したベ

ンチャー企業と言われている。

京セラの飛躍的な成長と好業績を支えてきたのは、アメーバ経営と呼ばれる経営管理システ

ムである。アメーバ経営とは、会社全体の組織を、機能別・役割別に細分化し、臨機応変に変

化させ、それぞれの組織が、「時間当たり採算」という統一した評価基準により部門別に採算

を求め、全社員に経営者意識を醸成することを可能にしてきた京セラ独自の経営システムであ

る。アメーバ経営には、次の三つの目的がある。すなわち、第一に、市場に直結した部門別採

算制度の確立、第二に経営者意識を持つ人材の育成、第三に、全員参加経営の実現、の三つで

ある（稲盛，2006，31頁）。アメーバ経営は、経営哲学、アメーバ組織、そして時間当たり採

算制度から構成されている。以下では、京セラのアメーバ経営の仕組みを考察する。

5.1 京セラの経営哲学

企業は、社会的組織として、長期的に存続・発展するために明確な経営理念を持たなければ

ならない。京セラの創業者である稲盛和夫氏は創業後の労使交渉の経験から、企業の経営理念

を明確にし、経営管理者を含むすべての従業員がそれを共有しなければならないと認識した。

そこで、京セラの経営理念を「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の

進歩発展に貢献すること」と定めた。この経営理念のもとで、個人の目標を組織の目標と一致
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することができた。そして、従業員は京セラを「自分の会社」と見なし、会社経営に積極的に

参加するようになった（稲盛，2006，4958頁）。

全従業員が積極的に経営に参加し、それぞれの立場で自らの役割と責任を自主的に果たそう

とすれば、従業員は単なる労働者ではなく、共に働くパートナーとなり、経営者としての意識

を持つようになる。そういう意味で、京セラの経営哲学は、人本企業理論の考え方と合致して

いる。こうした従業員の経営参加意識の高揚、モチベーションの向上が、京セラの強さの源泉

となっている。

5.2 京セラのアメーバ組織

あらゆる大企業と同様に、京セラも急速に成長していく中で、一つの避けて通ることのでき

ない大きな課題に直面していた。それは、経営者の立場から見ると、企業組織が大きくなるに

つれ、組織自体が硬直化し、経営の状況が見えにくくなり、その結果、経営者が経営の舵取り

をしにくくなるという課題である。この課題を解決するために、京セラは、組織を事業展開に

合わせて小集団に分割し、各小集団が一つの経営主体のように自主的に事業展開ができるよう

にした。そうすると、各小集団があたかも1つの中小企業であるかのように、独立採算で自主

的に事業を展開する。京セラではこのような自主経営の小集団を「アメーバ」と呼ぶ（稲盛，

2006，2730頁）。

むろん、組織の分割は恣意的に行われるものではない。次の三つの条件を満たすようにアメー

バ組織を編成しなければならない。第一の条件は、アメーバが独立採算組織として成り立つた

めに、その収入と費用が明確に把握できることである。第二の条件は、アメーバがビジネスと

して完結する単位であることである。すなわち、リーダーがアメーバを経営するのに、創意工

夫をする余地があり、やりがいを持って事業ができることである。第三の条件は、会社全体の

目的、方針を遂行できるように組織を分割することである。組織を細分化することで、会社の

目的や方針の遂行が阻害されるようなことはあってはならない（稲盛，2006，102104頁）。

以上の条件に従い、小集団は製品別、工程別など、採算を見るうえで最適な単位に分かれてお

り、経営環境に応じて組織、人数などが変化し、さらに分割して自己増殖していく。これがア

メーバと呼ばれる所以である。

京セラのアメーバは、大きく二つの種類に分けることができる。一つは製品の生産活動に関

係するアメーバであり、製造アメーバと呼ばれる。もう一つは営業活動に関係するアメーバで

あり、営業アメーバと呼ばれる。

5.3 京セラの採算制度と業績評価

アメーバ経営は次の考え方に基づいて展開される。第一に、製品の価格は市場によって決ま

るものである。第二に、製造部門の役割はお客様を満足させるモノづくりを通して付加価値を
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生み出すことである。第三に、営業部門の役割は、お客様の満足度を高める販売活動を通して、

付加価値を創出することである。アメーバ経営の基本原則は、売上を最大に、経費と時間を最

小にすることである。この基本原則に従い、京セラでは、アメーバ経営の業績を評価するため、

「時間当たり採算制度」と呼ばれる管理会計手法が開発・適用されている。

京セラ管理会計のもっとも重要な概念は「時間当たり採算」という採算指標である。この時

間当たり採算は、次の計算式で算定される。

時間当たり採算＝各アメーバの利益÷総労働時間

さらに各アメーバの利益は、次のような公式により計算される。

【受注生産方式の場合】

［製造部門］ 製造アメーバ利益（差引売上）＝売上高－製造原価－営業口銭

営業口銭＝売上高×口銭率

［営業部門］ 営業アメーバ利益（差引収益）＝営業口銭－営業経費

［会社全体］ 全社利益（付加価値）＝売上高－製造原価－営業経費

＝製造アメーバ利益＋営業アメーバ利益

（注：製造原価は製造アメーバが活動に要した労務費以外のすべての費用。営業経費は営業

アメーバが活動に要した労務費以外のすべての費用。したがって、上記の利益は付加

価値を意味する）

受注生産方式の場合、当該製品の売上高は製造アメーバで計上され、営業アメーバは売上高

の一部を仲介手数料（営業口銭）として受け取る。経営管理部門は、製造アメーバと営業アメー

バと協議して口銭率を決める。ここでは、すべてのアメーバの利益を合計すると、全社利益と

等しくなる。

【在庫販売方式の場合】

［製造部門］ 製造アメーバ利益（差引売上）＝売上原価－製造原価

［営業部門］ 営業アメーバ利益（差引収益）＝売上高－売上原価－営業経費

［会社全体］ 全社利益（付加価値）＝売上高－製造原価－営業経費

＝製造アメーバ利益＋営業アメーバ利益

（注：製造原価は製造アメーバが活動に要した労務費以外のすべての費用。営業経費は営業

アメーバが活動に要した労務費以外のすべての費用。したがって、上記の利益は付加

価値を意味する）

在庫販売方式の場合、当該製品の売上高は営業アメーバで計上され、売上原価は営業アメー

バが社内売買価格で製品アメーバから購入した当該製品の仕入高である。この社内売買価格は、

市場価格をもとに営業アメーバと製造アメーバの間で決められる。ここでは、すべてのアメー

バの利益を合計すると、やはり全社利益と等しくなる。

労務費が製造原価や営業費用に含まれない理由は二つある。一つは、そもそも労務費が各ア
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メーバにとって管理不可能なコストであるからである。もう一つはもっと根本的な理由である。

京セラ哲学の考えによると、従業員の労働はコストの発生を引き起すものというより、付加価

値を生み出す源泉である。すなわち、こういった観点から、アメーバ経営は各アメーバの労務

費ではなく、総時間に着目し、時間当たり採算を尺度として、業績管理を行う。

以上の計算式からわかるように、受注生産方式にせよ、在庫販売方式にせよ、計算される製

造アメーバ利益や営業アメーバ利益は、通常の財務諸表にあるような利益ではなく、付加価値

である。したがって、時間当たり採算は、単位時間当たりでどれだけの付加価値を生み出した

かを示す指標である。時間当たり採算をアメーバ組織の業績評価の指標として活用したのは時

間当たり採算制度である。この時間当たり採算という指標を使えば、組織の規模や生産方式、

製品の特性などの影響を受けることなく、異なる生産部門間の経営状態を共通の尺度で評価す

ることが可能となる（卜，2013，177頁）。

アメーバ経営の採算管理におけるサイクルは、時間当たり採算表による月次単位の管理が中

心となっている。各アメーバは、毎月、会社全体および各事業部の方針と目標を反映した年度

計画（マスタープラン）に基づき、月次予定を組む。この月次予定は、各アメーバが当月どの

ように活動していくのかという意思を数字によって表したものである。予定を立てた後、アメー

バリーダーはメンバーに対して予定の内容を伝え、目標を周知徹底させる。そして、アメーバ

全員が目標を共有しながら、予定と実績との対比により日々の進捗状況を把握し、強い意志を

持って、予定達成を実現する。このようにPDCAサイクルを回すことによってアメーバ経営

は、組織の効率性が徹底的にチェックされると同時に、責任が明確になり、細部にわたる透明

性が確保されている（稲盛，2006，213223頁）。

5.4 アメーバ経営のメカニズム

経営システムは組織構造とマネジメント・コントロールからなる。経営システムの基盤は、

経営哲学である。以上の考察から分かるように、アメーバ経営システムは、アメーバ組織と京

セラ管理会計から構成されている。京セラ哲学はアメーバ経営システムの基盤となっている。

アメーバ経営は京セラの長年の経営実践の中で開発され、京セラの成長を支えてきた優れた

経営管理手法であるが、京セラという会社だけに適合したものではない。現在、京セラのグルー

プ企業だけでなく、数多くの企業が、アメーバ経営を導入し、業績を飛躍的に伸ばしている3）。

そういう意味では、アメーバ経営は、普遍性を持った有効かつ効率的な経営管理手法と言える。

アメーバ経営はどのようなメカニズムを通じて、有効かつ効果的に作用しているのか、ここで

は、経営哲学、アメーバ組織および時間当たり採算、それぞれの役割と作用メカニズムを明ら

かにする。

京セラ経営哲学の役割は、アメーバ経営という経営手法の有効性を保証するである。具体的

には、二つのメカニズムを通じて、アメーバ経営の有効性を保証している。一つは組織メンバー

経営研究 第68巻 第1号48



の目標を組織全体の目標と一致させるメカニズムである。いま一つは、メンバーひとりひとり

の仕事に対するやる気を引き出す動機づけメカニズムである。

目標一致とは、個人と小集団と組織全体の目標を同じ方向に向けさせることを指す。あらゆ

る組織にとって、組織の構成員と組織全体の目標を一致させることは難しい課題である。この

難題を解決するために、京セラは、経営哲学を定め、様々な工夫によりそれを全従業員に徹底

している。

京セラの経営哲学は、社是、経営理念、人生・経営・仕事の指針からなる。社是は「敬天愛

人」であり、「常に光明正大、謙虚な心で仕事にあたり、天を敬い人を愛し、仕事を愛し社会

を愛し、国を愛する心」とされている。経営理念は、「全従業員の物心両面の幸福を追求する

と同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」である。そして、「人間として何が正しい

か」を判断基準として、信頼・利他・チームワークをキーワードに、心をベースとして経営す

る。京セラでは正式な教育研修制度を通じて、この経営哲学の教育を全従業員に対して実施す

る。また、朝礼など様々な形で現場において経営哲学の教育・浸透を徹底する。

こうして京セラという会社が、ひとつの大家族であるかのような運命共同体となり、経営者

と従業員が家族のごとくお互いに理解し、協力し合い、労使一体となり、会社のために力を合

わせるようになる。結果として、普通の会社によく見られる労使の対立を氷解させ、高度な目

標一致を実現している。

また、経営者が、経営哲学を従業員に語り続け、会社の使命や目的を従業員と共有する。従

業員は自分の仕事の意義を十分に理解し、共同経営者として、責任感をもって、それぞれの職

場で自分の力を発揮する。このように、経営哲学は従業員ひとりひとりのやる気を引き出す動

機づけ作用を有している。

しかし、経営哲学が目標一致の達成や動機づけの効果をもたらすことができても、企業の業

績を上げるように従業員ひとりひとりの力を合わせることができなければ、絵に描いた餅にす

ぎない。この役割を果たすのは、アメーバ組織と時間当たり採算制度である。

一つのアメーバはビジネスとして完結する独立採算の小集団で、通常、数人か数十人からな

る。規模が小さいから、アメーバのメンバー同志は、みんなが仲間であるという連帯感が強く、

同じ目標に向けて協力していく気持ちが強い。また、独立採算なので、アメーバリーダーは、

メンバーと一緒に、知恵を出し合い、力を合わせながら、自主的に事業を展開する。

京セラの組織構造は、まず、ライン・スタッフ制組織として編成される。ライン部門である

製造部と営業部は利益センターとして位置づけられる「採算部門」である。スタッフ部門であ

る管理部や研究開発部はコストセンターとして位置づけられる「非採算部門」である。さらに、

製造アメーバと営業アメーバが、可能な限り、より小さな利益センターである下位アメーバに

細分化する。また、必要に応じて、逆にアメーバが統合されることもある。生産の前工程と後

工程のように仕事の流れで繋がっているアメーバ同士は社内売買契約によって結ばれる。すな
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わち、アメーバとアメーバとの関係は内部取引関係（社内売買）になる。仕事の流れに沿って、

ひとつひとつの内部取引をつなげると、一つの内部取引の連鎖（市場連鎖）が形成される。こ

の市場連鎖の役割は、企業外部の市場競争メカニズムや市場取引の関係を企業内部に直接取り

入れることである。それによって、市場のダイナミズムを、会社内部の隅々までダイレクトに

伝えられるだけでなく、会社全体が市場の変化にタイムリーに対応することができる。さらに、

社内売買を行うことは、品質や納期の管理においても、大きな効果を発揮する。

むろん、アメーバは独立採算単位である以上、業績管理をしっかり行わなければならない。

アメーバの業績管理に使われているのは、時間当たり採算制度である。そのなか、業績管理の

基本指標は時間当たり付加価値という指標である。前述の通り、時間当たり付加価値は経営活

動により作り出した付加価値を所要時間で割るという計算式で計算される。したがって、アメー

バ業績管理の原則は二つある。一つは分子である付加価値の最大化であり、もう一つは分母で

ある時間の最小化である。

付加価値とは企業が経営活動を通じて、一定の期間内に新たに作り出した価値であり、社員

給料、経営者報酬、株主配当、内部留保など、各利害関係者と企業の将来の発展のための配分

の原資である。付加価値の最大化は企業外部利害関係者だけではなく、内部関係者である経営

者も含む全体の従業員の利益に合致する。このように、付加価値最大化原則は京セラの経営哲

学を貫くものになっている。

付加価値の最大化は、収益を最大にするとともに、原価を最小にすることによって実現され

る。あらゆる経営活動を有効かつ効率的に行うことにより、お客さんにとって最高の商品やサー

ビスを、最低の原価で提供することができる。その結果、付加価値の最大化が実現される。

時間という要素を評価指標に取り入れることはアメーバ経営の重要な特徴である。時間当た

り付加価値という指標は、付加価値を作り出す速度を表すものであり、仕事の効率性を図る最

適な指標であるといえる。アメーバのメンバーにとって、自分の時給（時間当たり労務費）を

超える時間当たり付加価値を作り出さなければ、自分の仕事は会社の発展には貢献していない

ことは容易に理解できる。会社にとって、時間当たり付加価値を向上させ続けることは、経営

哲学を具現化する必要条件である。

アメーバ経営では、リーダーに権限を委譲し、自由に経営をやらせる一方、経営の結果に対

して全面的に責任を持つことが求められる。経営の結果を評価する尺度は上述した時間当たり

付加価値である。経営の結果（実績）は、予定や年間計画値と比較され、経営会議の場で徹底

的に追及される（三矢，2003，101102頁）。ただし、そこで問われるのは、結果だけではな

く、経営の中身である。リーダー自身も様々な経験を積み重ね、積極的に経営のノーハウを身

につけ、経営者として成長していく。もっともアメーバ経営が目指す目的の一つは経営者意識

を持つ人材を育成することである。

アメーバ経営の業績評価はもう一つ大きな特徴がある。それは時間当たり採算の結果と、ボー
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ナスなどの金銭報酬とは直接リンクさせないことである。例えば、あるアメーバが年間計画を

達成した場合に、そのアメーバに対して賞状と自社のボールペンを贈る程度である。すなわち、

時間当たり採算制度では、皆のために高い貢献をしたという精神的な名誉と仲間からの賞賛・

感謝が最高の報酬であるとされる。ここでも経営哲学の精神が見て取られる。

6 おわりに

本稿は、管理会計の生成と発展過程に対する考察を通じて、従来の管理会計の問題点を検討

し、現代の経営環境に適合する新しい管理会計システムとして、人本管理会計を提唱し、人本

管理会計理論の構築を試みた。そして、京セラのアメーバ経営への考察を通じて、アメーバ経

営は人本企業理論に基づいた経営管理の手法であり、アメーバ経営の中に内包されている京セ

ラ管理会計、つまり時間当たり採算制度は人本管理会計であることを明らかにした。

マネジメント・コントロール・システムとしての管理会計の役割は主に計画と意思決定、執

行と統制、業績評価、三つの側面から企業経営活動を支えることである。表3はこの三つの側

面から人本管理会計と従来の管理会計の相違を示したものである。

本稿の検討から、人本管理会計は、従来の管理会計より、21世紀の経営環境に適合してい

る優れたマネジメント・コントロール・システムであると結論づけることができよう。

近年、日本では、アメーバ経営の導入が製造業だけではなく、医療・介護などサービス業界

にも広がっている。また、日本国内だけではなく、中国でも、アメーバ経営を導入する企業が

増えている（森田，2014）4）。今後、より多くの事例研究を行い、人本管理会計の理論をさら

に検証しなければならない。これは今後の課題としたい。
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表3 人本管理会計と従来の管理会計の相違

出所）筆者作成。



注

1）伊藤嘉博（2007）は、ABC/ABM普及の阻害要因を、経営環境に関わる阻害要因と ABC/ABMに

内在する阻害要因とに分けて分析し、管理会計それ自体の有用性の再獲得はいまだ実現できていないと

指摘している。

2）一つの例として、桜井（2012）の 8頁を参照されたい。

3）アメーバ経営に関するコンサルティングを事業として展開している KCCSマネジメントコンサルティ

ング株式会社（KCMC）のホーム・ページの公開資料によると、2017年 3月現在、アメーバ経営がす

でに約 700社の企業に導入されている。その中で、最も有名なのはアメーバ経営の導入により見事な再

生を果たした日本航空株式会社（JAL）である。なお、JALの再生について詳しくは引頭（2013）、森

田（2014）を参照されたい。

4）中国企業におけるアメーバ経営の展開については卜（2016）を参照されたい。
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Towards a Theory of People-Oriented

Management Accounting

Zhiqiang Bu

Summary

This study attempts to construct a new management accounting theory that

seeks to replace conventional management accounting. First, the study examines

the problems with conventional management accounting and elucidates the

causes behind the “Relevance Lost” problem. Second, it discusses the corporate

theory on which the management accounting theory is based, and proposes a

people-oriented corporate theory. Based on the people-oriented corporate theory,

this study constructs a new management accounting theory known as people-

oriented management accounting. Furthermore, by considering the Ameba

Management System of Kyocera Corporation, this study clarifies that Ameba

Management is a management method based on the principle of the people-ori-

ented corporate theory, and the management accounting system that supports

Ameba Management is people-oriented management accounting. Finally, the

study presents some topics for future research.
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