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研究課題名:欧米における組織間管理会計に関する研究

研究期間:2016年9月1日~2018年3月31日

在外盲方問先: university ofMelbourne, Faculty ofBusiness and Economics, Department

OfAccountin牙(2016年9月1日~2017年3 児 31日)

Vrije universite北Amsterdam, scho010fBusiness and Economics,

DepartmentofAccountin牙(2017年4月1日~2018年3月31日)

在外研究成果の概要

本研究の目的は、組織間管理会計における世界の学林珀勺潮流および企業実践について把

握することであった。具体的には、欧米で近年大きな進展がみられる組織間管理会計に関

する研究蓄積について文献を基礎として整理すること、オーストラリアおよびオランダに

おいて、世界をりードする管理会計領域の研究者と議論することを通じて、組織間管理会

計に関する最新のトピックスについて情報収集を行うこと、ヨーロッパにおける組織間管

理会計の実態について調査を実施することを計画した。

以下では、 universityofMelbourne (オーストラリア)ならびに Vrije univerS北eit (オ

ランダ)滞在時における研究活動とその成果について記述する。

UniversityofMelbourne における在外研究

UniversityofMelbourne においては、会計領域で評価の高い国際学術雑誌に多くの論文

を掲載してきたAnneM.L辺iS教授が受け入れ教員であった。 L辺iS教授とは面識はあった

ものの、 Melbourne を訪れるのは初めてであり、新たな研究ネットワークの構築から着手

する必要があった。

Visitor として籍を置いた DepartmentofAccountin宮には、他にも、管理会副市則或で数

多くの業1貢を出してし、る、 MargaretAbernethy教1受、 Naomisoderstrom 教授、 Jennifer

Gra丘on准教授といった世界をりードする研究者が在籍していた。さらに、 Department

Accountin牙が主イ崔する MelbourneAccountin牙Researchseminar(八仏RS)は、会言十領域に

おいて世界をりードする研究者を招聰し、彼らのワーキングペーパーについて発表がなさ

れた。一流の研究者に囲まれた恵まれた環境において、毎日緊張感を持ちつつ、自身の研

究を進め、そのアイデアについて意見交換をすることができた。この他にも、メルボルン

に同じく存在する、 Monashuniversity の DepartmentofAccountin牙が主催する管理会計

領域の研究シンポジウムであるMONFOR入仏にも参加した。

こうした研究者との意見交換が反映された成果のーつとして、 HenriDek1鵜r教授(vrije

商学部准教授

河合隆治
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UniversiteitAmsterdam)と坂口順也教授(名古屋大学)との共同研究で進めてきた、

"contractin牙 abroad:Acomparative analysis ofcontract desi宮n in host and home

Countryoutsourcingrelations"が挙げられる。この論文は、管理会計領域の有力な国際学

術雑誌のーつである UanagementAccounた力g究eseaルh誌に受理された。概要は以下のと

おりである。

国境を越えたビジネス関係は、国内におけるビジネス関係よりも協同活動を管理するに

あたって情報の非文仟尓陛や複雑性が増すために、重大なりスクが伴うことがよくある。し

かし、国境を越えたビジネス関係に関する契約設計についてはほとんど知られていない。

そこで私たちは、国境を越えた共同活動の特徴がよくあらわれる形態、すなわち、進出国

における戦略的アウトソーシングについて検討し、国内における同様の戦略的アウトソー

シングにおける契約上の選択と対比する。私たちは、オランダにおいて活動し、アウトソ

ーシングを行っている日本企業の子会社、ならびに、日本においてアウトソーシングを行

つている日本企業から質問票データを回収した。本論文の結果では、進出国におけるアウ

トソーシング契約と国内におけるアウトソーシング契約に関する複雑性の程度は変わらな

かった。しかし、私たちが仮説で設定したとおり、進出国における契約は、国内における

契約に比べ、契約期間が短く、契約更新に関する事項が多く記述され、契約にかかるニス

トが比較的高かった。

また、 university of入lelbourne t帯イ{E中1こ、 1爰飽芯司一る" The interfirm contractin曾 Value of

management accountin套information"とし、うワーキングハミーノくーを Dekker 教11受とU泛口孝女

授とともに書き進め、 2016年11月に行われた DepartmentofAccountin牙に設置されてい

る ManagementAccountingBrownBa牙Seminar で発表し、多くの重要なコメントを得る

ことができた。加えて、この論文を2017年1月にプエルトリコで開催されたAmerican

AccountingAssociation(アメリカ会言十学会)のManagementAccountin曾MidyearMeetin曾

や、 zen套Wei講師によって招聰された AustralianNationaluniversity (オーストラリア)

のResearchscho010fAccountingが主催する研究セミナーにおいても発表を行った。

研究課題とは少し外れるが、 univerS北yofMelbourne では、さらに、インターネットや

動画教材を用いた世界最先端の教育方法を用いた講義である Strate部Cperformance

Management を見学することができた。 strate曾ic performance Mana牙ement では、受1篝

生はNlgorSという仮想企業に対する提言を行うコンサルタントの立場から、 Ki1牙orS内の

経営陣や業務担当者が発するメッセージの動画を参照しながら、 Ki1今0玲における資本予算

の意思決定やBalancedscorecardと呼ばれる業績管理システムに組み込む業績指標につい

て検討を行う。この講義は、本学で過年度担当した「戦略管理会計」の講義内容と類似す

るために、コーディネーターである NbieBrookS准教授から内容にっいての詳細を聞くと

ともに、この教育方法に関する共同研究を進めていくこととなり、継続的に議論を進めて

2



いる状況にある。

Vrije universite北Amsterdaln における在外研究

VrijeuniversiteitAmsterdamでは、以前より共同研究を進めている Dekker教授が受け

入れ教員であったために、ある程度研究プロジェクトが固まっていた。 vrijeuniversiteit

Amsterdamにおいては、主に3つの研究プロジェクトに着手した。

賃与一'1こ、月1」飽昔した"The inter丘rm contractin牙 Value ofmanagement accountin今

information"に関する研究プロジェクトである。 universityofMelbourne滞在時におけ

る研究セミナーや学会での発表のコメントに加え、2017年5月にスペインにて開催された

EuropeanAccountingAssociation (ヨーロッパ会計学会)の AnnualcongresS や 2017年

7月にソウノレにて開催されたAsia・paciflcManagementAccountin宮Symposium(A八仏RS)、

SamyEssa講師(当時)によって招聰された Universityof1加ente (オランダ)の

DepartmentofFinanceandAccountin曾の主催する研究セミナーにおける発表、

UniversityofExeter (イギリス)における JohnBurnS 教授と StephenJ0ⅡandS 講師との

議i兪を踏まえて、 1兪文を推敲した結果、 AmericanAccountingAssociation の発1丁する

ゾ0磁力alofluanagementAccoun力力g究esea1でh誌に 2018年1月に受理された。本言兪文の

概要は以下のとおりである。

私たちは、企業の管理会i十情報がどのように企業間契約の設計に影響を与えるかにっい

て検討する。私たちは、全般的な会言十情報によって、(契約問題の包1舌陛や契約条項の詳細

性で測定される)より完備的な契約を、企業がサプライヤーと結ぶことができるという推

論を立てた。サプライヤー関係の管理についての日本の製造業企業に関する質問票データ

は、全般的な管理会計恬報が、より包括的かつ詳細な契約を開発することを可能にすると

いう予測を支持した。またこれらの契約は、取引パートナー間による非公式な合意を追加

的に必要とはしない。これらの結果は、よりよい会計情報がより完備的な契約を可能にす

るという考え方と一致する。

第二に、企業を取り巻く環境の不確実性がりスクマネジメント、および、業績管理シス

テムに与える影響に関するプロジェクトである。具体的には、 vrijeuniversiteit

Amsterdam 1帯在中1こ、 Dekker 教授、坂口教授、 Eelke wiersma 准教授(vrije universiteit

Amsterdam)とともに、分析フレームワークの設定、データ収集および分析を行い、初期

のワーキングペーノξ一である"A11roadsleadsto Rome? ontheoverlap and differences

between risk management and managementcontr01"を彰{窒在した。オ丈言兪文{こつし、ては、

Vrije universiteit の departmentofAccountin曾が主イ崔する ARCAセミナー、 paola van

Veen・DirkS 諺で授(こよって招聰された Rijks universiteit Gronin套en (オランタ)の

Accountin今DeP鯉tmentの主催する研究セミナーにおいて発表した。在外研究終了後の

3



2018年5月にも EuropeanAccountin牙Association のAnnualcongresS にて発表しており、

現在も国際学術雑誌における受理を目指して論文の推敲を重ねている。

第三に、ヨーロッパにおける企業実践に関する調査プロジェクトである。 vrije

UniversiteitAmsterdam滞在中、ヨーロッパを統括する日系子会社に対するインタビュー

調査を重ねた。具体的には、オランダに存在する日系子会社の管理会計担当者、および、

イギリスに存在する日系子会社の上級管理者に対するインタビューを行い、現在テープ起

こしを行っている。これらの調査結果は、わが国の学術雑誌に投稿する予定である。

以上が在外研究成果の概要である。当初は、長期的な観点から、世界の学豺狛勺潮流およ

び企業実践について把握することを主目的としていたが、それにとどまらず、管理会計領

j或1こおし、て有力な国際学材サ判t誌であるノWa刀ageme刀tAccounh力g究esearch誌やゾ'OU1力alof

UanagementACω如t血gπeseaルh誌に論文を掲載するなど、積極的に世界に対して組織

間管理会ヨ十に関する研究成果を発信することができた。さらに、 unNersityofMelbourne

ならびにVrijeuniversite北Amsterdam を中心とした研究ネットワークの拡げることや、

新たな共同研究プロジェクトを開発することができたことにより、将来の研究基盤を構築

することができた。
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