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研究成果の概要（和文）：本研究では、企業会計研究において規範的なアプローチと実証的なアプローチを「取引コス
ト」概念を用いて接合する方法を検討し、経営者の機会主義的な行動（情報上の優位を自らの利益のために利用しよう
とする行動）を研究対象とすることでその接合を実現できることを明らかにした。規範的に企業会計の内容と経営者行
動との因果関係をモデル化し、そのモデルの成立を実証的に立証することになる。その研究成果は企業会計の将来像を
検討するうえでも大きな役割を果たし得る。

研究成果の概要（英文）：In this research, we consider the methodology to combine normative and empirical 
approach in one accounting study by using “transaction costs” as a core concept, and make clear that 
the combination could be accomplished by studying opportunistic behavior of management. The researches 
would model normatively the causal relationship between some factor of accounting and management 
behavior, and prove empirically the establishment of the model. The results of such researches could 
contribute to examining the future of accounting.

研究分野： 会計学

キーワード： 会計学　財務会計　方法論
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１．研究開始当初の背景 
(1) 会計学研究においては、規範的な研究と
実証的な研究という 2つのアプローチがある。
規範的な研究においては、前提から結論に至
る論理的一貫性を重視して、「あるべき会計」
の内容が論じられてきた。一方、実証的な研
究では、資本市場や企業行動に関する現実の
データを出発点として、企業会計の実像が記
述されてきた。 
 
(2) 現実の企業会計の内容を説明し、今後の
企業会計の方向性を論じようとするとき、規
範的なアプローチと実証的なアプローチに
はそれぞれ一長一短がある。規範的なアプロ
ーチを採用すれば何らかの目的に合致した
望ましい企業会計の仕組みを設計すること
ができるが、結論が現実の企業会計とは大き
く異なるものになる可能性がある。一方、実
証的なアプローチを採れば、結論が現実の企
業会計と乖離する可能性は小さいが、その現
実の企業会計の仕組みが望ましいものであ
るか否かの評価を行うことが難しい。 
 
(3) 会計学研究により現実の企業会計の発展
に貢献しようとすれば、現実の企業会計の仕
組みを的確に把握するとともに、その内容を
適切に評価しなければならない。そのために
は、規範的なアプローチと実証的なアプロー
チの双方の長所を併せ持った研究手法が必
要になる。しかしながら、これまでは規範的
な研究と実証的な研究との連携は十分では
なかった。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究では、企業会計に関する同一の研
究課題に対して規範的なアプローチと実証
的なアプローチの双方を用いた研究を実施
するための条件や手法を明らかにする。 
 
(2) 規範的なアプローチと実証的なアプロー
チの接合を図るとしても、両者を連携させる
うえでの核となる概念が必要となる。そこで
本研究では Williamson が提示した「取引コ
スト」概念に着目する。「取引コスト」概念
は、「限定された合理性」という前提に基づ
く規範的な議論で用いられる概念であると
ともに、具体的なデータから経済における
「取引コスト」を計測しようとする実証的な
研究の対象でもある。それゆえ、「取引コス
ト」概念を核とした検討を行うことで、規範
的なアプローチと実証的なアプローチを併
用する研究手法を検討することができる。 
 
(3) 本研究の目標は、規範的なアプローチと
実証的なアプローチを併用した研究をデザ
インするとともに、その研究が現実の企業会
計制度の構築・整備に向けた提言を会計学研
究の立場から行ううえで有益である点を示
すことである。 
 

 
３．研究の方法 
(1) 本研究は、主として規範的なアプローチ
で企業会計制度に関する研究を行ってきた
研究者（研究代表者）と、主として実証的な
アプローチの研究を行ってきた研究者（研究
分担者）との共同研究として実施する。それ
ぞれが、自らが採用してきたアプローチをも
う一つのアプローチと接合する具体的な方
法を検討する。 
 
(2) 研究代表者が行う規範的なアプローチを
実証的なアプローチと接合することを目的
とした研究では、企業会計における理念的な
研究で「取引コスト」概念が果たし得る役割
を検討し、「取引コスト」を核とした企業会
計研究でターゲットとなる研究対象を明ら
かにする。 
 
(3) 研究分担者が行う実証的なアプローチを
規範的なアプローチと接合することを目的
とした研究では、これまで採用されてきた実
証的な研究手法を「取引コスト」の計測とい
う観点から再検討する。そのうえで「取引コ
スト」を現実に計測し得る企業会計上の研究
対象を明らかにする。また、「取引コスト」
を実証的に計測する研究を試行する。 
 
(4) 研究代表者と研究分担者がそれぞれに検
討した結果を相互に突き合わせることによ
って、規範的なアプローチと実証的なアプロ
ーチを併用した研究が取り上げるべき研究
対象を具体化し、その研究手法が果たし得る
役割を明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1) 本研究を通じて、規範的なアプローチと
実証的なアプローチを接合した企業会計研
究を行ううえでは、企業会計上の変化に伴う
経営者の行動変化を具体的な研究対象とす
べきであることが明らかになった。 
 
(2) 「取引コスト」概念との関わりを考えた
とき、規範的なアプローチによる企業会計に
関する研究では、会計基準設定の論拠として
の外部性に関する研究に注目する必要があ
る。それらの研究では、企業会計に対する規
制としての会計基準は、財務報告における外
部性を内部化するための手段であるとされ
ていた。財務報告に外部性があることから生
じる資源の滅失は「取引コスト」であると考
えることができる。したがって、財務報告に
おける外部性を内部化するための会計をテ
ーマとする規範的な研究は、明示的に「取引
コスト」概念を用いていないとしても、実質
的には「取引コスト」の節減を目的とした研
究であると位置づけられる。 
 
(3) 財務報告における外部性の内部化を図る
場合、ポイントとなるのは経営者の行動であ



る。財務報告における外部性に関する先行研
究のサーベイ調査を通じて、財務報告におけ
る外部性は、経営者の行動自体が財務報告に
よる情報提供からの影響を受けることによ
って生じると考えられてきたことを明らか
にすることができた。そしてそれらの研究で
は、経営者が機会主義的に行動するとき、財
務報告における外部性としての「取引コス
ト」は大きくなるとされてきた。具体的には、
投資家が経営者に対して情報提供を個別に
求めるうえでの交渉コストが大きくなる場
合や、経営者が自らの情報上の優位を最大限
に活用するために情報開示に消極的になる
とき、会計基準を設けて経営者に情報提供を
強制することが「取引コスト」の節減となり、
資本市場の効率性を高めると考えられてき
た。 
 
(4) 近年における企業会計の国際化も、規範
的な研究においては、グローバルな資本市場
における外部性への対応であると位置づけ
られている。ただし国際化の論拠とされてい
るのは、「ネットワーク外部性」の存在であ
る。そして「ネットワーク外部性」を論拠と
する会計基準の国際化では、会計基準の内容
が統一的であること自体が重要となり、会計
基準の内容が望ましいものであることは保
証されないことを明らかにすることができ
た。この場合も、経営者が機会主義的な行動
をとるのであれば、情報の利用者である投資
家の立場からは望ましいとは言えない会計
基準がグローバル・スタンダードとなる可能
性があることが指摘できる。 
 
(5) 経営者の機会主義的な行動とは、企業情
報の非対称性を経営者が自らの利益のため
に利用しようとする行動である。財務報告に
おけるモラル・ハザードの問題や逆選択の問
題も、経営者による機会主義的な行動の問題
に統合することができる。したがって、「取
引コスト」概念を核とした規範的企業会計研
究は、経営者の機会主義的行動に対応するた
めの企業会計制度に関する研究が中心にな
る。 
 
(6) 規範的なアプローチによる企業会計研究
では、「あるべき会計」の姿を明らかにする
ことが研究目的になる。「取引コスト」を核
とする研究では、「取引コスト」の節減を実
現できる企業会計の内容が検討されること
になるが、「取引コスト」が生じる原因は経
営者の機会主義的な行動である。したがって
検討されるべき「あるべき会計」は、経営者
による機会主義的な行動を抑制することが
できる会計であるとの結論が得られた。 
 
(7) 実証的なアプローチによる企業会計研究
に関しては、「取引コスト」の計測方法につ
いての検討を行った。先行研究においては、
資本市場におけるビット・アスク・スプレッ

ドを「取引コスト」の代理変数として測定す
る方法や、公的組織による資金調達において
企業会計を採用している組織と採用してい
ない組織を比較する方法等が採られてきた。
しかしながら、「取引コスト」が生じている
ことを示す傍証は得られても、企業会計の個
別的な内容と「取引コスト」とを結びつける
ことができるエビデンスは得られていない。 
 
(8) 資本市場における「取引コスト」を計測
しようとすれば、市場参加者による資源の費
消状況を把握しなければならない。資本市場
における資金の動きは取引量等のデータに
よって把握することができるが、費消される
経済的資源は多岐にわたり、それらの費消を
網羅的に計測することは困難であると結論
づけざるを得ない。 
 
(9) 「取引コスト」を直接的に計測すること
が困難であるとしても、「取引コスト」を生
じさせる経営者の機会主義的な行動を現実
のデータから把握することは可能である。 
 
(10) 本研究の一環として上場企業の最高財
務・経理責任者を対象として実施したアンケ
ート調査（回答数：341）の結果からも、事
前に公表した業績予想を達成するうえで企
業価値を損ねる行動を採ることを肯定する
傾向が存在することを読み取ることができ
た。（下図参照） 
 

業績予想達成のための認められる犠牲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) これまでの実証的な企業会計研究では、
主として、株価データを被説明変数として投
資家の行動が明らかにされてきた。それに対
して「取引コスト」を核として実証的なアプ
ローチによる研究を行うのであれば、株価デ
ータを被説明変数とするのではなく、企業行
動の変化を被説明変数とすることで経営者
の現実の行動を洗い出すことが研究の目的
になると考えられる。 
 
(12) 「取引コスト」概念を核として規範的な
アプローチによる研究と実証的なアプロー
チによる研究の接合を図るならば、経営者の
行動変化を対象とした研究を実施すること
になる。規範的アプローチによる研究では、
企業会計の内容変化と経営者の行動変化の
パターンをモデル化し、企業会計と経営者の
行動との因果関係を明確する研究を行う。実



証的なアプローチによる研究では、企業会計
の内容に関わる経営者の行動変化が現実に
生じていることを立証し、規範的な研究から
得られたモデルに裏付けを与える。このよう
な研究の成果として得られる企業会計と経
営者行動との関連を示すモデルは、現実の企
業会計の内容を適切に評価するための議論
における基盤になり得る。 
 
(13) 規範的なアプローチと実証的なアプロ
ーチの双方を用いた研究から得られる企業
会計と経営者行動との関連を示すモデルは、
経営者による機会主義的な行動を抑制する
うえで望ましい企業会計の内容を検討し、企
業会計の将来に向けた方向性を論じるうえ
でも有意義な役割を果たすことが期待でき
る。 
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