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1 はじめに

「予算は，伝統的にほとんどの組織において管理メカニズムの中心的支柱をなしてきた」（Otley
1999:370）。したがって，「予算は，管理会計学において最も幅広く研究されてきたテーマの一つ

である」（Covalskietal.2003:3;LuftandShields2003）。
これに対し近年，北欧の実務家を中心として提唱された「脱予算経営論（BeyondBudgeting）」

において，予算管理の実践が組織の事業環境の変化に対応するプロセスを阻害する可能性が指摘

されている。脱予算経営論者によれば，「変化の激しい時代に，予算管理プロセスは対応に四苦八

苦してきた。……12カ月から18カ月も前に合意された固定計画と資源配分に固執することによ

り，革新は抑え込まれてきた」（HopeandFraser2003:8）とされる。ところが，後述するように，

脱予算経営論は，批判の対象となっている予算管理がかなり極端なケースを前提としており，こ

の点が現実とかい離しているとして，数々の研究者から批判を受けている（例えばLibbyand
Lindsay2010）。その一方では，近年では，予算制度を廃止するべきではないとの立場をとりつつ

も，脱予算経営論の思考を取り込みながら実務に合わせて予算管理のやり方を工夫することも推

奨されている（例えば清水 2009）。
このように脱予算経営論の提唱を契機として，経験的研究に基づくそれへの問題提起，そして

脱予算論の思考を取り入れた予算管理論の提唱が行われるようになってきた。これらの研究はす

べて予算管理における資源配分のメカニズムを一つの考察対象としている点において共通してい

る。このように同じテーマを扱う研究でありながら，なぜこのように提唱されるアプローチが多

様になるのであろうか。

この状況を受け，本稿では，これら3つのアプローチのそれぞれについて文献をレビューし，

各学説がどのような前提のもとにどのような資源配分メカニズムを論じてきたのかについて整

理・比較する。この点について明らかにしておくことは，今後の予算管理研究，特に事業環境の
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不確実性との関係における予算管理の位置づけについての研究を発展させるうえで重要であると

考えられる。

本稿の構成は以下のとおりである。次節では，予算管理における資源配分のメカニズムを分析

するための3つの視角を提示する。3～5節では，脱予算経営論（アプローチⅠ），経験的研究に

基づくそれへの問題提起（アプローチⅡ），そして脱予算論の思考を取り入れた予算管理論（アプ

ローチⅢ）の3つのアプローチのそれぞれについて学説をレビューし，そこで提示された資源配

分のメカニズムを整理する。6節では，これらの見解を整理・比較したうえで，3つの議論の前提

の共通点と相違点を明らかにする。これを受けて，7節では今後の研究展望について論じる。

2 本稿の分析視角

「予算は，定量的に－通常は貨幣的に－表現された計画であり，特定の期間－通常は1年間－

に対して設定される」（AnthonyandWelsch1974:322）。予算は多くの場合，その1年の予算期間

において月単位ないし四半期単位での収益および費用などの項目について設定される。その中で

も特に中心を占める業務予算（operatingbudget）1は，責任センターごとに設定され，部門間の活

動の調整や管理者の動機づけおよび業績評価に用いられる（Anthony1989）。
一方で，この計画としての予算を執行するうえでは不確実性が存在する。そのため，期中には

事業環境が期首の計画設定時に想定されていた状態とは異なるものになることが少なくない。し

たがって，時には組織目標の達成に向けて資源の再配分が行われる必要が生じる。本節では，こ

の資源再配分プロセスに大きく影響を及ぼすと考えられる要因を先行研究にしたがって3点取り

あげる。

第一に，資源再配分の頻度の問題である。予算管理においては，この事業環境の不確実性に対

応するため，期中に予算の見直しが行われる場合があるが，これは一つの資源の再配分プロセス

として理解することができる。予算の見直しを通じた組織内の資源の再配分は，不確実性に対応

するために計画の設定頻度を向上させるプロセス（Chapman1997）として理解することができる。

予算見直しにおけるこのメカニズムは，脱予算経営論が提唱される以前に発表された，Simons
（1987）が行ったJohnson&Johnson社のケース・スタディにおいて示されている。このケース・

スタディでは，事業環境の不確実性に対応するための予算管理の「相互作用的（interactive）」利

用のメカニズムが示されている。同社では，この不確実性に対応するため，長期経営計画が毎年

見直されると同時に，年度予算とそれに伴う行動計画も期中に3回見直されていた。これらのプ

ロセスは，本社のトップ・マネジメントと事業子会社の管理者が参加する経営会議での議論＝

「相互作用」を通じて実施されていた。

一方，第二に，管理者の参加の程度も，資源再配分プロセスに大きく影響すると考えられる。

不確実性が一定レベルを超えて高くなると，計画の修正頻度を高めることだけで対応することに

は限界がある。不確実性が高まると，正確な計画を立てることが難しくなってくる。そのために

は，そのプロセスにより組織の下位の構成員を参加させることによってより適切な対応を行うこ

とが必要になる（Johnson1992;Otley1994）。この点を踏まえれば，予算見直しの頻度のみならず，

その見直しプロセスへの参加度合いによっても，予算管理における資源再配分プロセスはその正

1 本稿で以下，「予算」という場合は，責任センターごとに設定される業務予算を指すものとする。
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確性という点において影響を受ける可能性がある。

とはいえ，こうした資源再配分プロセスを円滑に進めるうえでは，管理者をどのようにして動

機づけるかという問題もある。予算差異によって管理者の評価がなされることを前提とするなら

ば，予算の見直しは，その予算差異分析の基礎を崩すことにつながる可能性もある（Anthony1989:
93）。したがって，管理者の業績評価がいかなる方法によって行われるかという点も，予算見直し

を通じた資源再配分プロセスが円滑に行われるかどうかに影響を及ぼす可能性がある。

以上のように，予算管理における資源再配分のメカニズムに対する影響要因として，少なくと

も①資源配分の変更頻度，②資源配分の変更における管理者の参加の程度，③予算と業績評価の

リンクのあり方，の3点を考えることができる。したがって次節以降では，アプローチⅠ～Ⅲの

論者によって提唱されてきた資源配分メカニズムについて，この3つの視点から分析・整理を行

うこととしたい。

3 アプローチⅠ：脱予算経営論

 北欧の実務家らによる脱予算経営論の提唱

前述のように，予算は管理会計学において主要な研究領域の一つとされてきたが，「20世紀に

展開されてきた予算管理研究は，……予算管理……の枠組みを維持しつつ，より良いものへと改

良しようとする研究努力である」（小菅 2004:67）。例えば近年では，予算プロセスの改善を図る

アプローチとして，アメリカCAM-I（ConsortiumforAdvancedManufacturing-International）を中心

として提唱された考え方を挙げることができる。具体的には，予算が現業プロセスからかい離し

て設定されている実態の改善に向け，予算編成の中で現業レベルの階層での行動計画の作りこみ

とその予算数値との結びつきを強調するものである（Hansenetal.2003）。
これに対し，20世紀終盤に入ると，実務家を中心として，予算制度の改善を模索する研究だけ

でなく，予算制度自体の存在を否定的にとらえた研究がなされるようになってきた（Hansenetal.
2003）。その代表的研究として，予算の廃止を主唱する研究がヨーロッパCAM-Iを中心として行

われた。これは，事業環境の変化が速くかつその不確実性が高い場合に，予算と報酬をリンクさ

せることを問題視する考え方を礎としていた。Bunceetal.（1995）では，実務家と研究者で構成

されるCAM-IのAMS（advancedmanagementsystems）プログラムで打ち出された予算管理への批

判的見解が展開されている。

Bunceらによれば，「最も伝統的な型の予算は，古い経営管理哲学の典型である。それが関係す

るのは，組織階層に基づいてトップダウン式に行われる財務業績の計画設定であり，現業におけ

る費用の統制を意図したものである」（ibid.:255）。
このBunceらの議論は，さらにHopeとFraser（2000，2003）によって具体的に展開されること

となる。彼らの批判する伝統的な予算管理においては，期首の予算編成時において向こう1年の

目標値と資源配分が決定され，その目標値の達成度が管理者の報酬にリンクされる「固定業績契

約（fixedperformancecontract）」が採用されている。HopeとFraserは，このような伝統的予算管

理は，組織が戦略目標の達成に向けて事業環境の変化に柔軟に対応するうえで足枷となるものと

して捉えていた。そのうえで彼らは，経営環境の変化に対する柔軟な対応行動を促すためには，

予算制度を廃し，予算管理の代替的な経営管理として「脱予算経営」を実践すべきであるとの主

張を行った。彼らによれば，「脱予算経営」は以下のように定義される。
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脱予算経営は，相対的目標値と報酬，継続的な計画設定，需要管理に応じた資源配分，動態的で部門横断的

な調整，様々な段階の多くを支援する，予算の代替的プロセスである。（ibid:xix）。

ここで彼らが言う「相対的目標値」とは，予算目標のように期首に年次計画とあわせて設定さ

れる目標ではなく，事業部の事業の業界におけるシェアなどのように，前年度実績や競合他社実

績との相対的比較を前提として設定されるものである。HopeとFraserは，予算目標と報酬をリン

クさせるのではなく，こうした目標値を事後に相対的に評価し，これを報酬にリンクさせる「相

対的改善契約（relativeimprovementcontracts）」の実践を提唱した。彼らによれば，脱予算経営の

もとでは，管理者はこの目標の達成に向け，ローリング予測などの方法により事業環境の状況を

継続的にモニタリングし，必要に応じて計画を修正する。そして必要になった資源については，

簡素な手続きによって請求することができる。

この脱予算経営論は，実務家（Bogsnes2008）だけでなく研究者の関心をも集めた。Østergren
andStensaker（2011）は，脱予算経営を実践するノルウェー企業のケース・スタディを行い，脱

予算経営の導入により経営者と管理者の関係性に変化が見られたことを論じている。この事例で

は，部門目標の設定とその達成のための資源配分の決定が別のプロセスで行われることによっ

て，資源配分の変更の柔軟化が企図された。この目的のもと，同ケースでは目標設定の集権化が

進められ，部門目標が戦略目標に基づいて組織の上層部で策定されるようになった。一方，目標

の達成方法に関する意思決定については，管理者へと大幅な権限委譲がなされた。その結果，「目

標設定の集権化が増したという点では権限が組織の上層へと移された。このように資源配分を目

標や期首の計画の設定から切り離したことで動態的な資源配分が可能になったとされる。

脱予算経営の導入を通じて，前述のように管理者の目標達成に向けた行動の裁量が拡大される

と，組織構成員の行動や考え方にも影響が及ぶ。BourmistrovandKaarbøe（2013）が行った2社の

ケース・スタディでは，裁量が拡大されたことで，「従業員は議論や討議や学習プロセスに以前に

もまして関与するようになったため，エンパワメントの向上を実感した」（ibid.:207）。そしてこ

れに伴い，従業員の心理状態は安定や既知の行動を繰り返すことに満足する「快適領域（comfort
zone）」（Kahn1990;White2009）から，前向きに新たに様々な行動を試みようとする「伸長領域

（stretchzone）」（White2009）へと変化したとされる。

 期中の資源配分の柔軟性を志向する脱予算経営論

以上のように，脱予算経営論においては，期中の資源配分をより機敏にすることによって，事

業環境の変化に対応した経営戦略の実行を円滑化することが志向されている。その特徴を要約す

れば，表1のようになる。
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脱予算経営論で批判されている伝統的予算制度においては，前述のように，かなりトップダウ

ンの硬直的なケースが想定されている（Bunceetal.1995;HopeandFraser2000,2003）。具体的に

は表1のように，トップ・マネジメントが主体となって予算が編成され，その予算に即したKPI
（予算目標）が管理者の報酬に結びつけられている。また，一度期首に設定された予算は期中に

変更されることがない。また，事業環境の変化に対応して期中に資源配分の変更が行われること

はない。

一方で，脱予算経営論では，予算が廃される一方，各部門の資源配分が事前に厳密に決められ

ることはない。目標値は資源配分とは別のプロセスで設定され，事後的に相対的な評価に利用さ

れる。その一方で，目標達成のための資源配分の決定については管理者に大幅に権限委譲される。

期中には管理者がローリング予測などの方法によって事業環境の動きをチェックし，これを通じ

て，部門の目標の達成に向けた方策が部門内で検討され（ØstergrenandStensaker2011），そこで

必要と判断された資源が部門に配分される。これにより管理者はエンパワメントの向上を実感す

ることがある（BourmistrovandKaarbøe2013）。また，予算が廃されているので，業績評価は予算

目標ではなく，各種のKPIの実績値を前年度実績や他企業と比較することによって相対的に行わ

れ，これが報酬とリンクされている。

4 アプローチⅡ：予算管理の実態に関する経験的研究による問題提起

 予算管理実践の経験的研究に基づく脱予算経営論への問題提起

一方，前述の脱予算経営論に関しては，多くの批判が存在する。その多くは，予算管理実務の

実態が脱予算経営論で言われているものとは異なるという指摘である。

「BeyondBudgeting論で批判されているのは，予算管理システムの……運用方法である」（伊藤

2006:93）。したがって，「予算の基本的な機能に内在する矛盾を指摘しこれを批判するものでは

ない」（福田2010:110）。例えば，日本企業では相互作用型（Simons1995）の利用に重点を置い

た予算管理が行われている（岸田 2011）。予算差異分析において経営者と管理者の間で徹底的な

議論が行われれば，経営者は事前に予測していなかった環境変化を察知することが可能である

（岸田2012）。
また，小菅（2003）は脱予算経営論においても言及されているローリング予測に着目し，「予測

表1 脱予算経営論における伝統的な予算と脱予算経営における期中の資源配分メカニズム

脱予算経営伝統的予算制度

必要に応じて変更
・部門目標と資源配分の決定プロセスの切り分
け（HopeandFraser2000,2003;Østergrenand
Stensaker2011）

予算期間にわたり固定
（HopeandFraser2000,
2003）

資源配分の変更頻
度

多くの部分を管理者に分権化
・エンパワメント向上の実感（Bourmistrovand
Kaarbøe2013）

トップ・マネジメントが
中心となった決定
（Bunceetal.1995）

資源配分の変更に
おける管理者の参
加の程度

各種KPIの相対的評価（HopeandFraser2000,
2003）

固定された予算目標
（HopeandFraser2000,
2003）

予算と業績評価の
リンク
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の精度を向上する有効な手立てがあれば，彼ら（脱予算経営の提唱者；引用者）が指摘する問題

は解消するはずである」（小菅 2003:19）という指摘を行っている。実際，EkholmandWallin（2000）
がフィンランドの企業650社に対して行った質問票調査 2によれば，脱予算経営論において評価

されていたローリング予測の有用性については，肯定意見が多く示された。

その一方で，フィンランド企業の85.7％は予算制度を廃止する予定はない（ibid.）。しかも，伝

統的予算管理は，環境の不確実性が高まったとしても，排除されるとは限らない。EkholmとWallin
（2011）がスウェーデンの企業に対して行った質問票調査では，伝統的な「固定予算（fixedbudget）」
と定期的に変更可能な「柔軟予算（flexiblebudgeting）」3は共存が可能であることを示唆する結果

が得られた。調査によれば，環境の不確実性が高まると固定年次予算の有用性は低く見られるよ

うになる傾向があったにもかかわらず，それと同時に柔軟予算の有用性が高く見られるようにな

る傾向はなかった。すなわち，環境の不確実性が高まっても，固定予算が柔軟予算に取って代わ

られることを示唆する結果は得られなかった。その一方で，双方のタイプの予算の有用性への認

識に関しては，強い正の相関関係が見られた。このことからEkholmとWallinは，固定予算と柔

軟予算とが外部環境の不確実性に対応するうえで相互補完的な機能を果たしているとの結論に

至った 4。

Lorain（2010）も，伝統的予算制度の機能が他の機構によって補完されるメカニズムを論じた。

彼女はスペイン企業に対する質問票調査とインタビュー調査の両方の方法による考察を行った

が，その中で彼女が下した結論は，アプローチⅠで想定されていたこととは裏腹に，ローリング

予測と予算制度は相互に補完しあう関係にあるというものであった。すなわち，「ローリング予測

は動態的な戦略的計画設定の手段であり，資金管理や日々の意思決定プロセスに非常に有用であ

るが，それは評価や動機づけという目的において予算に取って代わるものではない」（Lorain
2010:177）。彼女の行った調査によれば，多くの企業において管理者の最終的な到達点としての

予算は設定されていた。一方，その予算の前提とされた計画は事業環境の変化の中で陳腐化して

いくことが多い。このため，予算の達成に向けて事業環境の変化に対応して行動計画を修正する

ための補完的な手段として，ローリング予測などの技法が用いられていたのである。

その一方で，予算目標と報酬のリンクを切り離すことによっても，資源配分変更が柔軟にでき

るように促すことは可能である。Frowetal.（2010）はケース・スタディの方法によりこのことを

考察した。彼女らは，前述のSimons（1995）の4つのコントロール・レバーの枠組み 5に依拠し

てケース・スタディを行った。そのケースでは，予算差異分析に基づいた是正措置の実施もなさ

2 脱予算経営論で批判されたような伝統的予算のモデルが，この質問票調査において明確に提示されたかどうか
は定かではない。

3 EkholmandWallin（2011）では，伝統的な予算を「年に一度設定され，通常は次年度全体での基準点，すなわち
業績評価基準としての機能を提供するもの」と定義して「固定予算（fixedbudget）」という語で表現し，一方で
「より短い間隔で変更することが可能な予算」を「柔軟予算（flexiblebudgeting）」と呼んだ（ibid.:147）。

4 ただしEkholmandWallin（2011）では，両者がどのように相互補完的に使い分けられているのかまでは明らか
にされていない。

5 Simons（1995）は，戦略を実行するために管理者が情報をベースとして組織行動の型を維持または変更するた
めに活用する公式的な手順や手続きを「マネジメント・コントロール・システム（managementcontrolsystem;
MCS）」として定義し，それは「相互作用型（interactive）コントロールシステム」「診断型（diagnostic）コント
ロールシステム」「信条（belief）システム」「境界（boundary）システム」の4つから構成されるものとした。
このうち信条システムは経営理念や社是のような組織の基盤となる価値，目的，方向性を管理者に対して提示
する仕組み，境界システムは組織の参加者に許容される行動の領域を示す仕組みであり，これら両者は組織構
成員の行動の方向性を規定しながらも新しい機会の探索を促す仕組みとして機能するとされる（Marginson
2002）。これらは，既定の計画・目標に沿った行動を促す診断型コントロールシステムや，戦略的不確実性への
対応を促す相互作用型コントロールシステムの基盤となるものとして位置付けられている。
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れていた（診断型コントロール）ものの，管理者が当事者間で交渉して事業環境の変化に応じた

資源配分の見直しを行う権限を付与されていた（相互作用型コントロール 6）。もちろん，この事

例でも管理者の予算目標の達成は重視されている。しかしそれでも，状況からして必要な場合に

は，十分な論議を重ねたうえではあるが管理者は予算目標を変更することも認められている。そ

れを支援していたのは人事評価制度であった。そこでは，予算目標の達成度は報酬と直接リンク

させられておらず，その代わりに「重点項目（vitalfew）」と呼ばれる全社的な戦略目標達成への

貢献度がリンクされていた。この制度は管理者に予算目標達成の重要性を説きながらも，状況に

適合した方法で全社的な戦略目標の達成に寄与すべく動機づける（信条システム）と同時に，予

算目標の変更が容易に発動されてはならないことも強調していた（境界システム）。

一方で，そもそも脱予算経営論で批判されたような伝統的な予算制度がどの程度利用されてい

るのかという問題も考察されている。LibbyandLindsay（2010）はアメリカとカナダでの質問票

調査を通じて予算管理実務の実態を分析した。それによると，予算が年度を通じて固定されたま

まであるという企業は両国において半数程度にとどまっていた。残りの半数程度の企業は，何ら

かの形で期中に予算の見直しを行っていた。しかもそれは，アメリカでは，事業環境の不確実性

により正確な予算を設定することが難しいと考える企業には限られなかった。

その一方，このことは脱予算経営論で批判の的となった固定業績契約の採用を否定するもので

はなかった。カナダでは5割，アメリカでは7割の企業は，固定業績契約を採用していた。とは

いえ，それらの企業の中で，厳密な意味で予算差異によって評価を行っている企業は2割に満た

なかった。残りの大半の企業では，予算差異以外の主観的な評価項目を評価に加味したり，管理

者にとって管理不能な要素を考慮した評価を行ったりといった調整が行われていた。

 予算管理実務における資源配分の工夫

以上のように，脱予算経営論ではきわめて硬直的な予算管理のケースが念頭に置かれているこ

とが，数々の研究者から問題視されてきた。彼らは予算管理実務の実態を質問票調査やケース・

スタディといった経験的研究の方法によって考察し，脱予算経営論で描かれたような硬直的な予

算管理がむしろ例外ケースであることを示した。彼らが調査した予算管理実務での資源配分は，

以下の表2のようなメカニズムのもとで行われていた。

表2 経験的研究で確認された予算管理実務における期中の資源配分の工夫のメカニズム

随時あるいは定期的に修正（LibbyandLindsay2010;Frowetal.2010）
・固定予算と柔軟予算の併用（EkholmandWallin2011）
・予算とローリング予測の併用（Lorain2010）

資源配分の変更頻度

多くの部分を管理者に分権化（Frowetal.2010）資源配分の変更における
管理者の参加の程度

固定予算目標（Lorain2010）
固定予算目標の達成度に他の要素を加味（LibbyandLindsay2010）
全社的戦略目標への貢献度（Frowetal.2010）

予算と業績評価のリンク

6 Frowetal.（2010）は前述のようにSimons（1995）の枠組みを用いた考察を行っているとしている。ただし，
Simons（1995）の相互作用型コントロールシステム概念では経営者と管理者の間の垂直的な相互作用が想定さ
れているのに対し，Frowetal.（2010）で観察された相互作用は管理者間での水平的なものを中心としている。
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ここで注目すべきは，予算管理実務においては少なからず随時ないし定期的に予算の見直しを

通じて資源配分の変更が行われていたことである（LibbyandLindsay2010;Frowetal.2010）。こ

れは予算制度の廃止を提唱したアプローチⅠで志向されていたことである。具体的には，柔軟予

算やローリング予測（Lorain2010）などの各種技法が固定予算と併用されることもある。ただし，

これらの仕組みがどのように併用されていたのかについては明らかにされていない。また，期中

の部門間での資源配分が管理者間での調整にゆだねられているケースが報告されている（Frowet
al.2010）。このように資源配分変更プロセスへの管理者の積極的参加を志向する点も，アプロー

チⅠに共通している。

さらに，資源配分変更の柔軟性を担保する目的で，報酬を固定予算目標と直接リンクさせず，

全社的戦略目標への寄与度の評価と結びつけるケースも報告されている（Frowetal.2010）。その

一方で，アプローチⅠで批判されていた固定的な予算目標と報酬のリンクについては，少なから

ず実践されていた（LibbyandLindsay2010）。ただし，予算目標の達成度のみによって報酬が決定

されるケースは少数派であり，管理者の管理不能要素の影響を排除したり，主観的評価項目を加

味した総合的な評価を行ったりするケースが多数みられた。

5 アプローチⅢ：脱予算的思考の予算管理

 予算管理実務の実態を考慮した脱予算経営論

その一方で，アプローチⅠで論じられるように予算制度を廃止するのではなく，予算制度は維

持したままでその運用形態を脱予算経営論の思考を取り入れた形へと改善されることの必要性を

説く論者もいる。「予算は経営者が組織を管理するうえで中核的な手段である」（Henttu-Ahoand
Järvinen2013）ことから，その予算制度を廃止することによって企業内部で混乱が生ずる可能性

がある。清水（2006:18）はこの点を考慮し，「伝統的な予算が持つ弊害をできる限り除去し，そ

の上で組織の中にこれまでとは異なる形の『脱予算的予算』という名の財務計画として予算は存

続すべきである」と論じている。そのうえで，清水（2009:22）は，この見地に立ちながら脱予

算経営を以下のように再定義した。

脱予算経営は，「予算をやめる」ことではなく，「常に競争の中で成功を定義し，ストレッチな目標を自ら設定

して，目標達成のために必要なアクション・プランを策定する思考様式を作り上げることであり，そのために権

限の委譲された組織やダイナミックや資源配分を行うなどの支援機能を必要とする行動様式を総称したもの
・・・・・・・・・・・

」と

いうことなのである（傍点は引用者）。

清水（2009）はこのように脱予算経営を「行動様式」として再定義し，脱予算経営論者の一人

であるHopeのBBRT北米カンファレンスにおける報告資料（2009年）を引用しながら，脱予算

経営を構成する4つの要素として，①ストレッチな目標を管理者に自発的に出させる仕組み，②

継続的に計画を設定する仕組み，③その時々に最適な資源配分を行う仕組み，④管理者に権限と

あわせて意思決定のための情報の提供がなされる仕組み，を挙げている。清水（2009）では，こ

れらの要件を満たした日本企業の管理会計実践の事例として，京セラ，星野リゾート，NECの3
社のケースが挙げられている。

また，前述のアプローチⅡで示されたように，予算制度を採用しながらも事業環境の変化に機

敏に対応できるメカニズムが現に存在している実態に鑑みれば，この機敏な対応を促すために予
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算制度が排除されることには何ら必然性はない。したがって，清水（2013）では，予算制度を採

用しているか否かにかかわらず，こうした柔軟性を備えた経営を「予測型経営」と呼んでいる。

Henttu-AhoandJärvinen（2013:765）も，予算制度を完全に廃止していないものの脱予算経営を

志向して予算制度を大幅に改変したフィンランド企業の事例を考察している。彼らはこうした事

例を「脱予算アプローチ（BeyondBudgetingApproach）」と呼んでいる。このアプローチをとる事

例においては，部門目標が戦略からトップダウン式にブレークダウンされるなどの形で設定さ

れ，それが行動計画の設定と別のプロセスの中で設定される。その目標の達成に向けた行動計画

の策定・修正はローリング予測を通じて行われ，目標の達成度は業績評価とリンクしている。た

だし，これらの実践では予算は完全に廃止されたわけではなく，工場レベルの費用予算は残され

ていた。なお，彼らは，目標設定と行動計画設定を別のプロセスで行う脱予算アプローチに対し

て，予算編成プロセスの中で部門目標が行動計画と同時に設定されるケースについては脱予算ア

プローチとは呼ばず，概念的に区分していた。

 資源配分の柔軟性を志向する脱予算アプローチの予算管理

以上のように，脱予算経営論の発想を尊重しながらも，予算制度を廃止するのではなく改善す

ることによって，期中の資源配分を機敏にすることは可能であるとされ，そのメカニズムについ

ての考察が行われてきた。このメカニズムは表3のように整理される。

脱予算経営においては，資源配分の変更権限が大幅に管理者に委譲される。このため，ここで

迅速な意思決定がなされるためには，そのための意思決定情報が管理者に提供される必要がある

（HopeandFraser2003;清水 2009）。ただし，アプローチⅠと大きく異なるのは，これらの仕組み

は予算制度を放棄しなくとも可能であるとしている点である。アプローチⅢでは，予算管理の過

程の中で，随時あるいは定期的に資源配分の変更を行うために，期中に必要に応じて業績予測が

行われ，これに基づいた行動計画の修正が継続的に行われる（清水 2009）。
また，管理者の業績評価については，Henttu-AhoandJärvinen（2013）における「脱予算アプ

ローチ」のケースのように，計画設定や資源配分と別のプロセスにおいて戦略目標が設定され，

この目標が報酬にリンクされている場合もある。そこでは，戦略目標の達成に向けた行動計画の

修正と資源配分の変更がローリング予測を通じて行われ，これによって資源配分変更の柔軟性が

担保されていた。

表3 脱予算的思考の予算管理における期中の資源配分のメカニズム

随時あるいは定期的に変更
・業績予測による行動計画の修正（清水 2009;Henttu-AhoandJärvinen
2013）

資源配分の変更頻度

多くの部分を管理者に分権化（清水 2009）資源配分の変更における
管理者の参加の程度

計画設定と別プロセスで業績目標を設定（Henttu-AhoandJärvinen
2013）

予算と業績評価のリンク
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6 3つのアプローチにおける資源配分の原理の比較

以上本稿では，予算管理における資源配分メカニズムについて論じられた3つのアプローチか

らの研究を検討してきた。その検討結果を比較すると，表4のとおりである。

結論から述べれば，3つのアプローチにおいては，そこで予算制度や他の経営管理の仕組みを

採用するか否かという点は若干異なるものの，資源配分のメカニズムは非常に近似したものと

なっている。脱予算経営論では，資源配分をめぐる意思決定が集権化されている点，その配分が

予算期間を通じて固定されている点，それを前提として固定された予算目標による業績評価が行

われる点において，予算制度が批判されていた。しかし，アプローチⅡの経験的研究で示されて

いるように，これらの問題は予算管理のやり方を工夫することによって解決されている場合が少

なくない。したがって，アプローチⅢのように，脱予算経営の思考だけを取り入れた予算管理が

可能となる。

具体的にみてみよう。第一に，資源配分変更の頻度については，何らかの方法を通じて期中に

必要に応じて，または定期的に行動計画の修正を通じた資源配分の変更が実施されることが志向

されている。ただしその方法は，予算によってあらかじめ資源配分を固定しておくことを避ける

方法だけでなく（アプローチⅠ），固定予算と柔軟予算ないしローリング予測を併用する方法（ア

プローチⅡ），あるいは定期的な業績予測を行う方法（アプローチⅢ）など，多様である。なお，

資源配分変更プロセスにおいて，固定予算と他の管理会計技法がどのように使い分けられるのか

という点はあまり明らかにはされていない。また，資源配分の変更権限が管理者に分権化されて

いたとしても，頻繁な資源配分変更に伴う部門間の調整がどのようにして進められるのかについ

ても，まだ明らかになっていない部分は多い。

表4 各アプローチにおける期中の資源配分メカニズムの特徴

アプローチⅢアプローチⅡアプローチⅠアプローチⅠが
想定する伝統的
予算制度

随時あるいは定期的に
変更
・業績予測による行動

計画の修正（清水
2009;Henttu-Aho
andJärvinen2013）

随時あるいは定期的に修
正（Libby and Lindsay
2010;Frowetal.2010）
・固定予算と柔軟予算の

併用（EkholmandWallin
2011）

・予算とローリング予測
の併用（Lorain2010）

必要に応じて変更
・部門目標と資源配分の

決定プロセスの切り分
け（Hope and Fraser
2000,2003;Østergren
andStensaker2011）

予算期間にわた
り 固 定（Hope
andFraser2000,
2003）

資源配分の変更
頻度

多くの部分を管理者に
分権化（清水 2009）

多くの部分を管理者に分
権化（Frowetal.2010）

多くの部分を管理者に分
権化
・エンパワメント向上の

実感（Bourmistrovand
Kaarbøe2013）

トップ・マネジ
メントが中心と
なった決定
（Bunce etal.
1995）

資源配分の変更
における管理者
の参加の程度

計画設定と別プロセス
で業績目標を設定
（Henttu-Aho and
Järvinen2013）

固 定 予 算 目 標（Lorain
2010）
固定予算目標の達成度に
他の要素を加味（Libby
andLindsay2010）
全社的戦略目標への貢献
度（Frowetal.2010）

各種KPIの相対的評価
（HopeandFraser2000,
2003）

固定された予算
目標（Hopeand
Fraser 2000,
2003）

予算と業績評価
のリンク
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第二に，資源配分変更プロセスへの管理者の参加の度合いに関しては，どのアプローチにおい

ても資源配分変更に関する意思決定権限の委譲を積極的に行い，配分に関する意思決定を迅速化

することが提唱されている。

一方，第三に，予算と業績評価とのリンクのあり方は一見すると多様なように思われる。特に

アプローチⅡの場合，予算制度を前提にした柔軟な資源配分変更メカニズムである点は共通だが，

報告されたケースの中には，固定予算目標を基礎とした評価がなされるものと，評価を部門目標

ではなく全社目標とリンクさせるものとが存在する。

しかし，これらの多様なリンクのあり方には共通点がある。それは，相対的目標であれ予算目

標であれ全社目標であれ，それらの目標は一つの行動計画あるいは，一つの資源配分のあり方に

よって規定されているわけではないという点である。目標は期首に設定されたものであっても，

その目標を達成するやり方については，管理者への分権化を前提として資源配分の変更頻度を高

めることで柔軟に変更される。予算目標が利用される場合には，予算目標を固定したままで行動

計画を修正することが企図され（Lorain2010），予算目標ではなく相対的評価や全社目標への貢献

度が業績評価とリンクされる場合には，資源配分を目標値と切り離すことによって行動計画の柔

軟な修正を促すことが志向されていた（HopeandFraser2000,2003;Frowetal.2010;Henttu-Aho
andJärvinen2013）。
アプローチⅠで批判を受けた伝統的予算の理念型については，資源配分が予算期間を通じて固

定されていることを前提としたうえで，予算目標と報酬のリンクが問題視されていた。これに対

し，アプローチⅠ～Ⅲで検討された業績評価とのリンクのあり方はいずれも，目標とその達成に

必要な資源配分の対応関係を一対一と捉えず，あらかじめ設定された目標の達成に向けた資源配

分の修正が柔軟に行われる方法であるといえる。現在のところ，業績評価指標を何に設定するか

によってこの機敏性に影響が生じる可能性については明らかではない。とはいえ，Ⅰ～Ⅲの各ア

プローチは，ある目標を達成するための資源配分のあり方を状況によって工夫することを促す点

で，アプローチⅠで批判された伝統的予算管理の理念型に比べれば，相対的に環境変化に対して

柔軟性の高い仕組みを志向するものといえよう。

7 結論と残された研究課題

以上，本稿では事業環境の高不確実性を前提として，予算管理下での資源配分メカニズムに関

する3つのアプローチを比較し，その同質性を指摘した。3つのアプローチは，手段として予算

制度を利用するのかどうかという点では異なっているものの，資源の再配分の頻度を高め，同時

に再配分プロセスにおける管理者の参加を進めることによる機敏な対応を志向する点では共通し

ていた。また，3つのアプローチはいずれも，目標値と資源配分の組みあわせを一対一と捉えず，

目標は固定のままでその達成のための資源配分を柔軟に変更するメカニズムが説明されている点

において共通していた。

そのうえで，これらの考察に基づいて今後の研究課題を示すならば，以下の点が挙げられる。

 複数の管理会計技法間の関係と予算制度の構造

アプローチⅡでは，予算管理実践の中で資源配分を機敏にするためのメカニズムとして，固定

予算が柔軟予算あるいはローリング予測と併用されるケースが論及されていた。この場合の，固
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定予算の位置づけについてはあまり明らかにされていない。具体的には，柔軟予算が併用される

場合（EkholmandWallin2011）には，固定予算と柔軟予算をどのように使い分けることで柔軟な

資源配分の変更が可能になるのかという点について，さらなる研究が望まれる。

 資源配分の変更に伴う調整プロセス

本稿の分析によれば，3つのアプローチのいずれにおいても，資源配分の変更にかかわって管

理者への意思決定権限の委譲が行われることが志向されている。ここで，資源配分の変更が管理

者によって自律的に行われるとしても，組織が準備できる資源は有限である。しかしながら，こ

の資源の有限性の問題に対してどのようなメカニズムのもとで対応がなされるのかについては，

ほとんど明らかにされていない。資源配分に柔軟性を持たせる機構の原理の一つであるこのメカ

ニズムの解明が期待される。

 業績目標の基礎となる計算構造

前述のように，3つのアプローチにおいては，予算管理における資源配分の変更の柔軟性を高

めるために1つの業績目標に対して資源配分のあり方を状況に応じて多様に組みあわせ直すとい

う考え方が報告されてきた。ところが，その業績目標の基礎となる計算構造によって資源配分の

柔軟度が影響を受ける可能性についてはほとんど考察がなされてこなかった。例えば，清水

（2009）において脱予算経営と類似した管理会計実践として紹介された京セラのアメーバ経営で

は，労務費控除前の利益を部門の総作業時間で除した「時間当り採算」指標を部門の業績目標と

することで，各部門の機会損失を会計的に可視化し，部門間の人員の貸借を通じた機会損失回避

を促すメカニズムが考察されている（上總2010，2014）。このように独自の計算構造によって独

自の資源配分変更のあり方が生み出される可能性を考慮する限り，業績目標の基礎となる計算構

造による資源再配分の柔軟性への影響の違いを考察することも今後研究が期待される課題である

と考えられる。

 資源配分メカニズムにおける日本的文脈の影響の可能性

本稿でレビューした学説では，予算目標と報酬との直接的なリンクを設けないことで資源配分

の柔軟性を担保するメカニズムが論じられていた。この点に関連して，管理者の報酬と財務業績

とのリンクが間接的であることは日本企業に見られる特徴の一つとされてきた（横田1998）。こ

のことを考慮すれば，日本では比較的柔軟な資源の再配分が行われやすいようにも思われる。し

かし一方では，日本企業では終身雇用制が採用されている場合が多く（Abegglen1958），人的資

源を短期的に追加・削減することが難しい。このような日本企業に多く見られる状況は，何らか

の形で予算管理下の資源配分メカニズムに影響を及ぼすのであろうか。この点を明らかにするこ

とは，目下のところ決してそう多くはなされていない，日本企業における管理会計実践の理論化

という研究（上總・澤邉2006）の発展に寄与するものと考えられる。
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