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はじめに

　近年，会計の分野において，先端デジタル技術（クラウド，ビッグ・データ，ブロック・チェー

ン，人工知能（AI））は多くの役割を担い，実務に影響を与えている。すでに，多くのソフトウェ

アが開発され，会計，税務，簿記および監査のプロセスが自動化されている。米国の公認会計士

協会が行った調査によると，会計業務の自動化により，会計士はコンサルティングサービスやそ

の他のより価値の高い仕事に集中できるようになり，多くの面倒な作業が軽減される可能性が
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ある（Jariwala, 2015）。一方で，懸念点も指摘されている。2015年に実施されたオックスフォー

ド大学による研究調査によれば，現在，会計務担当者や会計士が従事している会計業務の95％

が，AIやロボットを用いて自動化によって取って代わられてしまうという研究報告がなされて

いる（Griffin, 2016）。こうしたデジタル技術が多く使われる新しい時代に会計専門家・実務家

はどのような役割を果たすべきだろうか。国際的な調査会社であるIDC（International Data 

Corporation）は，IT業界の次の20年間の拡大の基礎としてクラウドコンピューティングを挙げ，

「業界の中心となるサービスとビジネス・モデルの変革に他ならない」と述べている1。

　日本においては，会計情報の保存を社内サーバーではなく，クラウド上に保存するクラウド会

計を採用する企業が，中小企業を中心に年々上昇している2。クラウド会計のサービスを提供す

る企業には，弥生会計やフリーなどがある。そもそも，クラウド・コンピューティング（Cloud 

Computing）とは，データやアプリケーション等のコンピュータ資源をネットワーク経由で利

用する仕組みのことである3。これを利用することで，コンピュータのソフトウェア，データな

どをインターネットなどの通信ネットワークを通じてサービスや機能を遠隔から利用することが

できる。こうしたクラウド・コンピューティングを会計実務に応用したものがクラウド会計であ

る。クラウドを利用した会計ソフトウェアは，オンラインによって実行され，利用者がインター

ネットを介してどこからでも財務情報にアクセスすることができる4。

　クラウド会計では，その他の部署のデータ管理ツールと連携させることでバックオフィスを一

元化でき，常に最新バージョンが利用でき，法改正の対応やデータバックアップの手間からの解

放などメリットが多い。今後も，多くの新しい企業がクラウド会計を利用し，先端技術による効

率化のメリットを享受することが予想される。

　しかし，簿記やすでに業務プロセスが決まっている反復的なタスク（業務）は，デジタル技術

によって自動化しタスクが置き換えられる可能性が高くなるにもかかわらず，会計教育は旧来の

まま続けられている。河合晋（2017）によると，簿記教育において，現状ではコンピュータ会計

教育の在り方が確立されているとは言えず，会計実務の現場に対応したコンピュータ会計などの

授業の必要性は，今後さらに高まると指摘している。特に若い世代の会計に関わる人々は，人工

知能を理解し，一緒に働く準備をする必要がある。

　企業では，旧来の会計実務の多くがクラウド会計などの先端デジタル技術によって代替されて

いるが，クラウド会計を含めそうした新しい時代の先端デジタル技術に対応した会計教育は確立

されていない。こうした現状について，本稿では，我が国において普及が進んでいるクラウド会

計を取り上げ，将来の潜在的な会計実務家である高校生を対象に，会計の授業で，クラウド会計

を用いた教育を通して得た知見をまとめることを目的とする。その中で，クラウド会計の特性の

一つであるいつでもどこでも情報を閲覧・修正することができるという経営参画に関して，生徒

がどのような使い方や反応をするかについてもみていく。

　本論文では，第 1 節ではデジタル化の影響やクラウド会計について先行研究をみていく。クラ

ウド会計に関する先行研究は多くないため，先端デジタル技術やクラウド・コンピューティング

の研究についてもみていき，クラウド会計においてどの部分の研究が不足しているかを明らかに

1 ERNST & YOUNG. (2011)，p.4。
2 MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査（2020年 4 月末）」
 https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=415
3 平成30年度情報通信白書p.122。
4 Dimitriu, O., and Matei, M., (2015), p.666。
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する。第 2 節では，クラウド会計の利点と課題を整理する。第 3 節では，研究方法について述べ

る。本調査ではインタビュー調査を中心とした参与観察を行っている。第 4 節では，高校で実施

した調査の概要について述べる。ビジネス・ゲームにおいてクラウド会計を活用した授業の状況

を概観する。第 5 節で考察を行い，第 6 節を結論とする。

 1 ．先行研究

　デジタル化社会における会計実務についての研究として，Frey and Osborne（2017）では，

702種類の職業のコンピュータによる自動化を予測し，会計実務は自動化が大幅に進行すること

が懸念される業界の 1 つであると指摘した。この結果，次世代の職業会計士は，既存の人材が習

得してきたスキルや知識とは全く異なる能力プロファイルを身につけていかないといけないとい

われている。これは会計・簿記教育を転換する必要性もあり，コンピュータによるクラウド会計

の能力も従来とは異なるプロファイルの一つであるといえる。こうした懸念に関し，最新の研究

であるMoll and Yigitbasioglu（2019）は，職業会計士の今日の業務内容や職場を劇的に崩壊・

変化させてしまう可能性のある先端デジタル技術（クラウド，ビッグ・データ，ブロック・チェー

ン，人工知能（AI））を扱った会計の先行研究を調査し，結果として，これまでの会計研究は，

当該技術が如何に会計士の業務に影響を及ぼすかについて，過小評価してきたことを指摘してい

る。この研究結果は，今後予測される先端デジタル技術に対する研究を進める必要性について指

摘している。ここでは，変化する経済環境の中で企業を管理するために必要な新しい種類の会計

を理解し，会計士が新しい経済環境において価値を付加するために習得する必要がある新しいス

キルについて研究を進める必要がある。

　クラウド・コンピューティングとクラウド会計に関する海外・国内の論文もすでに存在する。

たとえば，クラウド・コンピューティングについての研究は，Changchit and Chuchuen（2018）

がある。この研究では585人の大学生を対象に，一般的なクラウド・コンピュータ・サービス

（Google DriveやDrop Boxなど）の利用に対して有している印象や，利用を促進（あるいは阻害）

する要因を検討した。そこでは，クラウド・コンピュータ・サービスの「知覚された使いやすさ

（Perceived Usefulness）」と「知覚された有用性（Perceived Ease of Use）」がクラウド・コン

ピュータ・サービスの「利用・継続意思（Intention to Use）」と有意な関係であることを量的デー

タで検証している。当該研究は，クラウド・コンピューティングが利用者にどのように認識され

ており，利用を促進・阻害する傾向について実証的な調査を行っているが，クラウド・コンピュー

タ・サービスを利用した会計の問題については触れられていない。我が国においても，横田・坂

本（2012）が，中小企業におけるクラウド・コンピューティングの役割について考察を行ってお

り，クラウド・コンピューティングが単なる情報処理の道具としてではなく，各利害関係者の個

別の業務や作業を有機的に結合させる役割を担うことで，多数の小規模企業に対しても利用が促

進されると指摘した。横田・坂本（2012）では，事例研究を行い，クラウド・コンピューティン

グの役割や便益について具体的に検証を行っているが，同様にクラウド会計に関する問題につい

ては検討を行っていない。本研究では，クラウド・コンピュータを利用した会計ソフトウェアに

ついて，将来の潜在的な会計実務家である高校生を対象に研究を行い，その問題点についても検

討を行う。

　また，Ceslovas and Regina（2012）は，リトアニアにおける中小企業におけるクラウド会計
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について調査を行った。ここでは，クラウド会計は，中小企業のコストを抑えるのに役立つ新し

い実務の方法であるとしているが，同時に，こうした新しいテクノロジーの利点に関する情報の

欠如を指摘した。このように，諸外国では，中小企業における包括的なクラウド会計に関する調

査は行われているが，教育実務におけるクラウド会計の研究は行われておらず，本研究では，教

育実務に関するクラウド会計上の問題について検討を行う。また，諸外国においては，クラウド

会計に関する実証研究が行われている（たとえば，Strauss et al.（2015））が，日本国内において，

クラウド会計やクラウド会計の教育問題に対して，実証研究を行っている例は見られない。

　日本においても河合（2017）は，コンピュータ化による会計実務の環境変化が，簿記教育・コ

ンピュータ会計教育に及ぼす影響について，コンピュータ会計に関する各大学の講義内容を分類

し調査を行った。当該研究では，コンピュータ会計の授業が増加しているが，その割合は多くな

いことを指摘している。また，クラウド会計が会計実務において広く普及することに言及し，簿

記・会計教育においてクラウド会計の理解が必要であると指摘している。河合（2017）では我が

国おけるコンピュータに関する会計教育について詳細な調査を行っているが，クラウド会計につ

いて直接の調査は行われていない。

　こうした先行研究から分かるように，クラウド会計に関する先行研究は存在するが，その研究

成果の蓄積はまだ多くはない。Frey and Osborne（2017），Moll and Yigitbasioglu（2019）では，

クラウド・コンピューティングを含むAIなどの先端デジタル技術によって，会計実務家の修得

すべきスキルが変化することが指摘され，関連する研究の必要性が指摘されている。Changchit 

and Chuchuen（2018）では，クラウド・コンピューティングの利用の促進（あるいは阻害）す

る要因について研究が行われ，横田・坂本（2012）では，クラウド・コンピューティングの役割

について検証が行われたが，クラウドを利用した会計に関する論点についてはほとんど述べられ

ていない。

　このことから，クラウド会計に関する研究の蓄積は未だ進んでおらず，特に教育に関する研究

の蓄積は多くない。Ceslovas and Regina（2012）ではリトアニアの中小企業におけるクラウド

会計について実証的に調査を行っており，中小企業等を対象にした実証的な研究ではあるが，会

計教育についての実証的な研究ではない。河合（2017）ではクラウド会計の教育問題について記

述的に検討を行い指摘しているが，実証的な研究ではなく，我が国における教育問題について実

証的な研究は存在しない。

　Ceslovas and Regina（2012）をはじめ，これまでのクラウド・コンピューティングやクラウ

ド会計についての研究の蓄積は，先端デジタル社会において働くために必要なスキルやスキルの

身に付け方については議論がなされていない。そのため，本論文では，教育問題について実証的

に研究を行い，クラウド会計教育の実践例から得た知見をまとめ，検討を行う。

　社会のデジタル化により，企業の経理業務におけるクラウド会計の必要性が高まっている中，

クラウド会計を利用した教育について議論することは，今後の会計実務家や職業会計士に有用で

あると考える。

 2 ．クラウド・コンピューティングでの会計システムの利点と課題

　クラウド・コンピューティングでの会計システムには，利点と課題がある。利点の一つは，会

計ソフトを購入前に試すことができるということである。これは，当該会計ソフトがどのような
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性能をもっているか，自社にとって便益をもたらすものであるかというのが，実際に試すことで

判断を行うことができる。そこでは会計ソフトの内容や会計担当者による使いやすさなどが試さ

れることになる。こうした点について，教育現場においては，あまり多くのお金を使うことは許

されていない。そのため，必然的に選択肢は無料のソフトのみになると予想され，選択できる会

計ソフトはそう多くはない。さらに，一般的に無料のソフトはシステムを使いやすく変更するこ

とを柔軟に行うことができない。特に学校教育という限定された使われ方において，どのように

対応することができるかは未知数である。本論文では，このような点における教育上の問題につ

いても見ていく。

　また，インターネット上にデータを保管するため，コストの削減やセキュリティが挙げられる。

一方で，インターネット障害や安全への恐れなどが懸念される。教育現場においては，多くの生

徒は自分のパソコンを所有しておらず，コンピュータ教室等の専門的な部屋で利用することとな

る。インターネットの通信についても一般的な高校では最低限の設備にとどまり，充実したネッ

ト環境が存在しているとは言いづらい。この点について，高校という環境の中でどのような影響

が出るのかについて確認を行う。

　最後に，クラウド・コンピューティングでは，アクセシビリティ（グローバルアクセス）の利

点が挙げられる。これは，いつでもどこでも誰でも会計データにアクセスが可能であり，アクセ

スの方法についてもPCのみではなくスマートフォンなどからも容易に確認することが可能であ

る。従来の高校の授業では，グループワークにおいても，中心となる人物がメインに作業を進め

てきた。そうした性質を有する授業内でのグループワークにおいて，クラウド・コンピューティ

ングのアクセシビリティがどのように有用に働くかをみていく。またこれは同時に，会計データ

の閲覧を誰でも可能にすることで，意思決定プロセスが向上していくともいわれる。このあたり

についても，高校の授業においてどのように作用するかについてみていきたい。

 3 ．研究方法

　本調査では将来の会計実務家である高校生を対象に，クラウドを使った会計教育を行い，それ

らの効果や様子について，定期的に，実際に教鞭をとった教員にインタビュー調査を行う形や，

実際に授業を行うことなどの，観察を行い，「学生の学習状況はどのような様子であったか」と

いうことを明らかにする。佐藤（2015）によると，現地の人々の活動や生活に直接参加しないま

でも，現地を何度も訪れてそれらの人々と親しい関係を築きながら聞き取り（インタビュー）や

第一次資料の収集を行う現場調査も，関与型フィールドワークの一種として考えることができる

としており，まさにそうした形での観察による研究によって，本稿の目的であるクラウド会計を

用いた教育を通して得た知見をまとめようとするものである。

　分析の中心となるのは，インタビューを中心としており，その他の分析を併用した方法で調査

を行なっている。インタビューは半構造化インタビューによって数回に分けて行った。半構造化

インタビューとは，おおまかな質問内容については，あらかじめ決めておき，インタビューの状

況によって内容の深掘りや新たな質問を行う。その後，インタビューの結果についてマトリクス

化を行い，クラウド会計を導入した高校での授業がどのような状況であったのか，問題点とその

解決策について検討を行った。

　研究対象は，高校の会計を学ぶ 3 年生（会計科キャリアコース）76名（38名が 1 クラス）を対
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象に，クラウド会計を使った教育の実践について調査を行った。調査期間は高校の秋学期で10月

19日から 1 月25日までの授業である。

 4 ．調査の概要

　京都府立京都すばる高等学校の概要

　京都府立京都すばる高等学校は令和元年度から商業科を起業創造科と企画科に学科改編を行

い，企業創造科において会計の授業が行われる。ここでは，起業・経営に関する授業が多く行わ

れており，その中で，会計に特化して学ぶ生徒が一定数いる。特に，授業の特色として，KCB

（京都すばる・キャリアコース・ビジネスゲーム）といわれるビジネス・ゲームによって会計教

育を行っている。

　インタビューの概要

　インタビューは 2 回に分けて行った。第 1 回は2021年 1 月22日に今回のクラウド会計を使った

ビジネス・ゲームを中心となって動いてくれた簿記担当教員Ａ先生に，ビジネス・ゲームが全て

終了してからインタビューを行った。第 2 回は，2021年 3 月10日に今回実施したビジネス・ゲー

ムに関わったすべての先生 7 名からインタビューを行った。インタビューは，日々の取引におけ

る仕訳から財務諸表作成まで，手書きとクラウド会計を使うことで，どのような変化が起きたか

について，事前にいくつか質問項目を考える半構造化インタビューによって，各先生の意見を聞

く形とした。

　インタビューは 2 度行った。詳細は次の通りである。

第 1 回　2021年 1 月22日　簿記担当教員Ａ先生

第 2 回　2021年 3 月10日　チーフ教員Ｂ先生・Ｃ先生，サポート教員Ｄ先生・Ｅ先生，簿記担当

教員Ａ先生・Ｆ先生，実習準備担当教員Ｇ先生

　KCB（京都すばる・キャリアコース・ビジネスゲーム）について

　KCBでは，牛丼の店舗を一つのグループで運営すると想定し，為替相場や気象状況により変

化する市場を把握し，販売価格や数量の設定，仕入れ，人件費の計画，保険やアルバイトの雇用

に至るまで，それぞれのチームが考えた戦略の分析によって意思決定を行い，最終的な売上・利

益を財務諸表として完成させることで，生徒の会計・簿記の教育を行うものである。

　KCBの流れとしては，まず，適切な在庫管理をもとに仕入計画を立て，市場の状況を分析し

それをもとに販売計画を立てる。そして，同時に，コストを計算し，利益計画を立てる。さらに，

利益を上げていくために，グループで十分相談しながら，最も適切な方法を考えていくこととな

る。その中で，予想した内容が実際出てきた結果との違いについて分析し，分析した内容を次の

意思決定に生かすことでさらに利益をあげることを目的とする。

　このように材料の仕入れから販売までの企業の一連のサイクルについて仕訳を行い，その後，

帳簿を作成し意思決定を各チームで行い，そこでの売り上げや利益を競うものである。

　クラウド会計を使った授業方法

　従来までのクラスにおいては，手書きかエクセルの表に仕訳を行い，自らで牛丼のコストと 1
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期の利益を予測し，意思決定をおこなっていた。また，帳簿記入や財務諸表も手書きかエクセル

を利用し作成を行う。一方，クラウド会計を利用するクラスでは，株式会社円簿インターネット

サービスが提供する円簿会計5を利用し，クラウド上で仕訳や帳簿記入を行う。仕訳は自動仕訳

としていくつかのパターンを事前に登録しており，生徒は毎期発生する同様の仕訳について比較

的簡単に入力することが可能となっている。各種帳簿や財務諸表も自動的に作成される。

　パターン仕訳は図表 1 のように①日付の入力，②パターン表から番号を選択して入力，③金額

の入力，④登録ボタンのクリック，という作業の順番で行われる。

　実際の仕訳内容の一部は次の通りである。

 1 月 1 日，次の材料を仕入れて代金は現金で支払った。材料（牛バラ）30,000円，材料（玉ねぎ）

20,000円，材料（調味料）10,000円，材料（米）30,000円。

＜仕訳＞

材料（牛バラ）　30,000円　/現金90,000円

材料（玉ねぎ）　20,000円

材料（調味料）　10,000円

材料（米）　　　30,000円

　クラウドを使った円簿会計の授業では，まず講師である著者が高校に出向き，円簿会計での仕

訳の入力方法，自動仕訳の方法，仕訳の修正・削除の方法，試算表・財務諸表の作成方法につい

て説明を行い，実際にパソコンとタブレットを利用したレクチャーを済ませた後に授業が進めら

れた。

5 円簿会計（https://www.yenbo.jp/service-info/kaikei.html）

②パターン表から番号を
選択して入力する

①日付の入力

③金額の入力

④登録ボタン
をクリ ッ ク

パターン仕訳の方法

1月

営業費50,000/現金50,000

図表 1 　パターン仕訳の方法
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　授業内容

　授業は各グループにパソコン・タブレット端末を用意し，クラウド会計の方法について実際に

作業を行いながら進めた。まず，クラウド・コンピューティングやクラウド会計について説明を

行い，次にこの授業で利用する円簿会計の機能について説明を行った。そして，事前にログイン

していた円簿会計を使い，実際に仕訳を行なった。ここでは，コードによる仕訳の入力，パター

ン仕訳の方法，仕訳の修正削除という作業を行った。最後に各種報告書（元帳，試算表，財務諸

表）を表示させ，クラウド会計の仕組みの理解を図った。この授業では， 1 グループ 2 つの端末

を所有しているため，どちらの端末でも操作が可能であることを確認させた。

　授業は 2 クラスからなり， 1 組は最初に手書きでビジネスゲームを行い，後半はクラウド会計

に移行した。 2 組は最初はクラウド会計でビジネスゲームを行い，後半は手書きに移行した。こ

うして 1 つのクラスにおいて異なる方法によるビジネスゲームを行った理由は，それぞれの方法

で同じ学生の反応がどのように異なるかをみるためであった。以下は， 1 組と 2 組において授業

を行った先生とその役割である。基本的には 1 回の授業において 3 - 4 名の先生によって授業を

展開する。

 5 ．考察

　図表 3 は，インタビュー内容をマトリックス表にしたものである。ここではクラウド会計を行

なった結果としての論点として，会計ソフト，事前のレクチャー，パソコンの取り扱い，

ネットワーク環境，学びの内容，高校側の必要性，高校における会計教育について，と

いう 7 つの論点を挙げた。

図表 2 　KCBの授業における先生方の役割

チーフ教員 サポート教員 簿記担当教員 実習準備担当教員

 1 組 Ｂ先生 Ｄ先生 Ｆ先生 Ｇ先生

 2 組 Ｃ先生 Ｅ先生 Ａ先生

図表 3 　インタビューのマトリックス表

指摘された問題点 考えられる解決策 インタビューからの引用 観察の内容

会
計
ソ
フ
ト

円簿会計の問題とし
て，利用するために
Yahoo!の登録（IDで 
の）が必要である点

設定も試行錯誤しな
ければならない

マニュアルがなけれ
ば先生・生徒ともに
使えない。

どの会計ソフトを利
用するか

円簿会計にアカウン
トを開いてもらい，
ヤフーとの紐づけを
やめてもらえるとや
りやすい。

設定方法も含めた，
円簿会計のマニュア
ルの準備

Ａ先生：
円簿会計自体がYahooのIDと紐づい
ているので，端末を記憶してしまう。
なので，タブレットを班ごとに指定し
て固定していたが，生徒が端末を間
違って持って行ってしまう。
Ａ先生：
学校現場は共有するので，タブレット
もほかの授業でほかの目的で使われて
いるので，インターネットを開けたら
円簿会計を見れる状態にあって，それ
を触られたら終わり。
Ｄ先生：
操作だけではなくて，マニュアル的に
も全体像が見えるようなマニュアルが
あってもいいと思う。

会計ソフトの使い方は
最初は手間取っていた
が，すぐに順応するこ
とができていた。

仕訳等の方法について
は，準備された資料を
使って先に進む生徒も
いた。
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Ａ先生：
教育現場としては最初のどの会計ソフ
トを使うか，どう設定するかが分から
なければ，なかなか運用できない。

事
前
の
レ
ク
チ
ャ
ー

生徒の知識やスキル
不足

生徒には入力のレク
チャーからもう少し
丁寧に行う。

レクチャーで 2 時間
くらい必要。さらに，
演習問題で入力練習
したらまた 2 時間必
要となるため，宿題
等で対応する。

Ａ先生：
教員側が使い方をレクチャーできてい
ない。今回もやっと入力できて慣れて，
なんとなく財務諸表が出たというとこ
ろまでしか授業内でいけていない。
Ａ先生：
講義でも，ほぼレクチャーで終わって
実践時間があんまり落とし込みできな
かったので，あれだけでも 2 時間くら
い必要。さらに，演習問題で入力練習
したらまた 2 時間いると思う。

タブレットを使って前
に出ているpptの作業
をしてくれた。一つず
つ教えれば問題なく，
仕訳などをすることが
可能であった。

事前の勘定科目の設定
が間違っており，仕訳
ができず，正確ではな
い財務諸表を作成する
ことがあった。

パ
ソ
コ
ン
の
取
り
扱
い

タブレットは操作性
が微妙である。

授業始めと，授業終
わりに自分の店舗で
あることを確認す
る。

パソコンを利用する
ことで操作性の解決
が見られる。

円簿会計に改善を申
し込む。また，他の
ソフトについても検
討を行う。

Ａ先生：
円簿会計事態がYahooIDと紐づいて
いるので，端末を記憶してしまう。な
ので，タブレットを班ごとに指定して
固定していたが，生徒が端末を間違っ
て持って行ってしまい，画面はいつも
みてる画面なので，自分の店舗じゃな
いことに気が付かない。そのまま，自
分の班の仕訳をしてしまい，別の店舗
から「やってない仕訳があります」と
…。会計的にはあってはいけない。仕
訳をされた方は気が付くけど，した方
は気が付かない。
Ａ先生：
円簿会計自体はタブレットは操作性が
微妙でパソコン用でできているのかな
と。特に帳票印刷がタブレットではで
きないので，ドラッグできないので，
コンピュータにつないで印刷をした。
うちのネットワーク環境では厳しかっ
た。円簿会計であればコンピュータの
方がやりやすい。

パソコンとタブレット
を 使 っ て い る。 タ ブ
レットでは少し操作が
難しそうであった。

ログインをして授業を
待っていると，一定時
間経過後に勝手にログ
アウトされるため，そ
れから再度準備するの
に時間がかかってい
た。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境

PCやネットの利用
環境の悪さ

一つの高校だけの問
題ではなく，教育現
場へのネットワーク
環境の整備が必要と
なる。

Ｇ先生：
ネット環境にすごく左右される。繋が
らなくてイライラする生徒がいて，学
習の本文が見えなくなってしまったり
集中ができなくなってしまった。

Ａ先生：
事後の処理はPDFに落として書類を
完成させたが，特に何もなかった。ネッ
トワークの問題でPDFにならないこ
とはあったが，そこさえスムーズにい
けば提出に関してはすごくスムーズに
いきました。それは手書きの方が圧倒
的に紙がバラバラになっているので，
足りてない部分があった。それでいく
と事後は楽だし教員も楽だった。

ネットワークは悪いた
め，演習を先に進めた
いが，いくつかのチー
ムを待つ必要があっ
た。

インターネットのつな
がりが悪く，待ってい
る間に手持ちぶさたな
生徒がいた。

自身で持ってきたポ
ケットWi-Fiを利用し
たチームはスムーズに
作業を進めることがで
きた。

学
び
の
内
容

クラウド会計という
学習内容が指導要領
の範囲外

 1 年生のときは入力
や技術について学
び， 2 年生で宿題を
家に帰って入力さ
せ， 3 年生で実践に
臨めばだいぶ違う。

Ａ先生：
新しいソフトをいきなり実践科目で
使ったので，生徒・教員負担が多かっ
た。なので，それを切り分けてやって
いけば，最終 3 年生で，コンピュータ
会計を使ったことがあり，実践に臨め

簿記・会計の内容につ
いて理解しながら進め
るというよりも，コン
ピュータを技術的に動
かすのみという印象で
あった。
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結局会計が強い生徒
が単独でゲームを進
めていき，ほかの学
生がフリーライダー
となる

高校で行っていた，
ビジネスゲームはク
ラウド会計を使うた
めに用意したもので
はなかったので，活
用しきれたか分から
ない。

パソコン・タブレッ
トを使った授業でも
この状況は変わらな
いが，タブレットを
使って他の生徒に説
明をするチームもあ
るため，改善される。

クラウド会計と親和
性のあるビジネス
ゲームや教材の開
発。

ばだいぶ違う。 1 ， 2 年生，低学年の
ときは入力や技術をやっていき， 2年
生で宿題で家に帰って入力させて，学
校のときに入力したのを一枚ものでみ
れば，クラウド会計の良さを実感する
のかなと。

Ｂ先生：
タブレットへの入力ということで，ア
レルギーなく，誰もが結構使っていた。

Ａ先生：
仕訳を直すときには結構やっぱりチー
ムでやっていましたね。

Ｃ先生：
今後ゲームをどういう風に活用するか
わからないですが，それに合わせた，
クラウド会計があるということを前提
にした，ゲーム作りをする必要がある
と思います。

Ｆ先生：
戦略を考えてよそよりも売るためには
どうすればいいかというような，教室
内の声で言うと前半よりも（円簿会計
ソフトを利用した）後半の方が多く上
がっていたように思えます。

Ｅ先生：
（円簿会計では）簿記が苦手な子が一
応形が出来上がって，今まで苦労して
いた部分を一応クリアして，最後まで
ゴールまで行って，一応分析という，
薄いですけれども分析ができる。

最終的に結果が一致す
るため，間違っている
かどうかはあまり意識
されなかった。

タブレットを使って完
成した財務諸表につい
て，中心となって作成
した生徒が説明をして
いた。

学生たちは面白そうに
タブレットを使って仕
訳等を入力していた。

高
校
側
の
必
要
性

令和 4 年度からコン
ピュータ会計という
のが明記されるが，
どのような内容で行
うかは未定である。

課題研究の授業は商
業科は必修であっ
て，クラウド会計と
して，そこの一つの
項目に入れるには良
いニーズである。

Ａ先生：
令和 4 年度の新学習指導要領から 1 年
生の簿記の中にはコンピュータ会計と
いうのが明記されているので，履修条
件通りにいけばやらなければならな
い。

Ａ先生：
普通の簿記をやったあと，手書きのシ
ナリオを家でクラウドでやってという
のは可能なので，ハイブリッドにする
というのは難しくないかもしれない
し，令和 4 年から必要ならそのあたり
をカバーできるようにアイデアを考え
るのは一つですね。

インタビューから，コ
ンピュータを使った会
計教育について，どこ
の高校もまだ準備がで
きていないし，どのよ
うな方法をとるかにつ
いては定まっていない
ということであった。
授業を見る限り，ビジ
ネス・ゲームと組み合
わせてコンピュータを
使うことが生徒の興味
を引き出しているよう
に見える。

高
校
に
お
け
る
会
計
教
育
に
つ
い
て

高校教育において，
財務諸表の作成を育
てるか？利用者を育
てるか？

高校・大学でのこれ
からの簿記教育の議
論を進める必要があ
る。

Ｂ先生：
KCBにしても，僕らは初めは，会計
は財務諸表作成能力を試されるとか言
われて，今，活用能力，今はもっと他
に言い方があるのかもしれませんがそ
ういう風に切り替わって来ている，そ
ういう意味ではKCBについては会計
そのものを学ぶのではなく出てきた財
務諸表データを活用して，次につなげ
ていくということができれば新しい会
計教育ができるかなと。

生徒はクラウド会計を
使って財務諸表を作成
することができてい
た。完成した財務諸表
を見て驚いている様子
を見ても，一定数の生
徒は，簿記・会計への
嫌悪感がなくなったよ
うに見えた。
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Ｆ先生：
帳簿の体系を知るとかいうのであれば
やっぱり手書きも入れたほうがいいで
しょうけども，単純に経営戦略を考え
るというのであれば，クラウド会計を
最初からやってもいいのかもしれない
です。目的次第だなと。

タブレットを使って，
会計情報を共有するこ
とができていた。

簿記・会計の内容につ
いて，どこまで理解し
ているかは，一人の得
意な子に集中していた
印象である。

簿記処理の内容より
も，ソフトの使い方や
通信に関する質問が多
くあがっていた。

以下にそれぞれの問題点とその解決策について説明を行う。

　会計ソフト

　会計ソフトは円簿会計を利用した。ソフトは無料で利用することができ，操作性もシンプルで

比較的柔軟に設定の変更が可能であり，教育現場で応用するのに優れたソフトであるといえる。

円簿会計を教育現場で応用する際の問題点としてはyahoo!のIDがアカウントごとに必要である

ために，複数のグループの円簿会計のアカウントを作成することが簡単ではない。また作成に加

えてその管理も複数のIDによるため紛失や間違えを引き起こす可能性がある。また，設定につ

いても柔軟に変更することもできるが，教育の目的にそった設定の変更を行うことは時間がかか

ることであった。一度正しい設定が完了すればコンピュータ上で財務諸表の一連のプロセスを容

易に可能にするが，正確な設定を行うことの教員側への負担は大きい。これらの解決策としては，

株式会社円簿インターネットサービスと協力を行い，教育用のアカウントを開くことで，ヤフー

IDの問題を取り除き，より教育に特化したクラウド会計のソフトとして利用することが可能に

なる。また，生徒用のみならず，先生に向けてもソフトを利用するためのマニュアルが必要であ

る。　

　事前のレクチャー

　クラウド会計を使ったビジネス・ゲームを始める前に，授業の一コマ（50分）を利用してクラ

ウド会計や円簿会計の操作方法についてのレクチャーを行なった。しかし，レクチャーの時間は

十分ではなく，少なくとも今回行った倍以上の事前のレクチャーを行うことで，授業や内容理解

をもう少しスムーズに行えることがわかった。同様に，教員側に対しても事前に一度クラウド会

計の操作方法について共有しておくことや，緻密な操作マニュアルを作ることで，生徒の内容の

理解を推し進めることができたと考えられる。

　パソコンの取り扱い

　今回のビジネス・ゲームでは各グループにタブレットとパソコンを一台ずつ用意して作業を行

なった。基本的な操作はタブレットによって行なったが，円簿会計を利用する際に操作が難しい

部分があった。また使用したタブレットは他の授業でも共有されており，他の授業でデータの削

除や書き換えのリスクがあった。授業での利用をパソコンを中心にすることや，授業の最初と最

後にログインとログアウトを徹底することで，パソコン・タブレットの取り扱いを問題なく行う

ことができるだろう。
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　ネットワーク環境

　クラウド会計の利用による会計作業の効率性はネットワークによって大きく左右される。高校

教育の現場では未だ十分なネットワークが整備されているとはいえず，ネットワークによって待

機する時間を要することとなり，生徒にクラウド会計の誤った印象を与えてしまうおそれがあっ

た。これは，該当する高校だけの問題ではなく，教育現場へのネットワーク環境の整備が必要と

なる。今後の会計教育にとっては最も必要な条件とも言える。一方で，ネットワークが問題なく

利用する環境であれば，生徒の会計処理にかかる時間は短縮され，作成された会計情報を使って

意思決定を行うことに時間を使えるかもしれない。

　学びの内容

　今回のクラウド会計の授業では，簿記の知識，コンピュータを使った会計，クラウド会計（を

使った意思決定）という幾つかの技術や内容について一度に学習を行うプログラムとなっていた

ため，生徒にとってどのような学習を集中的に行うことができたかは，生徒によって異なってい

た。これを， 1 年生のときは入力や技術について学び， 2 年生で宿題を家に帰って入力させ， 3　

年生で実践を行うというように，段階的に学習を行えば生徒は知識を整理しながら，クラウドを

使った会計をプロセスを踏みながら理解できるだろう。また，もしビジネス・ゲームを使ってク

ラウド会計を取り入れる場合には，親和性の高いゲーム内容にすることが必要となる。

　高校側の必要性

　現在の学習指導要領では，コンピュータ会計やクラウド会計という内容は指導要領の範囲外と

なっている。しかし，令和 4 年度の新学習指導要領から 1 年生の簿記の中にはコンピュータ会計

が明記されるため，高校側としてもコンピュータを使った会計教育教材の開発を進める必要が

ある。その点，クラウドを使った会計教育は実務で今後も多く利用されることが想定され，コン

ピュータを使った会計教育として適切な題材であると考えられる。

　高校における会計教育について

　今回のクラウド会計を使ったビジネス・ゲームにおいては，高校（あるいは大学）でどのよう

な簿記教育を行うべきであるか，という問いが大きな論点となった。従来までの手書きの方法で

あれば，財務諸表を作成する能力や，会計の一連の流れを掴むことができた。しかし，それに時

間をかけるあまり，生徒は作成する前に諦めてしまうことや，作成した段階で学習をやめること

があった。クラウド会計では，比較的簡単に財務諸表を作成することができるため，その資料を

使ってどのような意思決定をするかという時間を取ることができる。どちらをどの程度優先して

教育を行うかについては，今後議論を進める必要がある。

 6 ．結論

　本論文ではクラウド会計を使った会計教育について，高校での観察とインタビューを行うこ

とでその実態を明らかにし知見をまとめることを目的としている。実際に高校での講義やインタ

ビューを通して，先端技術（クラウドやコンピュータなど）を使った会計教育をどのように行う

かという点に関して，会計ソフトの選別，事前の準備やネットワークの問題などの気づきを得る

ことができた。また，グループ作業の活性化や簿記への取り組みやすさなどの有用性について知

見を得ることができた。しかし，クラウド会計の特性であるいつでもどこでも情報を閲覧・修正

することができ，そのことで経営に参画することが容易となる点については，その多くを観察す
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ることはできなかった。今回の観察およびインタビューでは，高校でどのような会計教育を行う

かという根本的な問題が，クラウド会計を利用して効果的に教育を行えるかどうかの大事な要素

となっていた。

　クラウド会計による学習の内容については，これまで，手書きによって時間を割いてきた，仕

訳や転記などの帳簿記入の時間が大幅に削除されることが予想されたが，クラウド会計を使った

ビジネス・ゲームでは，タブレットやソフトを使うことによる事前の準備の問題やソフトの操作

方法の理解の問題などによって，想定する時間を確保することができず，結果として会計情報を

使った意思決定の議論の時間は多くなかった。また，これまでの帳簿記入（仕訳の転記など）に

よるミスは減少したが，その分，コンピュータ上での桁数のミスなどが見られ，手書きでもコン

ピュータでも最終的に正確な財務諸表を作成することが難しいことがわかった。

　しかし，そうした事前準備やソフトの問題によって奪われる時間は，今後，事前レクチャーの

改善やマニュアルの作成などによって防ぐことができる。実際にソフトに利用方法を理解した

後は，問題なくスムーズに授業を行なった。また，意思決定の議論についても，授業中にコン

ピュータをグループ全体で閲覧し，会計担当の生徒が他の生徒に説明・他の生徒と議論する場面

も見られ，作成された会計情報を使った意思決定の議論がされる萌芽が見られた。Ａ先生のイン

タビューであったように「 1 ， 2 年生，低学年の時は入力や技術をやっていき， 3 年生でクラウ

ド会計を取り入れた授業を行う」ことで，会計の授業を会計情報を使った意思決定の議論の時間

が増加するだろう。その際に，クラウド会計を使うことで得られる，全てのグループ参加者によ

る経営参画や意思決定の議論という効果を，教育現場で発揮することができる。

　今回の観察では，クラウド会計の利点やクラウド会計で得られた時間による生徒の意思決定の

議論を見つけることはほとんどできなかった。生徒はコンピュータを使った会計によって仕訳や

転記などの一連の会計のサイクルを行い，財務諸表の作成を行なったに過ぎない。その点につい

て，今後は高校においてコンピュータ会計が学習指導要領で明記されるため必要な教育内容であ

ると考えられる。実際に生徒についてはこれまで簿記の技術的な問題で最終的な財務諸表の作成

ができないまま会計期間になっていたが，会計ソフトを使ってコンピュータによる処理を行うこ

とで，正確性の有無はおいても，大幅な時間の短縮で財務諸表を完成させることができ，簿記・

会計に対する見方や印象の変化を与えられた。Pǎcurari D., Nechita E.（2013）は，会計教育に

おいて，モバイルデバイスとテクノロジーの使用は，教育と学習のプロセスにまで拡大されるべ

きであると主張している。今後は教材の開発やプロセスの改善によって，コンピュータを使った

会計に留まらず，クラウドを使った会計教育の効果を全面に発揮する必要がある。

　そのためには，高校での会計教育をどのように行うことが求められているかについて，会計に

関わる教育者や実務家の議論が必要である。そこには，伝統的な簿記教育がどのように役立って

いるか，会計にかかわる実務家・会計専門職はどのようなスキルを身に付ける必要があるか，新

しい簿記教育に必要な要素について明らかにする必要がある。そのような議論がクラウド会計を

使った教育の効果を最大限に発揮する土壌となるだろう。今後もクラウドを使った会計教育の調

査・研究を進めることで，新しい会計教育の形を作り上げる一助としたい。
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