― 17 ―

管理会計のレピュテーション・マネジメントと行政の信頼性
大
概要

西 淳

也

管理会計ではレピュテーション・マネジメントに関する研究が行われている。本稿では，ま

ず，このレピュテーション・マネジメントについて，ブランド等との違いを確認したうえで，議論
を整理する。つぎに，行政と信頼との関係について先行研究を概観し，行政の信頼性（信頼をされ
る側の特性）の確保のための方策と管理会計との関係を論じる。最後に，行政組織の業務のプロセ
スに，外部の目をどう入れ込むか，また，行政組織から外部に何を開示していくのかの２点を考察
する。
キーワード：管理会計，レピュテーション，バランスト・スコアカード，行政，信頼

近年，企業の管理会計においては，レピュテ

省において 行政の信頼性確保，向上方策に関

ーション・マネジメントに関する研究が行われ

する調査研究 が平成17年度から５年間の予定

ている。本稿では，このレピュテーション・マ

で継続されているところでもあるので，その研

ネジメントについての議論を整理し，行政の信

究成果も参照しながら整理する。そして，行政

頼性（信頼をされる側の特性）との関係を論じ

組織のステークホルダーが有する当該組織への

る。

信頼を分析する道具として，行動経済学的な手

本稿ではまず，企業におけるレピュテーショ

法の有用性を指摘したうえで，本稿の議論の中

ン（評判）について概観する。近年，国内外を

心を，信頼を受ける行政組織の信頼性（信頼を

問わず，企業においてはレピュテーションを毀

される側の特性）に絞っていくこととする。

損させ，その結果，会社の存続にかかわるよう

最後に，行政組織の信頼性について考察する。

な事件が少なくない。このようななかで，管理

そこでは，まず，最近の通念である透明性や成

会計でも近年，企業のレピュテーションに着目

果重視といった概念について，若干の留保をす

した議論が提起されている。そこで，これと類

る。そのうえで，信頼性確保の観点から考えら

似 す る 概 念 で あ る ブ ラ ン ド や CSR（Corpo-

れる方策として，行政組織の業務のプロセスに，

rate Social Responsibility：企 業 の 社 会 的 責
任）との違いを確認したうえで，企業がレピュ

外部の目をどう入れ込むかという点と，行政組

テーションをどのようにマネジメントしていこ

を考察する。

織から外部に何を開示していくのかという２点

うとしているのかについて概観する。そこでは，
マーケティングのようにレピュテーションを操
作する意識の強い考え方もあるが，他方で，内

第１節 企業におけるレピュテーション
本節ではまず，レピュテーションがいかなる

部統制などの企業内部のマネジメントを中心に，

ものであり，それにどのような重要性があるの

透明性，信頼性および好感度をいかに高めるか

か，そして，企業の資産と呼べるようなものな

という点に力点をおく考え方もある。

のかについて，先行研究を概観する。つぎに，

つぎに，行政と信頼との関係について概観す

類似の概念であるブランドとの違いを概観し，

る。この分野に関しては，さまざまな研究がこ

ブランド価値向上のための具体的な行動と，レ

れまでなされてきている。しかも，現在，総務

ピュテーション向上のための具体的行動との関
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係を確認する。また，CSR との違いを概観し，
そのための具体的行動とレピュテーション向上

。オールソップは，レピュテー
nington，2004）
ション・マネジメントに18の原則を見出し，技

のためのものとの関係を確認する。

術というよりも芸術だとしている（Alsop，
2004）。さらに，松田ほかは，
「企業や組織を取

1‑1 レピュテーションとは

り巻くステークホルダーから得られる社会的・

レピュテーションは，企業の評判やうわさな

文化的名声であり，企業の持続的な発展の源泉

ど と 表 現 さ れ る こ と も あ る（大 柳，2006，

となる無形の評価」と定義づけている（松田ほ

。コーポレート・レピュテーションにつ
p.44）
いての日本語による本格的な研究が示された

か，2007，p.16）
。これらの論者は，コーポレー

2005年以降，わが国でもコーポレート・レピュ

するイメージや知覚としてとらえており，もっ

テーションという用語が一般的となりつつある。

ぱらステークホルダーのイメージや認識，知覚

それゆえ，コーポレート・レピュテーションに

を通じた操作対象としての側面を強調している。

ト・レピュテーションをステークホルダーの有

関する研究も比 的新しいものが中心で，議論

これらの見解に対し，櫻井は，コーポレー

途上にある論点も多い。また，コーポレート・

ト・レピュテーションについて，
「経営者およ

レピュテーションのリスク（レピュテーショ

び従業員による過去の行為の結果，および現在

ン・リスク）が問題となる事例が頻発したこ

と将来の予測情報をもとに，企業を取り巻くさ

と も，コーポレート・レピュテーションに注

まざまなステークホルダーから導かれる持続可

目が集まる一因となっている。

能な（sustainable）競争優位」と定義づけて
い る（櫻 井，2005ｂ，p.1）。こ の 定 義 は，会

1‑1‑1 定義

社ないしは経営者および従業員の行為等に重き

コーポレート・レピュテーションの定義につ

を置いて，コーポレート・レピュテーションを

いて，先行研究を概観する。まず，コーポレー

とらえており，もっぱら企業を通じた管理対象

ト・レピュテーションの世界的な第一人者であ

としての側面を強調している。

るフォンブランは，
「コーポレート・レピュテ

これらの２つの流れはお互いに排他的なもの

ーションとは，重要な構成員のすべてに対して，

ではなく，重なり合ったうえでどちらに重きを

他の主要な競争相手との比 で企業の全般的な

置くかという違いではあるが，それでも論理的

訴求を表す会社の過去の行為または将来の期待

には，前者の定義にしたがえば，企業のいわば

についての概念上の表象である」と定義づけて

外部への働きかけに注目が集まり，後者にした

い る （Fombrun，1996，p.72）
。ま た，ダ ル
トンとクラフトは，コーポレート・レピュテー

がえば，企業のいわば内部的な管理に注目が集
まることとなると考えられる。

ションを「会社が伝達するイメージと長期的な
会社の行為についての知覚と解釈にもとづく，

1‑1‑2 企業における重要性

ステークホルダーが会社について抱く価値観の

フォンブランとヴァン・リールによれば，現

集 合」で あ る と し て い る（Dalton＝Croft，

代の企業は，
（ⅰ）グローバリゼーションの進

2003）。マーケティングが専門のハニングトン

展により，企業間競争が激しくなるなかで，他

は，
「ステークホルダーの期待に応える組織能

国にも自国内でのレピュテーションが影響する

力についての認識」と定義づけている（Han-

ようになってきている，
（ⅱ）情報化の進展に

レピュテーション・リスクに関する事例研究として
は、(櫻井，2005a，pp.9‑52）が詳しい。
原文は“A corporate reputation is a perceptual
representation of a companyʼ
s past actions and

future prospects that describes the firmʼ
s overall
appeal to all of its key constituents when comparこ こ で は（櫻 井，
ed with other leading rivals.”
2008，p.22）の訳を用いた。

大
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より，顧客などが評価の高い企業にのみ集中す
るようになってきている，（ⅲ）製品の均質化
により，差別化が困難となりつつある，
（ⅳ）
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gibles）」とする。ブルッキングス研究所のス
ペシャル・タスク・フォース（Blair＝Wall-

メディアの影響力が拡大しつつある，
（ⅴ）ス

man，2001）によれば，無形の資産には３つの
種類があり，第１に所有と販売が可能な資産，

テークホルダーの行動が積極化しつつある，と

第２に支配可能だが企業から分離して販売でき

いった環境変化のなかにある。それゆえ，コー

ない資産，第３に企業が全く支配できないイン

ポレート・レピュテーションは，企業にとって

タ ン ジ ブ ル ズ が あ る と す る。櫻 井（2008，

の製品の独自性を生み出しライバルとの差別化
の源泉となり，価値が高い反面壊れやすいとい

p.28）は，コーポレート・レピュテーション
を第２の分類に位置づけている。そして，欧米

う性質を有するがゆえに，ますます重要になっ

も含め，多くの研究者はコーポレート・レピュ

て き た と し て い る（Fombrun＝Van Riel，
2004）。

テーションを超過収益力の源泉のひとつとして，

そして，フォンブランとヴァン・リールは，

2008，第１章・第２章）。そして，
（櫻井，2008，

コーポレート・レピュテーションの重要性は，

その資産性を認めているとしている（櫻井，

ステークホルダーごとにその重要な決定に影響

p.28）は，フォンブランとヴァン・リールの
分 類（Fombrun＝Van Riel，2004）を 用 い，

を与えていることで説明できるとしている。顧

以下の式で表現している。

客に対しては，レピュテーションにより購買行
動に影響を及ぼす。従業員に対しては，レピュ
テーションにより就職・勤労・勤続の決定に影

知的資産＋レピュテーション資産＝市場価
値−（物的資産＋金融資産）

響を及ぼす。投資家に対しては，レピュテーシ

ちなみに，財務会計における伝統的な会計用

ョンにより投資意思決定に影響を及ぼす。メデ
ィアに対しては，レピュテーションにより報道

語としての「無形資産（intangible assets）
」
は，のれんなどとしてこれまで認識されてきた。

の扱いに影響を及ぼす。フィナンシャル・アナ

1990年代以降，その研究対象を，上記のブレ

リストに対しては，レピュテーションによりそ

ア＝ウォールマンの分類でいう第１から第２ま

の 表 現 に 影 響 を 及 ぼ す と し て い る（Fom-

で拡大してきている。しかし，コーポレート・

。
brun＝Van Riel，2004）
大柳は，コーポレート・レピュテーションが

レピュテーションについては，貸借対照表にオ

重要になってきた理由として，過去に比べて現
在では，ステークホルダー間の相互作用により，

これは，国際会計基準（IAS）第38号でいうオ
ンバランスされる財産権の基準である，①将来

ブランドを付した宣伝広告の効果が得にくくな

の経済的便益，②支配可能性，③識別可能性，

ってきているとしている。例えば，口コミ情報

④測定可能性のうち，①と部分的には②を満た

に，強力なブランドを付した商品についての否

すが，③および④は満たさないためであると整

定的な見解が多い場合などをあげている（大柳，

理できる（櫻井，2008，pp.44‑47）。

ンバランスされる財産権とは認められていない。

2006，p.48）
。これは例示ではあるが，フォン
ブランとヴァン・リールの見解と同趣旨である
と考えられる。

1‑2 ブランドとレピュテーション
ブランドとコーポレート・レピュテーション
との関係については，類似の概念であり，区分

1‑1‑3 資産性

が難しいところである。ブランドが購買者とか

ここで，コーポレート・レピュテーションの

消費者にアピールする標章であるのに対して，

資産性について簡潔に概観する。
（櫻井，2008，

コーポレート・レピュテーションを評価する主

p.28）は，こ れ を「無 形 の 資 産（ intan-

体がステークホルダーであることから，フォン
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表１

ブランドとコーポレート・レピュテーションの相違点

特徴

商品ブランド

コーポレート・レピュテーション

評価の主体

消費者（顧客）

ステークホルダー

形成の時点

主に過去の蓄積

過去・現在・将来

評価の対象

商品・サービス

経営者・従業員の行為

管理可能性

相続遺産的

努力で向上できる要素が大
（櫻井，2008，p.78より引用）

ブランとヴァン・リールは，ブランドはコーポ

第３に，ブランドには，企業レベル，商品群

レート・レピュテーションの一分野だとしてい

レベル，商品レベルなど，いくつかの階層があ

る（Fombrun＝Van Riel，2004）。
櫻井は，わが国ではブランドは，コーポレー

り，企業レベルのものを除いてすべて商品に関

ト・ブランドというよりも商品群でイメージさ

ランドのマネジメントとしては主としてマーケ

れる傾向が強いことなどを示しつつ，両者を区

ティングが適合する。これに対して，コーポレ

分してとらえている（櫻井，2008，p.74）。櫻

ート・レピュテーションのマネジメントには，

井（2008，pp.78‑79）に よ れ ば，第 １ に，ブ

第２節で述べるように，いくつかの分野がある。

ランドは，消費者（顧客）によって商品やサー

マネジメントのあり方からも区別されるのであ

ビスにつけられた標章であって，現在企業がど

る。

のように行動しているかについてのステークホ
ルダーの反応を表すコーポレート・レピュテー

連し，主要な対象は顧客となる。このため，ブ

なお，以上の点をまとめれば，表１のとおり
となる。

ションとは区別されるとしている。ブランドで
は過去の蓄積が大きく関係するのに対して，コ
ーポレート・レピュテーションでは，過去だけ

1‑3 CSR とレピュテーション
CSR（Corporate Social Responsibility：企

でなく現在および将来の経営者と従業員の行為

業 の 社 会 的 責 任）に つ い て，櫻 井（2008，

の結果をとらえたステークホルダーの評価に関

「ステークホルダーの立場から，
pp.81‑82）は，
経済的価値だけでなく社会・環境業績を高める

係するのである。
第２に，ブランドの高い商品には，祖父母か

ことで，企業価値を増大させようとする活動」

ら親へ，親から子へと伝えられていく相続遺産

としている。そして，いわゆるトリプル・ボト

的な側面がある。一方，コーポレート・レピュ

ムライン（経済価値，社会価値，環境価値）へ

テーションは，経営者および従業員の行為によ

のコミットメントであるとする。

って生み出されるステークホルダーの評価によ
って形成される。すなわち，企業経営者にとっ

この CSR とコーポレート・レピュテーショ
ンとの関係について，櫻井（2008，p.98）は，

て，ブランドは相続遺産的な側面を有するため

フォンブランのように両者の関係に無関心な見

に，これを高めるのは容易ではなく，しばしば

解，ベルカウイのように両者を同一視する見解，

与件としなければならないこともある。これに
対して，コーポレート・レピュテーションは，

および，ダルトンとクラフトのように，CSR
をコーポレート・レピュテーションの一構成要

ブランドに比べれば比 的容易に経営者と従業

素と論じる見解とがあるとする。そして，その

員の努力によって向上させることができる。同
時に，反社会的行為などによって容易に毀損す

上で，櫻井は第３の見解，すなわち，CSR を
コーポレート・レピュテーションの一構成要素

るものでもある。

と解する立場をとっている。
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コーポレート・レピュテーションのマネジメ

らえる立場（加賀田，2006) に立てば，論理的

ントについて論じられるようになったのは1990

には CSR とコーポレート・レピュテーション

年代以降であり，比 的歴史が浅いことから，

とは異なる可能性もある。しかしながら，櫻井

現在でもさまざまな観点からの議論がなされて

のように，ビジネス内部へのアプローチを重視

いる。そこで本節では，企業におけるレピュテ

する立場にたてば，CSR もコーポレート・レ

ーション・マネジメントについて，類型別に簡

ピュテーションもともに共通の問題意識を有す

潔に概観する。そこでは，マーケティングやコ

るものとなる。CSR もコーポレート・レピュ

ミュニケーションを重視する考え方，内部統制，

テーションもともに，ビジネス内部へのアプロ

そしてまたリスク・マネジメントを重視する考

ーチである管理会計の適用可能性を容易に論じ

え方，および，管理会計手法を重視する考え方

ることができるのである 。しかも，CSR を通
じて企業がたんに社会的・環境的責任を果たす

などに分けられる 。

だけでは，企業の存続の保証にはつながらない。

ションの高いと認識されている企業で，管理会

CSR を通じてコーポレート・レピュテーショ
ンを高め，企業の存続の可能性を高める（経済

計手法を中心とした内部管理手法を意識的に公

的責任を全うする）ことが必要となる。CSR

自動車と京セラについて概観する。

そして，最後に，コーポレート・レピュテー

表している事例を押さえる。ここでは，トヨタ

を中間目標にして，コーポレート・レピュテー
ションを達成するということである。企業の存
続の可能性をいかに高めるかという点から発想
するため，妥当な見解であると考える。

2‑1 コミュニケーション，マーケティングを
重視するマネジメント
まず，コミュニケーションやマーケティング

また，櫻井は，CSR では環境価値と社会価
値が強調されるものの，経済価値の比重は低い。

を重視するレピュテーション・マネジメントを

これに対して，コーポレート・レピュテーショ

ンとヴァン・リール，オールソップ，ハニング

ンでは経済価値が最も重視され，環境価値に代

トンおよび松田ほかの見解について簡潔に確認

えて組織価値が重視される点に違いを見出して

する。1‑1‑1でみたように，これらの論者はコ

いる。組織価値というのは，経営理念，有能な

ーポレート・レピュテーションをステークホル

従業員，組織学習，熱心な仕事，リーダーシッ

ダーの有するイメージや知覚としてとらえてお

プ，チームワークなどを指すとする（櫻井，

り，もっぱらステークホルダーのイメージや認

2008，p.97）
。重点の置き方という程度ではあ

識，知覚を通じた操作対象としての側面を強調

るが，このような違いが見られること自体，両

している。このため，企業のいわば外部への働

者を同一視する，ダルトンとクラフトのような

きかけを重視し，その結果，コミュニケーショ

上記の第２の見解からはでてこないであろう。

ンやマーケティングに注目することとなると考

提唱する考え方である。ここでは，フォンブラ

えられる。
第２節

企業におけるレピュテーション・マネ
ジメント

加賀田は「CSR の議論そのものにも変化が見られる
ようになってきている…1950〜80年代に議論された
CSR が，どちらかといえば，企業と社会の関係性そ
のものや，企業外部へのアプローチを取るものが多
かったのに対して，90年代以降では，CSR を企業の
競争力や経営資源との関係で，企業内部へのアプロ
ーチを取る研究も増えてきている」としている（加

2‑1‑1 フォンブラン＝ヴァン・リールの見解
賀田，2006，p.62）。
（伊藤，2004）
CSR への管理会計の適用については，
et.al.
この分類はあくまで何を重視するかで，理念的に分
けたものであり，論者によっては，それぞれ部分的
にほかの考え方に重複しているところもある。
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ニューヨーク大学スターン・ビジネススクー

るオールソップは，コーポレート・レピュテー

ルの名誉教授であるフォンブランとエラスムス

ションを高め，維持し，毀損した場合にいかに

大学ロッテルダム経営学大学院教授のヴァン・

修復するのかという観点から，18の法則をまと

リールは，名声が富を生むとし，名声を高める
ための原則を５つ提示している（Fombrun＝

めている（Alsop，2004）
。具体的には以下の
とおりである。

。レピュテーションについて
Van Riel，2004）
の系統的な調査にもとづいて，1999年に開発し

つの法則を示している。

たレピュテーション 指 数（The Reputation
Quotient）を算出し，この指数の高い企業を観
察した結果として，５つの原則を引き出してい
るのである。
５つの原則とは，①顕示性（Visible），②独
自性（Distinctive）
，③ 真 実 性（Authentic）
，
④透明性（Transparent）
，⑤一貫性（Consis-

まず，よい評判をいかに築くかについて，７
（法則１）最強の武器である企業の評判を研ぎ
澄ませる。このためには評判重視の社風を育
てる。
（法則２）レピュテーション・リサーチを行い，
己を知る。
（法則３）ステークホルダーの優先順位をあら
かじめ決めておき，多くの聴衆にアピールす

tent）である。まず，①顕示性とは，注目度の
高い企業であるということである。マスコミ媒

（法則４）社会の価値観と倫理観に従う。

体などを積極的に活用し，まず注目される必要

（法則５）模範的な市民となる。

がある。しかし，注目度が高いことは，レピュ

（法則６）心をつかむ企業ビジョンを伝える。

テーションにいつまでも残る負の影響を残しか

（法則７）心の琴線に触れるように，感情に訴

ねないという，両刃の剣でもある。②独自性と
は，違いを際立たせるということである。企業

る。

える。
つぎに，よい評判をいかに保つかについて，

の行動とコミュニケーションの焦点をコアのテ

６つの法則を示している。

ーマに定めることが，レピュテーションを向上

（法則８）厳しい現実と向き合い，問題点を知

させる。③真実性とは，誠実に自らを開示する
ということである。真実性が情緒的アピールを
生みだし，レピュテーションを向上させる。④

る。
（法則９）たえずつきまとう危険に常に警戒す
る。

透明性とは，適切に情報を開示するということ

（法則10）社員を主役に据える。

である。消費者は，幅広く自社の情報を開示す

（法則11）翻弄される前に制御する。

る企業のほうが，レピュテーションが高いとみ

（法則12）声を一本化する。

なす。⑤一貫性とは，
「対話」を確立するとい

（法則13）レピュテーションを失墜させる危険

うことである。複数の部門にまたがって調整・
統合された一貫性のあるコミュニケーションが
レピュテーションを向上させる。
フォンブランとファン・リールは，レピュテ
ーション・マネジメントのポイントをコミュニ

に注意する。
最後に，傷ついた評判をいかに修復するかに
ついて５つの法則を示している。
（法則14）危機的状況をコントロールではなく，
手際よく管理する。

ケーションの観点からまとめている。そして，

（法則15）最初の機会を逃さず，成功させる。

マーケティングを主要なツールのひとつとして，

（法則16）世間の冷ややかな視線を甘く見ない。

企業が行うべき行動を提案している。

（法則17）保身はしない。問題を先取りして攻

2‑1‑2 オールソップの見解

（法則18）最後の最後の手段に社名変更がある。

勢にでる。
ウォールストリート・ジャーナルの記者であ

オールソップは，レピュテーション・マネジ

大
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メントのポイントを，コミュニケーションを重

ケティングの観点からもレピュテーション・マ

視し，いわば経営者の「座右の銘」のようにま

ネジメントについて論じている。

とめている。したがって，経営者の行動パター

そこでは，概念的な提案にとどまるものの，

ンに，直接的に参考になるものとなっている。

「信頼と互酬性の規範にもとづいたつながり」
である社会的関係性が，啓発的自己利益を誘発

2‑1‑3 ハニングトンの見解

し，社会全体に経済価値や社会価値をもたらす

ハニングトンは，スウェーデンのマーケティ

社会資本を構築する。そして，関係性マーケテ

ング専門のコンサルタントである。彼は，コー

ィングなどの協働型マーケティングを通じて，

ポレート・レピュテーションを構築するシナリ

コーポレート・レピュテーションを向上させる

オを提示している（Hannington，2004）
。

としている。

まず，コーポレート・レピュテーションの重
要性を認識することから始めている。そして，

2‑2 内部統制などを重視するマネジメント

ステークホルダーが実際に誰で，どのように影

つぎに，内部統制などを重視するレピュテー

響しあっているのかについて，360度の視点か

ション・マネジメントを提唱する議論について

らマッピングし，理解する。経営幹部のコミッ

概観する。内部統制については，かつて管理会

トメントを得て，顧客および潜在顧客ならびに

計の一部と解釈できる時代もあったとされてい

従業員に対し，コーポレート・レピュテーショ

る（櫻 井，2008，p.34）が，こ こ で は 両 者 一

ンの調査をし，スタッフが期待するものとの差

応別に扱う。また，リスク・マネジメントなど

異を明らかにする。そのうえで，計画を組んで，

については，内部統制と関係が深いと考えられ

CEO のリーダーシップのもと実施していく。
その過程では，業界アナリストへの経営幹部の

るので，便宜的にここで取り扱うこととする。

働きかけが特に重要となる。

一連の事件 の存在と深い関連を有する。

この立場は特に日米両国における会計をめぐる

このように，ハニングトンは，レピュテーシ
ョン・マネジメントについて，段階を追ってま

2‑2‑1 櫻井通晴の見解

とめている。どのような点にポイントを置いて

櫻井は，内部統制やリスク・マネジメントに

コミュニケーションを図るのかなど，参考にな

ついて，レピュテーション・マネジメントの観

る点が多い。

点から論じている。簡潔に概観する。

2‑1‑4 松田貴典ほかの見解

じている（櫻井，2008，第６章）
。従来の内部

内部統制については，櫻井は以下のように論
大阪成蹊大学現代経営学部教授であり，大阪

統制は，①会計監査と，②業務監査とを対象と

市立大学大学院創造都市研究科特任教授でもあ

してきた。しかし，1993年の米国トレッドウェ

る松田および同研究科修士課程卒業の実務家を

イ委員会支援委員会（通称 COSO:the Commit-

中心とするグループは，レピュテーション・マ
ネジメントについてさまざまな角度からまとめ

tee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission）による内部統制に関

ている（松田ほか，2007）
。そのなかで，マー

する新しい概念の提示，2002年の SOX 法制定，

この一連の事件として米国では，2001年12月のエン
ロン社による破産申請とその不正会計に加担したア
ーサーアンダーセン会計事務所の消滅，そしてそれ
が SOX 法（Public Company Accounting Reform
and Investor Protection Act of 2002：いわゆるサ
ーベンス・オクスリー法）の導入の契機となったこ
とがあげられる。またわが国では，西武鉄道の有価

証券報告書への大株主の持ち株比率過小表示問題が
J‑SOX 法の導入の契機となり，さらに J‑SOX 法
（金融商品取引法：証券取引法を改組。2006年６月
成立）の検討過程で，カネボウの粉飾決算とそれを
許容した中央青山監査法人の崩壊があったことなど
があげられる。
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わが国では，2006年の金融商品取引法による内

て は，2004年 に COSO が，ERM を マ ネ ジ メ

部統制報告制度の創設，2004年の日本内部監査

ント・プロセスの一環として構築するよう報告

協会の基準改定などにより，内部統制の概念に

書 を 出 し た（COSO，2004）
。な お，COSO の

あらたに，③法令順守，リスク・マネジメント

この ERM 報告書では，リスクをマイナスのも

およびリスク・コントロールが加わったとする。

のに限定しつつ，ERM 自体はリスクと事業機
会に適用している。櫻井（2008，pp.186‑189）

コーポレート・レピュテーションのリスクの
ことを櫻井は，レピュテーション・リスクと呼

は，リスクはマイナスのもののみ限定すべきで

び，以下のように論じている（櫻井，2005ｂ，

はなく，プラスのハイ・リターンを期待しうる

第７章）
。この領域と し て は，① コ ー ポ レ ー

リスクも，リスクとして ERM を適用すべきで

ト・ガバナンス，②企業倫理とコンプライアン

あるとする。定義の問題ではあるが，リスクと

ス，③環境問題，④雇用と人権問題，⑤製品の

事業機会とをわざわざ区分する必要性は薄いよ

安全性と製造物責任とがある。①コーポレー
ト・ガバナンスから生じた事件として有名なの

うに思われる。ともあれ，櫻井は，ERM と内
部統制との関係について，ともにコーポレー

は，エンロン社の積極型会計等による破たん事

ト・レピュテーションに貢献する（櫻井，2008，

件や，西武鉄道による有価証券報告書への大株

p.181）ものであるが，内部統制を有効に運用
するには，すぐれた機会（上でいうプラスのリ

主の持ち株比率の過小記載事件などがあげられ
る。②企業倫理とコーポレート・ガバナンスに
ついては，多くの企業がすでに，極秘情報の漏
えい禁止，公私の別，贈収賄や汚職の禁止，人

スク）を活用すべく，ERM として構築・運用
さ れ る 必 要 が あ る と す る（櫻 井，2008，

権擁護，および，セクハラ禁止などを内容とす

p.186）。
従来の伝統的なリスク・マネジメントには，

るコンプライアンス規準を有している。そこで

価格を通じたマネジメントを行う市場リスク，

の問題は経営幹部だけでなく，従業員の行為に

債務を通じたマネジメントを行う信用リスク，

よって起こされることにあるとする。③環境問

従業員やプロセスを通じたマネジメントを行う

題とは，1960年代にみられた公害の問題とは異

オペレーショナル・リスク，および，組織や人

なり，不法投棄や土地汚染隠ぺいなど，コンプ

的資源を通じたマネジメントを行うビジネス・

ライアンス上の問題も含まれていることが多い。

リスクがあるとされてきた。しかし，現在では

④雇用と人権問題とは，海外工場などでの低賃

櫻 井 は，上 の COSO の 指 摘 な ど を 踏 ま え，

金労働などの問題や，最近のアウトソーシング

（ⅰ）オペレーショナル・リスク，
（ⅱ）資本調

の一般化に伴う契約先の情報漏えいなどの問題

達のリスク，（ⅲ）財務上のリスク，
（ⅳ）建築

などを指摘しうる。⑤製品の安全性と製造物責

基準法違反などの社会的リスク，および，
（ⅴ）

任については，雪印乳業の不適切な経営行動な

知的財産・ブランド・顧客・従業員などの無形

どの事件がある。他方，レピュテーション・リ

のリスクの５つの領域となってきたとし，「魚

スクを回避した例として，松下電器産業の FF

は頭から腐っていく」との言葉を引用しつつ，

式石油温風機に係る対応があげられている。

経営幹部の責任を強調している（櫻井，2008，

以上のような領域にかかわるレピュテーショ
ン・リスクに対するリスク・マネジメントにつ
いては，1994年以降，各国で開示に向けた圧力
が 増 大 し，そ の 後，ERM （Enterprise Risk
M anagement：全社的リスク・マネジメント）

p.191）。
IT に係る内部統制については，櫻井（2008，
p.218）は，分散型システムの一般化によって
全社的統制を確保することが難しくなったこと，
海外などへのアウトソーシングによって，チェ

として検討されてきている（ティンガースト‑

ックが難しくなってきたこと，プロジェクト管

タワー・ペリン編，2005）
。この ERM に関し

理や工程管理，品質管理などの困難さが増して

大
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2‑3‑1 櫻井通晴の見解

どによるコストの増大といった事情から，IT

櫻井は，バランスト・スコアカードの全社的

に係る内部統制がレピュテーション・リスクに

なモデルについて，および，内部監査部門を対

とって重要となりつつある。しかしながら，米

象としたバランスト・スコアカードのモデルに

国では，IT ガバナンス協会（IT Governance
Institute）が 上 記 の COSO の ERM 報 告 書 を

ついて論じている。それぞれ簡潔に概観する。

基礎に，IT の内部統制の基準である COBIT

（バランスト・スコアカードの全社的なモデ

（日本 IT ガバナンス協会 HP）を定めている

ル）

が，わが国にはこれに相当する基準がまだない
としている（櫻井，2008，p.218）。

バランスト・スコアカードの全社的なモデル
として，櫻井（2008，第10章）は図１を提示す

以上が内部統制などを中心とした櫻井の見解

る。これは全社的なバランスト・スコアカード

の概要である。レピュテーション・マネジメン

に，コーポレート・レピュテーションに関する

トの焦点が，2‑1に掲げた諸見解では，企業内

因果関係をのせた戦略マップである。そして，

部に目配りをしつつも，もっぱら，企業外部へ

そのための管理モデルとして３つの図を示して

の働き掛けにあるのに対して，櫻井通晴の見解

いる。一つめは，理論モデルで，成果指標と先

は企業外部への目配りをしつつも，その視点は

行指標とを目標値と実績値で表し，さらに実施

もっぱら企業の内部プロセスにあるという違い

項目をつけたものであり，図２のとおりである。

が指摘できると考える。

二つめは，より実践的なモデルで，目標値と実
績値を記入して，両者の差異を算定し分析する

2‑2‑2 松田貴典ほかの見解

ことで，将来の実施項目に結びつけるものであ

松田ほか（2007）でも，コーポレート・レピ

り，図３のとおりである。三つめは，戦略性に

ュテーションについて，内部統制や組織内部の

重点を置くモデルで，戦略の実行に焦点があた

マネジメントの観点からの重要性も指摘してい

っている。これを著者が図にすれば，図４のと

る。内部統制においては，レピュテーション・

おりとなると思われる。これらの図は，必要に

リスクや IT のリスクなども考慮する必要があ

応じて使い分けることが求められよう。そして，

り，また，組織内部のマネジメントにおいては，

櫻井（2008，第10章）は，この戦略マップを作

自律的組織を意識し，従業員の自律化が必要で

成するさいには，はじめから組織を巻き込んで

あるとするが，いずれも概念の提示にとどまっ

というのではなく，少なくとも当初は，担当者

ている。

が自社のレピュテーション・マネジメントのた
めの戦略には何が必要で何が有効かを検討する

2‑3 管理会計手法を活用したマネジメント・
モデル

ためのツールとして活用するのが望ましいとし
ている。

コーポレート・レピュテーションのマネジメ
ントとして使える管理会計手法としては，バラ

（内部監査部門のバランスト・スコアカードの

ンスト・スコアカードを指摘する見解もある。

モデル）

その具体例として，全社的なモデルと内部監査

つぎに，内部監査部門を対象としたバランス

部門のモデルを示している櫻井の見解と，概念

ト・スコアカードのモデルについてであるが，

的な提案ではあるものの，バランスト・スコア

ここではまず，内部監査の定義から確認する。

カードを活用した戦略的レピュテーション・マ
ップを示している松田ほかの見解について概観

櫻井（2008，第９章）は，IIA（the Institute
of Internal Auditors：米国内部監査協会）に

する。

よる定義（IIA HP）を紹介している。
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図１

（櫻井通晴，2008，p.254 図表10‑6）
コーポレート・レピュテーションの戦略マップ

図２

（櫻井通晴，2008，p.255 図表10‑7より著者修正）
コーポレート・レピュテーションの評価モデル
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（櫻井通晴，2008，p.256 図表10‑8）
コーポレート・レピュテーションの業績評価

（櫻井通晴，2008，p.257より著者作成）
コーポレート・レピュテーションの戦略性に重点をおく評価モデル

内部監査は，組織体の運営に関し企業価値を

ように示している。そこでは財務の視点をその

創造し，また改善するために行われる，独立に

まま置くのであれば，対象となるステークホル

して，客観的な保証およびコンサルティング活

ダーとして取締役会/監査役会とするのが適当

動である。内部監査の目的は，組織体の達成に

とする。そして，顧客の視点は，事業部のマネ

役立てることにある。このために，内部監査は，

ジメントそのものであり，マネジメントの視点

体系的手法と規律順守の態度とをもって，リス

とする。内部ビジネス・プロセスの視点は，内

ク・マネジメント，コントロールおよび組織体

部監査人を対象とする内部監査プロセスの視点

の統治プロセスの有効性を評価し，改善する。

とする。最後に，学習と成長の視点も，内部監
査人を対象とする革新とケイパビリティの視点

そして，櫻井は，内部監査のためのバランス

とする。このようなフレームワークのもと，図

ト・スコアカードのフレームワークを，図５の

６のような戦略マップを構築する。そして，そ
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図５

（櫻井通晴，2008，p.227 図表9‑1）
内部監査のためのバランスト・スコアカードのフレームワーク

（櫻井通晴，2008，p.228 図表9‑2）
図６ 内部監査部門のための戦略マップ

れぞれの因果関係でつながった戦略テーマごと
に，図７のような戦略目標，目標値および実施
項目を表した表を作成することをモデルとして
提案している。

2‑4 高レピュテーション企業が内部管理手法
を公表している事例
本項では，コーポレート・レピュテーション
が高いと認識されている企業が，その経営理念
などとともに，内部管理手法を公表しているわ

2‑3‑2 松田貴典ほかの見解

が国の事例を２つあげる 。内部管理手法とし

松田ほか（2007）でも，レピュテーション・

たのは，わが国の管理会計システムは生産シス

マネジメントに，バランスト・スコアカードが

テムに乗っかっている側面があり，ジャスト・

活用できるとしている。そして，バランスト・
スコアカード自体はかなり崩しているが，これ

イン・タイム（JIT）などのように，管理会計
手法というよりも生産システムとしてとらえる

をもとに，図８のような戦略的レピュテーショ

ほうが自然であるものも多いからである。廣本

ン・マップの構築を提案している。

（1993，p.71）の指摘するように，コントロ
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（櫻井通晴，2008，p.231 図表9‑3）
戦略テーマ，戦略目標，目標値，実施項目

（松田貴典ほか，2007，p.66 図表1.12）
図８ 戦略的レピュテーション・マップ

ーラー制度を実践基盤として管理会計が形成さ

がある。加えて，必ずしも管理会計手法とは位

れた米国であれば，これらも管理会計手法とし

置づけられないが，トヨタ自動車には，内部管

て形成された可能性もあると思われる。

理手法として有名な TQC，改善，ジャスト・

2‑4‑1 原価企画，TQC，改善，JIT，学習する
組織など ―トヨタ自動車

イン・タイム（JIT）があり，さらには，経営
学の観点からは「学習する組織」の代表格とみ
られている。これらをあわせてトヨタ生産シス

トヨタ自動車には，いわゆる日本的管理会計

テムということもある。そして，これらが，ト

の代表例のひとつである原価企画という考え方

ヨタ自動車の経営理念であるトヨタ綱領ととも

これらの事例は，経営理念や経営哲学などから導か
れて，それぞれの判断でその経営管理手法を公表し
てきたものと推察される。事前に，コーポレート・

レピュテーションの向上をも目的としていたかどう
かは定かではない。
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に，トヨタ自動車の対外的イメージに好ましい

みたに過ぎないともいえよう。

影響を与えている。もちろん，その基礎には好

しかし，そうではあっても，コーポレート・

調な財務業績があることは間違いない。過去，

レピュテーションの向上に役立たせるために，

トヨタ自動車には「乾いたタオルをさらに絞

内部管理手法の公表を検討してみることも価値

る」といわれ，単なるコスト・カッターのよう

があるように思えてならない。

に一般に受け止められてきた時期もある。しか
し現在では，コーポレート・レピュテーション
が高い企業と認識されている。

2‑4‑2 ミニ・プロフィット・センター（アメ
ーバ経営） ―京セラ

このトヨタ生産方式については，トヨタ自動

京セラには，1965年より実務で開始されたミ

車部内でも，当初は外部に公表することに躊躇

ニ・プロフィット・センター，いわゆるアメー

があったものと考えられる。大野耐一は，以下

バ経営という管理会計手法がある。その研究が

のように述べている。なお，カッコ内は引用者

研究者間で開始されたのは，実に1990年代半ば

の注である。

になってからである 。現在ではアメーバ経営
は，いわゆる日本的管理会計の代表例のひとつ

もともと，なんとか日本の風土にあったオリ

に加えられている。もちろん，基盤には京セラ

ジナルな方法をという考えから，他社，特に先

の安定した高収益があるのであろうが，京セラ

進国に簡単にわからないように，さらに，イメ

はコーポレート・レピュテーションが高い企業

ージさえ生じがたいようにと思って「かんば

と認識されており，そこには独特の経営哲学と，

ん」であるとか，
「ニンベンのある自働化」と

管理会計手法であるアメーバ経営が存在してい

かを実践し，強調していったのですから，わか

るのである。

りにくいのは当然かもしれま せ ん。
（大 野，
1978，まえがき）

当初，京セラ内部には，このアメーバ経営を
公表することには反対もあったようである。稲
盛は，その著書のあとがきで，
「アメーバ経営

かつて昭和三十年代の前半まで，私（大野耐

は，私が長年にわたり苦労して築き上げた独自

一）の打ち込んできた製造技術を，トヨタ式と

の経営管理手法であり，京セラの高収益経営の

はとても呼ぶ勇気がなかった。大野式と自称し

根幹をなすものなので公開すべきではない，と

て静かに潜航していた。

いう意見も社内にはあった」と記している（稲

昭和三十年代後半から四十年代，トヨタ自工

盛，2006，p.256）。公表するにあ た っ て は，

内部の盛んな試行錯誤の末，トヨタ式と命名し

たぶんに競争力の源泉を公開するのはどうかと

ても恥ずかしいものではなくなっていた。

いう意見が強く，相当の躊躇があったものと推

昭和四十 年秋のオイル・ショック以降，ト

察されるのである。

ヨタ生産方式は，トヨタ・グループ外でも広く
注目され，研究されるようになった。
（大野，
1978，pp.132‑133）

2‑5 小括
以上，第１節，第２節と，企業におけるレピ
ュテーション・マネジメントについて概観して

このようにトヨタ生産方式は，事前にコーポ

きた。コーポレート・レピュテーションという

レート・レピュテーションを向上させようとし

概念自体，比 的新しいこともあり，レピュテ

て始まったものではない。試行錯誤の末，トヨ

ーション・マネジメントについても，外部との

タ生産方式を完成させ，躊躇しつつも公表して

コミュニケーションを重視する考え方，内部統

上總ほか（2006,p.194）は，クーパーをもって最初
の学術的研究と位置付けている。

制などの内部プロセスを重視する考え方，およ
び，管理会計手法等でマネジメントすることを
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重視する考え方とが併存している。しかも，そ

のノンキャリア職員からの情報が弱くなったこ

れぞれの考え方のなかでも，例えば内部統制な

とが関係しているという…。

どは現在もホットな議論がなされているところ
であり，議論が落ち着いたとはいえない状況で
ある。

このような状況のなかで，行政への信頼およ
び行政の信頼性（信頼される特性）について，

ともあれ，管理会計手法が，そしてまた，内

どう考えればよいか。また，管理会計の観点か

部統制などの内部プロセスが，コーポレート・

ら貢献する余地はないのか。本節および次節で

レピュテーションを獲得していくための重要な

は，これらの点について先行研究を概観しつつ

経路であることは否定しえない。ここではこの

考察を加えたい。

点を確認したので，つぎに目を行政に転じ，次
節以降では行政組織への信頼と信頼性（信頼さ
れる特性）を概観していくこととする。行政に
おいても同じ点を指摘しうるのである。

3‑1 信頼とは
本項では，信頼とは何かについてこれまでの
先行研究を概観する。信頼については各国も含
め，先行研究の多い分野である。しかし，幸い

第３節

行政と信頼

なことに，現在，総務省において平成17年度よ

1990年代は官僚の不祥事が相次ぎ，行政に対

り５年間の予定で「行政の信頼性確保，向上方

する国民の信頼が大きく揺らいでいる。このよ

策に関する調査研究」が行われており，先行研

うな状況について，西尾は以下のように述べて

究の蓄積・整理等が進んできている。そこで，

いる（西尾，2003，p.28）。

本項においては，これらの蓄積等を踏まえつつ
論を進めたい。

信頼感の喪失が「危機」だというのは，公務
員の善意の行為，積極果敢な政策対応までが時

3‑1‑1 菊地端夫によるサーベイ

に疑いの目で見られ，仕事が著しくやりにくく

菊地（2007）は，行政管理研究センターが実

なってきたということである。合理的に考えれ

施する「行政の信頼性確保，向上方策に関する

ば，民間人との接触，夜の会合，再就職，公共

調査研究」の研究委員会での議論をもとに，こ

事業のすべてが悪であるということなどあり得

れまでの先行研究をサーベイした。

ず，国民は是々非々で判断すべきであるが，信

ま ず，菊 地 は 信 頼 の 状 況 に つ い て，ナ イ

頼の喪失とは恐ろしいもので，すべてに疑惑が

（Nye，1997）の見解を引きつつ，政府活動に

付着し，そこからあらゆる業務に支障が生じて

対する市民の信頼低下は米欧日といった先進諸

くる。

国に共通の現象であるとされ，各国の政府や国
際組織は，市民の信頼低下を深刻に受け止める

また，西尾は以下のようにも述べている（西
尾，2003，p.29）
。

ようになったとする。実際に先進諸国では1980
年代から90年代にかけて，公共制度に対する信

政治家・官僚を含め政府全体の立場から危機

頼が低下している（Pharr＝Putnam，2000，
pp.3‑27）。それゆえ，一般的には，政府や行

感をもたれている問題として，専門能力の弱化

政に対する信頼低下が行政改革を誘引している

が挙げられる。…佐竹五六元水産庁長官によれ
ば，日本のエリート官僚のファクト・ファイン

（Kettl，2000，pp.8‑40）
。NPM （New Public Management：新公共経営）型改革もこの

ディング能力や実務能力の弱化，法令執行過程

流れにあるが，各国をみても信頼低下と NPM

への関心の希薄化は，1960年代後半から進んで

型改革の実施とは必ずしも一致するわけではな

いたという。このことには，旧制専門学校出身

い（Suleiman，2003，pp.65‑66）。行政改革の
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取り組みが信頼向上にどれほど寄与したかも曖

め，ここに，菊地は，行政への信頼研究には今

昧である。

後の本格的な研究の進展が望まれるとしている

信頼低下の理由，信頼回復の方策を検討する

（2007，p.76）。

にあたって，その前提として，信頼の要因を分
析し特定する作業が必要となる。しかし，信頼
という言葉の意味するものは極めて多様であり，

3‑1‑2 山岸俊男の見解
つぎに，山岸の信頼に対する見解を概観する

文脈依存的な概念である。ルーマンは，信頼概

（総務省，2006，pp.171‑182）。山岸は，社会

念を「システム信頼」と「人格的信頼」に区分

心理学における信頼研究のわが国での代表的研

している（Luhmann，1973）
。先行研究をルー
マ ン に し た が っ て 整 理 す れ ば，業 績 評 価，

究者である 。

NPM の影響を受けた顧客主義，および，サー
ビス満足度調査などは「システム信頼」を向上

る。信頼は，信頼する側が信頼するかどうかで

させようとするものである。対して，情報公開，

問題である。心理学ではおもに前者を扱い，社

公務員倫理の確保，監視機能の強化，および，

会科学ではおもに後者を扱っている。そして，

市民参加手段の確保などは「人格的信頼」を向

信頼には，能力に対する期待と意図に対する期

上させようとするものと整理できるとしている。

待との２つがある。心理学は，後者の意図に対

行政における信頼研究は，２つの流れがある。
第１に，伝統的な行政観の動揺である。これは，

信頼を考える場合，信頼と信頼性に分けられ
あるのに対して，信頼性とは，信頼される側の

する期待において出る幕があるとする。
意図に対する期待には，信頼と安心という２

かつて「政府は潰れない」という観念のもと，

つの異なった内容が含まれている。信頼とは，

市民の信頼低下は行政の存立基盤に限定的な影

相手が自分の利益を気にかけてくれているから，

響しか及ぼさなかった。しかし，現在では，社

相手は自分を搾取することをしないであろうと

会保険庁の解体に見られるように，市民の支持

期待することをいう。対して，安心とは，自分

を失うか市民に選択されない行政組織は，解体

を裏切ると相手自身が損をするといったインセ

を余儀なくされるようになった。第２に，ガバ

ンティブ構造が存在している場合である。特定

ナンス論との交錯である。ローデス（Rohdes，

の相手とのコミットメント関係で長期的な取引

1997，p.53）によれば，現代のガバナンスは，

関係を作るということは，後者の安心に該当し，

法体系による制度構造を前提とした命令と統制

裏切ったら自動的に喉に針千本が刺さるという

といった伝統的な行政活動とは異なる，信頼と

「針千本マシン」をお互いに装着した状態とい

交渉によるマネジメントが重要となる。

える。

そして，菊地は，信頼低下を深刻に受け止め，

行政に対して国民は，信頼を求めるのか，安

市民の政府・行政への信頼を真剣に検討するこ

心を求めるのか。信頼を求めるのであれば，国

とには，一定の価値を見出すことが可能である

民を搾取しないという倫理性を求めることにな

としている（2007，p.76）
。こういった研究は，

るが，搾取するかどうかは行政に委ねられてい

市民の視点を強調する点で，官僚制を中心とし

る。情報の非対称性が存在するからである。行

た伝統的行政研究が前提とするエリート論アプ

政に対して信頼をするということは，国民自ら

ローチとは異なる。また，信頼という規範論を

がリスクをとっているに等しい。逆に，行政の

扱う点で，ＮＰＭのような合理主義アプローチ

側からみれば，
「信頼していただきたい」と国

の修正でもある。さらに，協働論のような市民

民を説得できれば，搾取を生み出す可能性を作

への淡い期待を前提としたアプローチとも異な

り出すことができる。

るとした上で，新たなアプローチであるとまと
山岸,1998 et.al.

対して，安心を求めるのであれば，行政に
「針千本マシン」を装着させることとなる。し
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を強調する。

率性の達成が阻害される。したがって，「針千

問題は，市民からのアプローチでいうガバナ

本マシン」の強さを調節して，行政の効率を最

ンスの強化が，政府の効率性を損なう点にある。

大にできるようなやり方を考えることが重要で

ここに，市民が政府を信頼する意義がある。政

ある。そのさい，行政に自分たちが身に着ける

府を信頼するのは，政府に自由裁量を与えて効

「針千本マシン」を作らせることも考えられる。

率性を上げるためである。

以上のような論を示したのち，山岸は，トラ

今後の課題は，効率性や自由裁量を与えつつ，

ストしてやらせ，その上で，結果をヴァリデイ

市民を裏切らない政府をいかに実現するかにあ

トするべきとし，この結果による評価が一番効

るとする。そして，大山は，まずは行政にやら

率的ではないかとしている（2006，p.182）
。

せてみるが，結果がどうなったのかをしっかり

また，行政が提供する安心の手段として，ウォ

監視・評価し責任を明らかにする制度設計が求

ッチドッグも有効であるが，ウォッチドッグが

められているとしている（2007，p.30）
。

あまりにも仔細なことにこだわると効率が落ち
てしまうとも指摘している（2006，p.182）
。

3‑1‑4 小括 ―行政への信頼とは何か

3‑1‑3 大山耕輔の見解

究を概観した。信頼の概念は多義的ではあるが，

以上，行政を中心に，信頼についての先行研
さらに，大山の見解を概観する。大山（2007，

ここでは管理会計の役割を論じる観点から，お

pp.15‑33）は，山岸の信頼と安心の両概念を
踏まえつつ，以下のように記している。

もに山岸および大山の見解を中心にまとめる。

一般の人間関係では，相手を信頼することが

する。国民が行政を信頼することには，行政に

信頼しないより社会的な利益が大きいが，信頼

裏切られるリスクが伴う。そこで，国民は，裏

して裏切られるリスクを小さくするために，相

切らないという保証（いわゆる「針千本マシ

手の信頼性をよく見極める必要がある。しかし，

ン」
）のある安心を求めることとなる。

山岸および大山はともに，信頼と安心を区別

相手が政府の場合，政府の信頼性について情報

そのうえで，山岸は，保証のある安心のなか

の非対称ないしギャップがあるため，市民はリ

で，効率性に配慮した弱い保証を作り出す必要

スクを小さくすることが難しい。そこで，市民

があるとする。対して，大山は，行政が裏切ら

はリスクのある信頼よりも，保証のある安心を

ないという保証は効率性を損なうので，行政を

求めることとなる。

信頼する意義があるとしたうえで，裏切らない

1980年代以降，先進諸国では政府への信頼が

行政をいかにつくるかという議論をしている。

低下する傾向にある。政府への信頼低下の要因

両者，表現や力点には違いがあるものの，結

分析には，政府と市民という２つのアプローチ

論としてはほぼ同じである。行政が国民を裏切

があり，それにより問題の捉え方や解釈が逆に

らず，かつ，効率性も阻害しない，弱い保証

なる傾向がある。政府からのアプローチでは，

（いわゆる「針千本マシン」の弱いもの）の構

政府への不信は悪であり，政府の信頼性を向上

築が必要であるとする。

させる必要があるとする。このアプローチは，

そして，山岸は，信頼と信頼性とを区別して

エリート民主主義的，内部統制的で，応答責任

いる。信頼は，信頼する側が信頼するかどうか

や職業倫理を強調する。対して，市民からのア

であるのに対して，信頼性とは，信頼される側

プローチでは，政府不信を市民の成熟を表す善

の問題であるとしている。この区分と，うえの

と捉え，市民による政府のガバナンス（監視）

弱い保証（いわゆる「針千本マシン」）の構築

が必要とする。こちらのアプローチは，参加民

とをあわせて考えると，この弱い保証の構築が，

主主義的，外部統制的で，説明責任や抑制均衡

すなわち，信頼性の構築を意味することとなる
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と考えられる 。

ここで若干乱暴だが，コーポレート・レピュ
テーションにおけるステークホルダーと，行政

3‑2 行政組織に関する信頼と企業のレピュテ
ーション
以上では行政における信頼について概観した。

組織における国民とを，両者同一と考えれば，
コーポレート・レピュテーションにおける前者
の定義（櫻井の定義）は，国民からの信頼を受

ここでは，行政組織に関する信頼と企業のレピ

けるための行政組織の信頼性に，また，後者の

ュテーションとの関係について整理する。まず，

定義（ダルトン＝クラフトの定義）は，行政組

行政組織に関する信頼には，山岸がいうように，

織への国民の信頼に類似することとなると考え

行政組織への国民の信頼と，行政組織が国民か

られる。行政組織をコーポレート・レピュテー

ら信頼を受ける特性である信頼性とが区別され

ションとのアナロジーで考えれば，信頼性の議

る。

論は行政組織の内部的な管理（すなわち，上で

一方，企業のレピュテーションには，1‑1‑1

みたように，これは弱い保証の構築でもある）

の定義で見たように２つの流れがある。それぞ

に，信頼の議論は行政組織のいわば外部に向け

れ代表的な定義を引用すれば以下のとおりであ

た働きかけに，それぞれ注目が集まることとな

る。

ると考えられる。そこで，3‑3では外部への働
きかけとしてのコミュニケーション戦略を，3‑

企業を通じた管理対象としての側面を強調する

4では内部的な管理としての管理会計システム

定義（櫻井，2005b）

についてみていくこととしたい。

「経営者および従業員による過去の行為の結
果，および現在と将来の予測情報をもとに，企
業を取り巻くさまざまなステークホルダーから

3‑3 コミュニケーションによる信頼の確保
行政組織への信頼確保というテーマを考えた

導かれる持続可能な（sustainable）競争優位」

場合，行政組織において最初に考慮されるのが

ステークホルダーの有する知覚等を通じた操作

外部への働きかけ，PR 活動なども含めたコミ
ュニケーションであると思われる。一般的な意

対象としての側面を強調する定義（Dalton＝
Croft，2003）

味では，このような分野はこれまでにも試みら

「会社が伝達するイメージと長期的な会社の

この点に関して，コーポレート・レピュテー

行為についての知覚と解釈にもとづく，ステー

ションの議論から学ぶとすれば，2‑1における

クホルダーが会社について抱く価値観の集合」

「コミュニケーション，マーケティングを重視

れてきている。

するマネジメント」での各見解のような見方を
山岸の弱い保証について，大山は，「山岸の議論は
行政学の外部統制論そのものといってよいだろう」
としている（総務省，2006，p.149）
。この外部統制
は行政学ではより一般的な用語である外在的統制の
ことと思われる。西尾（2001，p.384）は，外在的統
制論と内在的統制の区分と，制度的統制と非制度的
統制の区分により，表２のように，４つの類型にま
とめている。この類型でいえば，本稿は，内在的統
制である管理会計あるいは内部管理システムを公表
することにより，外在的統制に役立てようとする立
場に立つ。

表２ 行政統制の構図
制度的統制
議会による統制
外 執政機関による統制
在 裁判所による統制
的
統
制
内
在
的
統
制

非制度的統制
諮問機関における要望・期待・批判
聴聞手続における要望・期待・批判
情報開示請求による統制
利害関係人等の事実上の圧力・抵抗
専門家集団の評価・批判
職員組合との交渉
マス・メディアによる報道

会計検査院・人事院そ 職員組合の要望・期待・批判
の他の官房系統組織に 同僚職員の評価・批判
よる管理統制
各省大臣による執行管
理
上司による職務命令
（西尾，2001，p.384より著者修正）
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どの程度取り入れるかということになると考え

ける感応度低減性がみられるのではないかと想

られる。操作性も高く，どのようなコミュニケ

像される。仮にそうだとすれば，行政組織は国

ーションをとるかで結果も変わってくることか

民の認識における価値関数にしたがって，すな

ら，非常に重要なポイントである。

わち，行政組織は小さな問題に集中して対応し

特に，行政組織のそれぞれのステークホルダ

たほうが，結果的には，国民の知覚等をより効

ーが，どのような理由で，どのように知覚して

率的に操作することができることとなる。しか

おり，どのようにすれば，どのような知覚に変

し，これは公的組織全体のマネジメントを考え

わっていくのか，などを解明することは，行政

た場合，適当とは言い難いであろう 。

組織への信頼を向上させる観点から非常に重要

いずれにせよ，このようなステークホルダー

である。可能であれば，それぞれの分野あるい

を対象とした分析も有用と考えられる一方で，

は機関ごとに，このような分析ができることが

信頼のメカニズムも現状ではよく分かっていな

望ましい。

い。そのような段階にあるにもかかわらず，行

加えて，このような分析は，それぞれのステ

政組織の限られたエネルギーを，国民のイメー

ークホルダーの知覚等を扱うものであるので，

ジを操作する方向で，どこまで投入するかは悩

その認識にかかる価値関数や確率加重関数な

ましい問題である。特に，これが行政組織の内

ど の行動経済学的な分析とも親和性があると

部管理という点では何ら変わっていないことを

考える。この点に関し著者は，自らの実務経験

考え合わせれば，勧められるものではないであ

や報道に現れた行政組織の対応などから，昨今，

ろう。

行政組織が相対的に小さな問題に過剰に対応し，

さらに，高すぎるレピュテーションは，企業

大きな課題ないしは根幹に係わる課題への対応

の持続的発展に望ましくないという議論もある

が後回しになっているのではないかとの仮説を

（越智，2007，p.10）。巧みなコミュニケーシ

有している。社会保険庁を例として著者の有す

ョンにより，特定の組織への信頼を確保しえた

る仮説を説明する。過去，社会保険庁に関連し

としても，得られたレピュテーションと実際に

て，第一線の公務員が担当外の保険料納付記録

行われている業務との間にギャップがコントロ

をのぞき見た問題と，過去の支払い済み年金保

ールできなければ，当該組織は過大なレピュテ

険料の突合ができていない問題とが，報道上は

ーションのしっぺ返しを食らうこととなるので

同じレベルの問題と扱われていた。もちろん，

ある。これは行政組織でも十分に通用する議論

どちらも悪いとはいえ，問題の質としては，両

であろう。一時的には納税者等の目をごまかせ

者は異なる。前者は，担当者以外には閲覧でき

ても，そのことが逆に，長期的にはリスクにな

ないようにコンピュータ・システムを改善する

るのである。

ことで防げる一方で，後者の，過去の年金保険

ここでは以上を指摘しておくにとどめ，本書

料納付記録の不十分な管理は，年金保険料払込

では，行政組織の信頼性向上の観点から，より

記録というストックを扱う社会保険庁の本質か

本筋であると考えられる内部管理を中心とした

らみて大きな問題を抱えていることが推察され

管理会計の観点から考察を進めることとしたい。

る。そうでありながら，仮に国民の認識も報道

すなわち，弱い保証としての管理会計システム

と同じだとすると，国民の認識は，小さい問題

という問題である。

には大きく反応し，大きな問題には相対的に小
さくしか反応しないという，確率加重関数にお
友野，2006 et.al.
著者としては，現状を危惧するがゆえに，あえて
長々と記した。

3‑4 弱い保証としての管理会計システム
効率性を阻害しない程度の弱い保証（「針千
本マシン」
）が信頼性の構築の観点から必要で
あるとすれば，それはどのようなものであろう
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か。この点に関して，コーポレート・レピュテ

う企業側の「意図」を外部に表明する働きを有

ーションから学ぶとすれば，それは2‑2の「内

する。すなわち，安心のための保証を提供する

部統制などを重視するマネジメント」，2‑3の

のである。したがって，行政組織において，管

「管理会計手法を活用したマネジメント・モデ

理会計手法を，弱い保証（
「針千本マシン」）と

ル」
，あるいは，2‑4の「高レピュテーション企

して活用していくことは十分に考えられるとこ

業が内部管理手法を公表している事例」など，

ろである。

内部的な管理に着目したものとなると考える。
このうち，内部統制やリスク・マネジメント
については，企業において現在でも模索中であ

第４節 行政組織における信頼性 ―管理会計
システムの構築と公表

る。行政組織においても，企業のさまざまな試

それでは，行政組織において管理会計を使う

行錯誤やベスト・プラクティクスから，有益な

場合，どのような点に留意すればよいであろう

ポイントを見つけていくことは非常に大切なこ

か。とりあえず，以下の３点に留意する必要が

とである。企業の内部統制においては，暗黙知

あろう。

を形式知に変換しつつ，それを内部統制に活用
する（國廣ほか，2007，p.200）などの議論も

4‑1 透明性確保，成果指標重視と管理会計

なされている。行政組織においても，当面は大

前節で概観したように，公的組織における信

きな関心をもって注視していくことであろうと

頼を論じる論者は一様に，透明性の確保および

考える。なお，行政組織においては，業務がか

成果指標の重視を主張する。しかし，透明性の

なり緻密に定められていることが多く，内部統

確保や成果指標の重視を強調した場合には，さ

制やリスク・マネジメントに馴染み易い側面も

まざまな弊害すら考えられる。何もかも透明に

多いと考える 。

ということであれば，山岸が指摘するように

管理会計手法や内部管理手法についてはどう

「強い針千本マシン」によって効率性が犠牲に

であろうか。企業ではそれなりに実践されてい

なる。また，何もかも成果指標を構築すること

る。企業で模索中の内部統制やリスク・マネジ

となれば，因果関係の定かではない結果責任ま

メントとは異なる状況にある。したがって，企

で行政組織は背負い込むことになりかねない。

業から学べるものは学び，それを上記でいう，

何もかも行政組織に要求することは，行政組織

弱い保証（
「針千本マシン」
）として活用してい

がなんでもできる「神さま」でない以上，不可

くことが考えられよう。その際には，弱い保証

能である。どこかで区切りをつけねばならない。

の存在を納税者等のステークホルダーに知らし

ここに「弱い針千本マシン」としての管理会計

めるためにも，採用している管理会計手法や内

システムの役割があると考える。

部管理手法を積極的に公表していくことが適当
であると考える。

4‑2 外部の目と管理会計

管理会計手法をこのように位置づけることに

これまでみてきたように，管理会計には，外

関して，類似の見解が，企業と投資家との関係

部環境に働きかける役割を期待することができ

を論じるなかで論じられている（西村，2007，

る。行政組織においては，管理会計の公共性と

pp.130‑135）。企業は，経営の効率化のために
内部管理用に活用されてきた管理会計情報を外

いうことでもある。外部の目にさらすものとし

部報告用に開示することにより，経営者の姿勢

部の目を管理会計に集めることでもある。情報

自体が，公正かつ効率的な事業活動を行うとい

公開法にもとづく個別の請求は別にして，なに

この点に関連し，昨今では上位の各部局が現場部局
の動きを想像せずに，五月雨式に各種指示等を流し

ていることが多いと思われる。これは非常に大きな
問題を内包している。

ての管理会計，これは逆の側面からいえば，外
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もかも五月雨式に外部に公表していくというこ

出し，実践していく必要があると考える。個々

とではない。また，外部の有識者などの参画を

の行政組織において，管理会計への関心をさら

仰ぎ，隠れ蓑的に運用することでもない。

に高める必要があるのである。加えて，このよ

仮に，行政組織の内部に経営管理情報があり，

うな管理会計システムを導入する過程自体にも，

それを外部に公開していくことが可能であれば，

多くの論点があると考える。また，京セラが30

行政組織内部の付加的な作業は最小限で済むの

年近くも自社内だけで独自の管理会計手法を用

ではないか。内部管理のために現に活用しなけ

いてきたように，行政組織においても管理会計

ればならない情報を，当初の目的外にも活用す

研究者にその存在を知られていない管理会計手

るというだけだからである。そして，それが当

法もあるかもしれない。特にわが国の企業の場

該組織の信頼性につながるのであれば，国民の

合には，例えば典型的には JIT や TQC などの

行政組織への信頼の向上を通じた効率化も想定

生産システムに依存した管理会計システムもみ

することができ，一石二鳥にも三鳥にもなると

られる。行政組織においても内部管理システム

思われる。

に依存した管理会計システムが観察しうるかも
しれない。

4‑3 内部への関心と管理会計

行政組織におけるこのような管理会計の研

前項では，行政組織の内部に，既に経営管理

究・開発・運用は，管理会計研究者の手助けは

情報があるという前提で論じた。しかし，現状

必要となろうが，そうであるとしても，各々の

では，内部管理のための有益な情報システムが

行政組織における実務家がその担い手として，

存在しない場合も多いと思われる。行政組織の

かなりの役割を果たさなければならない。管理

内部をどうマネジメントしていくのか，多くの

会計が研究者だけのものであったことは，トヨ

組織においては，今後の大きな問題となるであ

タ自動車や京セラにみられるように，過去にも

ろうと思われる。

なかったし，将来ともにないであろうと思われ

企業の行う管理会計システムも，概念的には

る。公務員が管理会計を自家薬籠のものとする

いくつかの手法があるが，実際の運用では企業

ことが求められているのである。わが国公務員

ごとの英知を絞って活用している。したがって，

の資質をもってすれば，それほど困難な課題で

各行政組織においても，既存の管理会計手法を

はないと信じている。

参考に，それぞれが自らに適合した手法を編み
以上
本稿をまとめるにあたり，伊藤和憲教授（専修大学商学部）が主催される研究会での
検討において，多くの貴重な助言・所見およびコメントをいただいた。また，関利恵
子准教授（信州大学経済学部）には有益なコメントをいただいた。感謝申し上げたい。
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