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トヨタ生産システムと予算バイアス
―資源管理の思考類型に関する一考察―

今 井 範 行
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1．はじめに
日本のものづくり，とりわけ自動車産業の

ち，設備能力スラックについては，生産設備の
汎用化（1）が推進され，生産工程において複数製
品の混流生産をおこなうことによって，同様に

競争力の源泉の 1 つに，トヨタ生産システム

当該余剰設備能力の全体最適化がはかられる（2）。

（Toyota Production System: TPS） が あ る。

このような，カイゼンによって資源余剰を創

TPS により運営される生産工程においては，

出し，生産職能において当該余剰資源の全体

現場の作業者の全員参加により多種多様なカイ

最適化をはかる，との TPS の資源管理の思考

ゼン活動がつねに展開され，その結果，資源費

は，生産工程の現場という従来の領域的制約を

消の効率化による資源余剰，すなわち組織ス

超えて，やがて経営全体での資源の効果的かつ

ラック（organizational slack）
が恒常的に創出さ

能率的な利用の追求により，たとえば為替相場

れる。創出された組織スラックのうち，工数ス

の急激な変動といった，企業危機にも耐え得る

ラックについては，教育や技能研修を通じて現

組織能力を保持する企業体へ進化することを志

場の作業者の多能工化が推進され，工程内ない

向する。本稿が事例とするトヨタ的業績管理会

し工程間で応受援をおこなうことによって，生

計においては，利益計画・統制において，外部

産職能における当該余剰工数の全体最適化がは

環境に関連する前提条件（販売台数，為替レー

かられる。また，創出された組織スラックのう

トなど）の保守的な条件設定に適応する形で，

⑴

特定製品（車種・車型・仕様）の生産にのみ使用される専用設備から，複数製品（車種・車型・仕様）の生産
に使用可能な汎用設備への転換。

⑵

TPS のムダ排除による会計的効果については，上總・長坂（2016）を参照。
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新たなコスト低減策（資源費消の効率化策）が

置から，資源管理の思考類型を導出する。

追加的に生成・練磨され，企業経営の順機能
（eufunction）の 1 要素として機能している（3）。

2.1

伝統的な組織スラック概念

一方，管理会計における伝統的な予算スラッ

Cyert and March（1963）は，組織における

ク論においては，予算スラック（budget slack,

意思決定が最適基準ではなく満足基準によって

budgetary slack）はどちらかといえば，経営

おこなわれることから，組織内での資源配分に

管理者が予算売上高を過小に，予算費用額を過

は不完全性が生起する，という点に着目した。

大に見積ることによって形成される予算（資

そのうえで，Cyert and March（1963）は，組

（4）

源 ） の 水 増 し（padding budget） と い う 現

織が利用可能な資源と組織を維持するために必

象を説明する概念として，企業経営の逆機能

要な資源との差をあらわす概念として，組織ス

（dysfunction）の 1 要素として認識されてきた
といえる。

ラックの概念を提唱した（6）。
また，Belkaoui（1989）は，スラックとは，

本稿では，管理会計における伝統的な予算ス

組織ないし個人が入手または利用可能なすべて

ラック論が主として認識してきた逆機能的な予

の資源を利用しないという傾向から生起する，

算スラックとは異質の順機能的な予算バイア

最高能率で組織が運営されていない状態を記述

ス（budgetary bias）として，トヨタ的業績管

する概念であるとした。そのうえで，Belkaoui

理会計の事例をとりあげ，その要諦をプロアク

（1989）は，スラックを組織スラックと予算ス

（5）

ティブスラック（Proactive Slack） の概念と

ラックに識別し，組織スラックを資源への需要

して明確化するとともに，その管理会計的意義

が供給を下回るという意味での未利用キャパシ

についての考察をおこなう。

ティに関する概念として，予算スラックを予算
編成過程において予算売上高を過小または予算

2．トヨタ生産システムと組織スラック

費用額を過大に見積るという意味での情報の意
図的な歪曲に関する概念として，各々とらえた。

ここでは，伝統的な組織スラック概念との対

このような組織スラック概念の生成にもみら

比から，TPS の組織スラック管理についての

れるように，伝統的には組織スラックはどちら

考察をおこなう。そのうえで，これら両者の対

かといえば，ある生産量の達成に必要な水準以

⑶

本稿における「トヨタ」はトヨタグループ一般を意味し，個別の企業名を指すものではない。

⑷

予算の水増しについては，Welsch（1976）ならびに Horngren（1982）を参照。

⑸

スラックは一般に，余剰という意で解されているが，本来はラテン語の語源である laxus がもつ，きまりのよ
さ，余裕という意。プロアクティブスラックの「スラック」は，この語源がもつ本来の意味で用いている。

⑹

Cyert and March（1963）は，企業組織は新古典派がいう利潤極大化によって説明可能なものではなく，むし
ろ個人的目標において相当の異質性を有する人々の複雑な混成が単一の選好序列を形成するプロセスを内在し
た，経済的制約のもとにある社会政治的コンフリクトシステムであり，政治的連合として説明されるべきもので
ある，との組織観に立脚して，意思決定論的組織論を展開した。けだし，Cyert and March（1963）は，企業組
織において，価格，生産量，資源配分などの決定に際し，組織目標がいかに形成され，現実の組織的意思決定が
いかにおこなわれるのかを明らかにすることを目的に，顧客，供給者，労働者，株主などの連合体による交渉過
程としての組織目標の形成と組織的意思決定の過程に関する分析をおこない，そのなかから，企業組織における
意思決定に関する重要な概念の 1 つとして，組織スラックの概念を提示した。

トヨタ生産システムと予算バイアス（今井） 17

上の資源が投入されている，あるいはある資源

つに，TPS がある。大野（1978）によれば，

の投入水準から得られる量以下の生産量しか産

TPS は豊田佐吉から豊田喜一郎に至るトヨタ

出していない，といった組織の非効率性をあら

の歴史の所産であり，その目的は，企業のなか

わす概念として，企業経営の逆機能の 1 要素

からあらゆる種類のムダを徹底的に排除するこ

として認識されてきたといえる。たとえば，

とにより，生産効率をあげることにある。その

Majumdar（1998）は，組織スラックの存在が

ため，TPS により運営される生産工程におい

企業の財務パフォーマンスに負の影響を与える

ては，現場の作業者の全員参加により多種多様

ことを実証的に提示し，Pondy（1967）は，組

なカイゼン活動がつねに展開される。その結果，

織スラックの存在が企業内のコンフリクトの増

TPS のもとでは，資源費消の効率化による資

加に繋がることを指摘した。

源余剰，すなわち組織スラックが恒常的に創出

一方，組織スラックを未使用の経営資源とし
て企業経営の順機能の 1 要素としてとらえる見

される。この点に関して，大野（1978）ならび
に門田（2006）は，以下のように指摘する。

方もある。たとえば，Bourgeois（1981）は，
組織スラックがもつ順機能として，①組織の構

「トヨタ生産方式は徹底したムダ排除の方

成員が当該システム内にとどまるための誘因と

式である。ムダを排除することによって生産

しての機能，②組織内のコンフリクトを解消す

性を高めるのである。製造現場におけるムダ

るための資源としての機能，③ワークフロープ

とは「原価のみを高める」
生産の諸要素をいっ

ロセスにおける緩衝材としての機能，④組織内

ている。たとえば，多すぎる人・過剰な在

において戦略的行動やイノベーションを促進

庫・過剰な設備である。人も設備も材料も製

する機能，という 4 つの機能を指摘した。ま

品も，必要以上にあるものは，原価だけを高

た Tan（2003）は，一定程度までの組織スラッ

めているにちがいない。さらに，このムダが

クの存在は企業の財務パフォーマンスに正の影

原因となって二次的なムダが派生する。」（大

響を与えるものの，それを超える過剰な組織ス

野，1978：97）

ラックの存在は非効率性から企業経営を圧迫

「ムダ排除ということも，具体的には人と

し，企業の財務パフォーマンスに負の影響を与

在庫を減らし，設備の余力をはっきりさせ，

えることを実証的に提示した。

二次的なムダを自然消滅させることによっ

いずれにしても，伝統的な組織スラック概念
とは，非効率な資源配分または過剰な資源投入

て，原価低減を実現させようとするものであ
る。」（大野，1978：99）

による資源余剰の発生を意味しているといえ

「（トヨタ生産方式の）主要目的は，改善活

る。それは，近年，企業のグローバル競争が激

動を通じて企業にひそむ種々のムダ（隠れた

化し，いかに経営の効率化をはかるかが企業の

スラック）を除去してコストを低減させ，利

経営者にとっての重要課題の 1 つとなるなか，

益をあげることにある。低成長の時代におい

組織の効率化を進める際に頻繁に参照される概

てさえ，トヨタ生産方式はユニークな方法で

念の 1 つが組織スラックであることからも明ら

コストの低減をはかり，これによって利益を

かである。

あげることができた。ムダな在庫やムダな労
働力を一切排除するというやり方である。
」

2.2

トヨタ生産システムの組織スラック管理

一方，日本の自動車産業の競争力の源泉の 1

（門田，2006：3）
「トヨタ生産方式は，物を作るための合理
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的な方法であるが，ここで合理的とは会社全

ムダ，
（6）動作のムダ，（7）不良をつくるム

体としての利益（経常利益）を生み出すとい

ダ。これらのムダを徹底的に排除することに

う究極目的に対して効果的な方法だという意

よって，作業能率を大幅に向上させることが

味である。この究極目的を達成するために，

可能となる。その場合，とうぜん，必要数だ

トヨタ生産方式はコストを低減させることを

けしかつくってはいけないから，余分な人間

基本的な第 1 の目標としている。コスト低減

が浮いてくる。トヨタ生産方式は余剰人員を

目標は，生産性向上の目標といいかえてもよ

はっきりと浮き出させるシステムでもある。

い。この基本目標を達成するために，生産に

（中略）経営者にとっては，余剰人員をはっ

おけるムダな要素（過剰な在庫や過剰な人員

きりとつかみ，有効に活用することがその任

など）を徹底的に排除するわけだ。」
（門田，

務である。」（大野，1978：38―39）

2006：4）

「何が経済的に有利であるかということに

「トヨタ生産方式の主要目的はコストの低

ついて，生産能力という見地から，トヨタ生

減により―ということはつまり，過剰在庫や

産方式の考え方をみてみよう。まず，生産能

過剰労働力を徹底的に排除することにより―

力に余力がある場合とない場合とでは，経済

利益を増大させることにある。コスト低減を

的有利性の判断がちがってくる。簡単にいえ

達成するためには，生産が種々のムダなだぶ

ば，余力のある場合は，遊んでいる人，遊ん

つき（スラック）をともなうことなく，市場

でいる機械などを使うのであるから，費用は

における需要変動に迅速かつ柔軟に対応して

新たに発生しない。つまりタダである。内製・

いかなければならない。」
（門田，2006：23）

外製について余力を考えてみる。ある部品を
内製でやるか外注でやるかについて，原価比

このように，TPS のもとでは，資源費消の

較がなされる場合が多いが，もし内製に余力

効率化による資源余剰，すなわち組織スラック

がある場合は，実際に新しく発生する費用

が恒常的に創出される。そのうえで，創出され

は，材料費とか油代とかの生産の大きさに応

た組織スラックのうち，工数スラックについて

じてふえる変動費だけである。したがって，

は，教育や技能研修を通じて現場の作業者の多

原価比較をするまでもなく，内製が有利であ

能工化が推進され，工程内ないし工程間での応

る。手待ちの問題を考えてみる。運搬作業者

受援を通じて，生産職能における当該余剰工数

がパレット一杯になるまで，ラインのそばで

の全体最適化がはかられる。また，設備能力ス

待っているような場合，この人にライン作業

ラックについては，生産設備の汎用化が推進さ

あるいは準備作業などをやらせることは，原

れ，生産工程における複数製品の混流生産を通

価アップにはならない。損得の検討をするま

じて，同様に当該余剰設備能力の全体最適化が

でもないことである。この工数を計算してこ

はかられる。この点に関して，大野（1978）な

れだけ工数アップすると考えるのはまちがい

らびに門田（2006）
は，以下のように指摘する。

である。」（大野，1978：100―101）
「能力に余裕があれば，原価の検討をする

「トヨタ生産方式を適用する前提として，

までもなく，損得がはっきりしている。大切

ムダの徹底的な摘出が行われる。（1）つくり

なことは，余力を常日頃から，はっきりさせ

すぎのムダ，
（2）手待ちのムダ，（3）運搬の

ておくことである。余力があるかどうかが明

ムダ，
（4）加工そのもののムダ，（5）在庫の

確でないと，けっきょく，選択を誤って原価
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を高めてしまう。トヨタ生産方式では，さら

世界から引き出す場合とがあるという。そのう

に一歩進めて，余力を捻出するような改善も

えで，Jung（1921）は，このような心的エネ

心がけている。余力さえあれば，新たに発生

ルギーの方向性，ひいては自我のありようの差

する費用を考える必要はないからである。
」

異から，外向型と内向型という，2 つの基本的

（大野，1978：101）

な性格類型が分かれるとした（7）。

「第 1 次的ムダの中心である
「多すぎる人」

このような心理学的類型ないし人間学的類型

を削減することが最も大切で，このために

は，より一般的には思考類型としてとらえるこ

は，作業者の
「手待ち時間」を誰の目にもはっ

とが可能である。また，上述の分析心理学にお

きりとわかるようにすることが先決である。

ける性格類型（外向型と内向型）からも明らか

過剰な人的資源のムダが「手待ちのムダ」と

なように，基本的な類型の各々の方向性は大き

して顕在化されることになれば，この後，作

く異なるものであるといえる。

業を再配分して，人を減らすことが可能にな

先述のとおり，伝統的な組織スラック概念と

る。これは労務費の削減を意味し，さらに 2

は，非効率な資源配分または過剰な資源投入に

次・3 次・4 次のムダが生み出す追加的なコ

よる資源余剰の発生を意味している。すなわち，

ストを削減する。」
（門田，2006：7）

それは，組織内における資源配分ないし資源投
入に関する意思決定が，最適基準ではなく満足

上述からも明らかなように，TPS の組織ス

基準によっておこなわれることによって，経営

ラック管理とは，資源費消の効率化による資源

管理者が組織の維持に必要な水準以上の資源を

余剰の創出とその全体最適化である。先述の伝

取り込んでいる，という意味での最高能率で組

統的な組織スラック概念（非効率な資源配分ま

織が運営されていない状態を含意する。いま，

たは過剰な資源投入による資源余剰の発生）が

この資源管理の思考類型を，TAKE（資源を取

正のスラックであるとすれば，TPS の組織ス

り込む）型と呼ぶこととする。

ラック管理（資源費消の効率化による資源余剰

一方，TPS の組織スラック管理とは，先述

の創出とその全体最適化）は負のスラックであ

のとおり，資源費消の効率化による資源余剰の

るといえる。

創出とその全体最適化である。すなわち，それ
は，カイゼンによって創出された余剰資源を経

2.3

資源管理の思考類型

営管理者が差し出し，その全体最適化をはかる

心理学ないし人間学における主要領域の 1 つ

ことによって，資源費消にかかわる標準がそれ

に，類型論という研究領域がある。たとえば，

までの最適基準からより効率的な新たな最適基

深層心理について研究し，分析心理学を創始

準へ置き換わることを含意する。いま，この資

した Jung（1921）は，人間の心的エネルギー

源管理の思考類型を，GIVE（資源を差し出す）

（libido）の方向性について，自我の関心を周囲

型と呼ぶこととする。

の環境である外的世界に向け，行為の動機を外

かくして，図 1 に示すとおり，資源管理の思

的世界から引き出す場合と，自我の関心を心の

考類型として，TAKE（資源を取り込む）型と

世界である内的世界に向け，行為の動機を内的

GIVE（資源を差し出す）型という，2 つの方

⑺

さらに Jung（1921）は，外向型と内向型という性格類型とは別に，思考型・感情型・感覚型・直観型という
心の機能の類型があるという。
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図 1 資源管理の思考類型
（出所）筆者作成

向性が大きく異なる思考類型が導出されること

3.1

伝統的な予算スラック概念

先述のとおり，Cyert and March（1963）の

となる。
トヨタでは，TPS がもつ上述の GIVE（資源

提唱により組織スラックの概念が生成したが，

を差し出す）型の資源管理の思考が，為替相場

その後の組織スラック概念の発展を背景に，管

の急激な変動（円高）という企業危機が到来す

理会計においてアメリカを中心に伝統的な予算

るなかで，生産工程の現場という従来の領域的

スラック論が展開されてきた。

4

4 4

4

制約を超えて，暗黙裡に業績管理会計へ適用さ

た と え ば，Lowe and Shaw（1968，1971）

れた経緯がある。これは，TPS の現場から本

は，予算管理制度がもつ資源配分機能に着目す

社への，
あるいは生産職能から経営管理職能（経

るとともに，予算売上高の過小方向へのバイア

営全体）への拡張であり，TPS の史的変遷に

ス（bias：偏向）の誘因として報酬制度が，過

（8）

おける進化の 1 要素であるといえよう 。この

大方向へのバイアスの誘因として会社の状況と

間の経緯については，以下に詳述する。

ノルマが，各々密接に関係することを指摘した。
Schiff and Lewin（1968，1970）は，①経営

3．トヨタ的業績管理会計と予算バイアス

管理者は自由裁量的な事項に関連して，予算売
上高を過小または予算費用額を過大に見積るこ

ここでは，管理会計における伝統的な予算ス

とによって予算スラックを形成する，②経営管

ラック概念との対比から，トヨタ的業績管理会

理者は予算の達成可能性を高める，または個人

計におけるトヨタ的予算バイアスとその生成の

的欲求を充足するために予算スラックを形成す

経緯についての考察をおこなう。そのうえで，

る，③経営管理者は業績好調時に予算スラッ

トヨタ的予算バイアスの要諦をプロアクティブ

クを形成して個人的欲求を充足する一方，業績

スラックの概念として明確化するとともに，そ

悪化時には予算スラックを利益へ転換する，と

の管理会計的意義についての考察をおこなう。

いった企業における予算編成過程の実態につい

⑻

トヨタ生産システムの史的変遷と進化については，今井（2014）を参照。
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て明らかにした。

念として，企業経営の逆機能の 1 要素として認

Onsi（1973）は，①予算編成過程での交渉

識されてきたといえる。ここでの予算スラック

などの諸要因から，組織内での資源配分に不完

の問題点は，予算スラックが非明示的かつ部分

全性が生起し，予算スラックが生成する，②予

最適的（個人的）な性質を有し，減益誘因とな

算スラックの大きさは企業の収益性，売上高の

る点である。

伸び，その他の行動要因に依存する，③予算ス
ラックの存在は企業利益を最適水準以下に抑制
する要因となる，といった予算スラックの属性
を主張した。

3.2

トヨタ的予算バイアス

一方，トヨタ的業績管理会計においては，利
益計画・統制において，外部環境に関連する前

Lukka（1988）は，予算バイアスを誘発する

提条件（販売台数，為替レートなど）の保守的

経営管理者の意図として，①組織にとって不必

な条件設定に適応する形で，新たなコスト低減

要または必要な水準以上の資源を獲得しようと

策（資源費消の効率化策）が追加的に生成・練

する意図，②短期的な業績評価の差異分析にお

磨され，企業経営の順機能の 1 要素として機能

いて優位になろうとする意図，③被管理者（部

している。すなわち，上述の伝統的な予算ス

下）の動機づけへの影響を考慮しようとする意

ラック概念（予算売上高を過小または予算費用

図，といった 3 つの意図を，さらにそれらの意

額を過大に見積ることによって形成される予算

図に影響をおよぼす要因として，①個人目標，

（資源）の水増し）が TAKE（資源を取り込

②組織の役割，規範ないし予算制度の特徴，③

む）型の正のスラックであるとすれば，このト

権 限（authority） や 影 響 力（influence） な ど

ヨタ的予算バイアス（保守的な利益計画前提に

の支配力（power）要因，④企業の財政状態や

適応して追加的に生成・練磨されるコスト低減

不確実性などの状況要因，⑤過去ならびに将来

策（資源費消の効率化策））は GIVE（資源を

に関する会計情報やインフォーマル情報，と

差し出す）型の負のスラックであるといえる。

いった 5 つの要因を，各々指摘した。

トヨタ的予算バイアスの要諦についてはプロア

小菅（1997）は，①予算を容易に達成可能な

クティブスラックの概念として後述するが，こ

ものにすることによって，業績評価を有利にす

こではトヨタ的予算バイアスの生成の経緯につ

る，②個人的欲求の充足に必要な資源を獲得す

いて，以下にみることとする。

ることによって，自由裁量の余地を増大させ

トヨタでは創業以来，1950 年の経営危機を

る，③将来の予算費用額の削減ないし予算売上

はじめとして幾度となく企業危機に直面してき

高の引きあげの圧力に対する自己防衛手段とし

たが，そのなかでも最大の危機は，為替相場の

て活用する，といった現在一般に考えられてい

急激な変動，とりわけドル円相場における急激

る経営管理者による予算スラック形成の 3 つの

な円高の進行という危機であった。

理由を指摘した。

ドル円相場における急激な円高の進行がトヨ

このように，管理会計における伝統的な予算

タに企業危機をもたらす背景には，事業活動の

スラック論の主要先行研究においては，予算ス

グローバリゼーションの進展にともなう多額の

ラックはどちらかといえば，経営管理者が予算

為替エクスポージャーの存在がある。たとえば，

編成過程をとおして予算売上高を過小に，予算

2015 年にトヨタは日本で約 400 万台の自動車

費用額を過大に見積ることによって形成される

を生産したが，このうち日本で販売されたのは

予算（資源）の水増しという現象を説明する概

約 220 万台であり，残りの約 180 万台は日本か
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ら海外へ輸出された。また，2015 年にトヨタ

訂，一定のサプライヤーからの部品調達価格の

は海外で約 600 万台の自動車を生産したが，こ

改訂などの対策が策定・実施され，再び期間利

れに必要な部品の一定割合は日本から海外の生

益の赤字転落が何とか回避された（11）。

産拠点へ供給されている。このように，日本で

しかしながら，ドル円相場が中長期的にドル

生産された自動車（完成車）の海外への輸出に

安円高の基調を辿っている以上，将来的にも同

くわえ，海外での自動車生産に必要な部品の日

様の企業危機が到来する可能性は存在する。す

本からの供給量の増加により，トヨタの為替エ

なわち，為替相場の急激な変動，とりわけドル

クスポージャーは一貫して増大する傾向にある

円相場における急激な円高の進行という危機に

（日本の同業他社も概して同様の傾向にある）。

対して，経営管理面での対応の重要性が高まる

このような背景のもとで，トヨタは，ドル円相

なか，トヨタでは，TPS がもつ先述の GIVE（資

場における急激な円高の進行により，2 度の大

源を差し出す）型の資源管理の思考が，生産工

きな企業危機に遭遇した。

程の現場という従来の領域的制約を超えて，暗
（9）

1 度目の危機は，いわゆるプラザ合意 にも

黙裡に業績管理会計へ適用され，その結果とし

とづく為替レート調整の実施にともなった，

てトヨタ的予算バイアスが生成されるに至った

1985 年から 1988 年にかけての円相場の急上昇

経緯がある。これは，TPS の現場から本社への，

である。この危機に際して，トヨタでは，円高

あるいは生産職能から経営管理職能（経営全体）

緊急対策のためのプロジェクトチームが組成さ

への拡張であり，TPS の史的変遷における進

れ，グループ横断的かつ全社的な協力体制のも

化の 1 要素として認めることが可能であるとい

と，徹底的な経費削減，部品およびユニットの

える。

共通化を中軸とした原価企画活動の強化，なら
びに海外での生産拠点の拡充と生産能力の増強
などの対策が策定・実施され，期間利益の赤字
（10）

転落が何とか回避された

。

3.3

プロアクティブスラックの概念

先述のとおり，トヨタ的予算バイアスとは，
保守的な利益計画前提に適応して追加的に生

次いで，2 度目の危機は，日本におけるバブ

成・練磨されるコスト低減策（資源費消の効率

ル景気とその崩壊の影響などによる，1990 年

化策）である。本稿では，トヨタ的予算バイア

から 1995 年にかけての 1 ドル＝ 80 円近辺にま

スの要諦をプロアクティブスラックの概念とし

での急激な円高の進行である。この危機に際し

て明確化する。ここで，プロアクティブスラッ

ても，トヨタでは，再び円高緊急対策のための

クの定義は，以下のとおりである。

プロジェクトチームが組成され，グループ横断
的かつ全社的な協力体制のもと，経費と設備投

「利益計画ならびに利益統制において，企

資の大幅な削減，一定の自動車の販売価格の改

業外部環境に関連する前提
（収益ドライバー）

⑼

1985 年 9 月 22 日，ニューヨークのプラザホテルで開催された，G5（先進国 5 カ国 : 日本・アメリカ・イギリ

ス・西ドイツ（当時）
・フランス）蔵相・中央銀行総裁会議で発表された，過度なドル高の是正に向けた G5 各国
の協調行動への合意。基軸通貨であるドルに対して参加各国の通貨を一律 10 〜 12％の幅で切り上げ，そのため
の方法として参加各国は外国為替市場で協調介入をおこなう，という内容が合意された。プラザ合意の狙いは，
ドル安誘導によってアメリカの輸出競争力を高め，アメリカの貿易赤字を減少させることにあった。
⑽

日本の証券会社ならびに投資銀行に所属する自動車アナリストの当時のコンセンサスにもとづく。

⑾

これについても前注 10 と同様に，自動車アナリストの当時のコンセンサスにもとづいている。
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の組織的・意図的な保守化に適応する形で，

保守的な条件設定に適応する形で，経営シ

経営システム内部において，組織的・意図

ステム内部において，新たに生成・練磨さ

的・重層的に生成され，練磨されるコスト競

れるコスト低減策（資源費消の効率化策）

争力強化策（コスト低減策）」
（今井，2015：

が，プロアクティブスラックである。
⑦最終的には，外部環境に関連する前提条件

43）

（販売台数，為替レートなど）の保守的な
条件設定とそれに適応して形成されるプロ

次に，プロアクティブスラックが形成される
（12）

経路は，以下のとおりである

アクティブスラック（追加的に策定される

。

コスト低減策（資源費消の効率化策）
）の
両者を包摂した利益計画が，正式な利益計

①会計期間の期初において，本社では，前会

画として全社展開される。

計期間までの事業活動から想定される一般
的な前提条件にもとづいた利益計画が，一
旦策定される。

このようなプロアクティブスラックの管理会

②しかしながら，変化の激しい今日の経営環

計的意義は，予算バイアスとして明示的かつ全

境のもとでは，経済や景気，さらには為替

体最適的（非個人的）な性質を有し，増益誘因

レートの急変など，外部環境に関連する前

となる点にある。具体的には，以下の 4 点であ

提条件（販売台数，為替レートなど）にか

る。

かわる想定外の潜在リスクが，いつ顕在化
するか，予見することは難しい。

①プロアクティブスラックは，伝統的な予算

③そこで，本社では，想定外のリスクを事前

スラック論において重視されてきた，業績

に想定内に転換するとの思考にもとづき，

評価での優位，資源の獲得，予算達成圧力

外部環境に関連する前提条件（販売台数，

に対する自己防衛といった個人的利益ない

為替レートなど）を保守的な水準に置き換

し個人的欲求の充足のためではなく，利益

えた利益計画が，再度策定される。

計画・統制という全社レベルでの経営管理

④しかしながら，この外部環境に関連する前
提条件（販売台数，為替レートなど）の保

の枠組みにおいて組織的に形成される，明
示的かつ非個人的な性質のバイアスである。

守的な条件設定は，売上高の減少などを通

②プロアクティブスラックは，伝統的な予算

じて，利益計画の目標利益額を引き下げる

スラック論における予算（資源）の水増し

要因となる。

のような，企業利益を最適水準以下に抑制

⑤すなわち，利益計画の目標利益額の引き下

する減益誘因ではなく，逆に，コスト低減

げを回避し，当初の目標利益額を確保する

策（資源費消の効率化策）の重層的・累積

ためには，追加的なコスト低減策（資源費

的な生成と練磨により，企業利益の最適水

消の効率化策）の策定が必要になる。

準そのものを引きあげる増益誘因として機

⑥このような観点から，外部環境に関連する
前提条件（販売台数，為替レートなど）の

⑿

能することによって，企業の収益体質強化
を促進する。

プロアクティブスラックの仮設例については，今井（2015）を参照。また，為替リスクに焦点を当てた，全社
的リスク管理（Enterprise Risk Management）と管理会計の統合モデルについては，Nishimura（2016）を参照。
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③プロアクティブスラックは，利益計画・統
制において，外部環境に関連する前提条件

事例検証
（管理会計概念としての普遍性の検証）
の 2 点が，今後の課題として残っている。

（販売台数，為替レートなど）の保守的な

21 世紀の経営環境は，企業のグローバル競

条件設定と，それに適応したコスト低減策

争がますます激化し，それとともに，経営資源

（資源費消の効率化策）の生成をはかるこ

の効果的かつ能率的な利用が，時代や地域を越

とにより，将来の外部環境の変化に対する

えた普遍的な経営課題として企業経営には強く

適応力（企業危機への対応力）の向上に貢

求められよう。そのようななか，本稿が提示し

献する。

た資源管理の思考類型，なかでも TPS の資源

④プロアクティブスラックは，全社の現場に

管理の思考ならびにプロアクティブスラックの

おいて全従業員が参画する多種多様なカイ

概念の重要性が，今後はより一層高まるものと

ゼン活動を推進することによって，企業体

考えられる。

としての経営品質の向上に貢献する。
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