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早稲田大学 産業経営研究所 産研シリーズ49号
2018年６月

はじめに

佐々木宏夫、高瀬浩一

近年の経済のグローバル化と規制緩和の流れにより、多くの国で市場の役割が強化され、新た

な市場創設の動きが加速するなど、資源配分機構としての市場の重要性は世界的規模で増大して

いる。他方、国際会計基準（IFRS: International Financial Reporting Standards）を巡る各国間の

足並みの乱れ等、この流れは国内外で、国家間や経済主体間での利害の不一致を生み出し、世界

経済における様々な軋轢の原因にもなっている。

このように、市場の浸透や深化によりビジネスや会計制度が不可避的に変化し、それに伴って、

我々は前例のない社会経済的問題に直面している。経済学と関連する分野のサーベイにより、こ

のテーマは重要かつ多面的な研究フロンティアを内包していることが明らかとなっている。例え

ば、IFRS のマクロ経済や金融市場に与える影響や途上国における会計簿記を含めた経営技術が

企業に与える影響等、会計学や開発経済学で最近公開された研究結果もある。一方、IFRS の誕

生から先進国への普及、そして、途上国まで拡大した過程に関する金融史・社会制度的分析、更

には、最新のネットワークやメカニズムデザイン理論による分析など、未だ手を付けられていな

い課題も数多く存在している。生産・販売現場における会計簿記の自然発生的な形成過程から国

や地域の会計制度の特徴、あるいは、財政の歳入面から会計簿記の課税システムとしての役割に

関する研究も興味深いテーマである。

これらのテーマに挑戦するため、経済学全般の理論・応用・実証分野に限定することなく、会

計学や経営学を含めて幅広い関連分野の研究者の参加により、早稲田大学会計・ビジネス・経済

研究グループ（Waseda Accounting, Business and Economic Research Group: WABERG）が組織

された。そして、このメンバーを中心として、科学研究費補助金基盤研究 A「グローバル経済に

おけるビジネスと会計制度の変化に関する経済学的研究（研究代表者：佐々木宏夫、課題番号

24243037）」のプロジェクトが実施された。研究の過程で、早稲田大学産業経営研究所の研究分科

会（主任者：高瀬浩一）と協力し、毎月２回の定期的なセミナーを通じて、参加メンバー内部に

おいて最先端研究のフロンティアを共有した。さらに、国内外から第一線で活躍するスピーカー

を招聘して、オープン・ワークショップや連続講義を開催し、学内外に新しい研究手法を紹介し、

本研究の研究成果を発信した。

この論文集はこれらの研究成果の一部を纏めたものである。最初に、佐々木、讃井論文では、

近年経済学の各分野で研究の進展が著しいネットワークに関する研究の一環として、ネットワー

ク上の資源配分の特質と、資源配分メカニズムを設計するにあたってのいくつかの論点について

の議論が行われている。ここで研究されているモデルは彼らの別の論文（Sasaki and Sanui

― 1 ―
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（2015））で詳細に研究されたものであるが、彼らはその研究で得られた結論を紹介しつつ、さら

に彼らの研究を電力の資源配分だけでなく、物流等のモデルにも拡張するための一般化の方策が

議論されている。

赤星、笠島論文ではビジネスや会計を例として、個人（あるいは、企業）が複数の基準に基づ

いて意思決定を行う問題をモデル化し、理論的に分析した。例えば、企業（経営者）が情報公開

をする際、投資家や株主を対象にした会計基準と税務当局に対する税法という両基準を満たす必

要がある。また、企業内部において昇進や報酬を決定する際に、売上（マーケットシェア）と利

益率というお互いに対立するような基準が存在する場合も少なくない。このモデルの応用範囲は

ビジネスや経済を超えて、国家および地域間の交渉など幅広く、今後、多様な理論応用研究とそ

れらの実証計量研究が期待される。

鈴木論文は会計監査モデルを構築し、会計基準の細則主義から原則主義への変化が会計監査人

に与える影響を分析した。会計基準を作成する際、原理原則を基にした原則主義と、多くの数値

基準や例外規定などを含む細則主義があり、現在世界中で大半の国が適用している IFRS は原則

主義である。会計制度分析ではまだ一般的ではない理論的な研究であり、日本での IFRS 適用な

ど現実例での理論分析への応用や、将来的な計量・実証分析への応用が期待される。

坂野、陸論文では、経済学やファイナンスの計量分析において汎用している手法である

GARCH モデルについて、実際に分析する際の推定法を解説している。経済学の計量分析ソフト

である Eviews を実例として、GARCH モデルから派生した Realized GARCH モデルについて推

定法を解説し、そのプログラムを紹介している。本基盤研究 A 課題を含む計量応用研究全般に

おいて、高い利便性と有用性が見込まれる内容である。

閻、亀岡、奥村論文では、IFRS 採用に関する日本企業の対応について、IFRS 適用動機に関す

る先行研究のサーベイ結果を基に、計量的な分析のための仮設を構築している。国の IFRS 適用

は強制、任意、不適用と大きく３つに分けられ、現在、世界全体では、強制適用国が大多数とな

る一方、日本は任意適用となっている。すなわち、日本では各企業が適用決定をする状況となり、

最近、国内の適用企業数が急増している。これらの計量分析結果は国際的に高い評価を受ける可

能性があり、非常に有望な研究である。

長江、片山、高瀬論文は、IFRS 適用が途上国の開発援助（ODA）受入に与える影響を分析して

いる。IFRS 財団による各国の採用状況データ、そして、OECD による各受入国の各拠出国別

ODA 受入額データという２つのパネルデータを用いて基礎的分析を行った。まだ準備段階の分

析ではあるが、全期間の平均値を基にした分析では、IFRS を採用している受入国は不採用国よ

り ODA 受入額が高いという結果が得られており、今後の更なる本格的な計量分析結果が待たれ

る。

閻、スワンディ、大川内、高瀬論文は、世界各国の IFRS の適用（年度・状況・方法・対象など）

に関するアンケート調査結果を基にした基礎的な考察である。IFRS 財団は国連加盟メンバー

― 2 ―
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200を超える国（と国に準ずる地域）に関して約７割の調査を終えている。この研究は残り３割の

未調査の国に対してアンケート調査を行い、この論文はその結果の最初の分析である。この論文

は IFRS 財団による調査の補完的な意味でも重要な研究である。

Suandi, Yan, Ohkawauchi, Takase による英語論文は、先に紹介した同一著者による日本語論文

において使用したアンケート調査結果を基にしている。この論文はアンケート調査回答国への情

報公開という目的もあり、アンケート結果の概要が中心となり、分析や考察は行っていない。一

方で、今後の更なるアンケート調査に貢献するため、今回のアンケート調査で使用した全ての依

頼状と調査票（英語とフランス語）を添付している。世界の IFRS 適用状態を正確に把握するた

め、関連する研究者や諸機関の参考になれば幸いである。

今回掲載された論文は本基盤研究 A プロジェクトによる最新の研究結果であり、今後予想さ

れる一連の研究成果（論文や著作など）の先駆けとなっている。当然ながら、これらの研究は費

用面のサポートなしには実施できなかった。科研やその他からの研究費のサポートに心より感謝

する。また、本研究の研究分担者、連携研究者、研究協力者のみならず、アンケート調査の回答

者や協力機関、外部データ提供機関、研究会やワークショップ等の運営に関わった全ての事務管

理の方々に御礼申し上げる。

はじめに

― 3 ―
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早稲田大学 産業経営研究所 産研シリーズ49号
2018年６月

ネットワーク上の資源配分問題について1

佐々木 宏夫＊、讃井 晃司＊＊

１．はじめに
2011年3月11日に発生した東日本大震災は、その被害の甚大さにおいてわが国の歴史上未曾有

とも言える大災害であった。この悲劇的事件は地震それ自体の被害（津波による被害を含む）に

加えて、原子力発電所が損傷し、住民の生活の安全性等が確保できなくなるという二次災害を引

き起した。その結果、東日本を中心にして電力不足が起こり、計画停電が実施される等の事態に

なった。

一般に電力という財には下に述べる独特の性質があるために、需要に応じた適切な電力量の確

保にはそれなりの難しさがある。予期せざる供給や需要の変動に見舞われた場合には、十分な電

力量の確保が難しくなり、計画停電等の対応が必要になることもあるのである。そこで、電力会

社は相互に電力を融通し合うことによって、自己の配電エリアで必要とされる電力量を確保しよ

うと努めている。

上に指摘した一つの財として見たときの電力の他の多くの物的財と異なる性質は、以下の通り

である。

（１）一般に電力は貯蔵が困難であり、生産（発電）された電力が余った場合には消滅してしま

う。

（２）電力の生産量（発電量）を増減させることはある程度可能であるとはいえ、日々刻々の需

要の変動に応じて生産量を始終細かく調整する等のことは比較的難しい

（３）電力は全国に張り巡らされた送電線のネットワークを通じて移送されるが、その移送に関

しては移動距離に応じて減衰が生じる。

財としての電力はこのような特性を持っているので、上述のように需要の過不足が生じた場合に

は、電力会社間の送電線ネットワークを通じて、電力会社間での電力の融通が行われている。こ

のような電力会社間の相互融通によって、ネットワーク全体での需給の調整が行なわれているの

である。

ところで、電力のような特殊性を持たない（とりわけネットワークを通じた減衰のない）一般

― 5 ―
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の財の配分に関するメカニズムデザインについては、これまで非常に沢山の研究がある。とりわ

け、Sprumont（1991）を嚆矢とする単峰型選好2から成る戦略空間における１財の資源配分ルー

ル（直接メカニズム）の設計問題は、本稿と密接に関係する。

Sprumont（1991）は単峰型選好の環境下で、パレート効率的で、戦略的操作不可能3かつ匿名4

なルールはただ一つだけ存在し、それはユニフォーム・ルールであることを示した。ユニフォー

ム・ルールとは全員が等量を与えられる均等配分をベースにしながらも、①全員のピークの合計

が配分すべき財の存在量を上回る超過需要の局面においては、ピークの量の非常に小さいプレイ

ヤーはその量をそのまま与えられ、②全員のピークの合計が配分すべき財の存在量を下回る超過

供給の局面においては、ピークの量が十分に大きいプレイヤーはその量をそのまま与えられるよ

うな配分ルールである。

一般的に言って Hurwicz（1972）の不可能性定理の確立以来、資源配分ルールの設計にあたっ

て戦略的操作不可能性とパレート効率性の両立を図ることはきわめて困難であると考えられて来

た。実際、Hurwicz（1972）においてはシンプルなアロー＝ドブリュー型純粋交換経済において、

パレート効率性、戦略的操作不可能性、そして個人合理性を満たす資源配分メカニズムは設計で

きないことが示されている。Sprumont（1991）の結果は、財の種類が一つで、選好は単峰型に限

るという限定的な環境下では、パレート効率性と戦略的操作不可能性との両立が可能なルールの

設計ができることを示していることになる。しかし、ここで注意しなければならないことは、ひ

とたびそのような限定的な条件が崩れてしまうと必ずしも Sprumont（1991）が示したような可

能性は保たれなくなってしまうことである。5

上記（１）から（３）までの性質を持つ電力に代表される特殊な財は、たとえ財の物理的な特

質は同質な単一財であったとしても Sprumont（1991）の可能性定理を成立させるような環境か

らの逸脱が生じてしまう。すなわち、ネットワーク上の複数ノードに初期保有が分散しているな

らば、仮に各ノードでプレイヤーが単峰型選好を持っていたとしても、あるノードの財を別のノー

ドで消費するためには減衰が生じてしまうので、単一財と複数財の中間的な存在になってしまう

ことが予想される。このような環境での資源配分メカニズムの設計は、Sprumont（1991）に代表

される単一財かつ単峰型の環境でのメカニズムデザインとは様相が大きく異なることが予測され

る。実はこのようなネットワーク上の資源配分を考える際しては、資源配分のありよう自体が単

― 6 ―

２ 単峰型選好とは効用関数のグラフの形状が一つだけピークを持つようなものである。厳密な定義については注11を参照。
３ 自分以外のプレイヤー達がどのような選好表明をしても、真の選好表明をすることが最適になるルールは、戦略的操作不

可能だという。
４ 匿名性は公平性の一つの形であるが、ルールにおいて各人に配分される財の量はその人が表明する選考にだけ依存すると

きに、そのルールは匿名だと言われる。匿名なルールにおいては、例えば、かつて A 氏が表明した選好を B 氏が表明し、か
つて B 氏が表明した選好を A 氏が表明したなら、かつて A 氏が受け取った量を B 氏が受け取ることになり、B 氏が受け
取った量を A 氏が受け取ることになる。

５ Anno and Sasaki（2013）は、たとえ選好はすべて単峰型であっても、財の種類が複数ある場合には、パレート効率性と戦
略的操作不可能性の対立が生じ、この環境で一般化されたユニフォームルールは次善の効率性しか満たさないことを明らか
にした。
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一財のケースと大きく異なってしまうのである。

本稿ではネットワーク上で資源配分するためのメカニズムデザインを行うための前提として、

上述の（１）から（３）までの性質を持った財のネットワーク上での資源配分が、一般の財の資

源配分とどのように異なるのかについて考えるために、この問題について厳密なモデルで研究し

た Sasaki and Sanui（2015）の議論を例を多用して平易に紹介してみたい。その意味で本稿の前

段は Sasaki and Sanui（2015）を平易に紹介する試みであるが、それに加えて第５章と第６章で

は、そこで提案された議論をさらに発展させる可能性を考えたいと思う。

本稿は６つの節から成る。第２節では基本的なモデルを定義する。第３節では実行可能配分と

資源配分のルールを数学的に定義し、第４節ではネットワーク上の資源配分の特異性について主

に例を用いて解説・議論する。第５節では、消費の地点と財が初期保有される地点が同じでない

場合にどのような違いが生じるかについて議論し、この研究に関しての Sasaki and Sanui（2015）

にない新しい研究の方向性について考える。第６節は結語である。

２．ネットワーク上の資源配分問題
ここでは、前項の（１）から（３）までの性格の財の性質の本質を捉えるために、これらの性

質に関して若干の仮定を置きたい。まず、（１）の性質については、蓄電池などを用いて電力を貯

蔵することができないわけではないが、ほとんどの国において蓄電できる電力量は全体の電力消

費量と比べて微小であるので、ここで考える財（電力）は貯蔵不可能と仮定する。

次に、（２）については、例えば、複数ある火力発電所の稼働時期と点検（不稼働）時期とを調

整することなどによって、年間を通しての電力量をある程度調整することなどはできるが、日々

刻々きめ細やかに調整することは難しい。したがって、ここでは、各拠点6が発電する電力量は、

それぞれに一定量であると仮定する。

最後に（３）について。ここでは議論の簡単化のため、送電線ネットワークのノードは各発電

拠点であり、一区間あたりの電力の減衰に伴う残存率は一定と仮定する。7

以上の想定のもとに、ネットワーク上の資源配分モデルを構築する。8

まず、発電拠点は nヶ所あるものとする。N={1, 2, …, n} を発電拠点の集合とする。各発電拠

点 i∈N における発電量を Ω  とする。（Ω >0 である。）ここでは Ω  は定数と仮定する。

（Ω=(Ω, Ω, …, Ω) と書くことにする）。Ω  をノード i の初期保有量、Ω を初期保有ベクトルと

呼ぶ。

次に、N をノードの集合としてみて、エッジ（すなわち、ノード間を結ぶパス）の集合を E と

するときに、グラフ G=(N , E) が送電線ネットワークを表すことになる。（したがって、以下で

ネットワーク上の資源配分問題について

― 7 ―

6 それぞれの電力会社を一つの発電拠点と解釈してもいいし、一電力会社内部での資源配分を考えるのならば、当該電力会
社が保有する発電所の一つずつを発電拠点と解釈してもよい。

7 言うまでもなく、現実には送電線の距離が長くなればなるほど減衰は増大するから、残存率は距離に応じて変動しうる。
8 このモデルは Sasaki and Sanui (2015）による。
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はグラフ G をネットワークと呼ぶこともある。）G は連結であると仮定する。

ここで、ネットワーク（グラフ）について若干の注意を与える。まず、グラフ G が連結である

とは、任意のノード i, j∈N に対して、i と j を結ぶパスがあることを言う。例えば、図１（a）は

連結なグラフであるが、（b）は連結でない。つまり、（a）図のどの点（ノード）も他のどんな点

とも何らかのパスで結ばれているが、（b）図の例えば X 点と Y 点を結ぶパスはない。電力の移

送に則して理解すれば、X 地で仮に電力不足が生じたとしても Y 地の電力を使うことができな

いことになる。換言すれば、もしグラフが連結であるならば、どの２つの地点間でも電力の移送

を行うことができることになる。

ところで、グラフにおいて、元の点（ノード）に戻ってくるようなパスのことを閉路という。

例えば図１（a）において、A-B-C-A と続くパスは閉路である。閉路が存在しないような連結な

グラフを木という。今の図１（a）は閉路が１つあるので木ではない。それに対して、図１（c）の

グラフは連結で閉路がないので木である。ネットワーク上の資源配分等に関する研究においては

閉路が存在しない方が明瞭な結論を得られることもあるので、木であることを仮定することが多

いが、我々はできるだけ一般的なモデルを構築したいので、グラフに要求する条件は連結である

ことだけである。

ここで、任意のノード i と j に対して、i と j を結ぶ用路でないパスの集合を L(i, j) と書くこと

にする。連結性の仮定から、L(i, j) は空でない。また、L(i, j)=L( j , i) とする。任意のパス

q∈L(i, j) に対して、このパスの長さを d (q) と書くことにする。ここで、パス q の長さとは q に

属するエッジの数である。

１単位の電力は、１つのエッジを通過すると α 単位になってしまうものとする。（ただし、

0<α<1 である。）したがって、長さ d (q) のパス q を通った１単位の電力は α 単位に減ってし

― 8 ―

図１
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まう。α を残存率と呼ぶ。

ここでは議論の単純化のために、発電拠点は同時に消費拠点でもあると仮定する。9そこで、各

ノード i∈N は選好 R を持つ。消費可能性集合を[0,∞)10と仮定するので、R は[0,∞)上の完

全で推移的な二項関係である。さらにここでは、R は単峰型（single-peaked）であると仮定す

る。11 R=(R, R, …, R) を選好プロファイルと呼ぶ。

グラフ（ネットワーク）G=(N , E)、初期保有ベクトル Ω、選好プロファイル R、残存率 α が与

えられると、この資源配分問題の構造は確定するので、組 (G, Ω, R, α) をネットワーク上の資源配

分問題、もしくは単に問題と呼ぶことにする。

３．実行可能配分と背源配分メカニズム
ネットワーク上の資源配分問題 (G, Ω, R, α) が与えられているものとする。任意の i, j , ∈N に

対して、i 地区の財（電力）を j 地区に経路 q∈L(i, j) を通って輸送する量を、(i → j : q) と書く

ことにする。j 地区の消費量を   と書くならば、移送に伴う減衰に考慮することで

 =Σ
 Σα(i → j : q) (1)

となる。

ここで、配分 =(, , …, ) の実行可能性を定義する。すなわち、各 j∈N について   は(1)

式を満たし、さらに各地の電力生産量 Ω  でこれらの消費を実現させることが出来なければなら

ない。すなわち、各 i∈N に対して、

Σ
 Σ(i → j : q)=Ω  (2)

でなければならない。(1)式と(2)式を満たすような {(i → j : q)i, j∈N , q∈L(i, j)} が存在する

ときに、=(, , …, ) は実行可能であると呼ぶ。このような実行可能な配分の集合は、

(G, Ω, α) に依存するので、A(G, Ω, α) と書くことにする。

ところで、あらゆる単峰型選好プロファイルの集合を R と書くときに、関数

f : R → A(G, Ω, α)

は、人々が表明する選好の組に対して資源配分を指定するルールであるから、このような関数の

ことを資源配分ルールもしくは資源配分メカニズムと呼ぶ（単にルールと呼ぶこともある）。

ここで、もし α=1 であるならば、Ω+Ω+…+Ω=T と置けば、今考えている資源配分問題

は、T を（同質）財の初期保有量とみなした場合の一つの財の普通の配分問題となる。そのよう

な資源配分メカニズムの設計問題については Sprumont（1991）を発端として、これまでに多数の

ネットワーク上の資源配分問題について

― 9 ―

9 各電力会社の管内で、発電地と消費地との地理的位置関係を見れば、発電地と主要な消費地は離れているのが普通である。
本稿では、電力会社間での電力の融通を想起してモデルを構築しているので、各ノード i∈N は１つの電力会社管内全体を
表していると解釈できる。したがって、発電地と消費地が同一と仮定した。なお、発電地と消費地が異なる場合のモデルが
どのようになるのかについては第５節で議論する。

10 [0,∞)は０以上のあらゆる実数の集合である。
11 選好 R が単峰型であるとは、ある正の数 p* が存在して、任意の x, y∈[0, ∞) に対して、xRy となるのは、y≧x≧p* また

は y≦x≦p* のとき、そのときに限ることを言う。
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研究がなされてきている。しかし、α の大きさが１よりも小さい正数である場合（つまり、

0<α<1 の場合）には、問題の性格は全く異なったものになってしまう。次の節では簡単な例を

使って、ネットワーク上の資源配分のあり方が単一財の資源配分（あるいは、α=1 の場合の資源

配分）のあり方と全く異なることを説明したい。

４．ネットワーク上の資源配分の特異性
ここでは、簡単な例によってネットワーク上の資源配分の特異性を明らかにしたい。

n=2 の場合を考えてみよう。２つのノードはまったく等しく、１本のリンクで結ばれている

ものとしよう。すなわち、Ω=Ω=10 であり、それぞれのノードにおける選好は同じで、ピーク

は p* であるとする。このとき、配分 (x, x)=(10, 10) は明らかに実行可能配分である。

しかし、このケースでは実行可能配分は他にもある。例えば、(x, x)=(10α, 10α) は実行可能

である。この配分は、互いの電力を全部相手のノードに送ってしまうことで得られる。

配分 (x, x)=(10, 10) と (10α, 10α) は、両ノードの最終消費量が等しくなる均等配分だが、こ

のケースでは(10,10)は可能な均等配分の中で各人の消費量が最大になるものである。また、

(10α, 10α) はもっとも電力の減衰が大きくなるような電力量を与えているので、均等配分の中で

各人の消費量が最小になるものである。

さらに言えば、α≦k<1 なる任意の k に対して、(x, x)=(10k, 10k) はすべて実行可能配分で

ある。この配分は、それぞれのノードが自分の電力量の一部を相手に送り残りは自己消費するこ

とによって得られる均等配分である。12

このように、均等配分だけを考えてみても、相互の電力のやり取りによって13、ネットワーク上

の資源配分で実現できる配分の自由度はかなり高いのである。

これまでの例は両ノードの初期保有量が全く同じケースだったが、ノードの数が２つの場合で

各ノードの初期保有量が違う場合にも同じことがいえるのだろうか？

例えば、(Ω, Ω)=(10, 7) の場合を考えてみよう。この場合には、差し当たって、両ノードが７

単位の電力は移送せずに自己消費し、ノード１は、残りの３単位のうちで２人の消費量が等しく

なるようにノード２に３単位の電力の一部を与えれば良い。ノード１が与える電力量を x とす

ると、均等になるためには、3−x=αx でなければならないので、x=3/(1+α) である。よって、

― 10 ―

12 各ノードが他ノードに a 単位の電力を送るとすると、他ノードでは αa 単位の電力を受け取り、その代わりに a 単位の電
力を失うことになる。つまり、電力のやり取りの結果の各ノードの電量消費量 x は x=10−a+αa となる。一方、k を
α≦k< なる任意の数とするとき、x=10k であるためには、10−a+αa=10k でなければならないから、簡単な計算によっ
て a=10(1−k)/(1−α) となるが、α≦k<1 なので、0<(1−k)/(1−α)≦1 となるので、各ノードは 10(1−k)/(1−α) 単位の電
力を他ノードに送ると x=10k 単位の最終消費量が実現できることになる。つまり、(x, x)=(10k, 10k) は実行可能である。

13 現実には電力会社 A から電力会社 B に電力が移送されるのは、電力会社 B に電力不足が生じた場合だろうから、ここで
考えている例のように両方向への移送が同時に生じることはないかもしれない。しかし、一ヶ月や一年などの長い期間をと
れば、ある時点で電力会社 A から電力会社 B への移送が生じていても、別の時点では電力会社 B から電力会社 A への移送
が生じることなどは十分にありうる。つまり、この場合の x はある程度長い期間を視野に入れたときの各ノードでの一日

（あるいは一週間など）平均の電力消費量だと解釈すれば、両方向への同時電力移送は現実的と言える。
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この場合の最終消費量は、

x=x=10−x=10−{3/(1+α)}=(7+10α)/(1+α)

となる。例えば、α=1/2 であるならば、x=x=8 となる。このようにして、(x, x)=(8, 8) であ

ることがわかったが、これがこの場合の均等配分の最大値である。

次に、均等配分量の最小値を求めてみよう。ノード２は７単位の初期資源しか持っていないの

で、彼らが利用できる電力量は最大限７である。したがって、ノード１とノード２が７単位の電

力をすべて相手の利用に供すように交換することが消費量の最小化に繋がる。その場合の各ノー

ドの消費量は7α となる。このような交換を行ってもノード１の電力量は３単位残るので、その

一部をノード２に与えて均等消費を可能にすればいいのは、最大値を求める場合と同様である。

つまり、ノード１はこの３単位の中から 3/(1+α) 単位をノード２に与えれば均等になる。この場

合、ノード１に３単位の中から残るのは、3−{3/(1+α)}=3α/(1+α)（単位）となるので、両ノー

ドの均等最終消費量は、

x=x=7α+{3α/(1+α)}=(10α+7α)/(1+α)

となる。このようにして、均等配分の最大値と最小値の乖離が生じることがわかった。14

さらに、この場合にも、この２つの均等配分の間の任意の数を各ノードの消費量にするような

実行可能配分な均等配分が存在することが示せる。すなわち、

(10α+7α)/(1+α)≦e≦(7+10α)/(1+α)

なる任意の e に対して、(x, x)=(e, e) は実行可能配分になるのである。15

これまで例示してきたのは、ノードの数が二つしかないという極めてシンプルな「ネットワー

ク」である。それでは、一般のネットワークでも同様なことが言えるのだろうか？

実は Sasaki and Sanui（2015）では、ノードの数が n の任意の連結なネットワーク G=(N , E)

においてこの例を一般化した配分が実行可能であることを示している。Sasaki and Sanui (2015）

の結果を紹介する前に、均等配分について定義しておこう。

定 義：連 結 な ネ ッ ト ワ ー ク G=(N , E) に お い て、あ る 実 数 e に 対 し て、

(x, x, …, x)=(e, e, …, e) が実行可能配分になるとき(e,e,…,e)を均等配分と言う。なお、文脈

上明らかなときにはこの場合に単に e を均等配分と言うこともある。

定理１(Sasaki and Sanui（2015）定理4.2)16：G=(N , E) を任意の連結なネットワークとする。

ネットワーク上の資源配分問題について

― 11 ―

14 α=1 の場合には、(7+10α)/(1+α) も、(10α+7α)/(1+α) も、共に2/17となるので、このような最大値と最小値の乖離は
起こらない。

15 もし (Ω, Ω)=(7, 7) であるならば、注12で示したと同様なやり方で、7α≦e’≦7 なる任意の e’ は実行可能であることが示
せる。一方、(Ω, Ω)=(3, 0) ならば、各ノードが 3α/(1+α) 単位を消費する検討配分は実行可能である。よって、
(Ω, Ω)=(10, 7) であるならば、7α+3α/(1+α)=(10α+7α)/(1+α)≦e=e’+3α/(1+α)≦(7+10α)/(1+α)=7+3α/(1+α) は
実行可能である。

16 証明は Sasaki and Sanui（2015）を参照。
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（１）G において、均等配分は必ず存在する。

（２）G において、均等配分には、最大値 e と最小値 e が存在する。

（３）e を e≦e≦e なる任意の実数とする。このとき e は実行可能である。

資源配分ルールの設計という観点に立ったときに、上に述べた均等配分は、素朴な意味合いでの

公平性を具現させる配分として意味のあるものである。ほとんどすべての資源配分モデルにおい

て均等配分はただ一つだけ存在するのが普通である。しかし、ネットワーク上の資源配分問題に

おいては、前項の例や定理１で示したように、均等配分は一意に定まらないのである。

しかし、Sasaki and Sanui（2015）は、均等配分が一意に定まらないだけでなく、最大均等配分

e と最小均等配分 e の間に挟まれた任意の最終消費ベクトルは実行可能であることも明らかに

している。

定理２（Sasaki and Sanui（2015）定理5.1）：各 i∈N に対して、p を e≦p≦e なる任意の実数

とする。このとき、p=(p, p, …, p) は実行可能配分である。17

すべてのノードが単峰型選好を持つ場合に、Sasaki and Sanui（2015）は、この定理をベースにし

て一般化された均等配分ルールを提案している。それは単峰型の選好プロファイルが与えられた

ときに、各ノードについて、その選好のピークが e よりも小さい場合には e を与え、逆にピーク

が e を超えている場合には e を与え、さらにピークが e と e の間にあるときにはそのピークを

与えるようなルールである。

このようなルールは、明らかに全員が同量を受け取る狭い意味での均等配分よりもパレートの

意味での改善が得られるし、単峰型選好のピークが e と e の間に集中しているときにはパレー

ト効率的な配分が実現される。つまり、各ノードの需要量18が似通っているときには、効率性と

公平性が両立するのである。それに加えて、このような資源配分を実現させるルールは、通例の

均等配分ルールと同様、戦略的操作不可能性や匿名性等の条件を満たす。こういった点でも、ネッ

トワーク上の資源配分問題は伝統的な資源配分問題にない興味深い性質をもっている。

５．消費地と生産地が同じでない場合
これまでにみてきたように、ネットワーク上の資源配分問題は伝統的な資源配分問題にない興

味深い性質を持っている。ところで、これまでの議論では消費地と生産地が一致していることを

仮定していた。しかし、現実には、生産地でも消費が行われる一方で、すべての消費地で生産が

行われているわけではない。実際、例えば電力においては主要な消費地は大都会であるが、大都

― 12 ―

17 証明は Sasaki and Sanui（2015）を参照。
18 単峰型選好のピークを与える消費量は、価格体系が所与の場合の需要量（ワルラス的需要量）と解することができる。
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会に発電所が設置されることはほとんどない。そのような消費地と生産地が必ずしも一致しない

ケースにモデルを拡張してみよう。

P をあらゆる消費地の集合とし、Q をあらゆる生産地の集合とする。N=P∪Q とする。19

各消費地もしくは各生産地はすべてネットワークで結ばれているので、グラフは G=(N , E)

で考える。また、生産地は集合 Q 上の点だから、初期保有ベクトルは Ω=(Ω i∈Q) である。一

方、消費地は P の点すべてであり、各消費地は選好を持つから、選好プロファイルは

R=(R j∈P) である。

  を消費地 j∈P における消費量とするとき =(  j∈P) が実行可能であるとは、次の（1’）

と（2’）を満たすような {(i → j : q)i∈Q, j∈P , q∈L(i, j)} が存在することを言うことになる。

すなわち、各 j∈P に対して

 =Σ  Σα(i → j : q) (1’)

かつ各 i∈Q に対して、

Σ  Σ(i → j : q)=Ω  (2’)

となることである。

この場合のネットワーク上の資源配分問題は（G,P,Q,Ω,R,α）と書かれることになり、上記

（1’）と（2’）を満たす実行可能配分の集合を A（G,P,Q,Ω,α）と書く。さらに、この場合の資

源配分メカニズムは次の関数で定義される。

f : R → A(G, P , Q, Ω, α)

このように、我々の基本モデルは、消費地と生産地が必ずしも一致しないというより現実的な

ケースに容易に拡張できる。

しかしながら、消費地の集合と生産地のそれが一致しないとしても、電力の場合には生産地で

も消費はされるから、その場合には生産地の集合は消費地の集合に含まれる（すなわち、Q⊆P）

となり、P=N となることになる。つまり、このケースでは、すべての消費地を生産地と考えた

上で、∈PQ なる  については Ω=0 と置けば、前節以前のモデルの特殊ケースとみなすこと

ができる。20

生産地は少なくとも消費地でもある (Q⊆P) 場合であっても、消費地と生産地が同じ場合

（Q=P の場合）と消費地と生産地が異なる場合（Q⊆P かつ Q≠P の場合）では、メカニズムを

設計するに当たって考慮しなければならない資源配分の良さや資源配分のその他の性質などがだ

いぶ異なってくる可能性がある。

例を用いてそのことを説明しよう。ここでは、Q⫅P、n=♯P、m=♯Qとする。n=3かつ

m=2としよう。j∈P における消費者の選好 R のピークはいずれも10であるとする。次に i∈Q

ネットワーク上の資源配分問題について
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19 P∩Q は空の場合もあれば、空でない場合もある。
20 結語で述べるように、このモデルはさらに物流等のネットワークを表すモデルに拡張できる可能性がある。その場合には

物流拠点と消費地は異なっているのが普通なので、ここではそのケースも包摂しうるように消費地の集合 P と生産地の集
合 Q を異なりうるものとした。
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における初期保有量は Ω =10 とする。つまり、初期保有ベクトルは Ω=(10, 10) である。また、

ネットワークは完全グラフ（つまり三角形）であるとする（図２参照）。さらに残存率 α=0.5 と

する。この時、このとき (, , )=(10,10,0）は、生産地のみで初期保有量をそのまま消費して

しまう配分であるが、これはパレート効率的になっている21。

しかし、この例でのパレート効率的な配分はこれだけでない。たとえば、(, , )=(9,9,1）

は生産地１と２からそれぞれ１単位ずつの財を消費地３に送る配分であるが、これも実行可能で

ある。しかも、どの消費地 i∈N においても、そこでの効用を増やそうとすれば他の少なくとも

一つの消費地の効用が下がってしまうので、この配分もまたパレート効率的である。

同様に考えれば、a を10以下の任意の非負実数とするとき、(, , )=(10−a,10−a,a）は実

行可能であり、パレート効率的でもある。つまり、一番極端なケースでは、a=10の場合、すなわ

ち (, , )=(0,0,10）もまたパレート効率的なのである。

それに対して、消費地と生産地が一致する場合には、パレート効率性の要請だけでももう少し

資源配分の幅を狭める可能性がある。例えば、今の例で第３消費地だけがない場合を考えれば、

(, )=(10,10)が唯一のパレート効率的な資源配分になる。(例えば、(, )=(9,9)なども実

行可能ではあるが、明らかにパレート効率的ではない。）

このように考えると資源配分メカニズムの設計に際して、生産地と消費地が等しくない場合に

は、パレート効率性の要請はかなり幅広いものになる可能性があるといえる。22

それでは、均等配分についてはどうであろうか？

これまでと同じ例（図２）で考えてみよう。

ノード１とノード２から等量（a 単位とする）をノード３に与えて均等配分を得るならば、等量

になるためには

― 14 ―

21 この配分ではプレイヤー１と２は自分のピークを消費しているから、これ以上改善される余地がない。他方プレイヤー３
が現状よりも良くなるためには、１か２かから財を貰うしかないので、そうすると財を与えた側の効用水準は明らかに低く
なってしまう。つまり、この配分においては、「誰かがより良くなろうとすれば、少なくとも一人の別の誰かが悪くなってし
まう」ので、パレート最適な資源配分になっている。(, , )=(9,9,1）等々のパレート最適性についても同様に示せる。

22 解の公理的特徴付けの観点に立てば、m<n の場合の方がより可能性定理が成り立ちやすくなるというコンジェクチャー
が得られるかもしれない。

図２
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10−a=2αa

でなければならないので、これから

a=10/(1+2α)

である。α=1/2ならば、a=5 となる。つまり、ノード１と２からそれぞれ５単位ずつ財をノード

３に提供すると均等配分になり。各ノードの最終消費量は５となる（すなわち、均等消費ベクト

ルは(5,5,5)である）。これがこの場合の均等消費の最大値である。

それでは最小値はどうなるだろうか？

この場合には、あえて減衰させるためにノード１からノード２を経由して、またノード２から

ノード１を経由して、ノード３にそれぞれ a 単位を送ると同時に、ノード１とノード２が互いに

ノード３を経由して b 単位の財を交換することを考えればよい（図３参照）。この時に均等配分

になるためには、

10−a−b+αb=2αa (3)

でなければならない。それに加えて、ノード１とノード２はそれぞれ10単位の財しか持っていな

いので、

a+b≦10 (4)

でなければならない。α=1/2 のとき、(3)式は

b=−2a+
40
3 (3’)

となる。(3’)式と(4)式のグラフ(図４参照)を描いてみればすぐにわかるが、(4)式を等号で成立

させる直線と(3’)式のグラフの交点は (a, b)=(10/3,20/3)であり、この時に最小の均等配分が成

立する。このとき、2αa=5/3 である。つまり、最小の均等配分ベクトルは(5/3,5/3,5/3)である。

(3’)と(4)を同時に満たす(a,b)は均等配分を与えるので、5/3≦e≦5 なる任意の(e,e,e)は均等配

分となる。23

このように生産地と消費地が異なる場合には、パレート効率性等を満たす資源配分の集合が異

ネットワーク上の資源配分問題について
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23 均等配分のうち(5,5,5)はパレート効率的である。

図３
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なることは確かであるが、上述の議論はあくまでもここでの例が想定した選好の特殊性に依存し

ているはずなので、生産地と消費地が異なる場合の配分の集合の一般的な形状については今後の

研究が必要である。しかし、次節で述べるように、本稿のモデルを物流等のモデルに拡張するた

めには、Sasaki and Sanui（2015）が想定するような生産地と消費地の一致性は望ましくない性質

なので、本節で提示したモデルは、そのような方向に本研究を発展させるためには必要な拡張で

ある。

６．結語
本稿では Sasaki and Sanui（2015）によって開発されたネットワーク上の資源配分モデルの資

源配分上の性質への理解を深めるため、できるだけ一般性を損なわないように心がけながら、数

値例を用いて議論を進めた。また、前節では、Sasaki and Sanui（2015）のモデルを消費地と生産

地が一致しない場合に拡張して、消費地と生産地が一致する場合との違いを明らかにした。ここ

での議論は、生産地と消費地とが一致しない場合のより一般的な研究への橋掛りになるものであ

り、このモデルの拡張可能性と性質の興味深さが示唆される。

本稿では、電力再配分のネットワークをイメージしながらモデルを理解して来たが、電力以外

にもネットワーク構造を持った資源配分問題に若干の修正で活用できるだろう。例えば、物流の

ネットワークを考えてみよう。保管拠点（倉庫等）に置かれた財を店舗にジャストインタイムで

配置する問題を考えてみよう。この場合単峰型選好のピークを所望の時点での配達を表している

ものと解釈すれば、所望の時点より早めもしくは遅めの到着は効用の低下をもたらすから単峰型

の選好がこの場合にも適切であろう。減衰は輸送に要するコストを実物単位で表現するものと解

釈できるだろう。この場合、倉庫等の位置と店舗の位置は異なっているのが普通だから、第５節

の消費地と発電地が異なる場合のモデルを発展させて物流モデルを構築するのが適当だろう。

もっとも電力の場合には、単一財であるが、物流の場合には複数の種類の財が運搬されることに

― 16 ―

図４
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なるので、モデルは本稿の要素に加えて Anno and Sasaki（2013）の拡張という側面も持つ。

このように、資源配分問題にネットワーク構造を加味することによって、様々な方向への研究

の広がりが期待できるのである。
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複数の基準下での意思決定
ビジネスと会計を例に＊

赤星 立＊＊、笠島 洋一＊＊＊

１．はじめに
選択可能なものの中から何かを選んだり、順番（順序）を決めたりするとき、人はある基準

（criterion）に従って意思決定をするであろう。しかし、その基準は１つとは限らない。例えば、

就職先や転職先を探す学生や社会人で複数の企業から内定を得た人は、給与や働き甲斐などいく

つかの基準を勘案して、実際に働く企業を決めるだろう。また、採用する企業（人事担当グルー

プ）側も同様の問題に直面している。すなわち、人事においては、例えば学歴など１つの基準の

みから評価が下される訳ではなく、いくつかの基準のもとで、その企業に応募してきた中から、

最も有益となる人たちが採用されることになるであろう。このような意思決定を行う主体は、上

の例からも明らかなように一個人に限らず、複数の人々、組織（部署や委員会など）、企業、政党、

国家（政府）であるかもしれない。最終的に選択されるもの（人）が一つだけの場合もあれば、

複数の場合もある。また、基準といっても、ある性質を満たすか否か（例えば特定の資格の有無）

を判断するものもあれば、程度を測るもの（例えばある試験のスコア）も存在する。このように、

実に様々な局面で、複数の基準下での意思決定が行われている。

複数の基準が存在するとき、２つの基準が「対立する」ことがある。ここで、２つの基準が対

立するとは、一方の基準においては、x という選択肢の方が y という選択肢よりも高く評価され

るのに対して、もう一方の基準においては、y の方が x よりも高く評価されることがあるときを

指す。こうしたとき、一方の基準ではある選択肢よりも相対的に高い評価を受ける選択肢が存在

しないが、もう一方の基準ではそれよりも高く評価される他の選択肢が存在することが生じ得る。

このことは、２つの基準下で意思決定を行う場合に、“最適な”選択肢が存在しない可能性を生じ

させる。こうしたとき、“次善に”最適な選択肢を見つけることが重要となるであろう。

そこで本稿では、ビジネスと会計への応用を念頭に置いた上で、２つの次善最適性の概念につ

いて考える。１つ目の概念は、２つの基準を辞書式に適用することで意思決定を行うものである

（辞書式次善最適性：第２節参照）。２つ目は、まず一方の基準で選択肢を絞り込み、その上で残

された選択肢の中から、もう一方の基準に従って意思決定を行うものである（絞り込み式次善最
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適性：第２節参照）。ビジネスや会計を分析する多くの環境においては、数値の大小関係を見るこ

とで、あるいは何らかのランキング（格付け評価）に従って意思決定基準が形成されるという構

造的な特徴があるものと考えられる。こうした特徴のもとで、複数の基準下での意思決定が行わ

れた際に、どのような示唆が得られるかを明らかにすることが本稿の目的である。

より具体的には以下の２つの目的がある。１つ目は、ビジネスと会計を分析する環境において、

それぞれの次善最適性の概念が具体的にどのようにして選択肢を選び出すものであるのかを明ら

かにすることである。２つ目は、そうした環境において、２つの次善最適性の概念に従って選び

出される選択肢の集合がどのような関係にあるのかを考察することである。意思決定を行う個人

は、２つの次善最適性の概念に直面したとき、どちらの概念がより自分の価値判断に近いかを見

極めた上で最終的な決定を行う必要があるであろう。さらに、意思決定主体が複数人から成る場

合には、次善に最適な選択肢の選び方に関して、あるグループの人々は辞書式次善最適性に基づ

く方法を支持し、別のグループの人々は絞り込み式次善最適性に基づく方法を支持するかもしれ

ない。その際には、両グループに対して説得的な説明が行われた上で意思決定がなされる必要が

生じるであろう。従って、２つの次善最適性の概念がどのようなロジックに基づき導出され、そ

の２つがどのような関係にあるかを知ることは極めて重要なことと言えよう。このような問題意

識の下で、上述の２つの目的を達成するために、ビジネスと会計に関する様々な例を用いて分析

を行う。

最初に、企業の利益に対して異なる捉え方が存在する状況において、企業の評価を行うケース

を考える。世界的に会計基準の国際的な統一に向けた動きが進展する中で、日本においても、企

業の利益概念として当期純利益に加えて包括利益が導入された(1)。日本では伝統的に当期純利

益が重視されてきたが、今後は包括利益についても考慮することの重要性が増していく可能性が

考えられる。そこで、企業の評価を行う際に、当期純利益と包括利益の２つの基準を用いた場合

に、どのようにして２つの次善最適性の概念が適応できるかなどを明らかにする。

次に、投資家（あるいは投資を行う企業、グループなど）がどの企業へ投資を行なうか（複数

の企業への投資の可能性を含む）を決めるために企業を評価する状況を考える。企業を分析する

際の指標の一つに「自己資本利益率」があるが、これは企業の安全性を測る要素として知られる

「自己資本比率」の逆数と、収益・効率性を測る要素として知られる「総資本利益率」に分解する

ことができる。そこで、投資家が自己資本比率と総資本利益率の２つの基準をもとに投資先を選

択することを考え、特に２つの基準を同時に満たす最適な投資先がない状況に着目し、２つの次

善最適性の概念を検討する。自己資本比率が高いことは、借入に依存せずに経営を行うことがで

きていることを示し、そのような企業は安全性が高いと評価されることが多い。しかし、場合に

よっては、その企業は借入をすることができなくて自己資本比率が結果として高くなっている可

能性もある。そのため、企業の安全性を測る指標として自己資本比率以外のものが用いられるこ

とが考えられる。そこで、次に企業の安全性の格付け評価が用いられた場合を分析し、２つの次

― 20 ―



019_赤星・笠島氏.mcd  Page 3 18/06/06 09:35  v5.51

善最適性の概念を比較する。さらに、２つの基準がそれぞれ何らかの格付け評価のランキングに

従う状況などについても言及する。

意思決定を行う際の基準には、より複雑なものも考えられる。上述の総資本利益率は、企業の

収益性を測る要素として知られる「売上高純利益率」と、効率性を測る要素として知られる「総

資本回転率」に分解することができる。従って、企業の収益・効率性を測る指標として、売上高

純利益率と総資本回転率の両方を同時にみることも考えられる。例えば、２つの企業 x と y に対

して、「x の方が売上高純利益率においても総資本回転率においても y よりも優れているときに、

x を y よりも高く評価する」として基準を設定することなどが考えられる。このような複数の指

標から構成される複雑な基準を意思決定のための基準の一つとして用いたときに、それまでの議

論における結論が維持されるのかについても明らかにする。

複数の基準下での意思決定の問題は、これまでは主として経済学の分野で分析されてきた

（Tadenuma, 2002; Tadenuma, 2005; Houy and Tadenuma, 2009; Akahoshi and Kasajima, 2017な

ど）。経済学では消費や生産において、限りある資源をどのように配分（利用）するべきかを分析

するが、その際にいくつかの（経済学的に重要な）基準のもとで社会にとって望ましい配分を明

らかにし、その配分を実現するための方法を考察する(2)。資源配分の望ましさを測る基準として

最も重要なものは、効率性（efficiency）と衡平性（equity）に纏わる種々の基準である。効率性

とは、無駄なく資源が配分されていることを要求するものであり(3)、衡平性とは、「人々の間に格

差がなく、釣り合いがとれていること」（蓼沼，2013）を要求するものである(4)。経済学では、実

に多くの資源配分問題において、効率性と衡平性は必ずしも両立しないことが広く知られており、

こうしたときに、どのような配分を選択すべきかに関して研究が進められてきた。特に、Tade-

numa（2002）や Tadenuma（2005）において先駆的な研究がなされ、その後、それらの研究を拡

張（一般化）する形で、Houy and Tadenuma（2009）や Akahoshi and Kasajima（2017）において

研究がなされている。本稿は、Akahoshi and Kasajima（2017）で得られた知見を用いて、複数の

基準下での意思決定の問題を、ビジネスと会計における問題に応用することを試みるものである。

可能な限り数学的な表現を避け、概念の説明や解釈に重点を置きたい。それにより、より広い分

野の専門家や実務家の関心を得られることを期待するものである。

本稿の構成は以下の通りである。第２節では、２つの次善最適性の概念など、本稿に登場する

いくつかの重要な概念を定義する。第３節では、前節で定義した概念を用いて、ビジネスと会計

を分析する環境への応用を考察する。特に、２つの次善最適性の概念が、その環境においてどの

ように適用され、２つがどのような関係を有するかを、様々な例を通じて明らかにする。第４節

では、より複雑な基準下でも前節の議論と同様の結論が得られるかを考察する。最後に第５節で

は、研究のまとめを行い、さらに２つの次善最適性の概念を適用する際に考慮すべき問題につい

て言及する。

複数の基準下での意思決定
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２．セットアップ
意思決定における選択肢の集合を A で表す(5)。以下、A を評価対象となる企業の集まりと解

釈する(6)。A の中の２つの企業 x、y に対して、P という基準のもとで xは y以上に評価されて

いることを x ≧P yと表すものとする。以下では、≧P を単に P 基準と呼ぶこととする。P 基準

のもとで x が y 以上に評価されているとは言えないとき、 ┛ (x ≧P y)で表す(7)。すなわち、

┐(x ≧P y) かつ ┐(y ≧P x) が同時に成り立つとき、x と y は P 基準で比較できないということ

になる。さらに、≧P の非対称部分と対称部分をそれぞれ、＞P と ～P で表す。つまり、x ＞P y

と x ～P yはそれぞれ、P 基準のもとで xは yよりも評価されていることと、P 基準のもとで x

と yが同程度に評価されていることを表すことになる(8)。

A の部分集合 Z に対して、１つの基準が与えられたときに、その基準に関する“極大元”を次

のように定義する。

定義１：任意の集合 A と、集合 A の任意の部分集合 Z と、任意の ≧P に対して、xが Zにおける

＞Pに関する極大元であるとは、

Zのどの要素yに対しても、y ＞P xとはならない

ことを言う。Z における ＞P に関する極大元の集合をM＞P(Z)と記す(９)。

M＞P(Z) は、＞P に関して（Z の中の）どの企業に対しても「自身よりも高く評価される」ことが

生じない（Z の中の）企業の集まりと言える。つまり、（Z の中の）ある企業 x は、自分よりも P

基準で高く評価されるような企業が存在する場合には、M＞P(Z) に含まれない。しかし、企業 x

が M＞P(Z) に含まれる、つまり Z における ＞P に関する極大元であるために、必ずしも（Z の中

の）他のどの企業よりも高く評価される必要はないことに注意したい。ここではあくまでも x よ

りも高く評価される企業が存在しないことを要求しているのであり、x が極大元であるときに、Z

の中に x と比較できない企業が存在することもある。

次に２つの基準が存在する状況を考え、最適性の概念を導入する。A と２つの基準 P と Q（≧P

と ≧Q）が与えられたとき、＞P に関する A の極大元であり、同時に ＞Q に関する A の極大元で

もあるような企業が存在するとすれば、それ（ら）が選び出されることが“最適”となる。

定義２：任意の集合 A と、任意の ≧P、≧Q に対して、M＞P(A)∩M＞Q(A)を（基準PとQにつ

いての）最適集合と呼ぶ。

最適集合に一つ以上の企業が含まれていれば、その中から（一つあるいは複数の）企業を選択

すれば良いと言えるだろう。しかし、M＞P(A) と M＞Q(A) の両方に含まれる企業が存在しない
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ときは、どの企業を選択すれば良いだろうか。そこで、こうした場合のために、２つの次善最適

性の概念を導入したい。

１つ目の次善最適性の概念を説明するために、２つの基準 P と Q をもとにして作られる新た

な関係を考える。一般に、A の中の２つの企業 x と y をとったとき、≧P と ≧Q が x と y に与え

る関係は一致するとは限らない。つまり x と y について、x ＞P y（P 基準のもとでは x の方が y

よりも高く評価される）となる一方で、y ＞Q x（Q 基準のもとでは y の方が x よりも高く評価さ

れる）となるケースも存在しうる。そのような状況の中では、x と y の関係を一方の基準に優先

度（priority）を与えて定義することが自然と思われる。Tadenuma（2002）は、P 基準を第１優

先、Q 基準を第２優先とする関係として、＞P－Q を次のように定義した(10)。

定義３：任意の集合 A と、任意の ≧P、≧Q と、集合 A の任意の要素 x、y に対して、

x ＞P－Q y ⇔ x ＞P y又は［ ┛(x ＞P y) かつ ┛(y ＞P x) かつ x ＞Q y］(11)

と定義する。

この ＞P－Q は、２つの企業を、可能ならば P 基準で比較し、それが出来ないときには Q 基準を用

いて比較を試みるものである。つまり、「P 基準のもとで x の方が y よりも高く評価される

（x ＞P y）」場合、または「P 基準では x と y のどちらがより高く評価されるか判断できない

（┐(x ＞P y) かつ ┐(y ＞P x)）が、Q 基準では x の方が y よりも高く評価される（x ＞Q y）」場

合に、x を y よりも高く評価する（x ＞P－Q y）と判断するのである。この ＞P－Q を用いて、１つ目

の次善最適性の概念が定義される。

定義４：任意の集合 A と、任意の ≧P、≧Q に対して、A の ＞P－Q に関する極大元の集合

M＞P－Q(A)、つまり

Aのどの要素yに対しても、y ＞P－Q x とはならない

Aの要素xの集合を P－Q辞書式次善最適集合と呼ぶ(12)。

２つ目の次善最適性の概念は、２つの基準で二段階選抜を行うものである。まず基準 P を適用

して A の極大元を選び出し、残った選択肢（M＞P(A)）に Q 基準を適用して最終的に選び出され

るものを決定する。

定義５：任意の集合 A と、任意の ≧P、≧Q に対して、M＞Q(M＞P(A))を P－Q絞り込み式次善

最適集合と呼ぶ(13)。

一般に、M＞P(A)∩M＞Q(A) は M＞P－Q(A) の部分集合であり、また M＞P(A)∩M＞Q(A) は

複数の基準下での意思決定
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M＞Q(M＞P(A)) の部分集合でもあることが容易に確かめられる(14)（図１）。つまり、２つの次善

最適性概念に基づいて選び出される集合は、最適集合を部分集合として含んでおり、２つの概念

は、最適性概念を拡張したものであると言える。ゆえに、これらは次善最適性と呼ぶにふさわし

いものであると考えられる。

図１ 最適集合と次善最適集合の関係
(a) M＞P(A)∩M＞Q(A) と M＞P－Q(A) (b) M＞P(A)∩M＞Q(A) と M＞Q(M＞P(A))

a b

観察１：任意の集合 A と、任意の ≧P、≧Q に対して、

(i) M＞P(A)∩M＞Q(A)⊆M＞P－Q(A)

(ii) M＞P(A)∩M＞Q(A)⊆M＞Q(M＞P(A))

が成り立つ。

３．２つの次善最適性の比較
本節では、ビジネスと会計への応用を念頭に置き、２つの次善最適性の概念の比較を行う。そ

のために、辞書式次善最適集合と絞り込み式次善最適集合が、それぞれどのように求められるか

を様々な例を通じて明らかにし、２つの集合の関係性を考察する(15)。

最初に、２つの異なる利益概念が存在する状況で、企業の評価が行われるケースを取り上げる。

近年、国際会計基準(16)の適用や利用を巡る議論が世界的に行われている。日本においても、2010

年３月期以降は、一定の要件を満たす上場企業（特定会社）の連結財務諸表において「指定国際

会計基準」を任意適用することが認められるようになった。その後も、任意適用要件の緩和など

があり、今後日本において国際会計基準（あるいは指定国際会計基準）を適用する企業が増加し

て行くと思われる(17)。国際会計基準においては包括利益が企業の最終利益とされ重視される（上

野, 2015）が、当期純利益も重要な業績指標の１つと考えられている（あずさ監査法人・IFRS ア

ドバイザリー室, 2016）。一方、日本の会計基準においては伝統的に当期純利益が企業の利益概念

として用いられてきたが、国際会計基準をめぐる動きの中で包括利益も表示されるようになった。
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従って、今後は包括利益を企業の利益概念の１つとして考慮しつつ、当期純利益についても企業

を評価する際の主要な指標の１つとして引き続き考慮することになる可能性があると考えられ

る。そこで、当期純利益と包括利益の２つの基準を同時に用いて企業の評価を行う(18)状況を例

にとり、前節で定義した最適集合、辞書式次善最適集合、絞り込み式次善最適集合がどのように

求められるかを説明する(19)。

例１

企業が６社（A＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。各企業の当期純利益（の値）と包括利益（の値）は、

図２のように表されるとする。なお図２においては、右側に位置する企業ほど、それらの数値が

高いものとする。いま、P 基準（＞P）と Q 基準（＞Q）が次で定義されている(20)。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の当期純利益 ＞ y の当期純利益

・x ＞Q y ⇔ x の包括利益 ＞ y の包括利益。

図２ 当期純利益（P基準）と包括利益（Q基準）

0 0

まず、最適集合を求めるために、M＞P(A) と M＞Q(A) を求める。P 基準においては、a ＞P c か

つ a ＞P d かつ a ＞P e が成り立つので、c、d、e は M＞P(A) に含まれない。また、a、b、f はどの

企業に対しても P 基準で自身よりも高く評価されることはない（つまり、例えば a については、

x ＞P a となる x は A の中には存在しない）。従って、M＞P(A)＝{ a,b,f } となる。同じようにし

て M＞Q(A)＝{ b,c,e } となることが確かめられる。以上より、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝{b}であるこ

とが分かる。

次に、次善最適集合を求める。まず、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする P － Q 辞書

式次善最適集合である M＞P－Q(A) を求める。

・a ＞P cより、a ＞P－Q c

・a ＞P dより、a ＞P－Q d

・a ＞P eより、a ＞P－Q e

より、c、d、e は M＞P－Q(A) に含まれない。また、

・┐(b ＞P a) かつ ┐(a ＞P b) かつ b ＞Q a より、b ＞P－Q a

複数の基準下での意思決定
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・┐(b ＞P f) かつ ┐(f ＞P b) かつ b ＞Q f より、b ＞P－Q f

より、a、f も M＞P－Q(A) に含まれない。b については、第１優先基準である P 基準では自身より

も高く評価される他の企業は存在せず、P 基準では判断がつかない a と f については、第２優先

基準である Q 基準で、自身より低く評価されている。以上より、M＞P－Q(A)＝{b}となる。

次に、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする P － Q 絞り込み式次善最適集合である

M＞Q(M＞P(A)) を求める。まず、以前の議論より、M＞P(A)＝{ a,b,f } となる。次に、＞Q に関す

る {a,b,f } の極大元の集合を求める。Q 基準においては、a、b、f の間で b ＞Q a かつ b ＞Q f が成

り立つので、a、f は M＞Q(M＞P(A)) に含まれない。一方で、b については、a、b、f の間におい

て Q 基準で自身よりも高く評価される企業はない（つまり、x ＞Q b となる x は { a,b,f } の中に

は存在しない）。以上より、M＞Q(M＞P(A))＝{b }となる。

この例においては、最適集合（M＞P(A)∩M＞Q(A)）に１つ以上の企業が存在している。そのよ

うな場合は、この例においても観察されるように、P － Q 辞書式次善最適集合（M＞P－Q(A)）と

P － Q 絞り込み式次善最適集合（M＞Q(M＞P(A))）がともに、最適集合を含む形で拡大（または最

適集合と一致）することになる（図１参照）(21)。

次の２つの例では、ある投資家（あるいは投資を行う企業、グループなど）が、数ある企業の

中からどの企業に投資を行うべきか（どの企業の株式を購入するべきか）を決める状況を分析す

る。投資先として複数の企業を選択することもあり得るとする。企業を分析する際に用いられる

指標の一つに「自己資本利益率（ROE：Return on Equity）」がある(22)。

自己資本利益率 ≡ 当期純利益
純資産 。

自己資本利益率は、しばしば以下のように分解される。

当期純利益
純資産 ＝ 総資本

純資産 × 当期純利益
総資本 。

右辺第１項は「財務レバレッジ」と呼ばれ、その逆数は「自己資本比率」と呼ばれる。自己資本

比率は、企業の安全性の測る要素として知られており、１に近いほど安全性が高く（他人資本に

依存せずに経営ができている）、０に近いと安全性は低いとされる。しかし、自己資本比率が低い

ということは、借入ができていることを示すとも考えられるため、その数値が低いことが必ずし

もマイナスに評価されない場合もある。そこで、まず例２では、自己資本比率が高いほど企業の

安全性が高く評価されるとして分析を進め、続く例３では、安全性を測る指標として他の基準を

用いる場合を考察する。一方、右辺第２項は「総資本利益率（ROA：Return onAssets）」と

呼ばれ、企業の収益・効率性を測る要素と考えられ、その数値が高いほど収益・効率性が高いと

評価される。一般に、企業 x の自己資本利益率が企業 y のそれよりも高い場合、企業 x の自己資

本比率（安全性）と総資本利益率（収益・効率性）がともに企業 y よりも高いとは限らない。自
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己資本比率（安全性）は企業 y の方が高く、総資本利益率（収益・効率性）は企業 x の方が高い

ということもあり得る。

例２

企業が６社（A ＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。ある投資家が安全性（自己資本比率）と収益・効率性

（総資本利益率）の２つの基準によって、どの企業に投資するか決定する。各企業の自己資本比率

と総資本利益率は、図３のように表される。なお図３においては、右側に位置する企業ほど、そ

れらの数値が高いものとする。いま、P 基準（＞P）と Q 基準（＞Q）が次で定義されている。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の自己資本比率 ＞ y の自己資本比率

・x ＞Q y ⇔ x の総資本利益率 ＞ y の総資本利益率。

図３ 自己資本比率（P基準）と総資本利益率（Q基準）

0 0

前の例１と同様に、まず最適集合を求めるために、M＞P(A) と M＞Q(A) を求める。P 基準にお

いては、a ＞P b かつ a ＞P f かつ a ＞P e が成り立つので、b、f、e は M＞P(A) に含まれない。ま

た、a、c、d はどの企業に対しても P 基準で自身よりも評価が高いと判断されることがない（例え

ば a については、x ＞P a となる x は A の中には存在しない）。従って、M＞P(A)＝{ a,c,d } とな

る。同様に M＞Q(A)＝{ f } となることが確かめられる。以上より、M＞P(A)∩M＞Q(A) は空集合

（∅）であることが分かる。従って、投資家は（この例においては）最適集合から投資先を選ぶこ

とはできない。

次に、次善最適集合を求める。まず、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする辞書式次善

最適集合である M＞P－Q(A) を求める。

・a ＞P bより、a ＞P－Q b

・a ＞P fより、a ＞P－Q f

・a ＞P eより、a ＞P－Q e

より、b、f、e は M＞P－Q(A) に含まれない。また、

・┐(c ＞P a) かつ ┐(a ＞P c) かつ c ＞Q a より、c ＞P－Q a

より、a も M＞P－Q(A) に含まれない。c と d については、第１優先基準である P 基準では自身よ

複数の基準下での意思決定
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りも高く評価される他の企業は存在せず、P 基準では判断がつかない a については、第２優先基

準である Q 基準でより高く評価されている。c と d はお互いに Q 基準でもどちらが高く評価さ

れるかの判断がつかない。以上より、M＞P－Q(A)＝{c,d }となる。

次に、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする絞り込み式次善最適集合である

M＞Q(M＞P(A)) を求める。まず、以前の議論より、M＞P(A)＝{ a,c,d } となる。次に、＞Q に対す

る {a,c,d } の極大元の集合を求める。Q 基準においては、a、c、d の間で c ＞Q a が成り立つので、

a は M＞Q(M＞P(A)) に含まれない。一方で、c と d については、a、c、dの間において Q 基準で

自身よりも高く評価される企業はない（つまり、例えば c については、x ＞Q c となる x は

{ a,c,d } の中には存在しない）。以上より、M＞Q(M＞P(A))＝{c,d }となる。

このようにして、投資家は両方の基準を同時に満足させる最適な投資先がないときでも、どち

らか一方の基準を優先させて、論理的に次善的に最適となる投資先を選択することができる。

先述の通り、企業の安全性は、自己資本比率（という１次元の数値）の大小によって正確に測

ることができるとは限らない。そこで、続く例３では、例２の自己資本比率に代えて、企業の格

付け評価を安全性の基準として採用する(23)。ここでは、AAA ランク→ AA ランク→ A ランク

→ BBB ランク→ BB ランクの順に企業の安全性が高いとする。

例３

企業が６社（A ＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。ある投資家が安全性（格付け評価）と収益・効率性（総

資本利益率）の２つの基準によって、どの企業に投資するかを決定する。各企業の格付け評価と

総資本利益率は、図４で与えられる。いま、Q 基準は例２と同じであるとし、P 基準を次のよう

に定義する。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の方が y よりも企業の安全性格付けのランクが上位。
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図４ 安全性の格付け評価（P基準）と総資本利益率（Q基準）
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このとき、M＞P(A)＝{ a,c,d,e } かつ M＞Q(A)＝{ f } であることから、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝∅

となる。また、

・a ＞P b より、a ＞P－Q b

・a ＞P f より、a ＞P－Q f

・┐(e ＞P a) かつ ┐(a ＞P e) かつ e ＞Q a より、e ＞P－Q a

・┐(e ＞P c) かつ ┐(c ＞P e) かつ e ＞Q c より、e ＞P－Q c

・┐(e ＞P d) かつ ┐(d ＞P e) かつ e ＞Q d より、e ＞P－Q d

より、M＞P－Q(A)＝{e }となる。さらに、M＞P(A)＝{ a,c,d,e } であり、e ＞Q a かつ e ＞Q c かつ

e ＞Q d が成り立つので、M＞Q(M＞P(A))＝{e }を得る。

このように、P 基準（第１優先基準）として格付け評価を採用した場合も（以前と同じ Q 基準

のもとで）、これまでと同様の論理的手順により、次善最適集合を求めることができる。

ところで、これまでのどの例においても、P － Q 辞書式次善最適集合（M＞P－Q(A)）と P － Q

絞り込み式次善最適集合（M＞Q(M＞P(A))）は一致していた。しかも、最適集合（M＞P(A)∩

M＞Q(A)）に１つ以上の企業が存在しているか否かに関わらず、２つの集合は一致していた。こ

のことは偶然ではない。実は、ビジネスや会計を分析する多くの環境においてそうであるように、

１次元の数値の大小関係やランキング（格付け）によって基準が形成されるときには、どのよう

な数値やランクをもつ企業が集まっていても（企業の数がいくつであっても）、P－Q辞書式次

善最適集合とP－Q絞り込み式次善最適集合は一致する(24)。従って、P 基準（第１優先基準）

が数値の大小関係で、Q 基準（第２優先基準）が格付け評価であった場合にも、２つの次善最適

集合は常に一致することになる。また、P と Q の両基準に格付け評価を用いた場合も同様であ

る。以上より、ビジネスや会計を分析する多くの環境においては、２つの次善最適性の概念に違

いが生じないという（肯定的な(25)）結果が得られる。

複数の基準下での意思決定
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４．より複雑な基準の場合
前節までは、意思決定のための基準は、数値の大小関係やランキングを表す単一の指標であっ

た。では、複数の指標を組み合わせたような、もう少し複雑なものが意思決定のための基準とし

て採用された場合にも、２つの次善最適集合が一致するという前節の結論は維持されるのであろ

うか。本節ではこれを検討したい。

4.1 ２つの次善最適集合が一致するとき

前節で取り上げた例２において、自己資本比率（安全性）と総資本利益率（収益・効率性）の

２つの基準によってどの企業に投資するか決定する投資家を分析した。ここで総資本利益率が、

しばしば以下のように分解されることに着目する。

当期純利益
総資本 ＝ 当期純利益

売上高 × 売上高
総資本 。

右辺第１項は「売上高純利益率」と呼ばれ、企業の収益性の測る要素として知られており、数値

が高いほど収益性が高いと評価される。右辺第２項は「総資本回転率」と呼ばれ、企業の効率性

を測る要素として知られており、数値が高いほど効率性が高いと評価される。そこで、これまで

はQ基準（第２優先基準）として総資本利益率という１つの指標を用いてきたが、それに代わり、

ここでは売上高純利益率と総資本回転率の２つの指標を同時に用いる場合を考察する。２つの指

標を用いて１つの基準を作る方法は様々なものが考えられるが、ここでは最も単純なもの一つを

考える。企業 x と y に対して、両方の指標において x が y より数値が高い場合に（一方の指標が

同じ値で、もう一方の指標で x の方が y よりも数値が高い場合を含む）、x は y よりも（収益性・

効率性において）高く評価できると判断しよう。このような基準を Q 基準とおく。P 基準（第１

優先基準）としては、以前と同様に、安全性を測る要素として自己資本比率を用いるとする。

例４

企業が６社（A ＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。ある投資家が安全性（自己資本比率）と収益・効率性

（売上高純利益率および総資本回転率）の２つの基準によって、どの企業に投資するか決定する。

各企業の自己資本比率と、売上高純利益率、総資本回転率は図５で与えられる。なお図５におい

ては、右側あるいは、上方に位置する企業ほど、それらの数値が高いものとする。いま、P 基準と

Q 基準を次のように定義する。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の自己資本比率 ＞ y の自己資本比率

・x ＞Q y ⇔ x の売上高純利益率 ≧ y の売上高純利益率、かつ
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x の総資本回転率 ≧ y の総資本回転率、かつ

少なくとも一方の不等号が強い不等号（＞）で成立。

図５ 自己資本比率（P基準）と売上高純利益率＆総資本回転率（Q基準）

0 0

ここで定義した新たな基準のもとで、最適集合と２つの次善最適集合を求める。まず、最適集

合である M＞P(A)∩M＞Q(A) を求める。P 基準においては、d ＞P a かつ d ＞P b かつ d ＞P c か

つ d ＞P e が成り立ち、f と d はどの企業に対しても P 基準で自身よりも高く評価される企業は

存在しないため、M＞P(A)＝{ f,d } となる。一方 Q 基準においては、a ＞Q f かつ a ＞Q d かつ

b ＞Q e が成り立つので、f、d、e が M＞Q(A) に含まれないことが分かる。また、a、b、c につい

ては、どの企業に対しても Q 基準で自身よりも高く評価される企業は存在しない。よって、

M＞Q(A)＝{ a,b,c } となる。以上より、M＞P(A)∩M＞Q(A) は空集合であることが分かる。

次に、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする辞書式次善最適集合である M＞P－Q(A) を求

める。

・d ＞P aより、d ＞P－Q a

・d ＞P bより、d ＞P－Q b

・d ＞P cより、d ＞P－Q c

・d ＞P eより、d ＞P－Q e

・┐(f ＞P d) かつ ┐(d ＞P f) かつ f ＞Q d より、f ＞P－Q d

より、a、b、c、e、d は M＞P－Q(A) に含まれない。f は、第１優先基準である P 基準では自身より

も高く評価される他の企業は存在せず、P 基準では判断がつかない d に対して第２優先基準であ

る Q 基準でより高く評価されている。以上より、M＞P－Q(A)＝{ f }となる。

次に、P 基準を第１優先、Q 基準を第２優先とする絞り込み式次善最適集合である

M＞Q(M＞P(A)) を求める。以前の議論より、M＞P(A)＝{ f,d } となる。また、f、d の間において

複数の基準下での意思決定
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f ＞Q d が成り立つので、M＞Q(M＞P(A))＝{ f }となる。

このような論理的な推敲により、前節と同様に、投資家は（最適な投資先がない場合において

も）次善に最適な投資先を見つけることができる。そして、この例においても P－Q辞書式次

善最適集合とP－Q絞り込み式次善最適集合が一致している。

では、P基準（第１優先基準）において、自己資本比率という一次元の数値を用いるのではな

く、企業の格付け評価を用いた場合はどうであろうか。

例５

企業が６社（A ＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。ある投資家が安全性（格付け評価）と収益・効率性（売

上高純利益率および総資本回転率）の２つの基準によって、どの企業に投資するか決定する。各

企業の格付け評価と、売上高純利益率、総資本回転率は図６で与えられる。なお図６においては、

右側あるいは、上方に位置する企業ほど、それらの数値が高いものとする。いま、Q 基準は例４

と同じであるとし、P 基準を次のように定義する。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の方が y よりも企業の安全性格付けのランクが上位(26)。

図６ 安全性の格付け評価（P基準）と売上高純利益率＆総資本回転率（Q基準）
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このとき、M＞P(A)＝{ d,e,f } かつ M＞Q(A)＝{ a,b,c } が成り立つので、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝∅

となる。また、d ＞P a より d ＞P－Q a が成り立つこと、d ＞P b より d ＞P－Q b が成り立つこと、

d ＞P c より d ＞P－Q c が成り立つこと、および ┐(f ＞P d) かつ ┐(d ＞P f) かつ f ＞Q d より

f ＞P－Q d が成り立つことにより、M＞P－Q(A)＝{e,f }となる。さらに、M＞P(A)＝{ d,e,f } かつ
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f ＞Q d であることより、M＞Q(M＞P(A))＝{e,f }となる。従って、この例においても P－Q辞

書式次善最適集合とP－Q絞り込み式次善最適集合は一致している。

Akahoshi and Kasajima（2017）は、どのような条件が満たされるときに P － Q 辞書式次善最適

集合と P － Q 絞り込み式次善最適集合が一致するかについての一般的結果を導出している。そ

の条件とは、P 基準（第１優先基準）が「企業 x の方が企業 y よりも高く評価されているというこ

とはなく、企業 y の方が企業 z よりも高く評価されているということもないならば、企業 x の方

が企業 z よりも高く評価されているということはない」（負の推移性を満たす(27)）というもので

ある。この条件は、P 基準（第１優先基準）が１次元の数値の大小関係やランキングによって形

成されるときには必然的に満たされることになる。従って、ビジネスや会計を分析する際には、

P基準（第１優先基準）として１次元の数値によって表現される指標（自己資本比率に限らない）

やランキング（安全性の格付けに限らない）を用いるときには、Q基準としてどのような複雑な

ものを考えたとしても、またどのような数値やランクをもつ企業が集まっていても（企業の数が

いくつであっても）、P－Q辞書式次善最適集合とP－Q絞り込み式次善最適集合は一致する

と言える。このことは、ビジネスや会計を分析する環境において、２つの次善最適性の概念を用

いる際に有益な示唆を与えるものと思われる。

4.2 ２つの次善最適集合が一致しないとき

これまでの例では、P － Q 辞書式次善最適集合と P － Q 絞り込み式次善最適集合は一致して

いた。それでは、どのようなときに２つの集合は一致しないのだろうか。ここで、再び P 基準と

して安全性の指標（自己資本比率：ただしこの部分を次の例で変化させる）、Q 基準として収益・

効率性の指標（売上高純利益率と総資本回転率）を用いて投資先を選択する投資家を考える。企

業の安全性を測る指標として、長期的（１年超）な安全性を測る自己資本比率の他に、短期的（１

年以内）な安全性を測る「流動比率」がある(28)。流動比率は、以下のように計算される。

流動比率 ≡ 流動資産
流動負債 。

流動比率は高いほど安全性が高いとされる。そこで、投資家が（長期的な安全性だけでなく）短

期的な安全性にも配慮する場合を考える。

例６

企業が６社（A ＝{ a,b,c,d,e,f }）ある。ある投資家が安全性（自己資本比率および流動比率）

と収益・効率性（売上高純利益率および総資本回転率）の２つの基準によって、どの企業に投資

するか決定する。各企業の自己資本比率、流動比率、売上高純利益率、総資本回転率は図７で与

えられる。なお図７においては、右側あるいは、上方に位置する企業ほど、それらの数値が高い

複数の基準下での意思決定
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ものとする。いま、Q 基準は例５と同じであるとし、P 基準を次のように定義する。

任意の２つの企業 x と y について、

・x ＞P y ⇔ x の自己資本比率 ≧ y の自己資本比率、かつ

x の流動比率 ≧ y の流動比率、かつ

少なくとも一方の不等号が強い不等号（＞）で成立。

図７ 自己資本比率＆流動比率（P基準）と売上高純利益率＆総資本回転率（Q基準）

0 0

このとき、M＞P(A)＝{ b,c,d } かつ M＞Q(A)＝{ a,e } であることから、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝∅

となる。また、

・c ＞P a より、c ＞P－Q a

・c ＞P e より、c ＞P－Q e

・c ＞P f より、c ＞P－Q f

より、a、e、f は M＞P－Q(A) に含まれない。さらに、

・┐(a ＞P b) かつ ┐(b ＞P a) かつ a ＞Q b より、a ＞P－Q b

・┐(b ＞P c) かつ ┐(c ＞P b) かつ b ＞Q c より、b ＞P－Q c

・┐(e ＞P d) かつ ┐(d ＞P e) かつ e ＞Q d より、e ＞P－Q d

より、b、c、d も M＞P－Q(A) に含まれない。以上より、M＞P－Q(A)＝∅となる。

さらに、M＞P(A)＝{ b,c,d } であり、加えて b ＞Q c かつ ┐(b ＞Q d) かつ ┐(c ＞Q d) かつ

┐(d ＞Q b) であることから、M＞Q(M＞P(A))＝{b,d }となることが分かる。

従って、この例では P－ Q辞書式次善最適集合とP－Q絞り込み式次善最適集合は一致し

ない(29)。さらには、P－ Q辞書式次善最適集合に１つも企業が存在していない(30)。このこと

は、辞書式次善最適集合を用いたときに、投資先として企業を選ぶことができないことを意味す

る。
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このように、たとえ数値によって基準を形成したとしても、上の例の P 基準のように、２次元

以上の数値を同時に用いるなどをした場合（一つの指標でも複数の年の数値を同時に用いること

で、２次元以上の数値を同時に用いた場合を含む）は、次善最適性の概念に違いが生じ得るため、

その適用には注意が必要となる。

５．結び
本稿では、２つの意思決定基準が与えられたとき、それらを同時に満たすものが存在しない（最

適な選択ができない）可能性があるときに、どのようにして意思決定を行うのかという問題につ

いて考えた。そのために、辞書式次善最適性と絞り込み式次善最適性の２つの次善最適性の概念

を紹介し、ビジネスや会計に関わる特定の局面で、それらの概念に基づいて、具体的にどのよう

にして次善の選択を行うことができるのかを検討した。与えられた基準が、１次元の数値の大小

関係やランキングであった場合は、どちらの次善最適性も同じものを選択することになる。また、

基準がもう少し複雑なものであった場合にも、それが第１優先基準でなければ、２つの次善最適

性は同じものを選択することになる。しかし、第１優先基準に、そうした複雑な基準が採用され

た場合には、２つの次善最適性は、異なるものを選び出す可能性があることが分かった。

さて、これまでは、P 基準を第１優先基準、Q 基準を第２優先基準として分析を進めてきたが、

どちらの基準の優先順位が高いのかということが、これまでの結論に影響を与えたのであろうか。

最後に、それについて簡単に言及しておきたい。

まず、最適集合（M＞P(A)∩M＞Q(A)）に１つ以上の企業が存在しており、基準 P と Q の両基準

において１次元の数値やランキングが用いられているときには、どちらの基準を第１基準として

優先させても、次善最適集合（M＞P－Q(A)、M＞Q－P(A)、M＞Q(M＞P(A))、M＞P(M＞Q(A))）に違い

は生じない(31)。このことを例１で確かめてみよう。第３節での議論より、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝{b }、

M＞P－Q(A)＝{b }、M＞Q(M＞P(A))＝{b }である。ここで、Q 基準を第１優先、P 基準を第２優先

とする Q － P 辞書式次善最適集合である M＞Q－P(A) を求める。

・b ＞Q d より、b ＞Q－P d

・b ＞Q f より、b ＞Q－P f

・b ＞Q a より、b ＞Q－P a

より、d、f、a は M＞Q－P(A) に含まれない。また、

・┐(b ＞Q c) かつ ┐(c ＞Q b) かつ b ＞P c より、b ＞Q－P c

・┐(b ＞Q e) かつ ┐(e ＞Q b) かつ b ＞P e より、b ＞Q－P e

より、c、e も M＞Q－P(A) に含まれない。f については、第１優先基準である Q 基準では自身より

も高く評価される他の企業は存在せず、Q 基準では判断がつかない c と e については、第２優先

基準である P 基準で、自身がより高く評価されている。以上より、M＞Q－P(A)＝{b }となる。次

に、Q 基準を第１優先、P 基準を第２優先とする Q － P 絞り込み式次善最適集合である

複数の基準下での意思決定
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M＞P(M＞Q(A)) を求める。まず、M＞Q(A)＝{ b,c,e } である。さらに、P 基準においては、b、c、

e の間で b ＞P c かつ b ＞P e が成り立つので、c、e は M＞P(M＞Q(A)) に含まれず、一方で、b に

ついては、b、c、e の間において P 基準で自身よりも高く評価される企業はない。よって、

M＞Q(M＞P(A))＝{b }と な る。 従 っ て、 M＞P－Q(A)＝M＞Q－P(A)＝M＞Q(M＞P(A))＝

M＞P(M＞Q(A))となる。

しかし、最適集合が空の場合には、どちらの基準を第１優先させるかによって、辞書式次善最

適集合（M＞P－Q(A) とM＞Q－P(A)）、絞り込み式次善最適集合（M＞Q(M＞P(A))とM＞P(M＞Q(A))）

はともに、全く異なる企業を選び出すこととなる(32)。この事実を例２で確認しておこう。第３

節での議論より、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝∅、M＞P－Q(A)＝{c,d}、M＞Q(M＞P(A))＝{c,d }である。

Q 基準を第１優先、P 基準を第２優先とする Q － P 辞書式次善最適集合を求めると、

・f ＞Q a より、f ＞Q－P a

・f ＞Q b より、f ＞Q－P b

・f ＞Q c より、f ＞Q－P c

・f ＞Q d より、f ＞Q－P d

・f ＞Q e より、f ＞Q－P e

より、M＞Q－P(A)＝{ f }となる。Q 基準を第１優先、P 基準を第２優先とする Q － P 絞り込み式

次善最適集合を求めると、M＞Q(A)＝{ f } より、M＞P(M＞Q(A))＝{ f }となる。従って、単に

M＞P－Q(A)とM＞Q－P(A)が一致しない、かつM＞Q(M＞P(A))とM＞P(M＞Q(A))が一致しないと

いうだけでなく、どちらの基準を第１優先させるかによって、辞書式次善最適集合も絞り込み式

次善最適集合も、全く異なる企業の集まりとなるのである。

このように、本稿で考察してきたビジネスと会計の分析における特徴を持つ構造下で次善最適

性の概念を運用して意思決定を行う場合、最適集合に１つの企業も存在していないときには、２

つの基準の優先順位をどうするのかということについては、極めて慎重に議論し、選択しなけれ

ばならない問題であると言える。
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注
⑴ 2010年に企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が設定され、当期純利益に加えて包括利益

の表示が求められるようになった。詳細は企業会計基準委員会（2010）を参照のこと。
⑵ 経済学においては、その望ましい配分が均衡として実現する方法を分析するが、その際に均衡の存在や安定性

など、本稿では取り扱わない重要な問題も考察されている。例えば、Mas-Colell et al.（1995）を参照のこと。
⑶ 代表的な効率性として「パレート効率性（Pareto efficiency）」が挙げられる。パレート効率性を満たす（パレー

ト効率的な）資源配分とは、一人の厚生を改善しようとすれば、必ず他の誰かの厚生が悪化してしまうような配
分のことである。

⑷ 衡平性に関しては、実に多くの概念が既存の文献において提案されている。例えば、Moulin（1988）、Thom-
son（2011）などを参照されたい。

⑸ 集合 A は経済学では実現可能な集合（feasible set）に対応する。
⑹ ここでは A は有限個の企業から為る集合としているが、今後の議論は、選択肢の集合の濃度に依存しない。
⑺ ここでは、P 基準のもとで y が x 以上に評価されている場合だけでなく、x と y は P 基準では比較できない場

合もある。
⑻ 正確には、x ＞P y と x ～P y は次のように定義される。集合 A 上の反射的な二項関係 ≧P と、集合 A の任意

の要素 x と y に対して
・x ＞P y ⇔ x ≧P y かつ ┐(y ≧P x)
・x ～P y ⇔ x ≧P y かつ y ≧P x。

⑼ つまり、M＞P(Z)≡{x∈Z：y ＞P x となる y∈Z が存在しない} と定義される。
⑽ Tadenuma（2002）は古典的な交換経済（エッジワース・ボックス）において、基準 P をパレート効率性、基

準 Q を「無羨望性（envy-freeness）」（衡平性の１つ）に限定する形で、この関係 ＞P－Q（あるいは ＞Q－P）を定義
した。Tadenuma（2005）においては基準として、無羨望性に代わり「平等主義的等価性（egalitarian equivalence）」
が分析された。より一般的な定義は Houy and Tadenuma（2009）によって与えられた（ただし A は有限集合と
仮定されている）。

⑾ ＞P－Qを≧P－Q から定義する方法については、Akahoshi and Kasajima（2017）を参照されたい。
⑿ P － Q 辞書式次善最適集合は、Akahoshi and Kasajima（2017）では“the P-first-Q-second lexicographically

maximal allocations”と呼ばれている。

複数の基準下での意思決定
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⒀ P － Q 絞り込み式次善最適集合は、Akahoshi and Kasajima（2017）では“the P-first-Q-second constrained
maximal allocations”と呼ばれている。

⒁ 例えば、Akahoshi and Kasajima（2017）を参照。
⒂ 本節では具体的な例を中心に分析しているが、より一般的な数学的分析については、Akahoshi and Kasajima
（2017）を参照されたい。

⒃ 本節において「国際会計基準」とは、「国際会計基準（IAS：International Accounting Standards）」、「国際財務
報告基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）」、および２つの解釈指針（SIC：Standing In-
terpretations Committee、IFRIC：International Financial Reporting Interpretations Committee）の総称を指すも
のとする。なお、本節での国際会計基準に関する議論においては、上野（2015）、田口（2015）、橋本・山田（2015）、
平松（2015）、秋葉（2016）、あずさ監査法人・IFRS アドバイザリー室（2016）を参考にした。

⒄ 金融庁（2017）の調査によれば、日本における国際会計基準（IFRS）適用企業数（適用予定含む）は、2017年
２月３日時点で135社（うち131社が上場企業）となり、2014年６月末時点の44社（うち42社が上場企業）から約
３倍に増えた。

⒅ ここでの評価とは、各企業の価値を測るということではなく、与えられた企業群から、先に定義した最適集合
および２つの次善最適集合を選び出すということである。

⒆ 国際会計基準の適用を巡っては「コンバージェンス」や「アドプション」が議論されるが、本節は、それらの
具体的な方法を分析することを目的とするものではない。

⒇ 企業間の規模の違いを考慮し、当期純利益や包括利益の大きさを直接的に比べるのではなく、それらを資産な
どで割った数値で比べても、ここでの議論の本質は変わらない。例えば当期純利益については、後述の例のよう
に純資産で割った数値を比べることが一般的であると考えられる。

21 両基準がともに１次元の数値の大小関係によって測られ、最適集合に１つ以上の企業が存在する場合は、どの
ような数値例であっても、２つの次善最適集合がともに最適集合と一致する（このことは容易に確かめることが
できる）。

22 以下で議論する自己資本利益率の分解などについては、新井・川村（2014）、上野（2015）、川本ほか（2015）
を参考にした。

23 企業の格付け評価としては、スタンダード＆プアーズ（S ＆ P）、格付投資情報センター（R ＆ I）や日本格付研
究所（JCR）などの格付機関によるものがよく知られている。

24 このことは、Akahoshi and Kasajima（2017）における結果の系（corollary）として導き出すことができる。
25 第１節で述べたように、２つの次善最適性の概念を巡り、グループ間で対立が生じる可能性がある。しかし、

どちらの次善最適性の概念をもとに選択を行っても同じであることが理論的に明らかになっているのであれば、
そのような対立をなくすことが可能になるという意味で肯定的な結果であると考えられる。

26 前節と同様に、格付けにおいて、AAA ランク→ AA ランク→ A ランク→ BBB ランク→ BB ランクの順に企
業の安全性格付けのランクが高いとする。

27 より正確には、基準 P が負の推移性（negative transitivity）を満たすとは、集合 A の任意の要素 x、y、z に対
して、┐(x ＞P y) かつ ┐(y ＞P z) ならば、┐(x ＞P z) となることを言う。

28 内藤（2015）、村井（2016）を参照。
29 P 基準において負の推移性が満たされていない。すなわち、┐(c ＞P b) かつ ┐(b ＞P a) となるにもかかわら

ず、┐(c ＞P a) となっていない。
30 どのような条件のときに P － Q 辞書式次善最適集合に１つ以上の企業が存在するかについて詳しくは、Aka-

hoshi and Kasajima（2017）を参照されたい。
31 このことは、Akahoshi and Kasajima（2017）における結果の系（corollary）として導き出すことができる。
32 一般に、M＞P(A)∩M＞Q(A)＝∅ のときは、M＞P－Q(A) と M＞Q－P(A) は共通部分を持たない全く異なる企業の

集まりとなり、M＞Q(M＞P(A)) と M＞P(M＞Q(A)) も全く異なる企業の集まりとなる（Akahoshi and Kasajima，
2017）。
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原則主義会計基準導入に対する監査人の反応

鈴木 孝則＊

１．はじめに
多くの国がすでに採用している、または、採用を検討している会計基準である IFRS は、原則

主義にもとづく会計基準であるとされる(1)。ここに、原則主義とは、詳細な会計基準を作成する

のではなく、原理原則を明示することによって簡潔明瞭な会計基準を作ろうとする思考をい

う(2)。このような原則主義にもとづく会計基準は、次のような性質を備えるべきであるとされ

る(3)。すなわち、（1）適用範囲および会計処理に関する例外規定は存在しない。（2）適用指針は

原則の遂行に必要なものに限定されている。（3）中核となる原則が明確に述べられている。（4）

その他の下位の原則は、中核となる原則からのツリー構造で表現されている。（5）原則は概念フ

レームワークと結び付いており、かつ、どのように結び付いているのかが述べられている。（6）

原則の行使によって、濫用防止のための規程が不必要となる。（7）会計基準の使用は判断に依拠

するものであるため、行われた選択とその理由が開示される。

一方で、原則主義に対比される考え方に細則主義がある。細則主義とは、根幹となる基準を数

値基準や例外規定などを用いて補い、会計基準を網羅的に整備しようとする思考であるが、これ

にもとづく会計基準には次のような短所があるとされる(4)。すなわち、（1）多くの数値基準が経

営者に濫用されることにより、会計基準の文言には従っているが、その趣旨には反するような結

果を導くことになり得る。（2）原則に反する多く例外規定を含むことにより、同等の経済的実態

に対する取引および事象の会計処理の間に矛盾が生じ得る。（3）それによって、基準の適用に関

するおびただしく詳細な実務指針が必要となり、基準の適用に関する複雑性と不確実性を生じ得

る。原則主義にもとづく会計基準が要請される理由の１つは、細則主義にもとづく会計基準のこ

のような短所を回避するためだろう。このようにして、会計基準の細則主義から原則主義への移

行が、IFRS の普及という形で進展したのではないかと思われる。

原則主義への移行は、企業をとりまく多様な利害関係者に様々な影響を及ぼすだろう。とりわ

け、財務諸表の作成者である経営者と財務諸表の監査を担当する監査人への影響は甚大であると

思われる。本稿の目的は、細則主義にもとづく会計基準による財務諸表の監査を行っていた監査

人が、原則主義にもとづく会計基準による財務諸表の監査を始める場合、どのような行動の変化

を示すか、また、その結果として監査人の効用はどのように変化するのかを調べることである。

― 39 ―

＊ 早稲田大学商学学術院教授



039_鈴木氏.mcd  Page 2 18/06/06 09:36  v5.51

２．先行研究
本研究に関連のある先行研究には、次のものがある。Hackenbrack and Nelson (1996）は、監査

人は、会計基準の不明確な部分を利用して、クライアントが選好するような監査結果を出してし

まう傾向にあることを示した。これは、原則主義にもとづく会計基準の短所の１つを明らかにし

たものとみることができる。また、Trompeter (1994）は、より詳細な会計基準を用いる状況にお

いて、監査人は経営者に対して利益の下方修正を要求する傾向が増すことを明らかにし、用いら

れる会計基準次第では、監査人の判断への経営者の影響力を制限できることを示唆した。これは、

細則主義による会計基準の長所の１つを明らかにしたものとみなすことができる。さらに、Ng

and Tan (2003）は、詳細な会計基準の利用可能性とクライアントの監査委員会の有効性が、監査

結果に関する監査人と経営者の交渉に及ぼす影響を調べた。その結果、監査委員会の有効性が存

在する場合よりも欠如する場合において、詳細な会計基準の利用可能性が当該交渉を監査人によ

り有利に導くことを示した。これも、条件付きではあるが、細則主義会計基準の長所の１つを明

らかにしたものとみることができよう。

これらに対して、Segovia et al. (2009）は、原則主義にもとづく会計基準よりも細則主義にもと

づく会計基準において、監査人は、経営者の利益操作を許してしまう傾向が強いことを示すこと

によって、細則主義にもとづく会計基準の短所の１つを明らかにした。また、Cohen et al. (2013）

は、複数国におけるそれぞれの規制が監査人に及ぼす影響を調査した。そして、規制当局の規制

の強弱にかかわらず、細則主義による会計基準よりも原則主義による会計基準において、監査人

は、経営者が挑戦的な財務諸表を作成することに対して、より制限を加える傾向があることを示

した。これは、原則主義による会計基準の長所の１つを明らかにしたものとみることができる。

さらに、Peytcheva et al. (2014）は、原則主義会計基準のもとでは、監査人の意思決定プロセスに

関する自身の説明責任が増大することを見出した。また、そのことによって、監査人のモチベー

ションが高まり、ひいては、監査証拠の入手に対する監査人の欲求が高まることを明らかにした。

これも、原則主義会計基準の長所の１つを明らかにした研究といえよう。

Backof et al. (2016）は、原則主義会計基準のもとで、経営者の挑戦的な財務報告を制限する監

査人の能力は、取引の経済的実態の明瞭性に依存することを示し、経済的実態が不明瞭であるよ

りも明瞭であるときに、監査人はより大きな能力を発揮することを明らかにした。また、この能

力は、監査人が用いる判断の枠組みがどのようなタイプであるかに依存することも示している。

これは、原則主義会計基準のもとでの監査人の行動の変化の一端を示したものといえよう。

Jamal and Tan (2010）は、より原則主義的な会計基準がより質の高い財務報告をもたらすのは、

担当の監査人がより原則志向にシフトする場合に限ることを示した。これは、原則主義会計基準

のもとで監査人の行動のあるべき姿の一端を示したものと理解できよう。

上で示した先行研究は、研究内容としては、いずれも原則主義会計基準または細則主義会計基
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準と監査人の行動の関係を調べたものであり、研究手法としては、いずれも統計的手法を用いた

帰納的なものである。それに対して、本研究の目的は、細則主義会計基準による財務諸表の監査

を行っていた監査人が、原則主義会計基準による財務諸表の監査を始める場合、どのような行動

の変化を示すか、また、その結果として監査人の効用はどのように変化するかを、経済モデルを

用いて演繹的に調べることである。したがって、本研究は、その視点が、細則主義会計基準や原

則主義会計基準そのもののではなく、細則主義会計基準から原則主義会計基準への移行過程に置

かれている点で先行研究と異なる(5)。また、実証的な方法でも規範的で記述的な方法でもなく、

規範的で分析的な研究手法を採用している点でも、先行研究とは異なる。以上が先行研究におけ

る本研究の位置付けである。

これ以降、本稿は次のように構成される。第３節では、第４節および第５節の分析で用いる仮

定を述べる。第４節では、細則主義会計基準のもとでの監査人の行動を分析する。第５節では、

原則主義会計基準のもとでの監査人の行動を分析することによって、細則主義会計基準から原則

主義会計基準への移行にともなう監査人の行動および効用の移行がどのように行われるのかを示

す。第６節では、議論をまとめて今後の研究課題を提示する。

３．仮定
財務諸表監査においては、通常、帰無仮説 H と対立仮説 H を次のように定める。

H：財務諸表は適正に表示されている。 (1)

H：財務諸表は適正に表示されていない(6)。 (2)

SAS 第47号（AICPA (1984)）において導入された監査リスクの定義は、重要な虚偽の表示のあ

る財務諸表について、監査人がその事実を知らずにみずからの意見を適切に限定できないリスク

となっている。したがって、帰無仮説 H と対立仮説 H のもとにおいて、監査リスクは第二種過誤

を意味するのである。そして、同じくSAS 第47号で規定された監査リスク・アプローチでは、この監

査リスクが合理的に低い水準に統制されるまで監査証拠の収集と評価を行うことを求めている(7)。

このことは、アメリカにおける公認会計士の同業者団体である米国公認会計士協会（AICPA：

The American Institute of Certified Public Accountants）が第二種過誤のみを考慮し、これが合理

的に低い水準に統制されるまで監査証拠の収集と評価を行うことを、監査の方法論として定めて

いることを意味すると考えられる。その一方で、Francis (2004）では、財務諸表監査において第

一種過誤を無視することは、社会的な余剰を損なう可能性があることが示唆されている。このこ

とから、少なくとも規制当局の立場としては、社会的な余剰を最大にするという観点から、第二

種過誤と第一種過誤のバランスを考えたうえで、カットオフ値の基準値を設定すべきであると考

えることができる。そこで、これらを反映して、次の２つの仮定を置く。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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仮定１：

規制当局は、第一種過誤（適正な財務諸表に不適正意見を表明する）と第二種過誤（不適

正な財務諸表に適正意見を表明する）の双方を考慮のうえ、社会余剰が最大になるように適

正意見表明と不適正意見表明のカットオフの基準値を公表する。

仮定２：

各監査人は、第二種過誤を起こしてしまう可能性は常にあると感じており、このことには

非常にナーバスになっているが、第一種過誤を起こしてしまう可能性はほとんど無視できる

と感じているので、第二種過誤のみを考慮のうえ、自分の効用が最大になるように適正意見

表明と不適正意見表明のカットオフ値を決定する。

４．細則主義会計基準の場合
財務諸表に含まれる不正や誤謬といったエラーを連続量 s で表そう。規制当局の視点からは、

財務諸表が適正な場合のエラーの密度関数が f(s) と見え、財務諸表が不適正な場合のエラーの

密度関数が f(s) と見えるものとする。規制当局は、社会的な余剰を最大にするようにカットオ

フの基準値 s を設定する。一方、リスク中立的な監査人は、自己の期待効用を最大にするように

カットオフの値 s* を選択する(8)。このように、細則主義会計基準においては、規制当局による

カットオフの基準値 s が存在し、それに対して監査人が独自のカットオフ値 s* を選択するもの

とする(9)。規制当局の視点からは、s と s* の大小関係によって図表(3)および図表(4)のように、
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横軸（エラー量）s がそれぞれ３つの領域 s ,s ,s に分類される。これら都合６つの領域に対し

て、第一種過誤の観点からの正誤と、それに対する監査人の責任を要約すると図表(5)のようにな

る。

ここに示されるとおり、第一種過誤が発生する場合には３通りある。はじめに、s*≤s≤s の場

合を詳しく見てみよう。これは、図表(3)において s が領域 s にあるケースである。規制当局の

カットオフの基準値 s によって監査を行っていれば「正しく」適正意見を表明できたにもかかわ

らず、監査人が独自のカットオフ値 s* をエラー量 s よりも左側に選択したために第一種過誤を

引き起こし、「誤って」不適正意見を表明してしまったのである。したがって、規制当局の立場か

らは、監査人はこの第一種過誤の責任をとるべきであるということになる。次に、s*≤s≤s およ

び s≤s*≤s の場合を見てみよう。それぞれ、図表(3)において s が領域 s にあるケースと、図表

(4)において s が領域 s にあるケースである。いずれの場合も、s と s* の双方が s の左側に選択

されたために第一種過誤が引き起こされており、たとえ監査人が s* の水準を s と等しく選択し

たとしても避けることができなかったものである。したがって、規制当局の立場から、監査人は

この過誤に対して責任を負わないということになる。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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図表(5)：規制当局の視点：第一種過誤に対する監査人の責任

エラー 第一種過誤に対する監査人の責任 第一種過誤の観点からの正誤

s≤s*≤s 責任なし 正

s*≤s≤s 責任あり 誤

s*≤s≤s 責任なし 誤

s≤s≤s* 責任なし 正

s≤s≤s* 責任なし 正

s≤s*≤s 責任なし 誤

他方、上記６つの領域に対して、第二種過誤の観点からの正誤と、それに対する監査人の責任

を要約したものが図表(6)である。その本質は、後ほど図表(9)および図表(11)で考察するものと

同様であるので、ここで詳述するのは控えることにする。

図表(6)：規制当局の視点：第二種過誤に対する監査人の責任

エラー 第二種過誤に対する監査人の責任 第二種過誤の観点からの正誤

s≤s*≤s 責任なし 誤

s*≤s≤s 責任なし 正

s*≤s≤s 責任なし 正

s≤s≤s* 責任なし 誤

s≤s≤s* 責任あり 誤

s≤s*≤s 責任なし 正

次に、監査人の視点を見ていこう。監査人は、財務諸表が不適正な場合のエラーの分布を、最

小値が０で平均 μ の二等辺三角形型の密度関数 f(s) で表現できると認識しており、監査のカッ

トオフ値 s* を f(s) の定義域のうち区間 [0, μ] のどこかに設定するものと仮定する(10)。カット

オフ値を厳格に（より左側に）設定するほど、監査人はより大きな努力を要すると考える。具体

的には、カットオフ値が s* に設定された監査を実施するための監査人の努力 x の水準を x* とす

ると、s* と x* には次のような関係があるものとする(11)。

μ−s*=ax* (7)

ここに、a(>0) は監査人の技術レベルを表すパラメータである。監査人は努力 x に対して
1
2 kx の負効用を感じるとすると、s*≤s の場合に、（第二種過誤のみを考慮する）監査人の効用

は図表(9)のようになる。
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図表(8)：監査人の視点：s*≤sの場合

fA1（s）

s
sds＊

s1 s2 s3
0

図表(9)：監査人の視点：s*≤sの場合

エラー 監査人の効用 第二種過誤の観点からの正誤

s≤s*≤s A−
1
2 kx* 誤

s*≤s≤s A−
1
2 kx* 正

s*≤s≤s A−
1
2 kx* 正

ここに、A(≫ 0) は不適正な財務諸表に不適正意見を表明した場合の監査人の便益を、

A(<A) は不適正な財務諸表に適正意見を表明した場合の監査人の便益をそれぞれ表す。こ

の場合、監査人が第二種過誤を犯してしまったとしても、それは基準値 s よりも厳格なカットオ

フ値 s* にしたがった結果であるから、監査人が第二種過誤の責任を規制当局に対して負う追う

必要はない。なぜなら、基準値と同じ水準のカットオフ値で監査を行ったとしても、監査人は第

二種過誤を侵していたはずだからである。したがって、第二種過誤を侵しても、監査人は、不適

正な財務諸表に適正意見を表明した場合の社会的な損失 C(>0) を規制当局に支払う義務はな

いから、効用は A−
1
2 kx* の水準にとどまる。次に、s≤s* の場合には、監査人の効用は図表

(11)のようになる。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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図表(10)：監査人の視点：s≤s*の場合

fA1（s）

s
sd s＊

s1 s2 s3
0

図表(11)：監査人の視点：s≤s*の場合

エラー 監査人の効用 第二種過誤の観点からの正誤

s≤s≤s* A−
1
2 kx* 誤

s≤s≤s* A−C−
1
2 kx* 誤

s≤s*≤s A−
1
2 kx* 正

ここでは、監査人が第二種過誤を犯してしまう状況は２つに場合分けされる。まず、s≤s≤s*

の場合である。この場合には、基準値 s はカットオフ値よりも厳格（左より）ではあるが、仮に

基準値 s と等しい水準のカットオフ値で監査を実施したとしても、やはり、監査人は第二種過誤

を侵してしまうことになる。したがって、監査人は第二種過誤の責任を規制当局に対して負う必

要はないから、監査人の効用は A−
1
2 kx* にとどまる。次に、s≤s≤s* の場合である。この

場合にも、監査人は第二種過誤を侵してしまうが、前者とは次の点で決定的に異なる。すなわち、

もし基準値 s に等しい水準で監査を実施していたとすれば、第二種過誤を侵すことはなかったは

ずだからである。したがって、監査人は、基準値 s よりも緩い（右よりの）カットオフ値を用い

たことにより、社会的な損失 C をもたらしたことになるから、規制当局に対して C を支払う

義務を負うのである。よって、監査人の効用は A−C−
1
2 kx* となる。次に、f(s) のうち

s∈[0, μ] に対応する部分は

f (s)=
1
μ s (12)
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と書き表されるから、s*≤s の場合に、監査人からみた事象 s の生起確率は図表(14)のようになる。

図表(13)：f (s)=
1
μ s

2μ
s

0 μ

f（s）

μ
1

図表(14)：監査人の視点：s*≤sの場合

エラー 確率

s≤s*≤s ∫
*


f (s)ds=

s*

2μ

s*≤s≤s

1−∫
*


f (s)ds=1−

s*

2μ

s*≤s≤s

また、s≤s* の場合の生起確率は図表(15)のようになる。

図表(15)：監査人の視点：s≤s*の場合

エラー 確率

s≤s≤s* ∫
d


f (s)ds=

s


2μ

s≤s≤s* ∫
*

d
f (s)ds=

s*−s


2μ

s≤s*≤s 1−∫
*


f (s)ds=1−

s*

2μ

4.1. s*≤sの場合

本項では、s*≤s の場合を考える。このとき、監査人の期待効用 EU は、図表(9)および(14)

を用いることで

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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EU=A−
1
2 kx* s*

2μ +A−
1
2 kx*1−

s*

2μ 
=A−

1
2 k μ−s*

a 


 s*

2μ +A−
1
2 k μ−s*

a 


1−
s*

2μ 
=

−a(A−A)−kμ

2aμ s*+
kμ
a s*+

2aA−kμ

2a

=
−a(A−A)−kμ

2aμ s*−
kμ

a(A−A)+kμ 


+
2a(A−A)A+(A+A)kμ

2(a(A−A)+kμ)

(16)

と計算される。これを s* の関数 EU(s*) とみれば、EU(s*) は、頂点  s*


EU
  が

 s*


EU
 =

kμ

a(A−A)+kμ

2a(A−A)A+(A+A)kμ

2a(A−A)+kμ ∈R
 (17)

で、EU 切片 EU(0) が

EU(0)=
2aA−kμ

2a ∈R (18)

の上に凸な二次関数である(12)。したがって、基準値 s が s* の区間 0, s*
 内のどこかに設定さ

れるならば、監査人はカットオフ値 s* (≤s) を緩めて（右にシフトさせて）基準値と等しい水準

にまでに移動させるはずである。そうすることによって、監査人の期待効用が増加するからであ

る。かくして、監査人の選択は s*=s となる。ここで、監査人が s* を基準値 s を超えて s*


まで移動させないのは、本項はあくまで s*≤s の場合のみを考察対象としているからであるこ

とはいうまでもない。なお、基準値 s が s* の区間 s*
, μ 内のどこかに設定されるならば、監

査人はカットオフ値 s* を s*
 までは右に移動させるが、それを超えてまで基準値に追従させな

いことがわかる。これは、s*
 を超えて基準値 s に追従するならば、監査人の負効用の大きさは

確かに減少するものの、それ以上に、第二種過誤の確率を高めることによる期待損失の増大を招

くことになるからである。

逆に、監査人の選択が s*=s となるならば、基準値は s ∈0, s*
 となっていることも明らか

である。s≤s*
 を a について整理すると

a≤ k(μ−s)
s(A−A) μ≡a

(s)∈R (19)

となるから、ここまでの議論を整理して次の補題を得る。
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補題１：

s*≤s の場合、監査人のカットオフ値の選択 s* が規制当局の基準値 s と一致するための

必要十分条件は、s ∈0, s*
 すなわち、a∈0, a

(s) となることである。

基準値 s に対して監査人の技術レベルが高すぎると a>a
(s) 、s が示唆する方向とは逆の、

より厳格な（小さな）カットオフ値 s* を、わずかな負効用の増加によってあまりにも容易に達成

できてしまうため、不適正な財務諸表に不適正意見を出す確率を高めること、すなわち、より信

頼性の高い不適正意見を表明することが、監査人にとっては非常に魅力的となる(13)。そして、実

際に監査人がそのように行動することで、適正な財務諸表に適正意見を出す確率、すなわち、適

正意見に対する信頼性が低くなり、その結果、社会的な余剰にロスを生じさせてしまうのである。

この補題から、比較静学によって直ちに次の観察を得る。

観察１：

リスク・アプローチにもとづく監査を前提とするならば、s*≤s の場合、規制当局によっ

て公表される基準値 s が寛容である（大きくなる）ほど、監査人のカットオフ値 s* を s と

等しい水準にまで誘導するためには、監査人の技術レベルの上限はそれだけ低く抑えられて

いなければならない(14)。

証明：

da
(s)

ds
=

−μ

2s(μ−s)  k(μ−s)
s(A−A) <0 (20)

の事実をもって、題意のように解釈することができる。（証明終）

この観察は、「規制当局によって要求される『適正意見の信頼性の水準』が高くなるほど、（リ

スク・アプローチの考え方にもとづく）監査人の技術レベルの上限はそれだけ低く抑えられてい

る必要がある」と言い換えることもできる。

4.2. s≤s*の場合

本項では、s≤s* の場合を考える。このとき、監査人の期待効用 EU は

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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EU=A−
1
2 kx* s



2μ +A−C−
1
2 kx* s*−s



2μ 
+A−

1
2 kx*1−

s*

2μ 
=A−

1
2 k μ−s*

a 


 s


2μ +A−C−
1
2 k μ−s*

a 


 s*−s


2μ 
+A−

1
2 k μ−s*

a 


1−
s*

2μ 
=

−a(A−A+C)−kμ

2aμ s*+
kμ
a s*+

2aA+aCs
−kμ

2aμ

=
−a(A−A+C)−kμ

2aμ s*−
kμ

a(A−A+C)+kμ 


+
Cks

μ+(A+A−C)−kμ

+a(A−A+C)(Cs
+2Aμ)

2μa(A−A+C)+kμ

(21)

となる。これを s* の関数 EU(s*) とみれば、EU(s*) は、頂点  s*


EU
  が

 s*


EU
 =

kμ

a(A−A+C)+kμ

Cks
μ+(A+A−C)kμ

+a(A−A+C)(Cs
+2Aμ)

2μ(a(A−A+C)+kμ)
∈R

 (22)

で、EU 切片 EU(0) が

EU(0)=
a(2Aμ+Cs

)−kμ

2aμ ∈R (23)

の上に凸な二次関数である(15)。したがって、規制当局の基準値 s が s* の区間 s*
, μ 内のどこ

かに設定されるならば、監査人はカットオフ値 s* をより厳格にして（左にシフトさせて）基準値

と等しい水準にまで移動させるはずである。前項と同じく、そうすることによって、監査人の期

待効用が増加するからである。このようにして、監査人のカットオフ値 s* の選択は s*=s とな

る。また、監査人が s* を基準値 s を超えて s*
 まで移動させないのは、本項が s≤s* の場合の

みを考察対象としているからであることも、前項と同様である。なお、基準値 s が s* の区間

0, s*
 内のどこかに設定されるならば、監査人はカットオフ値 s* を s*

 までは左に移動させ

るが、それを超えてまで基準値に追従させないことがわかる。これは、s*
 を超えて基準値 s に

追従するならば、第二種過誤の確率を低めることによって第二種過誤に起因する期待損失を減少

させることができるものの、それ以上に、監査人の負効用の大きさを高めることになってしまう

ため、トータルとしてみた場合に、監査人の期待効用が減少してしまうからである。
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逆に、監査人の選択が s*=s となるならば、基準値は s ∈s*
, μ となっていることも明らか

だろう。s≥s*
 を a について整理すると

a≥ k(μ−s)
s(A−A+C) μ≡a

(s)∈R (24)

となるから、ここまでの議論を整理して次の補題を得る。

補題２：

s≤s* の場合、監査人のカットオフ値の選択 s* が規制当局の基準値 s と一致するための

必要十分条件は、s ∈s*
, μ すなわち、a ∈a

(s), ∞ となることである。

規制当局の設定する基準値 s に対して監査人の技術レベルが低すぎると a<a
(s) 、基準値

s が示唆する方向とは逆の、より寛容な（大きな）カットオフ値 s* を設定することによって、不

適正な財務諸表に対して誤って適正意見を出してしまうことに起因するコストの増分、すなわち、

不適正意見の信頼正を低めてしまうコストの増分よりも、努力を省略することによる負効用の削

減効果の増分が大きくなるため、より信頼性の低い不適正意見を表明するという選択が非常に魅

力的となる。そして、そのことに注力してしまうことから、社会的な余剰にロスが生じるのであ

る(16)。この補題から、比較静学によって直ちに次の観察を得る。

観察２：

リスク・アプローチにもとづく監査を前提とするならば、s≤s* の場合、規制当局によっ

て公表される基準値 s が厳格（左より）であるほど、監査人のカットオフ値 s* をちょうど s

と等しい水準にまで誘導するためには、監査人の技術の下限はそれだけ高いレベルに維持さ

れていなければならない(17)。

証明：

da
(s)

ds
=

−μ

2s(μ−s)  k(μ−s)
s(A−A+C) <0 (25)

の事実をもって、題意のように解釈することができる。（証明終）

この観察は、「規制当局によって要求される『不適正意見の信頼性の水準』が高くなるほど、監

査人の技術はそれだけ高いレベルに維持されている必要がある」と言い換えることができる。こ

の観察は極めて直感に合致している。

本節の議論を次の命題にまとめておこう。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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命題１：

リスク・アプローチにもとづく監査を前提とするならば、規制当局が定める基準値 s と等

しい水準の監査のカットオフ値 s* が実現するための必要十分条件は、

s ∈s*
, s*

 (26)

すなわち

a ∈a
(s), a

(s) (27)

となることである。

証明：

【ステップ１】

関数 EU(s*) と EU(s*) の差を求めると、

EU(s*)−EU(s*)=
C(s*−s

)
2μ ≤0 if s* ∈(0, s]

≥0 if s* ∈[s, μ) (28)

となるから、両関数は s*=s で一度だけ交わり、かつ、区間 (0, s] では EU(s*)≤EU(s*) とな

り、区間 [s, μ) では EU(s*)≥EU(s*) となる。

【ステップ２】

明 ら か に s*
<s*

 で あ る か ら s*
, s*

 は 空 で な い。し た が っ て、規 制 当 局 は

s ∈s*
, s*

 となるような基準値 s を設定することが可能となるので、いま、そのような s

が設定された場合を考える。

【ステップ３】

区間 0, s<s*
 においては、s*≤s となるから、前項の考察から監査人の期待効用は EU

となり、したがって、補題１で述べた内容が成り立つ。同様に、区間 s*
<s, μ においては、

s≤s* となるから、本項の考察から監査人の期待効用は EU となり、したがって、補題２で述べ

た内容が成り立つ。以上より、題意が成り立つことが示された。なお、この時、EU ,EU ,EU

の位置関係は図表(29)のようになる。（証明終）

この命題は、規制当局が、リスク・アプローチにしたがう監査を監査人のカットオフ値 s* を、

基準値 s に等しい水準に導くことは、A や A を調整することによって可能であることを示

唆している。また、そのような状態においては、監査人の技術レベルが低すぎてはいけないだけ

でなく、高すぎてもいけないということは注目に値する所見であろう。
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５．原則主義会計基準の場合
原則主義の会計基準においては、細則主義の場合と異なり、規制当局のカットオフの基準値が

存在せず、監査人は独自のカットオフ値 s* を選択するものとする。その結果、エラー量 s が s*

よりも左側であった場合には、監査人は不適正な財務諸表に対して適正意見を表明するという第

二種過誤を引き起こし、その責任を社会に対して負うこととする。エラー量 s が s* よりも右側

であった場合には、不適正な財務諸表に対して不適正意見を表明するから、第二種過誤は引き起

こさない。これらを要約すると図表(30)のようになる。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応

― 53 ―

図表(29)：細則主義の場合

sd
s＊

s＊01
†0 s＊02

†－sd

EU01（－sd）

EU01（0）

EU0101
†

EU02
†

EU0101（sd）
EU01

†

EU01（sd）

EU01，EU02，EU0

EU02（s＊）

EU01（s＊）

EU0（s＊）
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図表(30)：監査人の視点：原則主義会計基準の場合

エラー 監査人の効用 第二種過誤の観点からの正誤

s≤s* A−C−
1
2 kx* 誤

s*≤s A−
1
2 kx* 正

さて、図表(30)の２つの場合に対する生起確率は図表(31)のようになるから、監査人の期待効

用 EU 
 は(32)式のように表される。

図表(31)：監査人の視点：原則主義会計基準の場合

エラー 確率

s≤s* ∫
*


f (s)ds=

s*

2μ

s*≤s 1−∫
*


f (s)ds=1−

s*

2μ

すなわち、

EU 
 =A−C−

1
2 kx* s*

2μ +A−
1
2 kx*1−

s*

2μ 
=A−C−

1
2 k μ−s*

a 


 s*

2μ +A−
1
2 k μ−s*

a 


1−
s*

2μ 
=

−a(A−A+C)−kμ

2aμ s*+
kμ
a s*+

2aA−kμ

2a

=
−a(A−A+C)−kμ

2aμ s*−
kμ

a(A−A+C)+kμ 


+
(A−A+C)(2aA)+(A+A−C)kμ

2(a(A−A+C)+kμ)

(32)

となる。これを s* の関数 EU 
 (s*) とみれば、EU 

 (s*) は、頂点  s*


EU 
  が

 s*


EU 
 =

kμ

a(A−A+C)+kμ

(A−A+C)(2aA)+(A+A−C)kμ

2a(A−A+C)+kμ ∈R
 (33)

で、EU 
 切片 EU 

 (0) が

EU 
 (0)=

2aA−kμ

2a ∈R (34)
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で、s* 切片のペア s* 
P
0  

s* 
P
0   が

s* 
P
0  

s* 
P
0  = 

kμ− aμ(A−A+C)(2aA)

+(A+A−C)kμ 
a(A−A+C)+kμ

kμ+ aμ(A−A+C)(2aA)

+(A+A−C)kμ 
a(A−A+C)+kμ

 ∈R

R (35)

の上に凸な二次関数である。EU 
 (s*) の s* の係数は EU(s*) のそれ同じである。また、


s*

 =s* 


EU 
 −EU 

 =
Cs



2μ >0
(36)

である。さらに、

EU(s)−EU 
 =−


a(A−A)(A−A+C)s



+aks2(A−A)(s−μ)+C(s−2μ)μ

+k(s−μ)μ 
2aμ(a(A−A+C)+kμ)

<0 (37)

となる(18)。以上から、EU 
 と EU ,EU ,EU の位置関係は図表(38)のようになる。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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このことから、次の命題が得られる。

命題２：

細則主義会計基準の状況において原則主義会計基準が導入されると、監査人によるカット

オフ値 s* の選択は次のようになる。すなわち、区間 s* 
 , s* 

  に属するような基準値 s が

示されていたとすると、カットオフ値は基準値から s* 
 に低下する。その結果、不適正意見

の信頼性は向上し(19)、適正意見の信頼性は低下する。このとき、監査人の期待効用は改善さ

れる。
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図表(38)：原則主義の場合

sd
s＊

0 s＊02
†

EU0（sd）
EU0

P†

EU02
†
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６．結論と課題
本稿の目的は、細則主義会計基準による財務諸表の監査を行っていた監査人が、原則主義会計基

準による財務諸表の監査を始める場合、どのような行動の変化を示すか、また、その結果として監査

人の効用はどのように変化するかを、経済モデルを用いて演繹的に調べることであった。考察の結

果、細則主義会計基準の状況において原則主義会計基準が導入されると、監査人によるカットオフ

値 s* の選択は次のようになることが示された。すなわち、区間  kμ

a(A−A+C)+kμ ,

kμ

a(A−A)+kμ  に属するような基準値 s が示されていたとすると、カットオフ値 s* は基

準値 s から kμ

a(A−A+C)+kμ に低下する。その結果、不適正意見の信頼性は向上し、

適正意見の信頼性は低下する。すなわち、監査意見の保証水準が向上する。このとき、監査人の

期待効用は改善される。今後の研究課題としては、次の２点が考えられよう。すなわち、（1）規

制当局のみならず、監査人も第一種過誤を考慮すると仮定した場合の分析を行うことと、（2）本

モデル分析の結果の妥当性を、実証研究によって確かめることである。課題（1）は本論の仮定２

をはずした場合の検討である。課題（2）に関しては、本論の結論と課題（1）からの知見の双方

を実証分析し、どちらのモデルがより現実を表わしているかを検討することも可能であろう。
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注
⑴ 平松 (2010), p.1.
⑵ Foster et al. (2003), p.18.
⑶ Tweedie (2007), p.7.
⑷ SEC (2003), sec.I-A.
⑸ 監査人の行動に関しても、先行研究では、細則主義会計基準や原則主義会計基準そのものにおける監査人の行

動が興味の対象であるのに対して、本研究では、細則主義会計基準から原則主義会計基準への移行にともなう、
監査人の行動および効用の移行過程が興味の対象である。

⑹ 対立仮説は、財務諸表は不適正に表示されていると記すこともできる。
⑺ 林 (2013), pp.102-106.
⑻ 規制当局は、s を設定するにあたって第一種過誤および第二種過誤を考慮するが、監査人は、第二種過誤のみ

を考慮して s* を選択するものとする。
⑼ これに対して、原則主義会計基準においては、後述のように規制当局によるカットオフの基準値が存在しない

ものとする。
⑽ 同様に、規制当局の定めるカットオフの基準値 s も区間 [0, μ] のどこかに設定するものと仮定する。
⑾ このとき、x* は検出力と非負の相関を持つことになる。

⑿ 関数 EU(s*) の s* の係数が −a(A−A)−kμ

2aμ <0 となるからである。

⒀ 小規模監査法人よりも大規模監査法人のほうがオーバーコンプライアンス、すなわち、規制当局の定める基準
値 s よりも厳格なカットオフ値 s* を自主的に設定する傾向が強いとすれば、それは、何らかの理由により、大
規模監査法人が小規模監査法人よりも監査に係わる技術レベルが平均的にみて高いからなのかもしれない。

⒁ 規制当局は基準値 s の決定に際して、監査人の性質 a を考慮していないものと仮定している。

⒂ 関数 EU(s*) の s* の係数が −a(A−A+C)−kμ

2aμ <0 となるからである。

⒃ なお、その結果として、適正意見に対する信頼性は高くなる。
⒄ 前項と同じく、規制当局は基準値 s の決定に際して、監査人の性質 a を考慮していないものと仮定している。

⒅
a(A−A)(A−A+C)s

+aks 2(A−A)(s−μ)μ

=(A−A)a(A−A+C)s
+2aks(s−μ)μ≫ 0
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となるからである。
⒆ 林 (2013), p.106によれば、「監査の保証水準は、財務諸表に重要な虚偽の表示が存在する場合に、それを適切
に検出し、限定付適正意見または不適正意見を表明する確率ということになる。これは限定付適正意見または不適
正意見の表明を前提とした保証水準である。」とあるから、上記不適正意見の信頼性の向上は、監査意見の保証水準
の向上と読み換えることができる。

原則主義会計基準導入に対する監査人の反応
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Realized GARCHモデルとその推定について＊

坂野 慎哉＊＊、陸 超＊＊＊

１．はじめに
株価収益率の分散もしくは標準偏差を、ボラティリティと呼ぶ。ボラティリティの変動をモデ

ル化した計量モデルとして、GARCH モデルは広く用いられている。現在では、そのさまざまな

派生モデルも考案されており、Hansen et al.（2012）（以下小稿では HHS と略す）によって提案さ

れた Realized GARCH モデルもその一つである。その概要については、小稿２節をご覧いただき

たい。なお、ボラティティを株価収益率の分散とするか標準偏差とするかは、文献により異なる。

小稿では以後、ボラティリティを株価収益率の分散とする。

Realized GARCH モデルは、応用研究にも用いられるようになってきている。例えば Wata-

nabe（2012）では、S&P500指数のデータを用いたシミュレ-ションにより、「バリュー・アット・

リスク」と「期待ショートフォール」という２つのリスク指標の特性を検討しているが、シミュ

レーションに用いられているボラティリティのモデルは Realized GARCH モデルである。陸

（2015）陸（2016）も、NASDAQ100指数、FTSE100指数、HANGSENG 指数のデータについて、

同様の研究を行っている。

小稿の目的は、この Realized GARCH モデルとその EViews を用いた推定法について、HHS に

おいて言及されていない事項についても補足しながら説明し、Realized GARCH モデルを

EViews を用いて推定しようと考えている方々に参考としていただけるよう、具体的手法の一例

をお見せすることである。

以下、小稿の構成を述べる。２節では、HHS によって提案された、Realized GARCH モデルの

概要を紹介する。HHS では省略されている、Realized GARCH モデル推定のための対数尤度関数

の導出についても言及する。３節では、われわれが作成した、EViews によって Realized

GARCH モデルを推定するためのプログラムの紹介と解説をする。Realized GARCH モデルはま

だ新しいモデルのため、少なくとも EViews の Ver.９まででは、推定のためのコマンドが用意さ

れていない。そこで、何らかのデータを用いてこのモデルを推定する際には、分析者は自ら推定

のためのプログラムを作成する必要があるのである。４節では、３節で紹介した EViews プログ

ラムを用いた、Realized GARCH モデルの推定例を挙げる。５節では、Watanabe（2012）など
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Realized GARCH モデルの繰り返し推定を必要とする研究に有用と思われる、Eviews プログラ

ムを紹介する。これは、３節で紹介したプログラムを改変・補足したものである。

２．Realized GARCHモデルの概要
本節では、HHS によって提案された、Realized GARCH モデルの概要を紹介する。

2.1 モデルの概要

いま、ある株式の第 t 日の収益率を R とし、R は次の式でモデル化できるとする。

R= hz (1)

ここで、h は R のボラティリティと呼ばれ、HHS においては、t−1 期までの情報が与えられた

という条件のもとでの、R の条件付き分散と仮定されている。z は平均０、分散１の時系列的に

独立で同一の分布に従う確率変数である（小稿では HHS にならい、以後、確率変数がこのような

性質を持つ場合、z~i.i.d .(0,1) と記す）。

第 t 日のボラティリティ h は一般に観測不能であるが、一日の株式取引時間中に数十個もの収

益率の観測値が得られるようになった現在では、ある一日のボラティリティの、統計理論的に望

ましい性質をもった推定値を得ることは可能である。その一つが Realized Volatility（実現ボラ

ティリティ：以下小稿では RV と略す）である。

いま、第 t 日の取引時間中の収益率の n 個の観測値が時系列的に与えられており、それらを

r, r, r, …, r と記すことにすると、第 t 日の RV（以後、X と記す）は以下の式で求

められる。

X= ∑



r 

 (2)

このようにして計算された第 t 日の RV である X は、確率変数と見なした場合、ある条件のもと

で、第 t 日の R の（真の）ボラティリティ（すなわち h）に確率収束するという性質を持つこと

が知られている（渡辺・佐々木（2006））。

通常の GARCH モデルは、ボラティリティhの変動を説明する変数として、t−1 期以前の h と

R（収益率の２乗）を含む。それに対 HHS は、GARCH モデルに含まれているt−1 期以前の R

の代わりに、t−1 期以前の X を説明変数として含むモデルを提案し、これを Realized GARCH

モデルと名付けた。すなわち Realized GARCH（j, k）モデルの場合、h は以下の２本の式によっ

てモデル化される。

lnh=ω+∑



βlnh+∑




γlnX (3)

lnX=μ+ϕlnh+τ(z)+u (4)

ここで、「ln」は自然対数を表し、u は u~i.i.d (0, σ 
) である確率変数である。u と z は、互いに
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独立と仮定される。ω， β( j=1,2, …, p)，γ(k=1,2, …, q)，μ，ϕ はパラメータである。

株価収益率に対するショック（z）は、正の値も負の値も取り得るが、ショックは、負の値を

とったときの方が、ボラティリティに対して大きな影響を及ぼすことが知られている。このよう

な現象は、「レバレッジ効果（levarage effect）」と呼ばれている（沖本（2010））。(4)式の右辺の

τ(z)は、このレバレッジ効果をモデルに取り込むために HHS が「levarage 関数」と呼んで取り入

れたもので、HHS 自身は次の式によって定式化されたものを用いて、自分たちの実証分析を行っ

ている。

τ(z)=τz+τ(z
 −1) (5)

ここで、τ、τ はともにパラメータである。繰り返しになるが、この τ(z) は、収益率に対する

ショックである z に対する、将来のボラティリティの反応の非対称性をモデルに取り込むために

含められている。なお、z が確率変数であることから、関数 τ( ) が連続関数であるならば τ(z)

も確率変数であるが、z は z~i.i.d .(0,1) と仮定されているので、τ( ) が(5)式のように定式化さ

れていれば、E[τ(z)]=0 となる。

ところで、この τ(z) は負の実現値をとりうる。u も同様である。よって(4)式は、被説明変数

が負の実現値も取りうるようになっていると都合がよい。このため、Realized GARCH モデルに

おいて h をモデル化する連立方程式システム(3)式、(4)式の変数は自然対数をとっている（ただ

し、HHS は、上記のような対数線形モデルばかりでなく、線形モデルも提案している）。

2.2 対数尤度関数の導出

Realized GARCH モデルのパラメータの推定は、u と z が正規分布に従っていると仮定したう

えで、最尤法により行う。パラメータの最尤推定値は、対数尤度関数から定数の項を取り除いた

以下の関数の最大値を与えるパラメータの値である。

l(r , x ; θ)=−
1
2 ∑



lnh+
r 



h
+lnσ 

+
u



σ 
  (6)

ただし、θ は、モデル中の未知パラメータをすべてひっくるめて表したものであり、r は R の実

現値を、x は X の実現値を表している。

HHS では、この関数が導出なしに与えられているが、ここでは、この関数を導出する。ただし

説明は、Realized GARCH（1,1）モデル

lnh=ω+βlnh+γlnX (7)

lnX=μ+ϕlnh+τz+τ(z
 −1)+u (8)

の場合に限る。したがって推定すべき未知パラメータは、ω，β，γ，μ，ϕ，τ，τ、そして u の分

散 σ 
 の８個であり、今後これら８個のパラメータをまとめて θ で表す。

いま、０期の真のボラティリティ h の値と、０期の RV の自然対数である lnX の値とが与え

られているという条件のもとでの、R, R, …, R と lnX, lnX, …, lnX の同時確率密度関数

Realized GARCH モデルとその推定について
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f (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ) (9)

を考える。R, R, …, R と lnX, lnX, …, lnX の観測値が与えられた時に、この関数を θ の関数

としてみたものが、尤度関数である。

さて、一般に確率変数 V、W、Y について、

f (v, w|y)=
f (v, w, y)

f (y) (10)

f (v|y)=
f (v, y)
f (y) (11)

f (w|v, y)=
f (v, w, y)
f (v, y) (12)

であるから、

f (v, w|y)=f (v|y)f (w|v, y) (13)

が成り立つ。この関係式を用いると、(9)式は、

f (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ)

=f (r, lnx|h, lnx ; θ)f (r, …, r, lnx, …, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)
(14)

とできる。また、やはりこの関係式を用いて

f (r, …, r, lnx, …, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)

=f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)

×f (r, …, r, lnx, …, lnx|r, r, lnx, lnx, h, lnx ; θ)

(15)

とできるから、

f (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ)

=f (r, lnx|h, lnx ; θ)f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)

×f (r, …, r, lnx, …, lnx|r, r, lnx, lnx, h, lnx ; θ)

(16)

が成り立つ。これを繰り返していくことにより、

f (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ)

=f (r, lnx|h, lnx ; θ)f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)

×f (r, lnx|r, r, lnx, lnx, h, lnx ; θ)×…

×f (r, lnx|r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx, h, lnx ; θ)

(17)

が成り立つ。

ここで（17）式右辺の、f (r, lnx|h, lnx ; θ) の具体的関数形について考えてみる。

f (r, lnx|h, lnx ; θ) は、h と lnX の値が与えられているという条件のもとでの R と lnX の

条件付き同時確率密度関数である。z、u と R、lnX の関係は、(1)式と(8)式より以下のように

なっている。

R= h z (18)
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lnX=μ+ϕlnh+τz+τ(z
−1)+u

=μ+ϕlnh+τR/ h +τ(R
/h−1)+u

(19)

(18)式は(1)式と同じ式であり、(19)式の２つ目の等号は(18)式による。これら２本の式はいず

れもhを含むが、(7)式より

lnh=ω+βlnh+γlnX (20)

であるから、h と lnX の値が与えられているという条件のもとでは、h はパラメータの一次結

合となっており、したがってやはりパラメータであると考えることができる。さらにもし、パラ

メータ ω，β，γ の仮の値（以後「初期値」と呼ぶことにする）も与えられれば、h の初期値も求

めることが可能である。

(18)式と(19)式を、z と u を確率変数変換して新しい確率変数 R と lnX を定義している連

立方程式と考えると、確率変数変換の公式から、h と lnX の値が与えられている場合の

f (r, lnx|h, lnx; θ) の具体的な関数形を求めることができる（確率変数変換についての詳細は、

中級の数理統計学の教科書を参照していただきたい）。

まずは、(18)式と(19)式の逆関数を考える。

z=R/ h (21)

u=lnX−μ−ϕlnh−τR/ h −τ(R
/h−1) (22)

そして、z と u を、R と lnX でそれぞれ偏微分すると、以下のようになる。

∂z/∂R=1/ h (23)

∂z/∂lnX=0 (24)

∂u/∂R=−τ/ h −2τR/h (25)

∂u/∂lnX=1 (26)

これらの結果を用いると、変換のヤコビアンは次のようになる。

∂z/∂R ∂z/∂lnX

∂u/∂R ∂u/∂lnX= 1
 h

(27)

よって、h と lnX の値が与えられたという条件の下では、確率変数変換の公式から、

f (r, lnx|h, lnx ; θ)=f(r/ h , u ; θ)/ h (28)

となる。ただし、f( ) は z と u の同時確率密度関数という意味である。また、f( ) の２

つ目の変数は、本来ならば

lnx−μ−ϕlnh−τr/ h −τ(r 
 /h−1) (29)

とすべきであるが、これは長大であるため、(22)式に基づき u とおいている。z と u は互いに

独立と仮定されているから、f( ) は zとu の各々の周辺確率密度関数の積になっている。さ

らに、仮定により z~N (0,1)、u~N (0, σ 
) であるから、h と lnX の値が与えられたという条件

の下で、(28)式は次のようになる。
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f (r, lnx|h, lnx ; θ)=
1

 2π
exp− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h

(30)

つぎに、(17)式右辺の f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ) の具体的な関数形を考える。この関数は、

R，lnX，h，lnX の値が与えられているという条件のもとでの R と lnX の条件付き同時確率

密度関数である。

z，u と R，lnX の関係は、上記の t=1 の場合と同様、以下の２本の式のようになっている。

R= h z (31)

lnX=μ+ϕlnh+τR/ h +τ(R
/h−1)+u (32)

これら２本の式はいずれも h を含む。h と lnX の値とが与えられているという条件のもとで

は、(20)式より h はパラメータと見なすことができた。さらに lnX の値が与えられていれば、

(7)式と(20)式より、

lnh=ω+βlnh+γlnX

=ω+β(ω+βlnh+γlnX)+γlnX

=ω(1+β)+β lnh+γlnX+βγlnX

(33)

となる。この式より、h と lnX および lnX の値とが与えられているという条件のもとでは、h

もパラメータと見なすことができる。

z~N (0,1)、u~N (0,σ 
) と仮定されており、(31)式と(32)式が z と u を確率変数変換して新

しい確率変数 R と lnX を定義していると考えると、確率変数変換の公式から、上記の t=1 の

場合と同様にして f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ) の具体的な関数形は次のように求まる。

f (r, lnx|r, lnx, h, lnx ; θ)=
1

 2π
exp− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h

(34)

以下同様にして、(17)式右辺の f (r, lnx|r, r, lnx, lnx, h, lnx; θ) の具体的な関数形は、

f (r, lnx|r, r, lnx, lnx, h, lnx ; θ)=
1

 2π
exp− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h

であり、同じく(17)式右辺の f (r, lnx|r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx, h, lnx ; θ) の具体的

な関数形は、

f (r, lnx|r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx, h, lnx ; θ)

=
1

 2π
exp− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h

のようにして順次求まり、これらを(17)式に代入することにより、

f (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ)

=∏



1

 2π
eps− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h 

(35)

が得られる。R, R, …, RとlnX, lnX, …, lnX の観測値が与えられた時に、この関数を θ の関
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数としてみたものが、尤度関数である。この尤度関数の両辺に自然対数をとったものが対数尤度

関数で、それは以下のようになる。

lnf (r, r, …, r, lnx, lnx, …, lnx|h, lnx ; θ)

=∑



ln 1

 2π
exp− 1

2  r

 h



 1
 2π σ

exp− 1
2  u

σ 


 1
 h 

=∑


− 1
2 ln2π+− 1

2  r

 h



− 1
2 ln2π−lnσ+− 1

2  u

σ 


− 1
2 lnh

=−T ln2π+∑


− 1
2  r

 h



− 1
2 lnσ 

+− 1
2  u

σ 


− 1
2 lnh

この式の最右辺の１項目は定数であるので、θ の値にかかわらず対数尤度関数の値の大小には影

響を及ぼさない。よって、この項を取り除いても最尤推定には影響がないが、この項を実際に取

り除いた式が、(6)式である。

３．Realized GARCHモデルの推定プログラム
具体的な最尤推定値の算出は、計量分析ソフトに頼らざるを得ない。EViews は時系列データ

を用いた計量分析用のソフトとして最も定評のあるものの一つであるが、Realized GARCH モデ

ルはまだ新しいモデルのため、少なくとも EViews の Ver.９まででは、Realized GARCH モデル

推定のためのコマンドは用意されていない。そこで、何らかのデータを用いて EViews で

Realized GARCH モデルを推定する際、分析者は自ら推定のためのプログラムを作成する必要が

ある。

本節では、Realized GARCH（1,1）モデルを EViews（Ver.８）で推定するための、われわれ

が作成した計算プログラムを紹介する。なお、本節の EViews プログラムの説明は、読者が

EViews のプログラムについて、縄田(2009)程度の基本的な知識をあらかじめ持っていることを

前提とする。

u と z が正規分布に従っていると仮定され、観測値数 T = 200 の観測値が与えられた場合、

上記の Realized GARCH（1,1）モデルを最尤法で推定する EViews プログラムは次のようになる。

１ workfile realG1 u 201

２ smpl 1 201

３ read(a4) C:\Evfile\realGsample.xls date RV RK R

４ series x = log(RV)

５

６ series z0 = @rnorm

７ series sig0 = R/z0

Realized GARCH モデルとその推定について
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８ series lnsig20 = log(sig0̂2)

９

10 equation eq1.ls lnsig20 c lnsig20(-1) x(-1)

11

12 equation eq2.ls x c lnsig20 z0 (z0̂2-1)

13

14 coef(1) omega = eq1.@coefs(1)

15 coef(1) beta = eq1.@coefs(2)

16 coef(1) gamma = eq1.@coefs(3)

17 coef(1) mu = eq2.@coefs(1)

18 coef(1) phi = eq2.@coefs(2)

19 coef(2) tau

20 tau(1) = eq2.@coefs(3)

21 tau(2) = eq2.@coefs(4)

22 coef(1) sigu = eq2.@se

23

24 scalar R2 = @inner(R,R)

25

26 smpl 1 1

27 series sig2 = R2/201

28

29 logl ll1

30 ll1.append @logl logl01

31 ll1.append log(sig2) = omega(1) + beta(1) * log(sig2(-1)) + gamma(1) * x(-1)

32 ll1.append z = R/@sqrt(sig2)

33 ll1.append u = x - mu(1) - phi(1) * log(sig2) - tau(1) * z - tau(2) * (ẑ2-1)

34 ll1.append logl01 = -0.5 * (log(sig2) + R̂2/sig2 + log(sigu(1)̂2) + û2/sigu(1)̂2)

35

36 smpl 2 201

37 ll1.ml(showopts,m = 1000, c = 1e-5)

38 show ll1

39

40 output(r) C:\Evfile\realG1

41 print ll1
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42 output off

43

44 wfsave realG1

以下、上記プログラムについて解説する。各行の最初の数字は、説明の便宜上われわれがつけ

た行番号であり、EViews のプログラムの一部ではない。また、空白の行は、プログラムを読みや

すくするために入れたもので、必須ではない。

プログラム１行目から３行目までは、プログラムの立ち上げとデータの読み込みを行っている。

「realG1」はプログラム名である。このプログラムが扱うデータは（日次）時系列データである

が、このプログラムでは便宜上、データを非時系列データとしており、１行目ではそのように宣

言している。推定に使う観測数は200であるが、初期値の計算のため、観測値は201個読み込んで

おく。上記プログラムでは、PC の C ドライブのルートディレクトリの下に「Evfile」というフォ

ルダが作られていて、EViews はそのフォルダ上で運用されている、という状況を想定しており、

プログラム３行目に書かれているパス名は、その想定を反映している。よって本プログラムの利

用者は、この３行目のパス名を、各自が EViews をインストールしている PC に合わせて改変す

る必要がある。「realGsample.xls」は、日付、RV、RK（実現カーネル；次節で説明）、収益率（R）

を、この順に各列に収めた、互換モードの Excel ファイルである。われわれのプログラムでは、

この Excel ファイルにおいて、データは上から４行目から入っていると想定している。

プログラム４行目では、RV を自然対数で変換したものを「x」としている（このように、この

プログラムでは、小稿本文と記号の使い方が異なっている箇所があることに注意されたい）。

「series」はベクトルを生成するコマンドで、このプログラムの場合、２行目で「smpl 1 201」と

なっているので201次ベクトルが生成される。なお、小稿４節では、実際にこのプログラムを用い

た推定を行っているが、そこでは RV だけでなく RK を使った推定も行っている。RK を使った

推計を行うには、この４行目の「RV」を「RK」に代えればよい。

プログラム６行目から27行目までで、ここでの最尤推定アルゴリズムに必要な、各未知パラメー

タの初期値を計算する。すなわち、２節の(7)式と(8)式を最小二乗法で推定し、得られた各未知

パラメータを、そのあとの最尤推定における初期値として利用するのである。

(7)式と(8)式を最小二乗法で推定するためには、両式を見てわかるように、「z」と「lnh」の値

が必要である。そのため、６行目から８行目では、「z」と「lnh」の「とりあえずの値」を作って

いる。

まず６行目では、標準正規乱数を「z」のとりあえずの値「z0」とすることにし、標準正規乱数

のベクトルを生成するコマンド「@rnorm」で、それを生成している。次に７行目にて、読み込ん

だ「R」を「z0」で割ることにより、「 h 」のとりあえずの値を作っている。ただし、プログラム

中では「 h 」のとりあえずの値を「sig0」と記し、「z」と「lnh」のとりあえずの値を「lnsig20」
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と記している。

これら「とりあえずの値」を用い、(7)式と(8)式をそれぞれ最小二乗法で推定するが、プログ

ラムの10行目が(7)式を、12行目が(8)式を最小二乗推定するコマンドになっている。

プログラム14行目からの８行は、各未知パラメータの最小二乗推定値を保存するコマンドであ

る。ωの最小二乗推定値は「omega」に保存され、βの最小二乗推定値は「beta」に保存される、

といった具合である。

プログラム22行目では、(8)式の誤差項 u の、最小二乗推定による標準誤差（「@se」に保存され

る）をもって、σ の初期値（これをプログラムでは「sigu」と記す）としている。

プログラム24行目から27行目は、「∑
r


 /T」をもって、小稿2.2で言及したところの「あらか

じめ与えられた h の値（これをプログラムでは「sig2」と記す）」としている。プログラム29行目

から34行目までは、対数尤度関数（に比例する関数）の構築を行っている。このようなとき、

EViews では「append」というコマンドが使われる。

29行目は、これから最尤推定を行う対象の対数尤度関数を「ll1」と名付けるコマンドである。

31行目は、(7)式を、パラメータの値に上で求めた初期値を用い、定式化せよ、とするコマンドで

ある。32行目は、z を R/ h とせよ、とするコマンドである。33行目は、(8)式を、パラメータの

値に上で求めた初期値を用い、定式化せよ、とするコマンドである。(8)式において、未知パラメー

タの値が与えられ、z の値も32行目にて与えられれば、u の値も定まる。34行目は、

logl01 =−
1
2 lnh+

r 


h
+lnσ 

+
u



σ 
  (36)

で計算される logl01  を求めるコマンドである。これまでのコマンドより、上式の右辺の各変数

は値が求められるので、logl01  も値は求まる。logl01  を t ＝1,2,…,T について足し上げると、

対数尤度関数に比例する関数(6)になる。

プログラムの37行目にある、「ll1.ml」が、「関数(6)の最大値を与えるパラメータの値を求めよ」

すなわちパラメータの最尤推定を実行せよ、とのコマンドである。

４ プログラムの適用例
本節では、前節で紹介した Realized GRACH（1,1）の推定プログラムを、実際のデータに適用

した例を示す。

4.1 データ

本節の例で用いるデータは、Oxford-Man Institute’s Realized Library にて公表されている、ド

イツ株価指数（Deutcher Aktienindex：DAX）の日次収益率、RV、そして RK（Realized Kernel：

実現カーネル）のデータである。観測期間は2010年１月４日から2015年12月31日までで、観測数

（T）は1504である。
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RK は RV に代わるもので、Barndorf-Nielsen et al.（2008）と Barndorf-Nielsen et al.（2009）に

よって提案された。これは、RV に含まれていると考えられているマイクロストラクチャー・ノ

イズの補正を試みたものである。

２節で述べたように、Realized GRACH モデルは RV を含むが、本節の推定例では、比較のた

め、RV に代えて RK を含めたモデルも推定する。

図4.1は、DAX の日次収益率（R）の時系列的変動を示したグラフである。図4.2は DAX の自

然対数をとった RV（lnRV）の、図4.3は DAX の自然対数をとった RK（lnRK）の時系列的変動

を示したグラフである。

4.2 記述統計量

表4.1の右から１列目を除く数値は、DAX の R、lnRV、lnRK の記述統計量である。（ ）内の

数値は、いずれも標準誤差である。

Realized GARCH モデルとその推定について
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図4.2 RVの対数値
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図4.3 RKの対数値

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
lnRK

表4.1 記述統計量

－0.009
(0.028)
－0.237
(0.022)
－0.682
(0.022)

1.088

0.863

0.835

－0.261
(0.063)
0.306
(0.063)
0.392
(0.063)

6.501
(0.126)
3.579
(0.126)
3.595
(0.126)

－7.437

－2.988

－2.806

5.765

3.180

3.186

0.923

0.000

0.000

平均 標準偏差 歪度 尖度 最小値 最大値 LB(10)

R

lnRV

lnRK
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表の一番右の「LB(10)」の列は、「１次から10次までの自己相関がいずれも０」という帰無仮説

を検定する Ljung-Box 検定の p 値である。ただし、ここでの Ljung-Box 検定統計量は、Diebold

（1988）によって提案された、分散の不均一性を考慮して修正されたものであり、次の式で計算さ

れる。

LB(10)=T (T+2) ∑



σ 

σ +γ(k)  ρ(k)
T−k (37)

ここで、σ  は各系列（R,lnRV,lnRK）の標本分散の２乗、γ(k) は各系列の標本平均からの偏差

の２乗の系列、すなわち {(R −R)}

，{(lnRV −lnRV)}

，{(lnRK −lnRK)}

の、k 次の標本自

己共分散を表している。ただし、R、lnRV、lnRK はそれぞれ、R、lnRV、lnRK の標本平均である。

この Ljung-Box 検定の結果、R に10次までの自己相関がないという帰無仮説は、有意水準を10％

にしても棄却されない。また、R を確率変数と考えた時に、その期待値が０に等しいとする帰無

仮説を検定するための検定統計量の実現値は、R の平均をその標準誤差で割ることによって得ら

れるが、それはおよそ－0.32となる。中心極限定理により、検定統計量は帰無仮説のもとで漸近

的に標準正規分布に従うから、帰無仮説は有意水準を10％としても棄却されない。２節において、

R は(1)式によってモデル化されていた。そのモデル化によれば、z~i.i.d.(0,1)であることから、

R の期待値は０であり、系列相関はない。したがって、(1)式によるモデル化は、DAX のデータ

と整合的である。

lnRV と lnRK については、Ljung-Box 検定の結果、10次までの自己相関がないという帰無仮説

は、有意水準１％で棄却される。すなわち、ボラティリティには時系列的な持続性がみられるの

である。

4.3 モデルの推定結果

表4.2には、RV を用いた Realized GARCH（1,1)モデルと、RK を用いた Realized GARCH（1,1）

モデルの推定結果が示されている。( )内の数値は標準誤差である。
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表4.2 Realized GARCHモデルの推定結果

0.052
(0.014)

0.582
(0.021)

0.329
(0.016)

－0.169
(0.036)

1.134
(0.032)

－0.124
(0.015)

0.115
(0.009)

0.480
(0.007)

0.048
(0.015)

0.544
(0.021)

0.374
(0.019)

－0.138
(0.035)

1.094
(0.033)

－0.130
(0.013)

0.106
(0.008)

0.440
(0.006)

対数尤度= －352.16

対数尤度= －215.33

RV

RK

ω β γ μ φ τ1 τ2 σu
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本節で推定している Realized GARCH（1,1）モデルは、小稿２節の(7)式、(8)式からなる。こ

のうちの(8)式をみると、lnRV が、真のボラティリティの対数をとった lnh の不偏推定量である

ためには、

E[τz+τ(z
 −1)]=0 (38)

であることと、E(u)=0 であることに注意すると、μ=0 かつ ϕ=1 でなくてはならないことがわ

かる。このように、もし lnRV が lnh の推定量としてバイアスがあるとすれば、それは μ および

ϕ に現れる。実際には RV には、マイクロストラクチャー・ノイズや非取引時間などの要因から、

真のボラティリティの推定量とするにはバイアスが目立つケースが少なくない。

そこで、表4.2の推定結果から、帰無仮説 (H) を μ=0、対立仮説 (H) を μ<0 とする検定を行っ

てみる。対立仮説の不等号が「<」となっているのは、RV についても RK についても、μ の推定

値の符号が負だからである。RV については、検定統計量の実現値は－0.169/0.036≈－4.724で

あり、対応する p 値はほぼ０であるので、H は有意水準１％でも棄却され、仮説「μ<0」が支持

される。RK についても、p 値はほぼ０であるので、やはり仮説「μ<0」が支持される。

つぎに、H : ϕ=1，H : ϕ>1とする検定を行ってみる。H が ϕ>1 となっているのは、RV につ

いても RK についても、ϕ の推定値が１より大きいからである。RV については、検定統計量の実

現値は（1.134－1)/0.032≈4.203であり、対応する p 値はほぼ０であるので、H は有意水準１％

でも棄却され、仮説「ϕ>1」が支持される。RK についても、p 値はほぼ０であるので、やはり仮

説「ϕ>1」が支持される。

以上から、μ<0 かつ ϕ>1 と統計的に判断できるので、lnRV が lnh の不偏推定量であるとい

うことはできない。

なお、上記以外のパラメータについて、各パラメータが０であるとする仮説を H とする検定

も行ったが、各推定値は全て有意水準１％で有意であった。

τの推定値は負の値をとっているが、そうなると(8)式より、z>0 の場合より z<0 の場合

の方が、t−1期 の lnRV である lnX の値は大きいことになる。γ の推定値は有意な正の値だか

ら、(7)式より、z>0 の場合より z<0 の場合の方が、lnh の値は大きい。z=R/ h で

あるから、R>0 の場合より R<0 の場合の方が、lnh の値は大きいことになるが、これは「当

日の収益率と翌日のボラティリティとの間に負の相関がある」という、よく見られる現象と整合

的である。

ボラティリティの変動に関して、いったんボラティリティが大きくなると大きい期間がしばら

く続き、いったんボラティリティが小さくなると小さい期間がしばらく続くという、ボラティリ

ティ・クラスタリングという現象がしばしばみられる。(7)式と(8)式をまとめると、

lnh=ω+βlnh+γ {μ+ϕlnh+τz+τ(z
−1)+u}

=ω+(β+γϕ)lnh+γμ+γτz+γτ(z
−1)+γu

(39)

となるが、この式の最右辺第２項より、β+γϕ の値が１に近いほど、ボラティリティ・クラスタ
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リングは起きやすいことになる。DAX のデータからの β+γϕ の推定値は、RV を用いた場合が

0.954、RK を用いた場合が0.953であり、いずれも１に非常に近く、DAX ではボラティリティ・

クラスタリングが起きやすいといえる。

５ プログラムの応用例
5.1 Watanabe（2012）について

小稿１節でも述べたように、Realized GARCH モデルは、応用研究にも用いられるようになっ

てきている。そして、応用研究においては、モデルの繰り返し推定を行いたい場合が、しばしば

ある。

Watanabe（2012）では、「バリュー・アット・リスク（以下「VaR」と略す）」というリスク指

標の性質を調べるために、Realized GARCH モデルの推定を、データを入れ換えつつ繰り返し行っ

て、VaR の推定値を繰り返し求めている。陸（2015）と陸（2016）も、Watanabe（2012）とは異

なるデータを用いて、同様の研究を行っている。

ここで Watanabe（2012）の研究を、やや詳しく説明しよう。

Watanabe（2012）によれば、ある確率 α に対応する t 時点での収益率 R の VaR である

VaR(α) は、t−1 時点までに与えられている情報を I とおくと、次の式を満たすとされる。

Pr(R<VaR(α)I)=α (40)

ただし、Pr( ) は確率を表すものとする。t 時点の情報はまだ与えられていないから、R は確率

変数であり、したがってこの式は、I が与えられているという条件のもとでの R の分布の左側

α ×100％点が VaR(α) となっていることを意味している。

Watanabe（2012）は、まず R と X の1500個の時系列観測値をもちいて Realized GARCH（1,1）

モデルを推定し、パラメータ ω，β，γ の推定値を求めた。そしてそれら推定値をパラメータの真

の値と見なし、X の観測値ももちいて小稿２節の(7)式から h を求めた。

さて、小稿２節冒頭に記したように z~i.i.d .(0, 1) であるが、z(α) を確率変数 z の分布の左側

α ×100％点とすると、

Pr(z<z(α))=α (41)

となる。よって t=1501 なら

Pr(z<z(α))=α (42)

となる。I が与えられていると、小稿２節で説明したように、h はパラメータと見なせる。よっ

て、以下の式が成り立つ。

Pr( h z< h z(α)I)=α (43)

小稿２節の(1)式 R= h z より、この式は

Pr(R< h z(α)I)=α (44)

とも書けるが、(40)式と上式とを見比べることにより、VaR(α)= h z(α) となっていることがわ

Realized GARCH モデルとその推定について
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かるので、t=1501 なら VaR(α)= h z(α) となる。上述のように h の値は求まってい

るし、z(α) は確率分布のパーセント点であるので、t がどんな値であっても、分布により z(α) の

値は定まる。よって VaR(α) の値も求まる。

Watanabe（2012）は、このような操作を繰り返すことにより、多数の VaR(α)，(t≥1501) を生

成し、VaR の性質を調べることに利用しているのである。

5.2 繰り返し推定のためのプログラム

ここでは、Watanabe（2012）の研究で必要になるような、Realized GARCH モデルの繰り返し

推定を行うための EViews プログラムを紹介する。プログラムは以下のとおりである。

１ workfile realG2 u 205

２ smpl 1 205

３ read(a4) C:\Evfile\realGsample.xls date RV RK R

４ series x = log(RV)

５

６ series z0 = @rnorm

７ series sig0 = R/z0

８ series lnsig20 = log(sig0̂2)

９

10 equation eq1.ls lnsig20 c lnsig20(-1) x

11

12 equation eq2.ls x c lnsig20 z0 (z0̂2-1)

13

14 coef(1) omega = eq1.@coefs(1)

15 coef(1) beta = eq1.@coefs(2)

16 coef(1) gamma = eq1.@coefs(3)

17 coef(1) mu = eq2.@coefs(1)

18 coef(1) phi = eq2.@coefs(2)

19 coef(2) tau

20 tau(1) = eq2.@coefs(3)

21 tau(2) = eq2.@coefs(4)

22 coef(1) sigu = @sqrt(eq2.@sê2)

23

24 scalar R2 = @inner(R,R)
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25

26 smpl 1 1

27 series sig2 = R2/205

28

29 vector(5) Sigma

30 vector(5) VaR

31

32 for !i = 1 to 5

33

34 logl ll1

35 ll1.append @logl logl01

36 ll1.append log(sig2) = omega(1) + beta(1) * log(sig2(-1)) + gamma(1) * x(-1)

37 ll1.append z = R/@sqrt(sig2)

38 ll1.append u = x - mu(1) - phi(1) * log(sig2) - tau(1) * z - tau(2)*(ẑ2-1)

39 ll1.append Logl01 = -0.5 * (Log(sig2) + R̂2/sig2 + log(sigu(1)̂2) + û2/sigu(1)̂2)

40

41 !j = 1 + !i

42 !k = 200 + !i

43

44 smpl !j !k

45 ll1.ml(showopts,m=1000,c=1e-5)

46 show ll1

47

48 smpl !k !k

49

50 Sigma(!i) = @sqrt(sig2(!k))

51

52 VaR( !i ) = Sigma(!i)*(-1.644853627)

53

54 next

55

56 show Sigma

57 show VaR

58

Realized GARCH モデルとその推定について
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59 output(r) C:\Evfile\realG2

60 print Sigma

61 print VaR

62 output off

63

64 wfsave realG2

上記のプログラムは、小稿３節で紹介したものを一部書き換え、かつ必要なコマンド行を新た

に付け加えたものである。以下、このプログラムについて解説する。プログラム名は「realG2」

である。なお、上記プログラムにおいても３節と同様、z の分布は標準正規分布と仮定されてい

る。

プログラム１行目と２行目は、３節で「201」としていたところが「205」になっている。これ

は205個の観測値を読み込むためである。本節のプログラムは、205個の観測値を読み込み、

Realized GARCH モデルの推定を５回繰り返すというものである。Watanabe（2012）では最初に

Realized GARCH（1,1）モデルを推定するために1500個の観測値を用いているが、上記のプログ

ラムでは201個を用いるように設定されている。ただし、プログラム中の数値を適当に変更すれ

ば、この設定は容易に変えられる。

これ以降28行目までは、本節のプログラムは３節のものと変わらない。ただし、「series」コマ

ンドで生成されるベクトルの次数は、201ではなく205となる。

29行目は、求めた  h ,  h , …,  h を格納する５次のベクトルを生成する。

「vector」コマンドの直後にある「(5)」は、生成されるベクトルの次数を示す。同様に30行目は、

VaR(α), VaR(α), …, VaR(α) を格納する５次のベクトルを生成する。VaR の予測値を６個

以上得たいのであれば、プログラムにおけるこの「５」をその数値に変えればよい。

32行目から54行目までは、Realized GARCH モデルの推定を５回繰り返している。32行目はそ

の開始のためのコマンドである。上述のように、VaR の予測値を６個以上得たいのであれば、プ

ログラムにおけるこの部分の繰り返し回数を、得たい予測値の個数にすればよい。

34行目から39行目までは対数尤度関数の形成を行っているが、ここは３節のプログラムと変わ

りはない。

41行目と42行目は、そのあとの44行目とともに、推定に用いる観測値の期間の設定を行う。観

測値の期間は、このプログラムの設定だと、２期から201期までの200期間から始まり、６期から

205期までの200期間までである。その各期間について、最尤推定を行えという旨のコマンドは、

45行目にある。このコマンドは、３節のプログラムのものと同じである。

48行目から52行目までで、201期から205期までの  h と VaR(α) を求め、保存する。52行目の

右辺にある「－1.644853627」は標準正規分布の左側５％点であり、5.1で説明したように、これ
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を  h にかけることにより、VaR(0.05) が求まる。

６．おわりに
小稿では、HHS によって提案された Realized GARCH モデルについて、オリジナル論文で説明

されていない事項も含めて解説し、統計ソフトウェアを用いた具体的な推定方法についても紹介

した。Realized GARCH モデルを用いた実証分析を行うことを考えている学部生、院生、研究者

の一助になればと考えて執筆に取り掛かった次第であるが、いかがなものであったろうか。お役

にたてば、幸いである。
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日本企業の会計基準選択行動
IFRS適用動機に関する先行研究レビューと日本の状況に基づく仮説構築

閻 粛＊ 亀岡 恵理子＊＊ 奥村 雅史＊＊＊

１．はじめに
2001年4月に国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）が設立さ

れて以来、グローバルスタンダードとしての国際財務報告基準（International Financial Report-

ing Standard: IFRS）の開発が進展した。その結果、世界各国は、自国の会計制度・実務に大きな

変化をもたらす意思決定―IFRS を全面適用するのか（アドプション）、承認手続を経て IFRS を

一部削除・修正のうえ適用するのか（エンドースメント）、自国基準を IFRS に歩み寄らせるのか

（コンバージェンス）、それとも自国基準を維持し続けるのか―の必要に迫られた。2005年に欧州

連合（European Union: EU）が IFRS の強制適用を開始すると、世界各国で IFRS 適用の動きは広

がり、国際的にはすでに100カ国以上が、国内主要企業の連結財務諸表について IFRS を強制適用

することを求めている（IFRS Foundation 2016）。

国家レベルでの会計基準選択の意思決定は当然、その国に所在する企業にも影響を与える。国

家が IFRS を強制適用することを決定した場合には、企業は当該決定に従い IFRS を導入しなけ

ればならない。しかし、IFRS が任意適用、かつ、会計基準の選択にいくつかのオプションが認め

られている場合には、いずれの会計基準を選択するのかに関して様々な企業行動が観察されるは

ずである。すでに多くの国家が IFRS を強制適用したのに対して、いまだ IFRS を任意適用にと

どめている日本では近年、会計基準の選択にかかる企業行動にダイナミックな変化が起きている。

2017年2月末時点、日本国内には適用可能な会計基準に４つのオプションがある。すなわち、(1)

わが国において一般に認められた会計原則（Japanese Generally Accepted Accounting Principles:

以下、J-GAAP）、(2)アメリカにおいて一般に認められた会計原則（以下、US-GAAP）、(3)IFRS、

そして(4)修正国際基準（Japan's Modified International Standards: 以下、JMIS）である。これら

複数のオプションが認められている日本では近年、IFRS を選択する企業が急激に増加している。

2010年3月期より IFRS の任意適用が認められると、初期には数社程度であった IFRS 適用企業

の数は次第に増加し始め、とりわけここ数年の動きは顕著である。2014年6月末には、上場企業約

3500社のうち IFRS を採用する企業は27社であったが、2016年6月末には85社となり、IFRS の適
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用を決定または予定していることを公表している企業を含めるとその数は140社以上にのぼる。

これは時価総額でみれば、東京証券取引所（以下、東証）に上場する企業の約29％を占める企業

が IFRS を適用済、適用決定、または適用予定としていることになる（東京証券取引所 2016）。

IFRS 適用へと移行した企業のなかには、J-GAAP を採用していた企業だけでなく、US-GAAP

を採用していた企業（たとえば、日立製作所やパナソニック）も含まれている。なぜ近年、IFRS

を適用する日本企業が急増しているのだろうか。こうした日本企業の会計基準選択行動の変化を

解明することはそれ自体、興味深い実証研究の課題である。

日本企業の会計基準選択行動の変化、とりわけ IFRS 適用の動機を検証することはまた、将来、

IFRS 適用による経済的帰結を評価するためにも重要である。IFRS の普及には、日本企業の財務

報告の質を向上させるだけでなく、海外からの投資資金の呼び込みや国内市場の活況化といった

幅広い経済的ベネフィットをもたらすとの期待が市場関係者からある。しかしながら、主にヨー

ロッパを中心とする海外データを利用した近年の会計研究では、こうした経済的ベネフィットが

実現するかどうかは、IFRS を適用する企業の動機や周辺の制度環境の変化と一体で評価しなく

てはならないことが徐々に明らかにされている（Daske et al. 2008; Christensen et al. 2013）。

本論文では、会計基準選択行動に関する会計の先行研究をレビューし、会計基準選択にかかる

日本の状況を考察する。そして、レビューおよび考察を踏まえて、いくつかの仮説を提示する。

先行研究だけでなく、アンケート調査を含むわが国の実態を包括的に考慮したうえで検証可能な

仮説を提示したことは、本論文の学術的貢献である。仮説検証にまで至っていない点で課題は残

るものの、本論文は、IFRS を適用する日本企業の動機を解明する今後の実証研究に向けての下

準備となるものである。IFRS 適用動機に関する研究は将来、企業や資本市場、さらには国家単

位での IFRS 適用がもたらす経済的帰結を分析・解釈するために不可欠であり、本論文には長期

的にみて実務・政策的貢献もあると考える。

２．先行研究レビュー
会計基準選択に関する実証研究は主に２つの範疇に分類できる。第１は、ある会計基準の選択

がどのような動機によるものなのかを解明する研究であり、第２は、ある会計基準の選択がどの

ような帰結をもたらすのかを検証する研究である。これらの範疇に属する研究はさらに、どの単

位での動機または帰結に着目するのかで、ミクロレベルとマクロレベルのものに細分化できると

考えられる（図表１）。
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図表１ 会計基準選択に関する実証研究の類型

Li (2010); Barth et al. (2008); Armstrong et al. 
(2010); Horton and Serafeim (2010); De 
George et al. (2013); Wieczynska (2016)他
Daske et al. (2008); DeFond et al. (2011); Yip 
and Young (2012); Márquez-Ramos (2008); 
Beneish et al. (2012)他

動機の研究 帰結の研究

ミクロ 2.1. でレビュー

マクロ 2.2. でレビュー

出所：筆者作成。

帰結の研究には、ミクロレベルでは企業単位で、IFRS の適用が企業の資本コスト、会計利益の

質、企業価値に与える影響を検証したもの（たとえば、Li 2010; Barth et al. 2008; Armstrong et al.

2010; Horton and Serafeim 2010）、監査関連では IFRS の適用が監査報酬や監査人の交代に与える

影響を検証したものがある（たとえば、De George et al. 2013;Wieczynska 2016）。またマクロレ

ベルでは市場単位で、IFRS の適用が資本市場の流動性や比較可能性に与える影響を検証したも

の（たとえば、Daske et al. 2008; DeFond et al. 2011; Yip and Young 2012）、または国家単位で、

IFRS の適用が貿易および対外直接投資（Foreign Direct Investment: FDI）や対外株式／債務投

資に与える影響を検証したものがある（たとえば、Márquez-Ramos 2008; Beneish et al. 2012）。

しかしながら、主にヨーロッパを中心とする海外データを利用した近年の会計研究では、こう

した経済的帰結は企業や国家が IFRS を適用したからといって直ちに発現するわけではなく、

IFRS を適用する企業の動機や周辺の制度環境の変化と一体で発現する可能性が高いことが徐々

に明らかにされている（Daske et al. 2008; Christensen et al. 2013）。したがって、帰結に関する研

究結果をより緻密に分析・解釈するためには、まず動機の研究が必要になる。以下では、動機の

研究に焦点をあて、ミクロレベルでは企業、マクロレベルでは国家を単位として、企業および国

家の会計基準選択動機に関する先行研究をレビューする。

2.1. 企業の会計基準選択動機に関する先行研究

企業の会計基準選択動機に関する先行研究には、単一国の企業をサンプルとする研究と複数国

の企業をサンプルとする研究がある。前者は、ある国家の特徴や制度を前提として、会計基準を

選択する企業に特有の要因を明らかにしており、後者は、国家ごとの特徴や制度の違いをコント

ロールしたうえで、会計基準を選択する企業に特有の要因を明らかにしている。以下では、単一

国の企業と複数国の企業をサンプルとする研究のそれぞれに分けて、会計基準、とりわけ IFRS

（IASB 設立前の IAS を含む）を任意適用する企業の要因に関する先行研究の結果を概観する。

2.1.1. 単一国の企業をサンプルとする先行研究

IFRS を任意適用する企業の要因を分析する初期の研究には、スイスおよびドイツに所在する

企業をサンプルとする研究が多くみられる。これは、両国では比較的早い段階で IFRS の任意適

日本企業の会計基準選択行動
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用が認められていたことから（スイスでは1990年代、ドイツでは1997年より）、研究に必要なデー

タの入手が容易であったためと考えられる。

スイス企業を分析対象とした研究には、Dumontier and Raffournier (1998）がある。Dumon-

tier and Raffournier (1998）は、1994年時点の133社のスイス上場企業をサンプルとして、①規模

（資産、売上）、②国際化（海外売上、外国証券取引所への上場の有無）、③監査人の規模、④所有

構造（株式保有の分散の程度）、⑤レバレッジ、⑥収益性（ROE、ROA、リターン）、⑦資本集約

度の要因を検証している。分析の結果、①規模、②国際化、④所有構造、①資本集約度が、企業

による IFRS 適用と有意に相関していることを発見した。これは、スイスでは、より規模が大き

く、固定資産比率が低く、海外での経営を重視し、多数の株主により株式保有されている上場企

業が IFRS を任意適用することを表している。

次にドイツ企業を分析対象とした研究として、Gassen and Sellhorn (2006）は、1998年から2004

年までのドイツ上場企業をサンプルとして、IFRS を適用する企業の要因分析を行うとともに、

IFRS 適用がもたらす影響に関する帰結分析を行っている。要因分析の結果のみ取り上げると、

①規模（時価総額）、②海外売上率、③ニューヨーク証券取引所（New York Stock Exchange:

NYSE）への上場の有無、④株式保有の分散の程度、⑤企業年齢が、企業による IFRS 適用の要因

となりうることが明らかとなった。すなわち、ドイツでは、規模が大きく、海外で営業活動や資

金調達活動を行っており、多数の株主が株式を保有している新興企業が IFRS を適用する可能性

が高い。

Güenther et al. (2009)もまた、ドイツ企業を分析対象とした研究である。Güenther et al.

(2009)は、1998年から2008年までのドイツ上場企業543社をサンプルとして、IFRS を任意適用す

る企業の要因のうち、とりわけ所有構造に着目している。所有構造を、①「大株主所有比率」を

入れ替、②外国人持株比率、③銀行持株比率、④大株主である経営陣による持株比率の変数で捕

捉して分析した結果、①「大株主所有比率」を入れ替、②外国人持株比率、③銀行持株比率が企

業による IFRS 適用と有意に負の相関があることを発見した。この結果について、Güenther et al.

(2009)は、大株主および銀行は開示情報だけでなく、企業との個別のコミュニケーションを通じ

ても財務情報を入手することができるため、企業が IFRS を適用することにコストを上回るベネ

フィットがない可能性があると解釈している。また、外国人持株比率が高いほど企業が IFRS を

適用する可能性が低くなった理由については、ドイツでは外国人投資家が株式を大量に保有して

いるため、大株主や銀行と同様に、外国人投資家は企業との個別のコミュニケーションを通じて

効率的に財務情報を入手する可能性があると解釈している。

Christensen et al. (2015)は、ドイツ GAAP に準拠した会計利益の質よりも IFRS に準拠した会

計利益の質が高いことを検証したうえで、2007年時点のドイツ上場企業433社をサンプルに、企業

は会計利益の質を改善する IFRS をなぜ適用し
・

な
・

い
・

のか、その要因を検証している。Christen-

sen et al. (2015)に特徴的なのは、他の先行研究でも取り上げられている要因を含むコントロール
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変数（規模［時価総額］、海外セグメントの数、海外売上、外国証券取引所への上場の有無、監査

人の規模、成長性、企業年齢、収益性［ROA］、銀行ダミー、業種ダミー）の他、企業がインサイ

ダー(1)を重視するか（インサイダー志向）という要因を取り上げている点である。インサイダー

志向の要因を、①株式保有の分散の程度（安定株主所有比率）、②銀行持株比率、③レバレッジ、

④アナリストの数、⑤株式公募の有無の変数で捕捉し分析した結果、②銀行持株比率が高く、③

レバレッジが大きく、④アナリストの数が少ない企業は、IFRS を適用する可能性が低いことを

発見した。この結果は、企業内部の情報を比較的容易に入手できるインサイダーを重視する企業

は、資本市場に情報を開示することにそれほど関心が高くないため、IFRS を適用する可能性が

低くなることを示唆している。

ドイツ企業を分析対象とした研究では、上場企業だけでなく、非上場企業も取り上げられてい

る。Bassemir (2012）は、1998年から2009年までのドイツ非上場企業3365社をサンプルとして、

①規模（総資産、売上、従業員数、子会社数）、②国際化（海外売上、海外子会社、海外従業員数）、

③ハイテク業種であるか否か、④成長性（売上増加率、資産増加率、従業員増加率）、⑤レバレッ

ジ、⑥資金調達の有無（債券および株式）、⑦企業年齢、⑧ IFRS に準拠し格付けする融資銀行の

割合、⑨法人形態、⑩プライベートエクイティの関与の有無、⑪監査人の規模、⑫資本集約度、

⑬収益性（ROA、ROE、ROS [Return on Sales]）の要因について検証した。分析の結果、⑬収益

性以外の要因が企業による IFRS 適用と有意に相関していることを発見した。これは、ドイツで

は非上場企業のなかでも、規模が大きく、海外展開や外部からの資金調達を行っている、成長性

の高い有限責任形態の企業で、かつ、大手監査人の監査を受けている企業が IFRS を適用する可

能性が高いことを示している。

ここまではスイス企業およびドイツ企業をサンプルとする先行研究であるが、比較的最近では、

それ以外の国家に所在する企業をサンプルとする研究も現れている。まず、イギリスの非上場企

業に注目した André et al. (2012）は、2009年の大中規模非上場企業8417社をサンプルとして、企

業による IFRS 適用の要因を分析している。その結果、①国際化（海外子会社の数）、②レバレッ

ジ、③規模（営業収益、総資産、従業員数）、④監査人の規模、⑤企業年齢（新規設立企業か否か）

が、企業による IFRS 適用と有意に相関している一方、⑥収益性（当期純利益率、EBITDA マー

ジン、ROA）、⑦資本集約度、⑧成長性（資産増加率、営業収益増加率）、⑨法人形態、⑩従業員

生産性は、企業による IFRS 適用と有意な相関関係がないことを発見した。

さらに、日本企業を分析対象とした研究も２つある。井上・石川 (2014）は、小サンプルのパイ

ロット・テストではあるものの、初めて、日本の上場企業をサンプルとして企業の IFRS 適用の

動機および帰結を検証した研究である。動機に関しては、2014年までに IFRS を任意適用した日

本の上場企業25社について、①外国人持株比率、②海外売上比率、③のれん、④研究開発費の要

因を検証している。このうち③のれんと④研究開発費は、J-GAAP と IFRS との間で会計基準に

主だった差異のある項目である。より具体的には、IFRS の適用により企業にとって、のれんの

日本企業の会計基準選択行動

― 85 ―



081_閻・亀岡・奥村氏.mcd  Page 6 18/06/06 09:39  v5.51

規則償却が不要になり、研究開発費の一部を無形資産に計上できる。このため、日本企業がのれ

んや研究開発費を通じて、短期的に利益のかさ上げを期待して IFRS を適用する可能性が仮説と

して考えられる。

分析の結果、①外国人持株比率は１％有意水準で、④研究開発費は弱い水準ではあるものの、

ともに企業による IFRS 適用と正の有意な相関をもつ一方、②海外売上比率と③のれんは企業に

よる IFRS 適用と有意な相関関係がないことが明らかになった。ただし、井上・石川 (2014）は、

当該結果については慎重な解釈が必要であると断っている。なぜならば、当該分析は日本におい

て IFRS の任意適用が認められた初期の段階での、わずか25社をサンプルとして行われたパイ

ロット・テストであり、また分析にあたってマッチングしたコントロール企業のなかには、将来

の IFRS 適用予備軍が含まれている可能性もあるからである。

日本の上場企業をサンプルとしたもう１つの研究は、Sato and Takeda (2016）である。Sato

and Takeda (2016）は、2010年から2016年までの日本の上場企業137社をサンプルとして、主にコー

ポレートガバナンス要因に着目した分析を行っている。そこではコーポレートガバナンス要因

を、①外国人持株比率、②監査人の規模、③レバレッジ、④指名委員会等設置の有無、⑤ JPX 日

経インデックス400への収録の有無の変数で捕捉しており、企業を主に債権者を重視する「日本型

コーポレートガバナンス」なのか、主に株主を重視する「アメリカ型コーポレートガバナンス」

なのかで特徴づけている。

これらコーポレートガバナンス要因の他にも、⑥外国証券取引所への上場の有無、⑦

US-GAAP から IFRS への変更の有無、⑧日立または本田グループへの所属の有無、⑨企業年齢、

⑩規模（総資産）、⑪収益性（当期純損失の有無）を変数に入れ分析した結果、①外国人持株比率、

②監査人の規模、④指名委員会等設置の有無、⑤ JPX 日経インデックス400への収録の有無、⑩

規模が企業による IFRS 適用と有意に正の相関をもち、③レバレッジおよび⑨企業年齢が有意に

負の相関をもつことが明らかとなった。これについて、Sato and Takeda (2016）は、先行研究と

同様に日本でも、企業年齢が若く、規模が大きい企業が IFRS を適用する可能性が高いと結論づ

けるとともに、アメリカ型コーポレートガバナンスの日本企業が IFRS を適用する可能性が高い

と結論づけている。

2.1.2. 複数国の企業をサンプルとする先行研究

上述の研究が単一国の企業をサンプルとするものであったのに対して、サンプルを複数国にま

たがる企業とする研究もある。そこでは、GDP、国家としてのコーポレートガバナンスへの取組

み、EU 加盟国か否かといった、国家ごとの特徴や制度の違いをコントロールしたうえで、国家の

相違を超えた普遍的な要因として企業が会計基準を選択する要因を明らかにしている。

まず El-Gazzar et al. (1999）は、1995年から1997年までの34カ国の上場企業をサンプルとして、

企業が IFRS を任意適用する要因を、とりわけ国際化の程度と、当時 IFRS の強制適用を検討中
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であった EU 加盟国企業であるか否かに着目して分析している。分析の結果、①規模（総資産）、

②海外売上率、③収益性（ROE）、④上場する外国証券取引所の数、⑤レバレッジ、⑥ EU 加盟国

の企業であるか否かが、企業による IFRS 適用と有意に相関していることを発見した。なかでも

②海外売上率、④上場する外国証券取引所の数、⑥ EU 加盟国の企業であるか否かは、５％より

低い水準で有意との結果が得られたことから、海外での営業活動が活発であり、複数の外国証券

取引所に上場し、かつ EU 加盟国に所在する企業において、IFRS を適用する可能性が高いことが

明らかとなった。

次に Ashbaugh (2001）は、外国企業に対しては IFRS、US-GAAP、英国 GAAP、自国基準の

いずれかの適用が認められているロンドン証券取引所に着目し、US-GAAP および IFRS を国際

的な会計基準と位置づけたうえで、外国企業が US-GAAP または IFRS を適用する要因を検証し

ている。1994年時点のロンドン証券取引所上場の外国企業（米国企業を除く）211社をサンプルに

分析した結果、①自国基準と US-GAAP または IFRS との間の開示要件の差異、②上場する外国

証券取引所の数、③株式公募の有無、④規模（自国証券取引所での時価総額）、⑤米国におけるク

ロスボーダー上場の有無という変数が企業による IFRS 適用と有意に相関することを発見した。

これは、株式市場で活発に資金調達する企業や規模の大きな企業、自国基準に準拠した財務情報

と比べてより国際標準の（standardized）財務情報を提供したい企業が、US-GAAP または IFRS

を適用する可能性が高いことを表している。

Ashbaugh (2001）はさらに、US-GAAP と IFRS とを区別した分析も行っている。その結果、

③株式公募を行う企業は、US-GAAP が開示や会計方針においてより厳格な要件を設けている場

合に、US-GAAP ではなく IFRS を適用する可能性が高いことを発見した。これは、企業はより

低いコストで国際標準の財務情報を提供するベネフィットを得ようとすることを示唆している。

Tarca (2004）は、1999年から2000年までのイギリス、フランス、ドイツ、日本およびオースト

ラリアの各国証券取引所に上場する企業の時価総額上位150社から一定の基準で抽出したサンプ

ルを用いて、①規模（時価総額）、②海外売上、③外国証券取引所への上場の有無、④レバレッジ

について、US-GAAP または IFRS を適用する企業の要因を分析している。その結果、①規模（時

価総額）、②海外売上、③外国証券取引所への上場の有無が、企業による US-GAAP または IFRS

の適用と有意に相関していることを発見した。さらに、①規模、③外国証券取引所への上場の有

無、④レバレッジは、イギリスとドイツにおける企業の US-GAAP または IFRS の適用と有意に

相関しているが、フランス、オーストラリアにおいては、③外国証券取引所への上場のみ有意で

あるという結果を得た。

Cuijpers and Buijink (2005）は、1999年の EU 加盟国に所在する上場企業133社を分析対象とし

て、US-GAAP または IFRS を任意適用する企業に、①規模（時価総額）、②米国証券取引所また

は欧州店頭株式市場（European Association of Securities Dealers Automated Quotations:

EASDAQ）への上場の有無、③国際化（地理的セグメント数）、④自国基準に準拠した場合の財務

日本企業の会計基準選択行動
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報告の質、⑤ IFRS の適用が明示的に認められているか否か、⑥レバレッジ、⑦株式保有の分散

の程度の要因を分析している。分析の結果、①規模、②米国証券取引所または EASDAQ への上

場の有無、③国際化、④自国基準に準拠した場合の財務報告の質、⑤ IFRS の適用が明示的に認

められているか否かが有意な相関をもつ一方、⑥レバレッジ、⑦株式保有の分散の程度は有意な

相関関係をもたないことを発見した。

Wu and Zhang (2009）もまた、EU 加盟国に所在する上場企業を分析した研究である。Wu and

Zhang (2009）は、IFRS 適用が企業内部の業績評価に与える影響に関する分析を行うにあたって、

企業による IFRS 適用に関する要因分析を行っている。1988年から2004年までの EU 加盟国に所

在する上場企業966社をサンプルとして分析した結果、①株式保有の分散の程度（安定株主所有比

率）と②従業員の生産性（従業員１人当たりの営業収益）は、US-GAAP または IFRS の適用と有

意に負の相関を有しているのに対して、③規模（時価総額）、④レバレッジ、⑤他社買収の有無、

⑥外国証券取引所への上場の有無、⑦国際化（海外売上比率）は、US-GAAP または IFRS の適用

と有意に正の相関を有していることを発見した。さらに、⑧収益性（ROA、リターン）、⑨成長性

（売上増加率）、⑩アナリストの数、⑪米国機関投資家による株式保有の有無、⑫外部からの資金

調達の有無（株式公募や債券発行）、⑬他社による被買収の有無、⑭子会社の売却の有無について

分析した結果、US-GAAP または IFRS の適用と有意な相関関係がないことを発見した。

上述のような上場企業を分析対象とする先行研究の他、非上場企業を分析対象とする先行研究

もある。たとえば、Francis et al. (2008）は、56カ国における IFRS を任意適用する中小規模の非

上場企業3722社をサンプルとして、IFRS 適用の要因を企業特有の要因（①成長性［期待投資増加

率］、②外部からの資金調達［自己資本以外の株式公募、銀行融資による調達した資金比率］、③

外国人投資家の有無、④海外売上の有無、⑤法人形態［有限会社であるか否か］）と国家特有の要

因（⑥ GDP、⑦法慣習、⑧経済発展の程度、⑨エンフォースメント、⑩司法機能、⑪汚職の程度、

⑫資金調達環境）に分けて検証している。分析の結果、企業特有の要因と国家特有の要因の双方

が、企業による IFRS 適用に影響を与えると結論づけられている。Francis et al. (2008）はさらに、

経済発展の程度によりサンプルを先進国と発展途上国の２つのグループに分けた分析も行ってい

る。その結果、先進国においては、企業特有の要因が国家特有の要因に比べて、企業による IFRS

適用に強く影響するのに対して、発展途上国においては、国家特有の要因が企業特有の要因に比

べて、企業による IFRS 適用に強い影響を与えることを明らかにした。

図表２は、2.1.においてここまで取り上げてきた先行研究が扱う主な要因を、大分類として各

研究が関心対象とする要因、細分類としてそれら要因を捕捉するために使用されている変数ごと

に一覧にしたものである。図表中、●および〇が該当要因を検証した結果（有意性の有無）を示

しており、括弧内の符号は当該結果の相関が正であるか負であるかを示している。また最右列に

は、該当要因を検証する先行研究の数（うち有意な結果を得た数）の総計をまとめている。
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2.2. 国家の会計基準選択動機に関する先行研究

企業の会計基準選択動機を検証した先行研究が上述のとおり多数あるのに対して、国家による

会計基準選択動機を検証した先行研究は少ない。例外は、Hope et al. (2006）および Ramanna

and Sletten (2014）である。

まず Hope et al. (2006）は、IFRS を任意適用する国家が増加しつつあった2004年（ロバストネ

ステストでは2005年も含む）時点の38カ国をサンプルに、国家レベルの会計基準選択動機を解明

しようとした研究である。彼らの研究は、IFRS を適用する国家に特有の要因を検証したという

点で、企業特有の要因を検証した2.1.の先行研究と類似する。

Hope et al. (2006）は、IFRS 適用の意思決定に影響を与える国家特有の制度要因として、投資

家保護と資本市場へのアクセスのしやすさに着目している。前者を捕捉する変数として開示要件

の厳格性インデックスおよび経営陣に対する株主の対抗権（anti-director rights）インデックスを、

後者を捕捉する変数として資本市場の開放度インデックスを用いて分析した結果、開示要件の厳

格性と国家による IFRS 適用の意思決定との間には有意に負の相関があること、および資本市場

の開放度と国家による IFRS 適用の意思決定との間には有意に正の相関があることを発見した。

この結果は、投資家保護の程度が弱い国家はそうでない国家と比べて IFRS を導入する可能性

が高く、資本市場のアクセスがよい国家はそうでない国家と比べて IFRS を導入する可能性が高

いことを意味している。これについて Hope et al. (2006）は、投資家保護の程度が弱い国家は、コ

ストのかかる国内法や自国基準の制定・改訂ではなく、IFRS を適用することにより投資家保護

を効率的に改善する効果を期待していること、開放的な資本市場を整備する国家は、IFRS を適

用することによりさらに資本市場へのアクセスを高め、外国人投資家といったさらなる投資家を

惹きつける効果を期待していることが国家による IFRS 適用の動機となると解釈している。

次に Ramanna and Sletten (2014）は、2003年から2008年までの期間に世界で IFRS への移行が

急速に広まった現象に注目し、これには Hope et al. (2006）が検証した国家特有の制度以外の要

因、すなわち、ネットワークのベネフィットへの期待（perceived network benefits: 以下、ネット

ワーク期待効果）が関係していたのではないかとの新規性ある仮説を立てている。ここでいう

ネットワーク期待効果とはより具体的に、IFRS をまだ適用していない国家が、すでに IFRS を適

用する国家のネットワークに参加することにより、取引コストの低下というベネフィットに与る

ことを期待して IFRS 適用に踏み切るような状況を表す。

ネットワーク期待効果は経済的、地理的、文化的要素から発生しうるが、Ramanna and Sletten

(2014）はこのうち経済的要素に着目し、ネットワーク期待効果を国家間の貿易高で測定している。

2003年から2008年までの複数国家の計89法域のパネルデータを用いて分析した結果、①ネット

ワーク期待効果が国家による IFRS 適用の意思決定に結びついていること、② GDP の大きい国

家に比べて GDP の小さい国家の方が、貿易上のバーゲニングパワーが弱いためネットワーク期

待効果に強く反応して IFRS 適用に移行する傾向があること、③ EU（および EEA）加盟国との
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経済的関係が特にネットワーク期待効果の源泉となっていることを発見した。

この結果は、会計基準の国際的統一化が自己増強（self-reinforcing）のプロセスで起こっている

ことを示唆している。またネットワーク期待効果の存在は、国家はいかに自国に適合する会計基

準を独自に開発していたとしても IFRS を選択する可能性があること、および将来、技術的に優

れた会計基準が現れたとしても IFRS が選択され続ける可能性があることを示唆している。最後

に、当該研究は国家の IFRS 適用動機を検証したものであるが、Ramanna and Sletten (2014）は

企業レベルでも同様に、企業が IFRS を適用する動機としてネットワーク期待効果が関係するか

―たとえば、内国企業（domestic corporations）と比べて多国籍企業の方が IFRS の任意適用にベ

ネフィットを感じるのか―を検証する将来研究の有望性に言及している。

３．日本企業による会計基準選択の実態
2017年2月末時点、日本国内には適用可能な会計基準として、(1) J-GAAP、(2) US-GAAP、

(3) IFRS、(4) JMIS の４つのオプションが併存している。うち IFRS は2010年3月期より、JMIS

は2016年3月期より適用が認められた比較的新しいオプションである。図表３は、2005年度から

直近の2016年度まで、東証上場企業（一部、二部、マザーズ、ジャスダック上場；金融、保険、

証券、信用金庫を含む）が適用する会計基準ごとに、その適用数および時価総額の推移を示した

ものである。

図表３ 東証上場企業の各会計基準適用数および時価総額ごとの推移
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

J-GAAP
(%)

3103
(98.76)

3188
(98.73)

3297
(98.89)

3327
(98.90)

3300
(98.89)

3305
(98.89)

3313
(98.90)

3321
(98.84)

3348
(98.59)

3404
(98.30)

3457
(97.38)

3519
(96.94)

US-GAAP
(%)

39
(1.24)

41
(1.27)

37
(1.11)

37
(1.10)

37
(1.11)

36
(1.08)

34
(1.01)

34
(1.01)

32
(0.94)

28
(0.81)

26
(0.73)

25
(0.69)

IFRS
(%)

1
(0.03)

3
(0.09)

5
(0.15)

16
(0.47)

31
(0.90)

67
(1.89)

86
(2.37)

JMIS
(%)

0
(0.00)

計
(%)

3142
(100)

3229
(100)

3334
(100)

3364
(100)

3337
(100)

3342
(100)

3350
(100)

3360
(100)

3396
(100)

3463
(100)

3550
(100)

3630
(100)

J-GAAP
(%)

275
(75.47)

394
(72．16)

392
(72.59)

283
(73.70)

194
(74.85)

242
(73.17)

230
(74.14)

232
(74.10)

295
(74.66)

335
(69.65)

405
(66.91)

379
(67.81)

US-GAAP
(%)

89.4
(24.53)

152
(27.84)

148
(27.41)

101
(26.30)

65.2
(25.15)

88.7
(26.82)

77.9
(25.11)

74
(23.63)

84.8
(21.46)

90.4
(18.79)

106
(17.51)

87
(15.57)

IFRS
(%)

0.0405
(0.01)

2.34
(0.75)

7.11
(2.27)

15.3
(3.87)

55.6
(11.56)

94.3
(15.58)

92.9
(16.62)

JMIS
(%)

0
(0.00)

計
(%)

364.4
(100)

546
(100)

540
(100)

384
(100)

259.2
(100)

330.741
(100)

310.24
(100)

313.11
(100)

395.1
(100)

481
(100)

605.3
(100)

558.9
(100)

時
価
総
額

(

兆
円

)

上
場
企
業
数

(

社

)

-- - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - -

- - -- -

- - -- -

出所：J-GAAP、US-GAAP、JMIS 適用企業については日経 NEEDS Financial QUEST より、IFRS 適用企業につ
いては東証ウェブサイト（http://www.jpx.co.jp/listing/others/ifrs/index.html［アクセス日：2017年３月10
日］）より識別して作成した。

付記：図表中－は、当該基準の適用が認められていないことを表す。また、時価総額は各企業の決算期末の月末株
価より算出のうえ合算した。なお、2005年１月から2016年12月の間に上場廃止した企業については、上場廃
止直前決算期末までの時価情報を算入している。
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図表３に示されるとおり、日本企業の大半は J-GAAP 採用企業である。US-GAAP を採用す

る企業も一定数あるが、その多くは米国預託証券（American Depositary Receipt: ADR）を

NYSE に上場、または米国ナスダック市場（National Association of Securities Dealers Auto-

mated Quotations: NASDAQ）に登録している企業である。米国市場に上場／登録していない場

合でも、日本では、米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission: SEC）に米国

式の連結財務諸表を登録している日本企業については、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成

基準として US-GAAP の使用が認められている（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則［連結財務諸表規則］第95-98条）。

2016年3月期より適用が認められた JMIS については、2017年2月末時点、適用企業は皆無であ

る。JMIS は、「我が国における会計基準に係る基本的な考え方と合わない場合及び実務上の困難

さがある場合において、一部の会計基準等を『削除又は修正』して採択された」（企業会計基準委

員会 2015）エンドースメントされた IFRS である(2)。今後 JMIS を適用する企業が出現するかは

現時点で定かではないが、基準の移行にはコストがかかるだけでなく、上述の Ramanna and

Sletten (2014）が検証したネットワーク期待効果が日本企業の会計基準選択動機にも関係してい

るとすれば、JMIS がいかに日本企業に適合する会計基準であったとしても、ネットワーク期待

効果の欠如から適用する日本企業が現れないことも予見される。

他方、IFRS については、2010年3月期より適用が認められると、その適用企業数は１社、数社、

数十社と次第に増加し、2016年度には計86社、時価総額でみれば約17％を占める企業が IFRS を

採用する状況となっている。IFRS 適用へと移行した企業の大半は J-GAAP 採用企業であるが、

なかには US-GAAP からの移行もある（たとえば、日立製作所やパナソニック）。さらにこの他

にも、約200社超が IFRS の適用を検討中であるという（東京証券取引所 2016）。このような日本

企業の会計基準選択が変化している背景には、先行研究が扱っている企業／国家特有の要因や

ネットワーク期待効果だけでなく、会計基準選択にかかる国際動向、わが国の制度や政府方針も

影響していると考えられる。

3.1. わが国における適用可能な会計基準にかかる制度、政府方針、証券取引所の取組み(3)

今日、IFRS は、世界約120カ国が採用する一大勢力の会計基準である。IFRS がこれほどまで

に国際的に普及したのは、EU が域内上場企業に対して2005年からの IFRS 強制適用を義務づけ

たことに端を発している。EU は、域内上場企業だけでなく、EU 域外の証券発行者についても

IFRS またはそれと同等の本国基準に従って財務諸表を作成することを義務づけた。欧州委員会

（European Commission: EC）は、2004年6月に欧州証券規制当局委員会（Committee of European

Securities Regulators: CESR）に対して、US-GAAP、J-GAAP およびカナダ GAAP の同等性評

価について、技術的助言を行うよう指示を発出した。J-GAAP はその後2008年12月に、

US-GAAP と並んで IFRS との同等性を認められたが（EC 2008）、一連の EU の動きは IFRS に
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対する主要国の対応に大きな影響を与えた。それらのなかには、日本国内の会計制度に直接影響

するものではないものの、日本企業の会計基準選択行動に影響を与えたと考えられるものがある。

米国では SEC が2007年8月7日、IFRS に基づく財務諸表を作成するオプションを国内の SEC

登録企業に与えるかどうかを検討するコンセプトリリースを公表した（SEC 2007a）。さらに同年

12月21日には、外国 SEC 登録企業（Foreign Private Issuers: FPIs）が US-GAAP との調整を行う

ことなく IFRS を用いて作成した財務諸表を提出することを容認するファイナルルールを公表し

た（SEC 2007b）。2008年11月14日、SEC はロードマップ案を公表し、一定の要件を満たす米国内

の SEC 登録企業に対して2009年から任意適用を認めること、および企業の規模に応じて2014年

から段階的に IFRS を強制適用することを提案し、その最終判断を2011年中に行うことを明示し

た（SEC 2008）(4)。

米国のロードマップ案公表を受けて、日本でもまた2009年6月16日、企業会計審議会が「我が国

における国際会計基準の取扱いについて（中間報告）」（日本版 IFRS ロードマップ）を公表した。

そこでは、①一定の要件を満たす企業に対しては2010年3月期の年度から IFRS の任意適用を認

めること、②強制適用の判断の時期については2012年を目途とすること(5)、③強制適用にあたっ

ては強制適用の判断時期から少なくとも３年の準備期間が必要と考えられることが示された（企

業会計審議会 2009）。2009年12月11日公布の改正連結財務諸表規則は、IFRS の任意適用にかか

る規定が連結財務諸表本則に設けられたことに併せて、従来から一定の条件で認められていた金

融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準としての US-GAAP の使用期限を2016年3月31日まで

とすることを規定した（内閣府令第73号）。

しかし2011年6月21日、当時の民主党政権の金融担当大臣が会見で、①少なくとも2015年3月期

からの強制適用は考えていないこと、②仮に強制適用する場合であってもその決定から５-７年

程度の十分な準備期間を設けること、③2016年3月期で使用終了とされていた US-GAAP の使用

期限を撤廃し、US-GAAP も引き続き使用可能とすることを表明した（金融庁 2011）。金融担当

大臣の発言により日本での IFRS 熱は冷え込んだものの、2013年6月19日、企業会計審議会は「国

際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」（当面の方針）を公表し、① IFRS 任

意適用要件の緩和、② IFRS 適用方法としてエンドースメントの仕組みも設けること（後の

JMIS）、③単体開示の簡素化に言及した（企業会計審議会 2013）。とりわけ① IFRS 任意適用要件

の緩和では、2010年3月期からの IFRS 適用に際しては満たすことが要求されていた「上場企業」、

「国際的な財務・事業活動」の要件が撤廃されたことにより、実質的に全ての上場・非上場企業が

連結財務諸表の作成で IFRS の適用を認められることとなり、任意適用可能な企業数は大幅に増

大した。

2012年12月に誕生した自民党安倍晋三内閣は、「金融政策」、「財政出動」、「成長戦略」の３本の

矢から成る経済政策（通称、アベノミクス）を打ち出した。うち１つの第３の矢「成長戦略」で

は、2014年6月24日に新成長戦略「『日本再興戦略』改訂2014―未来への挑戦」が閣議決定のうえ

日本企業の会計基準選択行動
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公表された。そこでは、金融・資本市場の活性化のための具体的施策として、「IFRS の任意適用

企業の拡大促進」が掲げられている（日本政府 2014）。IFRS 任意適用推進の政府方針は、2015年

6月30日公表の「『日本再興戦略』改訂2015―未来への投資・生産性革命―」でも、2016年6月2日

公表の「日本再興戦略2016―第４次産業革命に向けて―」でも引き継がれている（日本政府 2015;

日本政府 2016）。

この他、東証も市場開設者として IFRS の導入推進に向けた取組みを各種行っている(6)。上場

企業に対して会計基準の選択に関する基本的な考え方について投資家に説明するよう東証から促

すことを提言した「『日本再興戦略』改訂2014―未来への挑戦」を踏まえて、東証は上場企業に対

して2015年3月末の決算短信から、IFRS 適用の検討状況や適用予定時期について記載することを

要請している。さらに東証は2014年1月6日より、資本の効率的活用や投資家を意識した経営観点

など、国際的な投資基準に求められる諸要件を満たした「投資家にとって投資魅力の高い会社」

で構成する新指数「JPX 日経インデックス400」を公表している。同指数の選定にあたっては、

IFRS の採用または採用決定が定性的な加点要素に挙げられている。

3.2. 日本企業の IFRS適用に向けた取組み

IFRS 適用へと移行する日本企業は、図表３で示した2016年以降も続々と現れている。東証は

そうした上場企業の情報をフォローしており、同社ウェブサイトにおいて、IFRS をすでに適用

している企業および IFRS を適用する旨のプレスリリースを行った企業を「IFRS 適用済・適用決

定企業の一覧」として定期的に更新・公開している。2017年2月末更新の当該ウェブサイトによれ

ば、同時点でわが国において IFRS を適用している企業は102社（うち IFRS を適用して新規上場

した企業は７社）、IFRS を任意適用することを決定している企業は33社ある(7)。さらに東証は、

2015年3月末より年度の決算短信で記載が求められる「会計基準の選択に関する基本的な考え方」

の開示内容を分析し、その結果を公表している。直近の分析によれば、上述の IFRS 適用済・適

用決定企業以外にも200社超の企業が IFRS の適用を検討中であるという（東京証券取引所

2016）。

このように、日本企業の IFRS 適用に向けた取組みは徐々に、かつ、着実に広がりつつある。

IFRS を適用決定するまでの取組みには、事前調査・勉強段階、対応計画段階、分析評価段階、対

応実行段階といくつかのフェーズがあるが（東京証券取引所 2009, 7）、あらた監査法人 (2014）

は、IFRS 適用の具体的な兆候と兆候が表れている企業数を調査している（図表４）。
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図表４ IFRS適用の具体的な兆候および兆候が表れている企業数

兆候項目 調査期間 企業数（社）
IFRS適用に向けた取組みを開示 2013年1月1日～12月31日 105
外部監査人との IFRSアドバイザリー契約を開示 2012年3月期 444
決算期変更を実施（予定） 2009年1月1日～2014年6月11日 24
減価償却方法を変更（定率法から定額法へ） 2011年3月期～2014年1月期 182

出所：あらた監査法人 (2014, 11）に基づき筆者作成。

兆候項目「IFRS 適用に向けた取組みを開示」とは、有価証券報告書の「経理の状況（連結財務

諸表等の適正性を確保するための取組み）」において、IFRS 適用に向けた取組みを開示していた

一部の企業に当てはまる。なお2015年3月末以降は、全ての上場企業に対して年度の決算短信で

「会計基準の選択に関する基本的な考え方」を記載することが要求されている。

次に兆候項目「決算期変更を実施（予定）」は、「連結財務諸表の作成に用いる親会社およびそ

の子会社の財務諸表は、同じ報告日としなければならない」と規定する IFRS 10: Consolidated

Financial Statements (B92）に対応するために発生する項目である。また兆候項目「減価償却方

法を変更（定率法から定額法へ）」について、IFRS では、経済的費消パターンを適切に反映して

いれば、定額法と定率法のいずれの利用も認められているものの（IAS 16: Property, Plant and

Equipment [60-62]）、実務的傾向としては、IFRS 適用時に減価償却方法を定率法から定額法に

変更する企業が多い。しかし近年は IFRS 対応と会計インフラ整備との垣根がなくなってきてお

り、企業のなかには IFRS 適用に向けた取組みとは無関係に決算期の変更と減価償却方法の変更

とを実行する場合がある（税務研究会 2013, 3）。

対して兆候項目「外部監査人との IFRS アドバイザリー契約を開示」は、IFRS 適用と直結して

いる。また調査期間にばらつきがあるため厳密な比較はできないが、企業数でみても同項目の兆

候が表れている企業数は最多である。アドバイザリー契約の締結は、監査契約を締結する外部監

査人に対する非監査業務に基づく報酬（非監査業務報酬）として計上される。IFRS アドバイザ

リー契約を開示している企業のなかには、ライバル企業の適用に備えてある程度の準備だけはし

ておこうという企業や、仮に適用された場合の影響だけは知っておきたいという企業が一定数あ

る（税務研究会 2013, 3）。しかし、外部監査人が企業の IFRS 移行に際して重要な役割を担うこ

とは逸話的にも実証的にも明らかにされており（金融庁 2015; De George et al. 2013;Wieczynska

2016）、社外への金銭的支出を伴うという点で、IFRS 適用に対する企業の観察可能かつ測定可能

な採用意思、取組み姿勢の指標と捉えることができる。図表５は、2017年2月末時点の IFRS 適用

済・適用決定企業135社の IFRS 適用に向けた取組みを各社ごとに時系列で示したものである。

図表上部には、日本企業の IFRS 適用に関連すると考えられる海外または国内のイベントを併記

している。

日本企業の会計基準選択行動
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図表５のとおり、企業が IFRS への移行を公表した月（図表中「●または♦の数」：以下、アナ

ウンスメント月）および適用年度（図表中「矢印終点の数」）はともに2015年が最多であり、全体

として2014年から2017年にかけて IFRS 移行の動きが活発となっている。しかし IFRS アドバイ

ザリーまでみると、企業は同時期より数年前から IFRS 対応を開始していることがわかる。これ

は、IFRS 適用までの準備期間が長いこと、そして企業は準備だけはしておいて、国内に IFRS 適

用の波が押し寄せれば直ちに IFRS へと切り替える傾向があることを表していると考えられ

る(8)。また、海外または国内のイベントとのつながりでは、2009年6月の日本版 IFRS ロードマッ

プの公表、2013年6月の当面の方針の公表、2014年6月の「日本再興戦略」改訂2014が、IFRS アド

バイザリーの締結や IFRS 適用の意思決定を加速させた可能性がある。

3.3. アンケート調査

日本での IFRS 導入をめぐり、官民の複数主体が過去にアンケート調査を実施している（図表

６）。

図表６ IFRS導入に関して実施されたアンケート調査

調査実施者（公表年） 実施期間 調査対象者
東京証券取引所 (2009) 2009 年 8～9 月 東証全上場企業 2332社［回答率60.7%］

大和総研 (2009) 2009 年 8 月25 日
～9 月 16 日

母集団は不明［最終回答は、財務諸表作成者 76 件、財
務諸表利用者154 件］

日本証券アナリスト協会 (2010) 2010 年 6 月下旬 協会検定会員17363 名［回答率4.0%］
東京証券取引所 (2010) 2010 年 9-10 月 東証全上場企業 2283社［回答率68.9%］

東京商工リサーチ (2011) 2011 年 5 月 31 日
～7 月 15 日

有価証券報告書提出企業 4144 社（うち上場企業 3701
社）およびそれ以外の462社の計4606社［回答率8.8%］

有限責任あずさ監査法人 (2011) 2011 年 8 月 10 日
～8 月 31 日 上場企業 3617社［回答率29.7%］

リース事業協会 (2012) 2011 年 11 月 21 日
～12 月 5 日

上場企業 3589社［回答率20.1%］
機関投資家1045社［回答率 15.9%］

金融庁 (2015) （記載なし） 2015年2月28日までにIFRSを任意適用または適用予
定している上場・非上場企業69 社［回答率94.2%］

出所：筆者作成。

アンケート調査によれば、企業および市場関係者は IFRS 導入に先立ち、様々なコストおよび

ベネフィットを知覚していることが明らかになっている。IFRS 適用に伴いコスト増加を招くと

予想される要因（懸念、障害、デメリット）には、① IFRS 導入後の決算実務負担、② IFRS に対

応するシステムやプロセスの変更、③ IFRS に対応する社内人材の不足、④会計処理の変更、経

理処理方針の策定、⑤ IFRS に対する理解不足や理解の難しさ、⑥監査対応といった項目が挙げ

られている（東京証券取引所 2009, 12；東京商工リサーチ 2011；リース事業協会 2012, 93-95）。

こうしたコストを知覚しながらも、企業が IFRS 適用へと踏み切るのは、企業が IFRS 適用に

コストを上回るベネフィットを知覚しているからであると考えられる。アンケート調査では、企

業および市場関係者は IFRS を適用するベネフィット（適用目的、メリット）として、①グローバ

日本企業の会計基準選択行動
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ルベースでの比較可能性確保、②グローバルベースでの決算集計効率化、③国際的信用力の向上、

④ IFRS 導入を機とした会計システムの入替、⑤外国市場への上場といった項目を挙げているこ

とが明らかとなっている（東京証券取引所 2009, 11；東京商工リサーチ 2011；金融庁 2015,

27-34）。

金融庁 (2015）は、IFRS 任意適用企業69社に対して、IFRS の任意適用を決定した理由または

移行前に想定していた主なメリットについて、複数の項目から１つを選択する回答を求めるアン

ケート調査を行っている。さらに、業種ごとの問題点をより具体的に把握するため、回答のあっ

た65社のうち28社に対して直接のヒアリング調査も実施している。というのは、日本における業

種別の IFRS 適用状況は、2015年3月末時点の IFRS 任意適用企業73社のうち、電気機器（11社）、

医薬品（10社）、卸売業（８社）、サービス業（７社）、情報・通信業（７社）、輸送用機器（５社）、

化学（５社）、と業種による偏在がみられるからである（金融庁 2015, 18-20）。図表７は、金融庁

(2015）で明らかにされた、企業が IFRS の任意適用を決定した理由または移行前に想定した主な

メリットをまとめたものである。

４．仮説構築
本論文ではここまで、会計基準選択動機に関する先行研究および日本の状況を考察してきた。

本論文では最後に、将来研究において検証すべき仮説を以下に提示する。

規模

図表２のとおり、単一国をサンプルとする研究であれ複数国をサンプルとする研究であれ、企

業による会計基準選択動機の要因として規模を取り上げ、有意な結果を得ている先行研究は多い

（Dumontier and Raffournier 1998; El-Gazzar et al. 1999; Ashbaugh 2001; Tarca 2004; Cuijpers and

Buijink 2005; Gassen and Sellhorn 2006; Francis et al. 2008; Günther et al. 2009; Wu and Zhang

2009; Bassemir 2012; André et al. 2012; Christensen et al. 2015; Sato and Takeda 2016）。規模の大

きい企業が IFRS を適用する傾向があることは、日本の状況にも当てはまる。図表３に示される

とおり、東証上場企業のうち IFRS を適用する企業は数でみれば全体のわずか数％に過ぎないが、

時価総額でみれば10％超にもなるからである。このように規模の大きな企業が IFRS 適用へと移

行する理由は、ディスクロージャーにかかるコスト負担の観点と政治的圧力の観点から解釈でき

ると考えられる。

第１に、会計基準を変更することにはディスクロージャーに伴うコストが発生する。その際、

自国基準と IFRS との間で、会計基準が要求するディスクロージャー水準（たとえば、規定の有

無や開示項目の数）が IFRS の方が高い場合には、IFRS へ移行するコストは大きくなるはずであ

る。先行研究のなかには、自国基準と IFRS との間のディスクロージャー水準の差異に起因する

コストに着目したものがある。スイスの状況で検証した Dumontier and Raffournier (1998）とド
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イツの状況で検証した Günther et al. (2009）がそれである。

他方、J-GAAP は2008年に EU において IFRS との同等性を認められているため、J-GAAP と

IFRS との間でディスクロージャー水準の差異はなく、会計基準の変更に伴うコストはそれほど

大きくないと考えることもできる。しかし、わが国で実施されたアンケート調査によれば、日本

企業もまた、IFRS 導入後の決算実務負担や IFRS に対応するシステムやプロセスの変更他の項

目で様々なコストを知覚していることが明らかとなっている（東京証券取引所 2009; 東京商工リ

サーチ 2011; リース事業協会 2012）。こうしたコストを前提とすれば、IFRS を適用する企業には

コストを負担するだけの能力が必要になるはずである。先行研究で時価総額、売上、資産、営業

収益、従業員数、子会社数などで測定される規模は、ディスクロージャーにかかるコスト負担の

能力を代理しているものと考えられる。

第２に、日本の状況を踏まえれば、政治的圧力の観点からも、規模が企業による IFRS 適用に

日本企業の会計基準選択行動
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図表７ 企業が IFRSの任意適用を決定した理由または移行前に想定した主なメリット
アンケート調査結果 ヒアリング調査結果項目 回答数

①経営管理への寄与 29 社 ・ 海外子会社等を含めた企業グループの経営管理上の「モノサシ」
を揃え、事業セグメント、地域セグメントごと等の正確な業績の
測定および比較を行うことにより、適切な経営資源の配分および
正確な業績評価の実施を期待

・ IFRSへの移行を通じてさらに踏み込んだ経営管理の高度化（例、
子会社のコントロール、同一会計基準に基づく経営意思決定、予
算の策定、経営目標の設定）を指向

・ 親子間で異なる会計基準の組み替え作業の省略により、作業の効
率化および経営陣への報告の早期化を期待

・ 「経営管理への寄与」を選択回答した企業は、幅広い業種にわた
り、海外子会社を多数保有し、グローバルに事業を展開している
企業が多い

②比較可能性の向上 15 社 ・ 「比較可能性の向上」を選択回答した企業は、(a)海外の同業他社
との比較可能性の向上を目指す企業と(b)国内の同業他社との比
較可能性の向上を目指す企業の2 通り

・ (a)の企業は、株主に外国人投資家が多く、競合相手が欧米に存在
し、グローバル展開し海外売上が大きいことを理由に、比較可能
性の向上を期待

・ (b)の企業は、国内同業他社が IFRSに移行する動きのなか、マー
ケットより比較可能性の向上が要請

・ (a)の企業は食料品等、医薬品、サービス業などの業種、(b)の企業
は卸売業（商社）、医薬品の業種に多い

③外国人投資家への説明の容易さ 6 社 ・ 外国人株主や外国人投資家への説明にあたり、日本基準と IFRS
との差異の説明が不要となることから、財務情報に関する説明の
簡略化、利便性の高まりを期待

④業績の適切な反映 6 社 ・ 「業績の適切な反映」を選択回答した企業は、のれん、収益認識
および有給休暇引当金の会計処理について、IFRSの方が自社の業
績を適切に反映することを期待

⑤資金調達の円滑化 5 社 ・ 追加の業務負担なく、制度開示の財務諸表を利用して、外国市場
での資金調達を効率的、機動的に実行できることを期待

・ 投資家の信頼性が高まることによる資金調達コストの低下、国際
市場での受入先の広がりによる投資家の多様化を期待

⑥その他 4 社 ・ 国際的な信用力の向上・補完
・ IFRSの任意適用を行っている親会社との二重決算の解消

出所：金融庁 (2015, 27-33）に基づき筆者作成。
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影響を与えているかもしれない。わが国では2014年に新成長戦略「『日本再興戦略』改訂2014―未

来への挑戦」が公表されて以来毎年、政府方針として「IFRS の任意適用企業の拡大促進」が掲げ

られている。当該政府方針は企業に対して IFRS の適用を強制するものではないが、大規模企業

は小規模企業よりも政治的圧力を受けやすいとの理論を前提とすれば（Watts and Zimmerman

1986, 234-238）、規模の大きい企業ほど政府方針に反応して IFRS 適用へと移行している可能性

がある。図表５に示されるとおり、わが国では2014年から2017年にかけて IFRS 移行の動きが活

発となっており、これは政府方針が打ち出された時期（日本政府 2014; 日本政府 2015; 日本政府

2016）とも重なっているようにもみえる。

以上より、仮説１を導く。

仮説１．他の条件が等しければ、規模の大きな企業ほど、IFRS を適用する可能性が高い。

国際化

規模と同様に、単一国をサンプルとする研究であれ複数国をサンプルとする研究であれ、企業

による会計基準選択動機の要因として国際化を取り上げ、有意な結果を得ている先行研究は多い

（Dumontier and Raffournier 1998; El-Gazzar et al. 1999; Ashbaugh 2001; Tarca 2004; Cuijpers and

Buijink 2005; Gassen and Sellhorn 2006; Francis et al. 2008; Günther et al. 2009; Wu and Zhang

2009; Bassemir 2012; André et al. 2012; 井上・石川 2014; Christensen et al. 2015; Sato and Takeda

2016）。国際化した企業とは、多数の海外子会社をもち、海外での営業活動が活発であり、外国証

券取引所で資金調達活動を行う多国籍企業である。このような多国籍企業が IFRS 適用へと移行

する理由は、グローバルビジネスにおける経営管理の観点とグローバルに散在する利害関係者に

対する情報開示の観点から解釈できると考えられる。

まず、多数の海外子会社をもつ多国籍企業は、グローバルビジネスにおける経営管理の観点か

ら IFRS に移行する可能性が高いと考えられる。今日、ビジネスの拡大を狙いとした海外展開や

国際的競争力の増強を企図した M&A の増加により、海外に子会社をもつ日本企業は多い(9)。こ

れにより、外部報告目的ではなく、経営管理者の意思決定や組織内部の業績測定・業績評価といっ

た内部報告目的で日本企業が IFRS 適用へと移行している可能性がある。金融庁 (2015）による

アンケート調査においても、企業が IFRS 適用へと踏み切る理由として「経営管理への寄与」が

最多の回答を得ており、ヒアリング結果においても具体的な声が上がっている（図表７）。

他方、外部報告目的でも、国際化は企業による IFRS 適用に影響を与えると考えられる。海外

での営業活動が活発な多国籍企業や外国証券取引所で資金調達活動を行う多国籍企業は、グロー

バルに散在する利害関係者に対して会計情報を開示するインセンティブがあるからである。グ

ローバルに営業活動を展開し自社の商品や製品を購入してもらうためには、また外国証券取引所

に上場し自社の株式を売買してもらうためには、対象国の顧客、サプライヤー、投資家、証券取
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引所、政府等に自社を認知・理解してもらわなければならない。その際に役立つ情報の１つが会

計情報であるが、海外の同業他社と比較可能な形で、また日本企業にとっては外国人となる取引

相手や投資家などの利害関係者に理解可能な形で誤導を招くことなく会計情報を提供するには、

外国人にとって馴染みのない J-GAAP よりも、世界約120カ国で採用される IFRS に準拠した会

計情報を提供することにベネフィットがあると考えられる。

以上より、仮説２を導く。

仮説２．他の条件が等しければ、国際化の進む企業ほど、IFRS を適用する可能性が高い。

コーポレートガバナンス

図表２のとおり、コーポレートガバナンスの要因を検証している先行研究が複数あるが、使用

されている変数は研究によって様々である（Dumontier and Raffournier 1998; El-Gazzar et al.

1999; Tarca 2004; Cuijpers and Buijink 2005; Gassen and Sellhorn 2006; Francis et al. 2008;

Günther et al. 2009; Wu and Zhang 2009; Bassemir 2012; André et al. 2012; 井上・石川 2014;

Christensen et al. 2015; Sato and Takeda 2016）。これは、債権者、大株主、安定株主、外国人投資

家、銀行といった利害関係者による株式保有形態やマーケットからの注目度により、企業による

IFRS 適用の動機が変わりうることを示唆している。

先行研究は、IFRS のほうが自国基準よりもディスクロージャー水準が高いことと通常の株式

投資家は情報開示要求が強いことを前提として、コーポレートガバナンスに関する仮説３と４を

導いている。

仮説３．他の条件が等しければ、レバレッジの高い企業ほど、IFRS を適用する可能性が低い。

仮説４．他の条件が等しければ、株式所有の分散の程度が高い企業ほど、IFRS を適用する可能

性が高い。

先行研究は、銀行を含む債権者や一部の大株主が集中的に株式保有する企業は、IFRS 適用に

移行する可能性が低いことを明らかにしている（Dumontier and Raffournier 1998; Gassen and

Sellhorn 2006; Günther et al. 2009;Wu and Zhang 2009; Christensen et al. 2015）。これは、銀行や

大株主は開示情報だけでなく、企業との個別のコミュニケーションを通じても財務情報を入手す

ることができるため、IFRS 適用にそれほどベネフィットを感じない可能性があることを示して

いる。

J-GAAP と IFRS との間に同等性が認められている日本の場合、銀行や大株主が企業に対して

IFRS を適用することにより開示情報の改善を求めるという状況は予測しがたい。また日本で

は、間接金融から直接金融への転換に伴い、1990年代以降、メインバンク制や株式持ち合いの解

日本企業の会計基準選択行動
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消が進んでいるとされ、日本企業のコーポレートガバナンスにおける銀行や大株主の存在感は漸

次低下している可能性がある。このような日本の状況では、仮説３と４が支持されるかは疑問で

ある。

反対に1990年代以降、日本企業の株式保有を増やしているのが外国人投資家である。2014年に

は外国人投資家が日本株の売買の６割以上を占めるようになったとされ、「物言う株主」としても

ますます存在感を増している可能性がある（『日本経済新聞』2014年6月15日）。こうしたなか、国

内の銀行や大株主とは異なり、言語面でも技術面でも J-GAAP に熟知していない外国人株主は、

J-GAAP が IFRS と同等性を認められているとしても、情報収集コストを抑制するため企業に対

して IFRS の適用を求める可能性がある。また、企業側も外国人株主への説明が容易になること

から、IFRS 適用へと移行する動機があると考えられる（図表７）。

以上より、コーポレートガバナンスに関するさらなる仮説５を導く。

仮説５．他の条件が等しければ、外国人持株比率の高い企業ほど、IFRS を適用する可能性が高

い。

機密コストとモニタリング機能

先行研究のなかには、収益性を取り上げたものがある（Dumontier and Raffournier 1998;

El-Gazzar et al. 1999; Wu and Zhang 2009; Bassemir 2012; André et al. 2012; 井上・石川 2014;

Christensen et al. 2015; Sato and Takeda 2016）。収益性が IFRS の適用動機に与える影響には、機

密コスト（proprietary cost）と企業リスクのモニタリング機能の観点から異なる解釈が存在する。

まず、機密コストは企業情報開示の阻害要因となる。Verrecchia (1983, 181-182）によれば、機

密コストは、企業内部の機密情報を外部に知られることにより、その企業が負担しなければなら

なくなるコストである。内部情報を開示することにより、様々な外部利用者が、企業に対して不

利な反応をする可能性がある。たとえば、内部情報をライバル企業に知られると、競争上不利な

状況に追い込まれて、利益が減少する恐れがある。しかし、そもそも収益性が低い業界に属する

企業は、利益と関連する企業内部の機密情報が少ないため、自国基準より内部情報の開示を厳格

に要求する IFRS を適用しても、企業の競争力は変わらないと考えられる。

以上より、収益性に関する仮説６ a が導かれる。

仮説６ a．他の条件が等しければ、収益性が低い企業ほど、IFRS を適用する可能性が高い。

次に、会計基準は企業リスクをモニタリングする機能を有する。企業リスクは利益のボラティ

リティと関連しているため、利益操作を通じて利益の平準化を実現することによって、企業リス

クを低く見せることができる。IFRS が自国基準より利益操作を抑制することができることを前
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提とすれば、IFRS の適用は企業業績をより忠実に開示することになる。そこで、自国基準によっ

て企業リスクを低く見せていた企業は、IFRS を適用する可能性が低くなる。このような動機は、

利益の下落によって損失に陥る可能性が高い低収益企業において強い。

以上より、収益性に関する仮説６ b が導かれる。

仮説６ b．他の条件が等しければ、収益性が低い企業ほど、IFRS を適用する可能性が低い。

前述した仮説３と４と同様に、仮説６ a と６ b は、自国基準と IFRS との間でディスクロー

ジャー水準に差異があることを前提としており、IFRS の適用により内部情報の開示が厳格にな

ることや利益操作を抑制することは当該前提のもと成り立つ解釈である。しかしながら、

J-GAAP は IFRS と同等性が認められているため、J-GAAP と IFRS とではディスクロージャー

水準に差異が存在せず，結果として、仮説６ a および６ b は、日本企業には当てはまらない可能

性がある。なお、井上・石川 (2014）および Sato and Takeda (2016）では、収益性について有意

な結果が得られていない（図表２）。

資金調達

先行研究のなかには、資金調達を取り上げたものがある（Ashbaugh 2001; Francis et al. 2008;

Wu and Zhang 2009; Bassemir 2012; Christensen et al. 2015）。成長を遂げる企業は、高い資金調達

インセンティブがあると考えられる。そのような成長企業が資金調達する方法は、主に金融機関

や銀行からの融資調達と資本市場での株式発行調達の２つである。

まず、融資調達の場合、既存の借入先から再度融資を受ける際には融資条件の再交渉が難しく

なる、いわゆるホールドアップ問題が生じる恐れがある。そのような問題を回避するために、企

業は多くの銀行と融資交渉しようとする。IFRS にもとづき企業価値を評価する大手金融機関や

銀行が交渉相手となることが増えることにより、低い資金調達コストを狙う企業は、より高く信

用評価されるように、自社情報を IFRS に準拠して開示するインセンティブが強くなる。

また、株式発行調達の場合、投資家は企業が投資前の逆選択問題および投資後のモラルハザー

ドを引き起こすことを防ぐために、企業の情報開示を厳格に求める。開示規制がより厳格である

IFRS を適用することで、企業は投資家により正確に企業価値を評価されることを望んでいる可

能性がある。さらに上述のとおり、日本では、外国人投資家による株式保有が増えている。この

ような状況においては、J-GAAP と IFRS との間で開示規制の厳格性にそれほど差異がなかった

としても、企業は外国人投資家により理解可能かつ比較可能な形で企業価値を評価されることを

望んでいる可能性がある。

以上より、資金調達に関する仮説７を導く。
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仮説７．他の条件が等しければ、将来の資金調達を予定する企業ほど、IFRS を適用する可能性

が高い。

成長性を取り上げた先行研究では、成長性が高い企業が IFRS を採用する可能性が高いことが

明らかにされている（Gassen and Sellhorn 2006; Günther et al. 2009; André et al. 2012; Bassemir

2012; Christensen et al. 2015; Sato and Takeda 2016）。これは、成長性が高い企業は資金調達需要

が高いため、仮説７の資金調達要因によって説明可能な結果である。なお、日本企業について、

Sato and Takeda (2016）では、企業の成長性が高く若い場合に IFRS 適用の可能性が高いという

結果を得ている。

監査人の規模

先行研究のなかには、監査人の規模を取り上げたものがある（Dumontier and Raffournier 1998;

Bassemir 2012; André et al. 2012; Christensen et al. 2015; Sato and Takeda 2016）。監査人に関す

る要因は、他の要因と比べると、会計基準選択の直接的動機になるとは考えにくいが、外部監査

人が企業の IFRS 移行に際して重要な役割を担うこと（金融庁 2015; De George et al. 2013;

Wieczynska 2016）、および実際、IFRS への移行を検討する企業は外部監査人とアドバイザリー

契約を締結することにより移行の準備を図っていることを考慮すると（図表５）、監査人は企業に

よる IFRS 適用動機に間接的に影響を与える要因になると考えられる。

特に、IFRS がまだ実務において適用の歴史が浅いわが国においては、監査人の規模が企業に

よる IFRS 適用動機に影響すると考えられる。IFRS に関する知識や経験が企業側だけでなく、

監査・アドバイザリー業務の提供者である監査人側でもそれほど蓄積がないなか、国際的ネット

ワークに所属する大手監査法人には IFRS に関する比較優位があると考えられるからである(10)。

したがって、企業は監査対応をコストとして知覚しているものの（金融庁 2015）、国際的ネット

ワークに所属する大手監査法人を監査人とする企業であれば、そうでない企業と比べて、比較的

少ない追加コストで IFRS への移行を達成できると考えられる。

以上より、仮説８を導く。

仮説８．他の条件が等しければ、大手監査法人を監査人とする企業ほど、IFRS を適用する可能

性が高い。

会計基準の差異

IFRS と自国基準との間に会計基準の差異が存在することを IFRS 適用の要因として注目した

先行研究がある（Bassemir 2012; 井上・石川 2014）。これは、IFRS の適用による情報開示の促進

効果と増益効果という２つの理由から解釈できる。
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IAS38: Intangible Assets (57）によれば、研究開発費の一部である自社開発費は一定の要件を

満たせば、資産計上できることとされている。そして、自社開発費が多い企業（たとえば、ハイ

テク企業）では、IFRS 適用により、研究開発費に関するより詳細な情報を開示することができる

ため、研究開発費に関する情報の非対称性を緩和することが期待される（Bassemir 2012）。した

がって、総資産に占める研究開発費の構成比率が高い企業は、IFRS を適用する可能性が高いと

考えられる。

日本の研究開発費等に係る会計基準では、IFRS の規定と異なり、研究開発費は資産計上が認

められず、発生時に費用処理される（三.２）。さらに、一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費の総額が財務諸表に注記される（四.１）。したがって、日本企業は、IFRS を適用すれ

ば、研究開発費の一部を資産計上でき、それによって当期利益を増大することができる（増益効

果）。さらに、情報開示の促進効果からみれば、IFRS 適用による資産計上額が追加的情報を有す

るとするならば、研究開発費をめぐる情報の非対称性が緩和されると期待できる。

また、IFRS 3: Business Combinations (B67, B69）は、毎期の減損テストを要求するものの、の

れんの規則的償却を禁止する。日本の企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号, 32）に

おいては、のれんの会計処理について毎期の規則的な償却と減損の兆候があった場合の減損テス

トを要求する。そこで、日本企業に対して、IFRS の適用により、のれんの規則償却は不要とさ

れ、これらを多額に有する企業は、少なくとも短期的には、利益のかさ上げが期待できるだろう

と解釈されている（井上・石川 2014）。

以上より、仮説９および10を導く。

仮説９．他の条件が等しければ、研究開発費が多い企業ほど、IFRS を適用する可能性が高い。

仮説10．他の条件が等しければ、のれんが多い企業ほど、IFRS を適用する可能性が高い。

５．本研究の貢献と今後の課題
本論文では、会計基準選択動機に関する研究に焦点をあて、企業または国家の会計基準選択に

関する先行研究をレビューした。そして、日本企業による会計基準選択の実態を考察するため、

４つのオプションが併存するわが国における企業の会計基準選択行動の推移、適用可能な会計基

準にかかる制度、政府方針、証券取引所の取組み、アンケート調査を通じて、日本の状況を広く

考察した。最後に、レビューおよび考察を踏まえて、いくつかの仮説を提示した。

先行研究だけでなく、アンケート調査を含むわが国の実態を包括的に考慮したうえで検証可能

な仮説を提示したことは、本論文の学術的貢献である。本論文は、IFRS を適用する日本企業の

動機を解明する今後の実証研究に向けての下準備の意味をもつものであり、今後はこれらの仮説

を検証しなければならない。IFRS 適用動機に関する研究は、企業や資本市場、さらには国家単
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位での IFRS 適用がもたらす経済的帰結を分析・解釈するために不可欠であり、本論文で提示し

た仮説の検証は実務的かつ政策的なインプリケーションを有すると考える。
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注
⑴ Christensen et al. (2015）でいうインサイダーとは、私的ルートから企業内部の情報を入手できる立場にある

利害関係者を表す。対となる用語はアウトサイダーであり、アウトサイダーは開示情報といった公的ルートから
しか企業情報を入手できない利害関係者を表す。

⑵ 最終的に「削除又は修正」の対象となったのは、「会計基準に係る基本的な考え方に重要な差異があるもの」と
された「のれんの非償却」と「その他の包括利益のリサイクリング処理及び当期純利益に関する項目」の２項目
である（企業会計基準委員会 2015）。

⑶ ここでの記述は以下を参照した。日本公認会計士協会ウェブサイト http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/con
vergence/index.html; あらた監査法人 (2014); 新日本有限責任監査法人 (2015); 東京証券取引所 (2016); IFRS
Foundation (2016).

⑷ ロードマップ案で予定されていた2011年中の強制適用の判断は見送られた。2012年7月に公表された SEC ス
タッフの最終報告書では、強制適用の意思決定には追加の時間がかかる旨が記載されており、米国における
IFRS 導入の先行きは不透明な状態である。

⑸ 米国同様に日本でも、予定されていた2012年までの強制適用の最終判断は見送られており、2017年現在も日本
国内での IFRS 適用は任意のままでとどめられている。

⑹ 日本取引所グループウェブサイト（http://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html）
⑺ http://www.jpx.co.jp/listing/others/ifrs/index.html［アクセス日：2017年3月13日］
⑻ このような実態を踏まえると、井上・石川 (2014）が言及するとおり、コントロール企業選定のマッチングに

あたっては、将来の IFRS 適用予備軍が含まれないようリサーチデザインを工夫することが必要であると考えら
れる。
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⑼ 経済産業省（2012, 277-278）によれば、2001年度から2009年度にかけて日本のほとんどの業種で海外子会社を
保有する企業数が増加した。

⑽ 2017年4月27日に財務会計基準機構が公表した「国際会計人材ネットワーク」の登録リストでは、登録者全753
名のうち約85％の642名が公認会計士・監査法人勤務者であり、うち552名が４大監査法人勤務者からの登録と
なっている（https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170427.pdf）。

本研究は科学研究費補助金基盤研究(A)「グローバル経済におけるビジネスと会計制度の変化に関する経済学的研
究（課題番号24243037）」による研究成果の一部である。

日本企業の会計基準選択行動
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途上国の IFRS 適用とODA受入額との関係
パネルデータからの基礎的考察(1)

長江 亮＊、片山 東＊＊、高瀬 浩一＊＊＊

１．はじめに
本稿では、途上国の国際会計基準（International Financial Reporting Standards: IFRS）適用状

況と政府開発援助（Official Development Assistance: ODA）の受入額に関して論考する。ここで

の IFRS は IFRS 財団により承認された正式の IFRS およびその前身の IAS を指す。IFRS は株

式市場における投資家への情報公開のため、のれんやリースなどの評価を時価基準としているこ

とが大きな特徴といわれている(2)。本稿では IFRS と他の基準との比較など、その内容に対する

議論には一切踏み込まず、IFRS 適用が経済に与える影響についてデータを基に考察する。

経済協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development: OECD）による

と、ODA は受入国の経済成長と厚生向上を目的とし、原則的に、受入国のために拠出される。

ODA は返済する必要がない無償資金協力と返済義務のある有償資金協力に分けられる(3)。前者

は贈与（グラント）と技術協力・技術援助により成り立ち、後者は受入国に有利なように低金利

であり、時には支払猶予期間も設定されるような ODA 融資のことである。また、拠出主体が

OECD 諸国などの各国政府である場合は二国間援助（Bilateral Assistance: 通称バイ）、そして、

国連や世界銀行のような国際機関の場合は多国間援助（Multilateral Assistance: 通称マルチ）と

呼ばれる。

IFRS 適用は一国経済の多様な生産活動に影響を与える。途上国が IFRS を適用することによ

り、その株式市場の透明性が増し、同時に、企業のガバナンスが改善され、生産活動が活発化す

る。更に、二国間で両国とも IFRS が採用されている場合、一方または両方が IFRS を採用して

いないときに比べて、お互いの経済活動がより活発化するかもしれない。数少ない先行研究の例

として、Marquez-Ramos (2011）は EU 域内の IFRS 採用国間において、貿易額および直接投資

（Foreign Direct Investment: FDI）が有意に促進される結果を得ている。Gordon, Loeb, and Zhu

(2012）によれば、途上国の IFRS 採用が先進国からの FDI および世界銀行融資に関して正の効

果を生むとしている。

途上国が IFRS を採用すると、途上国の投資環境自体が良くなり、先進国からの FDI を増加さ
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せるような生産性向上効果が想定される。あるいは、先進国が IFRS を適用した途上国に対して、

将来投資環境が改善すると予想させるようなアナウンスメント効果も期待できる。更に、先進国

が IFRS 採用国の場合、上記の関係がより促進されるマッチング効果も発生しているかもしれな

い。本稿では、これまであまり分析されてこなかった途上国の IFRS 採用が ODA 受入額に与え

る影響について分析する。

本稿の構成は以下の通りである。第２章では、ODA の概要と変遷および現状について述べる。

第３章では、ODA 拠出国と ODA 受入国である途上国の IFRS 適用状態について述べる。第４章

において、途上国における IFRS 適用の ODA 受入額に与える正の影響の可能性を示唆し、概説

する。

２．ODAの概要と変遷
ODA は近年まで、事実上、先進国クラブともいわれる OECD メンバーによる援助拠出のこと

であった。すなわち、その下部組織として主要援助拠出国28国により構成されている開発援助委

員会（Development Assistance Committee: DAC）メンバーによる ODA 拠出のことである。北

の先進国から南の途上国への伝統的な資金の流れなので南北援助という。従来からの DAC 以外

の拠出国としては、豊かな産油国（サウジアラビアなど）からの海外協力資金が存在している。

また、タイやマレーシアなど地域の有力な途上国が周辺の途上国へ援助を行うような南南援助も

徐々に見られるようになった。そして、近年では、BRICS 諸国、特に、中国からアフリカをはじ

めとする世界の各途上国へ巨額の ODA に類する海外協力が実施されているといわれている。し

かし、DAC 以外の援助供与に関しては OECD 等への報告義務がなく、かつ、OECD による ODA

基準(3)を満たしているかどうか不明なため、本稿では世界の ODA 拠出として DAC 加盟国から

の伝統的な ODA のみ対象とする。

各拠出国による ODA 拠出額におけるバイとマルチの額を比較すると、オーストラリアや北欧

諸国を除き、バイの割合の方がマルチより高く、主要な援助拠出国では少なくとも過半以上となっ

ている。マルチは各拠出国の経済規模に応じた負担金である場合がほとんどであり、国際的な活

動の参加費という側面が強い。そのため、拠出国がマルチを通じて各受入国へ ODA を間接的に

供与しても、拠出国の意向や望みを実現する効果は低いだろう。一方、各受入国へ直接バイを供

与すると、受入国の生産性向上など、その効果を実感できる可能性が高い。このように、各拠出

国はマルチよりバイを重要視する理由があり、事実その配分も重くしているため、本稿では各先

進国と各途上国との間のバイ（二国間 ODA）に注目する。
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上の図は1960年代の最初の援助供与から現在までの世界の二国間 ODA 総額の変遷が示されて

いる(4)。1990年まで順調に世界の総額は増え続け600億ドルに近づいたが、その後、先進国の援

助額増加のペースに受入国の所得増が追い付かない状態が続いた。このような、いわゆる先進国

の援助疲れにより、総額は2000年までに400億ドル近くまで漸減した。そして、貧困削減を新世紀

の目標とするミレニアム開発目標（MDGs：Millennium Development Goals）が国連において制定

され、開発援助の質的・量的改善が叫ばれるようになった。その後、主にアメリカの拠出増を皮

切りに、日本以外の主要拠出国は ODA 額を増やしつづけ、総額2000億ドルの大台に近づいた年

途上国の IFRS 適用と ODA 受入額との関係
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図１ 二国間ODA総額の変遷

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

百
万
US
ド
ル
（
名
目
）

図２－１ 主要拠出国別ODA総額の比較
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もあった。その間、途上国は全体として順調に経済成長を達成し、特に、BRICS などの新興大国、

そして、他の途上国へと経済成長が波及し、MGDs は大幅に改善し、持続可能な開発目標（SDGs：

Sustainable Development Goals）が人類の新たな目標なっている。

二国間 ODA 拠出主要５国の比較では、アメリカが過去から現在まで一貫して総額１位を維持

し、日本は1980年代から世界２位を維持しており、ドイツ、フランス、イギリスが続く。アメリ

カが約30％、日本とドイツが約15％、フランスとイギリスが各約10％と、世界の７割以上の二国

間 ODA が主要５国により拠出されとており、かなり偏った拠出国別配分となっている。拠出主
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図２－２ 主要受入国別ODA総額の比較
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図２－３ 受入国Top10の ODA受入額の推移
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要５国にカナダ、オーストラリア、北欧諸国を加えると全体の９割を優に超えている。ちなみに、

多国間援助を加えた ODA 総額では、近年日本の順位はその経済活動の停滞に合わせるかのよう

に、４位にまで徐々に順位を下げている。

二国間 ODA 受入の配分は拠出に比べて、かなりバランス良く配分されている。DAC メンバー

の拠出国は28ヶ国存在し、一方、DAC リストに載っている受入国は120ヶ国超であり、明らかに、

受入国数の方が大きい。これまでの二国間 ODA 受入累積額では、主要受入国はインド、インド

ネシア、エジプト、中国、イラク、ベトナム、パキスタン、アフガニスタン、バングラディシュ、

フィリピンとなっているが、イラク戦争中・直後のイラク以外は、どの受入国も全体の１割を超

える国は存在しない。さらに、これら受入主要10国の受入総額は、それらの経済の安定した成長

に伴い、最近、多くの国で漸減している。

３．途上国と拠出国の IFRS適用状況
本章では、IFRS 財団による調査結果（IFRS Foundation (2016a)）を基にした IFRS 適用パネル

データを使用する。IFRS 財団が世界の国と国に準ずる地域約120に対して IFRS 適用に関するア

ンケートを実施しており、それを基に各国の IFRS 採用国情報をレポート（IFRS Foundation

(2016)b）に纏めている。当（WABERG）研究プロジェクト（注(1)を参照）において、それらの

レポートから IFRS 適用に関して、方法（強制や任意など）と対象（全企業か一部企業など）およ

び、それらの適用年度の情報を一国ごとに抽出し、パネルデータを構築した。本稿では、この

IFRS 適用パネルデータのうち、2000年以降のデータを採用する。さらに、本稿では、これらの国

のなかで、二国間 ODA 受入額データが存在している国のみ対象にして分析することとする(5)。

下の図３の左側に列挙しているのが ODA 受入国であり、サンプル数は99ヶ国存在し、右側に

ODA 拠出国（DAC メンバー）28ヶ国ある。

途上国の IFRS 適用と ODA 受入額との関係
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図３ 分析対象国
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次に、ODA 受入国と ODA 拠出国の IFRS 適用状況を観察する(6)。下の図４－１は、2000年か

ら2015年における ODA 受入国の IFRS 適用状況の年次推移を図示したものである。

図４－１ ODA受入国に関する IFRS適用状況の年次推移
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最初は ODA 受入国の状況である。IFRS の適用状況は３区分で示してある。第１区分が Re-

quired（強制適用）であり、グラフでは左側の棒線で示されている。第２区分は Permitted（任意

適用）であり、グラフでは中央の棒線で示されている。第３区分は Not Permitted（適用除外）

で、グラフでは右側の棒線で示されている。2000年から2015年まで、強制適用国は一貫して増加

していることがわかる。だが、任意適用の国は2009年までは緩やかに伸びているものの、その後

はほぼ一定となっている。また、適用除外の国はずっと10か国であり、一貫して変化していない。

現状では、任意適用や適用除外国の数は少ない。全体的な傾向を見てみると、圧倒的に多くの

国が強制適用となっている。この傾向を見る限りは、多くの途上国にとって IFRS を導入するメ

リットがデメリットを上回っていると考えられる。また、導入の特徴として、段階的導入、すな
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図４－２ ODA拠出国に関する IFRS適用状況の年次推移
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わち、適用除外から任意適用となり、その後で強制適用に移行する、といった導入方法を取る国

は多くなく、大半の国が突然強制適用から開始している。

上の図４－２は、ODA 拠出国の IFRS 適用状況の年次推移を図示したものである。左側の強

制適用国は2005年に一気に登場し、その後、途中で微増しながら現在に至っていることがわかる。

この特徴的な動きの原因は、多くの DAC メンバーの国々が European Union（EU）加盟国であ

り、EU 加盟国では2005年から強制適用となっているからである。中央の任意適用に関しては、

2000年から2004年まではドイツ、2005年と2006年がニュージーランド、2009年と2010年は韓国、

2010年からは日本となっている。また右側の適用除外の例は、期間を通じてアメリカ１国だけで

ある。全体的な傾向としては、受入国（途上国）と同じように、任意適用や適用除外の国は少な

く、多くの国が段階的導入過程を選択していない。

４．IFRS適用とODA受入額との関係
前節の IFRS 適用の変遷を見る限り、従来から指摘されていた通り、少なくとも途上国にとっ

ては便益の方が費用より大きそうである。途上国の費用が低くなると想定される理由は以下の通

りである。第１に、途上国では国内の会計基準（GAAP：Generally Accepted Accounting Prin-

ciples）が発展途上の段階で、厳密に規定・運用されていないのが実情である。よって、IFRS の

ような新たな基準を一度に採用しても、旧基準の改変や猶予などの手間をかけずに済む。第２に、

途上国では民間（家計と企業）の課税基盤が弱く、会計基準と税法との関わり合いも弱いため、

政府も新たな基準を採用しやすい。

逆に、先進国では国内かアメリカのどちらの GAAP が適用されているかに関わらず、株式市場

での情報公開に十分耐えうる会計制度が存在しており、これを一気に無くして、すぐに新制度に

移行する際の費用は計り知れない。もちろん、特に、日本の GAAP のように、税法と密接に関係

した会計制度も存在している。

途上国にとっての IFRS 適用の便益は、これまで議論してきたような、二国間 ODA を通じた、

生産性向上効果、アナウンスメント効果、マッチング効果だけではない。世界銀行が途上国に対

して、世界標準の会計制度として IFRS の導入状況を調整している（閻（2017）等参照）。IFRS 適

用により、受入国政府のガバナンス改善を通じて、多国間援助の効率性を高める狙いもあるのか

もしれない。当然ながら、途上国側からみると、IFRS 適用により世界銀行などの国際金融機関

からの公的融資（ODA を含む）が受けやすくなる利点が想定される。したがって、以下のような

仮説が考えられるかもしれない。IFRS 適用は ODA 受入額を増加させる。そして、その効果は

高い順に、強制適用、任意適用、適用除外となる。

最初に、上記の受入国の IFRS 適用の影響に注目する。そのため、ほとんどの拠出国が強制適

用となった2005年から2015年まで計10年間に限定して、受入国の IFRS 適用状況別に見た二国間

ODA 受入額を比較する。

途上国の IFRS 適用と ODA 受入額との関係
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図５－１は受入国の IFRS 適用状況別にサンプルを３区分し、それぞれの区分における平均値

を比較したものである(6)。図４－１にある各年度における各３区分に属する受入国の二国間

ODA 総額を合計し、それらを10年分足し合わせることにより、各３区分別二国間 ODA 総額を計

算する。そして、各年度における各３区分の受入国数を合計し、それらを10年分足し合わせるこ

とにより、各３区別総国（のべ）数を計算し、前者を後者で割ることにより各３区分別平均値を

求めた。

結果として、適用除外国の受入額が最も高く、その次に強制国、最後が任意適用国となってい

るのが分かる。これは、事前に想定された IFRS 適用の ODA 受入額に対する正の効果とは真逆

である。しかし、10年間を通して適用除外国には、中国、エジプト、ベトナムが含まれている。

また、その他の多くの除外国において、国土や人口規模が大きく、第２章にある ODA 累積額主

要受入国となっているケースが多い。IFRS の適用状況と ODA 受入額との関係を正確に見るた

めには、それらの要因を除去することが望ましい。そこで、ODA 受入額を受入国の人口で割っ

た一人当たり ODA 受入額で比較する。

図５－２ IFRS適用状況別に見た一人当たり平均ODA受入額
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図５－２は、図５－１を一人当たりに変換することで、受入国の人口をコントロールしたもの

である。これによると、１人当たり平均 ODA 受入額は IFRS 強制適用国が最も多く、任意適用

国がその次、適用除外国は最も少なくなっている。すなわち、事前に想定された IFRS の受入額

促進効果をサポートし得る結果とも考えられる。

図５－３ ODA拠出国・受入国の IFRS適用状況別に見た一人当たり平均ODA受入額
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図５－３は、さらに ODA 拠出国の IFRS 適用状況も加味したうえで、１人当たり平均 ODA 受

入額を ODA 受入国の IFRS 適用状況別に見たものである。グラフは左から ODA 拠出国の強制

適用国、任意適用国、適用除外国とグループ化され、各グループの左端は ODA 受入国の IFRS 適

用状況が強制適用、真ん中が任意適用、右端が適用除外をそれぞれ表している。この図を見ると、

図５－２で見たように、ODA 拠出国のいずれのグループを見ても、１人当たり平均 ODA 受入額

は IFRS 強制適用国が最も多く、任意適用国がその次、適用除外国は最も少なくなっている。こ

れは、拠出国の IFRS 適用状況に関わらず、想定される IFRS の ODA 受入額促進効果をサポート

しているとも考えられる。結果として、ODA 受入国による IFRS の導入メリットが大きいこと

を示しているとも解釈できる。

しかしながら、強制受入国の平均 ODA 受入額を、強制・任意・適用除外の３拠出国グループ間

で比較すると、大きい方から適用除外、任意、強制の順となる。つまり、事前に想定していたマッ

チング効果と真逆の結果となる。適用除外受入国で比較しても、適用除外、任意、強制の順にな

り、任意受入国では、適用除外、任意、強制の順になる。これは第２章で見たように、ODA 拠出

国の第一位は適用除外国のアメリカであり、第二位は適用除外から任意に推移した日本であるこ

とが大きく影響しているだろう。従って、IFRS の適用状況が ODA 受入額に与える影響を正確

に議論するためには、ODA 拠出国の拠出国別配分や諸属性も考慮する必要がある。もとより

ODA は多様な要因から影響を受けている。途上国の IFRS 適用状況と ODA 受入額に関しては、

本稿で見てきた基礎的な情報(7)を基に、今後、より詳細な分析を行い、どのような最適化のもと

に配分が決定されているかを明らかにする必要がある。

途上国の IFRS 適用と ODA 受入額との関係
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５．おわりに
本稿では、途上国の IFRS 適用状況が ODA の受入額に与える影響に関して議論した。第一に、

2000年から2015年までの IFRS 適用パネルデータを使用して ODA 受入国と ODA 拠出国の

IFRS 適用状況を観察した結果、ODA 受入国では、強制適用国は一貫して増加、任意適用国、適

用除外の国はほぼ一定で数も少ない。他方で、ODA 拠出国の強制適用国は、多くの DAC メン

バーの国々が European Union（EU）加盟国であるため、2005年に一気に登場して現在に至って

いる。任意適用、適用除外国の数は少ない。すなわち、全体的な傾向として ODA 受入国も拠出

国も任意適用や適用除外の国は少なく、多くの国が段階的導入過程を選択していない。IFRS 適

用の変遷を見る限り、従来から指摘されていた通り、少なくとも途上国にとっては便益の方が費

用より大きそうである。

第二に、途上国にとっての IFRS 適用の便益を考察した。IFRS 適用は ODA 受入額を増加さ

せ、その効果は高い順に、強制適用、任意適用、適用除外となるという妥当な仮説を設定し、そ

の妥当性を量的に検討した。ODA 受入額を受入国の人口で割った１人当たり平均 ODA 受入額

では、IFRS 強制適用国が最も多く、任意適用国がその次、適用除外国は最も少なくなっていた。

この結果は、ODA 拠出国の IFRS 適用状況を考慮しても、それぞれのグループ内で仮説が成立し

ていたことから仮説の妥当性が高いことを確認した。

しかしながら、ODA は多様な要因から影響を受けている。ODA 受入国と拠出国との関係性は

多様であり、本稿の平易な分析でも、ODA 拠出国の属性をより詳細に考慮する必要があること

が分かった。従って、各二国間関係の多様性と不均一性等の点を考慮したうえで仮説が成立して

いることを確認する必要がある。今後の課題として、それらの分析を通じて、どのような最適化

のもとに配分が決定されているかを明らかにしていきたい。
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注
⑴ 科学研究費補助金基盤研究 A「グローバル経済におけるビジネスと会計制度の変化に関する経済学的研究（研

究代表者: 佐々木宏夫、課題番号: 24243037）」を受けて、早稲田大学会計・ビジネス・経済研究グループ（Waseda
Accounting Business and Economic Research Group: WABERG）が組織された。本稿はこの WABERG プロジェ
クトの一環として構築されたパネルデータを基にしたものである。RA として活躍してくれた閻粛とアプリリア
スワンディ ベタには心より感謝する。

⑵ IFRS の詳細については秋葉（2015）等、そして、その沿革や課題については辻山（2015）等を参照せよ。
⑶ 援助が ODA となるには、無償である贈与（Grants）であるか、融資であるとしても、受入国に有利になるよ

うなものでなければいけない。有償の場合、低い利子で償還期間が長く、グラントエレメント（Grant Element:
GE）が高い（25％以上の）ローン（Concessional Loans）であり、その他の公的な融資の OOF（Other Official
Flows）と区別されている。

⑷ このデータは約定ベース（Commitment）額であり、実際に支出された実質ベース（Disbursement）額ではな
い。OECD の詳細な二国間 ODA データとして CRS（Credit Reporting System）データベースが存在するが、現
状で約定ベースのデータしか公開されていない。また、Berthelemy (2006）にあるように、二国間 ODA 配分は
拠出国の最適化により決定されているため、拠出国の配分予定額である約定ベースを使う方が望ましいという理
由もある。事実、約定ベースと実質ベースは非常に近いことが知られている。したがって、本稿では、これ以降
全ての使用されるデータは約定ベースのものとする。

⑸ 図３以降の図では、OECD による ODA データと IFRS Foundation によるパネルデータ（第３章冒頭参照）を
用いている。

⑹ 世界の IFRS 適用の変遷についての詳細は閻（2017）、そして、世界の IFRS 適用の最新の状況については、ス
ワンディ・閻・大川内・高瀬（2017）を参照せよ。また、以下の観測値は観測期間における二国間（バイ）のペ
ア数であること、そして、以降の分析では必要なすべての変数が整っている各年のサンプルのみを使用している
ことに注意されたい。

⑺ 平均値以外の情報として、図５－１、図５－２、図５－３の基本統計量（平均値、標準偏差、最小値、最大値、
観測数）の表を Appendixに掲載する。

途上国の IFRS 適用と ODA 受入額との関係
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Appendix1. IFRS 適用状況別に見た平均ODA受入額の基本統計

強制適用
任意適用
適用除外

一人当たりODA受入額（USドル（名目））
強制適用
任意適用
適用除外

36.733 
26.339 
49.968 

2.858 
1.334 
0.843 

200.599 
167.318 
174.219 

14.169 
4.695 
2.217 

0
0
0

0
0
0

9762.420 
3327.350 
2563.930 

656.248 
75.956 
29.136 

1426
324
233

1413
324
233

ODA受入額 平均値 標準偏差 最小値 最大値 観測数（百万 US ドル（名目））

Appendix2. IFRS 適用状況別に見た一人当たり平均ODA受入額（USドル（名目））の基本統計

強制適用
任意適用
適用除外

強制適用
任意適用
適用除外

強制適用
任意適用
適用除外

1.709 
0.764 
0.565 

5.170 
3.892 
2.139 

16.279 
4.140 
2.887 

11.599 
2.760 
1.453 

13.457 
7.769 
4.646 

31.125 
5.312 
3.908 

0
0
0

0.0006 
0.0009 
0.0002 

0.0093 
0.0593 
0.0274 

656.248 
55.407 
17.775 

134.870 
35.565 
27.031 

361.571 
34.065 
23.720 

1237
278
206

116
26
25

58
14
9

拠出国 受入国 平均値 標準偏差 最小値 最大値 観測数

強制適用

任意適用

適用除外
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早稲田大学 産業経営研究所 産研シリーズ49号
2018年６月

IFRS 適用に関するアンケート調査(1)

IFRS 財団調査未対象国を中心に

閻 粛＊ アプリリア スワンディ ベタ＊＊ 大川内 隆朗＊＊＊ 高瀬 浩一＊＊＊＊

１．はじめに
IFRS 財団（IFRS Foundation）により世界標準の会計基準として国際財務報告基準（Interna-

tional Financial Reporting Standards：IFRS）が公表された2001年以来、IFRS を適用する国（国と

国に準ずる地域(2)）は次第に増えている。IFRS 適用年度および適用状況（適用方法や対象など）

を明らかにするために、いくつかのアンケート調査（IFRS 財団の調査や金融庁［2012]など）が

世界各国に対して行われている。そのうち、最も信頼できる、すなわち IFRS 財団自体による調

査では、2017年1月までには、149カ国から回答が収集されている。全世界の216カ国のうち、

IFRS 財団の調査対象は69％を占めているが、残りの約３割の国については適用の状態が把握さ

れていない。また、IFRS の適用年度が曖昧な状態で記録されている国が多く見受けられる。日

本の金融庁が行った世界各国の IFRS 適用状況に関する調査では、IFRS の適用国のみが調査対

象となっている。更に、適用年度についてはアンケート調査票には質問があるが、その調査結果

は公開していない。他の調査レポート（有限責任監査法人トーマツ、PwCあらた有限責任監査法

人、世界銀行）に照らし合わせても、年度・適用状況などは完全に明確になっていない。

こうした背景から、世界各国の IFRS の適用状態の変遷を明らかにするために、既存調査で網

羅されていない国、あるいは適用年度や適用状況（適用方法、適用対象など）が不明確な国につ

いて、さらなる調査が必要である。一国経済に対する IFRS 適用の影響には、その国の投資環境

の改善による実質的な生産性向上と、IFRS 適用によりそのような効果が期待できるという間接

的なアナウンスメント効果という、大きく２種類が存在する。これらの影響を研究するためには、

適用対象（産業や企業の種類）や適用方法（強制または任意）と同時に、それらの適用年に関す

る一連のデータが不可欠となる。当プロジェクトでは IFRS 財団の調査未回答国に対して追加的

な調査を実施し、更に、IFRS 財団による調査によって適用方法や適用年度が不明確な国に対し

ても再調査を実施する。本稿では、その前者の調査の結果を報告する。
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２．調査のプロセス
2.1 IFRS 財団の調査

IFRS 財団は、2013年から各国の会計基準を監督・承認する公的機関を対象にして「世界の

IFRS の適用」に関するアンケート調査（以下「IFRS 財団の調査」とする）を行っている。この

「IFRS 財団の調査」では、2017年1月までには149カ国における IFRS の適用状況が公開されてい

る。図表１は、各国における IFRS の適用状況を要約したものである。

図表１ IFRSを適用する国数

地区 地区内
の国数

国内の全部または大
部分の上場企業に対
し IFRS を強制適用
している。

国内の上場企業に対し
IFRS を任意適用または
一部の企業に強制適用
している。

国内の上場企業に対し
IFRS を強制または任
意適用していない。

Europe 43 42 1 0
Africa 23 19 1 3
Middle East 13 13 0 0
Asia-Oceania 33 24 3 6
Americas 37 27 8 2
総計 149 125 13 11
比率 100% 84% 9% 7%

出所：IFRS Foundation（2017）にもとづき一部修正。

このアンケートの調査結果を見る限り、世界における IFRS の適用国は着実に広がっているよ

うに見える。ただし、全世界216カ国のうち、IFRS 財団により適用状況が公表されていない国が

未だ67カ国あり、約30％を占めている。

図表２ 世界の各国の IFRS適用状況

125
84%

13
9%

11
7%

IFRS

IFRS

IFRS

出所：IFRS Foundation（2017）にもとづき作成

図表２では、IFRS 財団のデータにもとづき、各国の国内上場企業の適用状況について、①国内

の全部または大部分の上場企業に対し IFRS を強制適用している、②国内の上場企業に対し
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IFRS を任意適用または一部の企業に強制適用している、および③国内の上場企業に対し IFRS

を強制または任意適用していない、という３つのグループに分けて図表１を簡略化したものであ

る。図表２に示しているように、①国内の全部または大部分の上場企業に対し IFRS を強制適用

しているグループに属する国は、125カ国で全体の84％を占めている。②国内の上場企業に対し

IFRS を任意適用または一部の企業に強制適用している、および③国内の上場企業に対し IFRS

を強制または任意適用していないグループに属する国は、それぞれ13カ国と11カ国で、9％と7％

という相対的に低い割合を占めている。

我々の調査が実施された時点では IFRS 財団の調査に回答した国は142カ国あり、調査終了時

には7カ国が追加されることで、149カ国となった。IFRS 財団による各国の調査結果を纏めた上

の表には、回答した全ての国の適用方法（強制、任意適用・一部強制、未適用）が記述されてい

る。残念ながら、過半数の国において、それらの方法の変遷と適用年度を完全に明示しているわ

けではない。

当プロジェクトでは、IFRS 財団の調査結果として各国別に記述されている適用状況に関する

レポートを基に、適用方法と適用年度に関する情報を抜粋し、パネルデータとして再構築した。

その過程で、調査未対象国、および、適用方法と適用年度が不明確な国を洗い足した。それらの

事前準備の後に、IFRS 財団による調査から漏れている国に対する適用年度と適用状況について

のアンケート調査をまず最初に実施した。

2.2 調査票の作成

本調査では、IFRS の適用過程、特に、適用方法の導入とそれ以降の変更、そして、それらの適

用年度に絞って情報を収集するため、簡潔かつ選択形式の質問を設定した。主な質問は以下７つ

である（詳細は付録１の調査票を参照）。

図表３ 調査票質問の構成

問 1 自国の上場企業への IFRS 適用の有無

問 2 IFRS 適用の現状（適用なし、任意適用、一部の上場企業に強制適用、上場企業に強
制適用かつ一部企業に任意適用、全部または大部分の上場企業に強制適用）

問 3 最初に IFRS を適用した年、公表年、早期適用開始年
問 4 最初の IFRS 適用以降、適用方法の変化
問 5 IFRS 適用を定める法律
問 6 非上場企業等に対する IFRS 適用の状況

問 7 中小企業を対象にした IFRS for SMEs (Small and Me dium S ized Entit ies）の適
用状況

2.3 調査対象と調査方法

本調査の母集団となる全世界216カ国は、2016年現在、以下に列挙された組織の少なくとも１つ

に所属する国である。
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図表４ 既存調査の回答国数

組織 情報源 回答数(2016
年8月現在)

IFRS 財団 「IFRS 財団実施の調査」 142

世界銀行 「 Reports  on Observance of Standards and 
Codes :ROSC レポート）」 99

有限責任監査法
人トーマツ

IAS Plus「IFRS in your pocket 」（年刊）におけ
るコラム「Use of IFRSs around the world 」 175

PwC 新た有限責
任監査法人

「 各 国 の IFRS の 適 用 （ IFRS adoption by 
country）」 147

上述の組織に網羅されている国を国際連合（United Nations: UN）メンバーの193カ国と比較し

ながら、国際連合貿易開発会議（United Nations Conference on Trade and Development:

UNCTAD）メンバーの194カ国、並びに、国際連合教育科学文化機関（United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural Organization: UNESCO）メンバーの195カ国を追加した結果、216カ

国を抽出する。

当プロジェクトにおいて、全216カ国について郵送宛先住所および Email アドレスの連絡先リ

ストを準備した。IFRS 財団による調査では、回答者の所属先が政府機関（金融庁などの省庁）、

あるいは、会計資格を持つ専門家により構成された公的な団体や財団（公認会計士協会などの団

体）という２つのケースが存在した。適用ルールや適用年度が不完全な IFRS 財団の調査対象国

については、政府機関か会計専門家の団体かに関わらず、IFRS 財団の各国調査結果にある連絡

先をそのまま採用することにした。

我々の IFRS 財団未対象国調査においては、インターネットに公開された情報（政府、財団、国

際機関等のWEBページなど）を中心に探索し、未対象国計75カ国の政府および団体の連絡先リ

ストを作成した。一国の会計基準適用の影響を考える上で、公的機関として政府の決定の影響が

大きいという想定から、本調査では政府の連絡先を採用することにした。すなわち、対象は政府

の連絡先が存在する国となり、政府か団体の両方の連絡先がある国では政府の方を選択した。政

府の連絡先のなかで、担当省庁と担当責任者の両方の連絡先があるような場合は、回答率を高め

るため担当者氏名宛とした。複数の省庁の連絡先がある場合は、会計制度の管轄業務を主にする

省庁を選ぶことにした。例えば、中央銀行より財務省、財務省より金融庁という感じである。た

だし、小国（小さな島嶼国を含む）や途上国の中には、政府の規模が非常に小さく、会計制度に

関する業務内容に対応する省庁が細分化されていないこともあった。

本調査は２回行い、１回目は完全にネットを通じた方法を試用した。各国の担当機関かその担

当者の E-mail アドレス宛にアンケート協力依頼文を送信し、我々のアンケート調査用サーバに

あるWEB 回答仕組みの URL にアクセスするよう依頼した。その依頼文にある ID と PWを使

いログインし、ほとんどの質問の回答をクリックして選択する形である。事前にかなり懸念され

ていたことではあるが、このWEB回答仕組みに対する回答はなく、アクセス自体皆無であった。
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昨今の電子メールを通じた、政府機関に対するウイルス感染による攻撃や情報漏えい事件の影響

からか、このメールを受け取った上で敢えて返答しない、あるいは、メール自体を読まないか、

危険なメールとして自動的に排除された可能性もある。

２回目は、回答率を上げるために、当該国の財務報告基準規制機関（省庁）宛に直接アンケー

ト協力依頼文を郵送する方法を取った。カバーレター（依頼文）、質問表、返信用封筒、国際郵便

為替を同封した封書を郵送し、郵送あるいはネット（WEB回答は英語のみ回答可）のどちらかの

回答方法を選択できるようにした。英語によるカバーレターと質問表に加え、フランス語圏の国

に対してはフランス語に翻訳したカバーレターと質問表を準備した(3)。結局、政府系の担当機関

や担当者の住所が判明した計70カ国を調査対象とした。しかし、Somalia は郵便局から郵送不能

との理由で返却されたため、最終的に計69カ国が調査対象となった（詳細は付録２の調査対象国

のリストを参照する）。

３．調査結果
3.1 適用内容の分類方法

IFRS の具体的な適用内容には注意を払う必要がある。まず適用対象については、非上場企業

を含む全企業、全上場企業および上場企業の一部である場合がある。つぎに、適用方法には、強

制および任意適用という２つのパターンがある。さらに、適用される財務諸表には、連結財務諸

表と個別財務諸表の両方、連結財務諸表のみという２つのパターンがある。そして、適用対象と

なる IFRS についても、アドプション（Adoption: 純正な IFRS の適用）、EU諸国やオーストラリ

アのようにエンドースメント（Endorsement: IASB が公表する IFRS を国内の承認手続きを経て

受け入れる方法）、中国や米国のようにコンバージェンス（Convergence: IFRS との差異を極力縮

めつつ自国基準を採用し続ける方法）という３つのパターンがある。

本調査では適用時期と適用方法を中心に質問がなされるため、適用される財務諸表には連結と

個別を区別しない前提に、適用状況を以下の４つのグループに分類した。

１．IFRS を全部または大部分の上場企業に強制適用している国

２．IFRS を一部の上場企業に強制適用している国

３．IFRS を上場企業に任意適用している国

４．IFRS の適用を認めていない国

グループ１は、アドプションおよびエンドースメントを採用する国を含んでいる。そして、グ

ループ４は、IFRS を適用していない国のほかにコンバージェンスを採用する国を含んでいる。

3.2 調査回答のまとめ

本調査への回答国は11カ国あった。WEBアンケートを通じて回答した国は8カ国（Cameroon、

Iran、Kyrgyzstan、Tajikistan、Montenegro、Guam、Niue、Tuvalu）、想定外の方法ではあるが

IFRS 適用に関するアンケート調査
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E-mail で回答を添付した国は1カ国（Isle of Man）、郵送で回答した国は1カ国（Monaco）、回答で

きない理由を説明する文章を郵送した国は1カ国（Andorra）の計11カ国である。回答率は69カ国

中15.9％となり、有効回答率は14.49％となった。最新の IFRS 財団による調査対象リストに7カ

国（Iran、Kazakhstan、Liberia、Malawi、Montenegro、Namibia、Timor-Leste）が加わったた

め、未だ計54国の IFRS に関する適用情報が不明な状態である(4)。図表３には、調査対象国数お

よび回答国数をまとめている。

通常のアンケート調査に比較して、有効回答率が高いか低いかの判断は難しい。有効回答率が

２割に満たなかった理由としては、今回の調査対象国が IFRS 調査から結果として漏れた国であ

ることに関係がありそうである。IFRS 財団が調査対象国として採用する基準は経済活動や生産

規模の大きさ、特に、自国における株式市場の存在を優先している可能性が高い。そのような国

では政府当局の IFRS に関する問題意識も高く、回答率も高くなると予想される。しかし、今回

の我々の調査対象国の多くは、人口や経済規模の小さい国、あるいは、経済発展の遅れた国であ

る。国内の株式市場がない、あるいは、株式会社数自体が少なく、ビジネス活動自体が不活発で

ある国も少なからず存在している。そのような国では、政府当局からの回答が低いことも十分納

得できるかもしれない。

図表５ 調査対象および回答国数
対象国数 216
IFRS 財団に包括されている国数 142（2016 年 8 月まで）
郵送先不明国数 4
郵送不能国数 1
調査対象国数 69
回答国数（率） 11（15.9％）
有効回答数（率） 10 （14.49％）

つぎに、適用年度や適用状況について、回答国ごとに説明する。

①Cameroon

本調査の回答によれば、Cameroon では、2011年に自国上場企業のみ IFRS を強制適用する一

方で、中小企業へは IFRS を適用していない状況にある。Cameroomの法令によれば、2014年1月

1日までに、IFRS および国際公会計（International Public Sector Accounting Standards：IPSAS）

の適用を完成し、2020年までに全面的に発生主義会計システムを構築しなければならないとされ

ている。しかし、2016年10月（アンケート調査の回収時期）において、Cameroon では、上場企業

に対して IFRS の適用を完了したものの、国際公会計の適用はまだ途中である。

②Guam

本調査の回答によれば、Guam では自国の上場企業をはじめとして、全ての企業が IFRS を適

用していない状況である。つまり、グループ４に分類されることになる。また、中小企業向けの

IFRS も適用されていない。さらに、将来 IFRS を適用する予定もない。Guamはアメリカ合衆国
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に属する州に準じた地域（準州）であるため、アメリカの IFRS 適用状況に影響されると考えら

れる。IFRS 財団の調査によれば、アメリカでは自国の上場企業に対し IFRS にコンバージェン

スを目指している自国基準を適用し、IFRS を適用しない状況にある。

③ Iran

本調査の回答によれば、Iran では2013年から任意適用を認めた上で、2015年から一部の自国上

場企業に IFRS を強制適用するようになったが、中小企業向けの IFRS を認めていない。ちなみ

に、我々の調査直後に IFRS 財団に対して初めて回答しており、2016年時点において一部企業に

任意適用および強制適用するという内容である。本調査で判明した Iran の適用方法の変遷を踏

まえると、我々と IFRS 財団に対する Iran の回答は矛盾していないと考えられる。

④Niue

本調査によれば、Niue の国内基準（Niue GAAP）は IFRS を組み込み、コンバージェンスした

ため、質の高い会計基準であるが、IFRS を適用しているわけではないという回答であった。す

なわち、自国の上場企業の適用状況はグループ４に属することになる。実は、この国は南太平洋

（メラネシア）の小さな島国であり、全ての郵便はニュージーランドを経由することになっており、

宛先住所にもニュージーランドと必ず記入しなければならない。このように、Niue はニュージー

ランドとの結びつきが非常に強いため、Niue GAAPという IFRS 不採用の回答ではあるが、事実

上、IFRS 強制適用国であるニュージーランドにかなり近く、グループ１に分類される可能性も

否定できない。

⑤Monaco

本調査の回答によれば、IFRS および中小企業向けの IFRS ともに適用されていない状態であ

る。したがって、自国の上場企業の適用状況はグループ４に属する。しかし、この国はEUの中

心国の１つであるフランス内部に位置する小さな王国である。EU諸国の大半は IFRS 強制適用

であり、フランスはその代表的な例である。Monaco GAAPなるものの存在や内容が不明なため、

グループ４への所属は暫定的といえるかもしれない。

⑥Kyrgyzstan

本調査の回答によれば、Kyrgyzstan では2003年から自国の上場企業に任意適用を認め、2006年

から自国の一部の上場企業に強制適用することを求めた。そして、2009年から自国内全域の上場

企業に強制適用するという３段階にわたって、IFRS 適用のプロセスが進んでいる。ある意味、

適用方法の段階的変遷過程の理想的な例といえるだろう。現在、外国上場企業、中小企業、国営

企業にも適用対象が拡大している。さらに、中小企業向けの IFRS を2013年から一部の中小企業

に適用している。このように、Kyrgyzstan は IFRS 採用を強く推し進めている国である。

⑦Tajikistan

本調査の回答によれば、Tajikistan では2012年から自国全域の上場企業に強制適用することを

定めているほか、外国企業（非上場を含む）、NGO、国営企業、政府機関にも IFRS 適用が求めら
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れている。しかし、中小企業向けの IFRS の適用は認めていない。

⑧Montenegro

本調査の回答によれば、Montenegro では2002年から自国の上場企業に IFRS を強制適用する

こととした。また、外国企業（非上場を含む）は IFRS の適用が認められているので、グループ１

に属している。中小企業は損益計算書と貸借対照表のみを開示すればよいとして、自国基準の中

小企業向け簡略版を適用しており、中小企業向けの IFRS は適用していない状態である。

⑨ Isle of Man

本調査の回答によれば、Isle of Manでは1975年から自国企業（上場企業をはじめとするすべて

の企業）に任意適用するほか、2009年に中小企業中向けの IFRS の任意適用を求めることとして

いる。したがって、この国はグループ３に所属する。Isle of Man は IFRS 強制適用のイギリス近

くに位置する小さな島国であり、歴史的にもイギリスとの結びつきが強い国である。1975年から

任意適用の真偽は確かめようもないが、現在、IFRS 強制適用（グループ１）とほぼ変わらない状

態である可能性もある

⑩Tuvalu

本調査の回答によれば、Tuvalu では2009年から域内一部の上場企業に IFRS を強制適用するこ

とにした。また、国営企業について IFRS 適用を認めている。したがって、この国はグループ２

に所属する。しかし、中小企業向けの IFRS については適用していない状態である。

以下の図表６は、回収された回答から各国の適用時期と適用状況をまとめたものである。分類

欄には3.1節の適用方法のグループの分類記号が示されている。結果として、10カ国の回答によ

ると、IFRS を適用（任意適用、強制適用）している国は7カ国、適用しない国は3カ国となる。

図表７は、2.1における IFRS 財団に実施された調査結果の３分類にもとづき、本調査に得た回

答国を追加して、世界各国の IFRS 適用状況を再び確認したものである。IFRS 財団のデータと

比べると、①国内の全部または大部分の上場企業に対し IFRS を強制適用しているというグルー

プに属する国は、数が125カ国から129カ国までに増加するが、割合が84％から81％までに減少す

る。また、②国内の上場企業に対し IFRS を任意適用または一部の企業に強制適用している、お

よび③国内の上場企業に対し IFRS を強制または任意適用していないという２つのグループに属

する国の数はそれぞれ13カ国から16カ国まで、11カ国から14カ国まで増加するが、それぞれ9％か

ら10％まで、7％から9％まで割合は減少する。
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図表６ 回答内容のまとめ

国 公表
時期

適用
時期

自国の上場
企業の適用
分類

ほかの企業の IFRS
適用の有無

中小企業向け
IFRS の適
用の有無

中小企業向け
IFRS の適
用年度

Cameroon 2011 1 N N
Guam / 4 N N

Iran 2013 3 N N
2015 2016

注① 2 注②

Niue / 4 N N
Monaco / 4 N N

Kyrgyzstan
2002 2003 3

Y外国上場企業、
SME、国営企業 Y 20132006 2006 2

2009 2009 1
Tajikistan 2014 2012 1 Y 外国企業（非上 N

場を含む）、NGO、
国営企業、政府や
組織

Montenegro 2002 2002 1
Y外国企業（非上場
を含む）、SME、国
営企業

N

Tuvalu 2009 2009 2 Y国営企業 N

Isle of Man 1975 3 Y Y 2009

付記：１．IFRS を全部または大部分の上場企業に強制適用している国
２．IFRS を一部の上場企業に強制適用している国
３．IFRS を上場企業に任意適用している国
４．IFRS の適用を認めていない国
Y：IFRS を適用する
N：適用しない
/：該当しない

注：①および②は2017年3月31日の IFRS 財団の回答にもとづく。

図表７ 本調査の回答を含む世界の各国の IFRS適用状況

129
81%

16
10%

14
9% IFRS

IFRS

IFRS
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４．調査未回答国の適用状況
4.1 調査未回答国における適用状況の推測

IFRS 財団調査未回答かつ本調査未回答の国の IFRS 適用状況に関して、両調査の結果を基に

すれば、ある程度推測できるかもしれない。周知のように、欧州連合（European Union：EU）は、

2005年から EU域内の証券取引所に上場しているすべての企業に対して、IFRS に準拠して連結

財務諸表を作成することを要請する法案を2002年に通過させた。このため、EU域内の28カ国お

よび  欧州経済領域（European Economic Area：EEA）の3カ国に対して、2002年の IFRS 任意適

用と2005年 IFRS の強制適用が実施された。EUと同様に、当該地域の共通利益のために、グルー

プメンバー国に統一な会計基準を規制している地域グループがある。例えば、中部アフリカ経済

通貨共同体 (Central African Economic and Monetary Community: CEMAC）のような単一通貨

圏に所属する一国の IFRS 適用状況を照らしてみれば、回答のない国の適用状況は推定できるか

もしれないのである(5)。

Cameroon は中部アフリカ経済通貨共同体CEMACに所属しているため、CEMACが公表して

いる共通な財務報告ガイダンスに準拠しなければならないとされている。したがって、Came-

roon を除く CEMAC メンバーである5カ国（Gabon、the Central African Republic、Chad、the

Republic of the Congo、Equatorial Guinea）は Cameroon と同様に自国の上場企業に IFRS を強制

適用していると推測してもよいかもしれない。また、同じような根拠から、アメリカ合衆国に所

属する準州であるUS Virgin Islands およびAmerican Samoa は Guamと同様に、IFRS を適用し

ない状況にあると推測することができるだろう。

同じく旧ソ連の一部である Kyrgyzstan および Tajikistan は、自国企業に IFRS を強制適用し

ているものの、適用状況の経緯および自国企業以外の企業への扱いについて異なる部分が存在し

ている。また、同じく旧ソ連の一部であるUzbekistan の適用状況について、IFRS 財団の調査結

果によれば、自国銀行のみに適用している。したがって、これら3カ国の適用状況に差異があるこ

とに照らしてみれば、同じく旧ソ連の一部であることで、Turkmenistan と Kazakhstan の IFRS

適用状況を推測することは困難である。

最後に、British Virgin Island について検討したい。British Virgin Island からの回答は無いも

のの、東カリブ諸国機構（Organization of Eastern Caribbean States：OECS）に属しているため、

OECS メンバーの適用状況からBritish Virgin Island の適用状況を推測できるかもしれない(6)。

IFRS 財団の調査結果によれば、Anguilla、Antigua & Barbuda、Dominica、Grenada、Mont-

serrat、Saint Kitts & Nevis、Saint Lucia、Saint Vincent & the Grenadines というOECS メンバー

は、すべて2001年から自国企業、外国企業に IFRS を強制適用するとともに、中小企業向けの

IFRS を適用することとした。したがって、British Virgin Island も全企業に IFRS を強制適用し

ていると想定できる。
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4.2 世界の IFRS適用状況の推定

本節では、3.2節の図表７に、前節で推測した国をさらに追加して、最後に世界の各国の IFRS

の適用状況を推定したい。図表８は、IFRS 財団に実施された調査結果の３分類にもとづき、4.1

節に推測した国を追加して、世界各国の IFRS 適用状況を推定したものである。

図表８ 本調査の回答と推定した国を含む世界の各国の IFRS適用状況

135
81%

16
10%

16
10% IFRS

IFRS

IFRS

図表８は図表７と比べると、①国内の全部または大部分の上場企業に対し IFRS を強制適用し

ているグループに属する国の数が増加するが（129カ国から135カ国まで増加）、割合が81％のまま

で変わらないことが分かった。また、②国内の上場企業に対し IFRS を任意適用または一部の企

業に強制適用しているグループに属する国の数が16カ国と割合が10％のままで変化しない一方、

③国内の上場企業に対し IFRS を強制または任意適用していないグループに属する国の数が14カ

国から16カ国までに増加するとともに、割合が9％から10％まで増加する結果を得た。

図２、７、および８をまとめて比較すると、①国内の全部または大部分の上場企業に対し IFRS

を強制適用しているグループに属する国の数が増加するが割合が減少する一方、②国内の上場企

業に対し IFRS を任意適用または一部の企業に強制適用しているグループと③国内の上場企業に

対し IFRS を強制または任意適用していないグループに属する国の数が割合とともに増加するこ

とを結論付けることができる。

５．おわりに
本調査により集計した10カ国の回答を合わせてみれば、適用状況および適用年度が不明である

国は64カ国にまで減らすことができた。また、調査中に IFRS 財団の調査対象リストに追加され

た7カ国（IranとMontenegro が同時に IFRS 財団と本調査に回答した）を差し引いた、残りの57

カ国についてはさらに調査が必要である。

そこで、次回以降の調査対象は以下のように設定する。①本調査において、宛先や住所が不明

IFRS 適用に関するアンケート調査
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であった4カ国と本調査への回答が無い58カ国のうち、公認会計協会に加入している10カ国、②

IFRS 財団の調査に対して回答した国のうち、適用年度と適用状況が不明な81カ国である。送付

先について、①に対しては、規模が一定以上の国（例えば、人口が100万人以上）に限定したうえ

で、本調査で使用した政府の財務報告基準規制機関の代わりに、各国の公認会計士協会の担当者

に限定し調査を行う。②に対しては、IFRS 財団の調査回答に記載のある連絡先へ調査票を送付

する予定である。回答収集は手紙の郵送を行わず、すべてWEB回答による方法を採用する予定

である。

参考文献
IFRS Foundation. (2017a). IFRS use around the world. (Retrieved March 31, 2017, from http://www.ifrs.org/use-
around-the-world/pages/jurisdiction-profiles.aspx)

――.(2017b)Analysis of the IFRS jurisdiction profiles. (Retrieved March 31, 2017, from http://www.ifrs.org/use-
around-the-world/pages/analysis-of-the-ifrs-jurisdictional-profiles.aspx)
PWC. (2014) IFRS adoption by country. (Retrieved December 30 2015, from https: //www. pwc. com/us/ en/
issues/ifrs-reporting/publications/assets/pwc-ifrs-by-country-2014.pdf)
金融庁2012「各国の IFRS 適用状況調査結果」

注
⑴ 本稿は科学研究費補助金基盤研究A「グローバル経済におけるビジネスと会計制度の変化に関する経済学的研
究（研究代表者：佐々木宏夫、課題番号24243037）」を受けて実施された調査結果の一部を纏めたものである。本
稿の調査を実施するに当たり、IFRS 財団アジア・オセアニアオフィスの竹村光広氏にご協力・ご助言いただい
た。さらに、IFRS 財団による IFRS 採用国調査を指揮されたポール・パクター博士から有益なコメントをいた
だいた。両氏に心より感謝申し上げる。
⑵ 次章（2.3 調査対象と調査方法）で詳しく説明するが、この研究での国は狭義としての国家（Nation）だけで
なく、国に準ずる地域単位（法域：Jurisdiction）も含み、できるだけ広義に定義されている。本稿では、主要な
国際機関が独立した法域として認識しているものは、原則的に全て国として取り扱うことにする。
⑶ Mauritania の公用語が英語かフランス語か不明であるため、本調査では、フランス語として取り扱うことにし、
両言語のカバーレターと質問票を同封することとした。
⑷ 調査対象である69カ国から有効回答10カ国、IFRS 財団にさらに追加された調査対象の7カ国のうち、本調査と
重複しない5カ国を除く結果、54国になった。
⑸ CEMACは、1999年に中部アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of Central African States：ECCAS）
の国のうち、旧フランス植民地であった6カ国が通貨共同体（CEMAC）を形成しできた組織である（Retrieved
2017, March 30 from http: //www. internationaldemocracywatch. org/index. php/central-african-economic-and-
monetary-community）。
⑹ OECS は、1981年に設立され、東カリブ海諸国の経済的・社会的発展に向けて適切な行動を支援することを目
的とした政府間組織であり、現在は9カ国のメンバー国を有している。事務局はセント・ルシアの首都カストリー
ズに置かれている（Retrieved 2017, March 30 from http://www.oecs.org/homepage/about-us）。
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付録１ 調査票

IFRS 適用に関するアンケート調査
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IFRS 適用に関するアンケート調査
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付録２ アンケート調査対象国表
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付記：★は諸原因で郵送できない国
注 ① 回答地域
② 推測できる国
③ 調査中に IFRS 財団が追加した国
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1. Introduction to the Survey
Over the last few years, accounting world has shown a global movement towards International

Financial Reporting Standards (IFRS), a single set of accounting standards developed by an

independent organization known as the International Accounting Standards Board (IASB). It has

achieved a great success on promoting the benefits of IFRS, such as increasing financial reporting

comparability across borders and reducing information cost as well as information risk. According

to the IFRS Foundation, the oversight body of the IASB, IFRS has gained acceptance by more

than 100 jurisdictions all over the world (IFRS Foundation, 2017).

The rapid growth of international trade and foreign direct investment has led companies to

expand outside the countries (Zeff, 2012, p. 808). The International Accounting Standards

Committee (IASC) was established to promote international harmonization of accounting

standards through the use of International Accounting Standards (IAS), so that the differences in

accounting practices among countries could be minimized. In 2001, the IASC was succeeded by

the IASB and the standards were renamed as the IFRS.

This survey is conducted as a study under the Waseda Accounting, Business, and Economic

Research Group (WABERG) research project. This economic research studies business practices

and institutional systems theoretically and empirically, as well as normatively and positively. This

project covers multi-dimensional research topics not only of the various economic literatures, such

as game theory, mechanism design, industrial organization, public and corporate finance, and

international finance and trade, but also most business fields including accounting and

management.

In particular, main targets of this research are those economies where market and its related

infrastructure are not well developed, such as least less-developed countries (LLDC), least

developed countries (LDC), fragile countries, and transitional countries. As a result of frontier
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studies and publications, this project aims to provide political lessons with both developed and

developing countries.

Our first objective of this survey is simply informative, which is to understand the present

situation of IFRS adoption status in the world. We complement the existing survey data and make

a uniform data set to include as many countries/jurisdictions as possible. There are a number of

countries/jurisdictions whose information on IFRS adoption is minimal or even none, as discussed

in the next section. Most of them are either very small or less or least developed countries.

Our second objective is academic, which is to study the effects of IFRS adoption on countries’

economic performance, such as Gross Domestic Product (GDP), trade (exports and imports), and

Foreign Direct Investment (FDI). For any empirical research, it is ideal to use a panel data set

that includes the information of IFRS adoption status in a largest number of jurisdictions in the

world as well as in a longest time span of years. In particular, it had better contain detailed

information on timing, such as when the adoption started and when the relevant bodies announced

the adoption plan. Nonetheless, there remain many countries/jurisdictions that existing survey

do not provide us with sufficient information of all the past and present IFRS adoption status.

2. Existing Survey
In the early stage of survey preparation, we looked into information on the adoption of IFRS in

the countries around the world, prepared by other organizations. There are four organizations

that have gathered such information, which are IFRS Foundation, PricewaterhouseCoopers

(PwC), Deloitte, and World Bank.

Organization Method of Collecting Information Number of Jurisdictions
(as of April 2017)

IFRS Foundation A survey responded by the
standard-setting and other relevant
bodies in each jurisdiction

150

World Bank Information was gathered using
questionnaires filled in by the World
Bank staff/consultant assisted by
the National Steering Committee
(NSC) or by the NSC itself (vary
from country to country).

99

Deloitte No information 175

Table 1 Previous Surveys on IFRS Adoption Status

We compared the number of jurisdictions surveyed by those organizations and added

jurisdictions from the list of United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

― 140 ―



139_閻・大川内・SUANDI・高瀬氏（英文）.mcd  Page 3 18/06/06 09:47  v5.51

member states and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

full member states that had not been available in the four surveys. As a result, we got 216

jurisdictions as the total number of targeted jurisdictions for our survey.(6)

Table 1 shows that those four organizations have different methods on collecting information

regarding the application of accounting standards in specific jurisdictions. However, only two

organizations, which are IFRS Foundation and Word Bank, gathered information from a direct

survey. Nonetheless, World Bank does not provide up-to-date information on all jurisdictions, since

the issuance of each jurisdiction profiles provided range from beginning of 2000s to 2015.

Therefore, IFRS Foundation’s survey contains the highest reliability and most updated

information among other mentioned surveys.

IFRS Foundation’s survey focuses on the current IFRS adoption status in each jurisdiction and

whether any adaptations made on the application of the standards. Moreover, it also asked the

respondents whether IFRS for SMEs were permitted for SMEs in those jurisdictions. IFRS

Foundation, however, does not aim to find out when the IFRS adoption started or when the official

announcement on the adoption was made. However, some jurisdictions voluntarily provided such

information in their answer sheets.

3. First Survey
In the first survey, we focused on jurisdictions that had not responded to, and/or covered by

IFRS Foundation’s survey.

Total number of targeted jurisdictions 216
Jurisdictions responded to IFRS Foundation’s survey
(by March 2016; excluding European Union (EU))

139

Questionnaires sent 77

Table 2 Number of Questionnaire Sent in the First Survey

Online survey or web-based questionnaire(7) was chosen as the method to gather the data from

the respondents, as this method results in the lowest cost and automation of data input. The

request to participate on this survey was also sent through emails. Consequently, we first made an

attempt to find the respondents email addresses.

In order to obtain reliable answers, survey participation requests were sent to government

officials that have authority to develop or approve accounting standards in each jurisdiction. Thus,

personal email addresses of the person-in-charge of related government institutions were

prioritized. When such personal email addresses could not be found, email addresses of related

government institutions were used instead. The email addresses were mainly obtained from the

Academic Survey on the IFRS Adoption Status around the Globe
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governments’ official websites. When the information was not available there, we searched from

other reliable sources.

We sent all the emails for participation request on the end of March and beginning of April

2016 and expected to receive the responds by April 30, 2016. Each of jurisdictions was provided

with a unique ID and password to log into the survey website. All of the questions were written in

English.

There were zero responses received on this survey. Some possible mistakes might occur, such

as (1) the emails were undelivered due to network problem, (2) email addresses were incorrect, (3)

emails were delivered to the recipients’ spam folders, (4) recipients considered survey

participation requests via email as unimportant, or (5) they were afraid of any internet virus

infection which could cause a serious damage on government and business activities.

4. Second Survey
In order to eliminate the non-deliverability problems as occurred in the first survey, in this

second survey, the survey participation requests were sent through direct or postal mail.

Similar to the first survey, our targeted respondents were jurisdictions that had not responded

to IFRS Foundation’s survey. The number of requests sent was less than the first survey, as the

number of jurisdictions responded to IFRS Foundation’s survey increased. Furthermore, there

were four countries whose postal addresses cannot be found online.(8)

Total number of jurisdictions 216
Jurisdictions responded to IFRS Foundation’s survey
(by August 2016; excluding EU)

142

Number of targeted jurisdictions 74
Address unavailable 4
Questionnaire sent 70
Postal mail failed 1
Final number of questionnaires sent 69

Table 3 Number of Questionnaire Sent in the Second Survey

The respondents were given the options to answer the questions through web-based

questionnaire or paper-based questionnaire.(9) When the paper-based questionnaire was chosen,

the respondents should send back the completed questionnaires using the stamped addressed

envelope provided. Since there were many targeted jurisdictions whose first language was

French, the postal mails also contained both English and French questionnaire as a reference. (10)

We sent the second survey participation letters through postal mail on September 16, 2016 and

expected to receive the responses by October 31, 2016.
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Table 4 List of Jurisdictions and the Responses Received
No. Jurisdiction Response Remarks
AFRICA
1. Algeria
2. Benin
3. Burkina Faso
4. Burundi
5. Cabo Verde
6. Cameroon Online
7. Central African Republic
8. Chad
9. Comoros
10. (Republic of) Congo
11. Côte d'Ivoire
12. Democratic Republic of the Congo
13. Djibouti
14. Equatorial Guinea
15. Eritrea
16. Ethiopia
17. Gabon
18. Guinea
19. Liberia
20. Malawi
21. Mali
22. Mauritania
23. Morocco
24. Mozambique
25. Namibia
26. Sao Tome and Principe
27. Senegal
28. Seychelles
29. Somalia Postal mail failed (returned to

the sender)
30. South Sudan
31. Sudan
32. Togo
33. Tunisia
AMERICA
34. Aruba
35. Cuba
36. Greenland
37. Haiti
38. British Virgin Islands
39. US Virgin Islands
ASIA
40. Iran Online
41. Kazakhstan
42. Kyrgyzstan Online
43. Laos

Academic Survey on the IFRS Adoption Status around the Globe
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44. Lebanon
45. Tajikistan Online
46. Timor-Leste
47. Turkmenistan
EUROPE
48. Andorra
49. Gibraltar
50. Holy See
51. Isle of Man Email
52. Monaco Postal mail
53. Montenegro Online
54. San Marino
OCEANIA
55. American Samoa
56. Cook Island
57. Guam Online
58. Kiribati
59. Marshall Island
60. Federated States of Micronesia
61. Nauru
62. New Caledonia
63. Niue Online
64. Palau
65. Papua New Guinea
66. Samoa
67. Solomon Island
68. Tonga
69. Tuvalu Online
70. Vanuatu

There were ten responses or 14.49% out of 69 successfully sent questionnaires (please see

Table 4), with majority of the respondents chose to answer using web-based questionnaires. The

overview of the responses can be seen on Figure 1 and Figure 2. For the use of IFRS for domestic

publicly enterprises, four out of ten jurisdictions have required the companies to adopt IFRS.

Nonetheless, there is less interest to adopt IFRS for SMEs, as eight out of ten jurisdictions said

that they neither required nor permitted IFRS for SMEs.

― 144 ―



139_閻・大川内・SUANDI・高瀬氏（英文）.mcd  Page 7 18/06/06 09:47  v5.51

After we sent our survey to the 69 jurisdictions, there were seven additional jurisdictions that

responded to the IFRS Foundation’s survey, which are Iran, Kazakhstan, Liberia, Malawi,

Montenegro, Namibia, and Timor-Leste. Thus, Iran and Montenegro replied to both our survey

and IFRS Foundation’s survey.

5. IFRS Use around the World
As mentioned in the earlier parts, the IFRS Foundation has developed a page that consists of

jurisdiction profiles on the use of IFRS. The IFRS Foundation developed a questionnaire and

created jurisdiction profiles from the responses they received from accounting standard-setting or

other relevant bodies. As the profiles are updated on regular basis, it reflects the most current

status of IFRS adoption on certain jurisdictions (IFRS Foundation, 2017). The overview of the

responses can be seen in Figure 3 and Figure 4.(11)

Academic Survey on the IFRS Adoption Status around the Globe
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Figure 1 Adoption Status of IFRS for Domestic Publicly Enterprises
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Figure 2 Adoption Status of IFRS for SMEs
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The IFRS Foundation uses different categorizations to group the jurisdictions by their

adoption status from our survey. Nonetheless, the result of the application of IFRS for domestic

publicly enterprises is similar. In Figure 1, our survey shows that most of the jurisdictions

surveyed, which is 40% of the total responses received, require domestic publicly enterprises to

use IFRS. In the IFRS Foundation’s survey, 125 jurisdictions or around 84% of all the jurisdictions

also require the application of IFRS to domestic publicly enterprises. The obvious difference on

the percentage may come from the fact that our second survey consists of smaller jurisdictions.

Different result is shown on whether SMEs are required to use IFRS for SMEs. In our survey,

the responses indicate reluctance to adopt IFRS for SMEs. However, the IFRS Foundation claims

that most of jurisdictions they surveyed has required or permitted SMEs to use IFRS for SMEs,
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Figure 3 IFRS Foundation’s Survey: Adoption Status of IFRS for Domestic Publicly
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Figure 4 IFRS Foundation’s Survey: Adoption Status of IFRS for SMEs

85

11

53

Adoption Status of IFRS for SMEs

Required or permitted

Currently under
consideration

Neither used nor under
consideration

Data source: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Analysis-of-SME-profiles.aspx



139_閻・大川内・SUANDI・高瀬氏（英文）.mcd  Page 9 18/06/06 09:47  v5.51

despite the not-so-small number of jurisdictions that neither used nor considered the use of IFRS

from SMEs.

6. Concluding Remarks and Future Research
In our surveys, we complement existing surveys on the adoption status of IFRS. As the non-

available jurisdictions are mainly small or developing countries/jurisdictions, the challenges in this

survey include the difficulty to find the respondents’ addresses online, as the government official

websites can either contain incomplete information or be inaccessible. Despite the number of

responses received in the second survey, there is possibility that some of the other letters to

request survey participation did not successfully reach the intended persons.

The use of IFRS as an international business language has been approved by many countries in

the world. The second survey reveals that IFRS have been adopted by most of the jurisdictions.

Nonetheless, the number of countries that neither required nor permitted IFRS cannot be ignored.

IFRS for SMEs, on the other hand, do not attract the attention of surveyed jurisdictions. The result

from any future survey is expected to give a more complete and detailed information on the

adoption status of IFRS.

The third survey is ongoing. In this survey, we divided the survey into two groups. The first

group is the jurisdictions that have not responded to both our survey and the IFRS Foundation’s

survey. However, different from the second survey, we sent our survey participation letters to

associations of accountants or auditors, instead of government officials in those jurisdictions.

The second group consists of jurisdictions that responded to IFRS Foundation’s survey, but did

not provide detailed information on timing of the adoption. For the second group, we sent the

questionnaires to the same institutions that responded to the IFRS Foundation’s survey. When

there were more than one institutions listed as the respondents, we chose one that have higher

authority which administers the development or application of accounting standards in that

jurisdictions.
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807-837.

⑴ This paper is a first report to describe and explain the results of our first and second survey attempts on the
adoption status of accounting standards in the world. This paper is distributed to those individuals of all the
responding jurisdictions to our survey. Their effort and cooperation are greatly appreciated. We are given
valuable comments and useful suggestions by Dr. Paul Pacter who initiated the IFRS Foundation’s survey on
IFRS adoption status in the world, and Mr. Mitsuhiro Takemura, Asia-Oceania Office Director of IFRS
Foundation. A part of this paper is going to be on our website (http://waberg.accounting.waseda.ac.jp). This
survey is one of the research projects by Waseda Accounting, Business, and Economic Research Group
(WABERG), funded by Japan Science foundation (KAKENHI No.24243037). We are really grateful for its financial
support.

⑵ Graduate School of Commerce, Waseda University
⑶ Graduate School of Commerce, Waseda University
⑷ Center for Teaching and Learning, Teikyo University
⑸ School of Commerce, Waseda University
⑹ The surveys by IFRS Foundation, World Bank, and Deloitte include groups of countries/jurisdictions as one

jurisdiction, which are European Union, OECS Countries, and Netherlands Antilles. In order to avoid redundancy,
we excluded those groups of countries/jurisdictions from our list of jurisdictions. In addition, we also include
Dubai as a part of United Emirates Arab, instead of as one stand-alone jurisdiction.

⑺ Email-cover letter and web-based questionnaire on the first survey are shown in Appendix 1.1 and 1.2.
⑻ Those four jurisdictions were Libya, Reunion, Democratic People’s Republic of Korea, and Channel Islands.
⑼ Web-based questionnaire is identical to the paper-based one in the second survey. Cover letter and the

questionnaire are shown in Appendix 2.1. and 2.2.
⑽ Both cover letter and questionnaire in French are shown in the Appendix 2.3 and 2.4
⑾ EU is excluded as one jurisdiction, as EU members are already listed as the respondents.
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Appendix 1: First Survey
A1.1 Cover Letter
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A1.2 Questionnaire
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Appendix 2: Second Survey
A2.1 Cover Letter (English)
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A2.2 Cover Letter (French)
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A2.3 Questionnaire (English)
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A2.4 Questionnaire (French)
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