
．はじめに

サイバネティックス理論を提唱したのは ウィーナー（ ）であり、 動物と機械に

おける制御と通信の科学 と定義し、電気工学、生物学および物理学に共通する分析道具を

提供した。このサイバネティックス思考の展開は、当初の自然科学の枠組みを超えて、企業

組織などの考察に対しても影響を及ぼし、経営管理システムの集成的なフレームワークの確

立に重要な示唆を与えた。さらに、システムに共通する相似則を見出し、経営目標を達成す

るために、コントロール・システムを構築し、経営管理に有用な情報がサイバネティックス

理論より得られるものとして期待を集めた。他方、近年において、サイバネティックス論の

発展は目覚しく、サイバネティックス論の再評価について活発な議論が繰り広げられている ）。

コントロール概念はサイバネティックス理論の影響を多分に受けつつ、組織論を始め、管

理会計論においてさえ独自に発展し、活発に議論されてきた ）。管理会計上の中心的な問題

としては、予算、業績管理および標準原価計算における原価差異分析などの領域において展

開された ）。方法論に関しては、実証分析、定性的アプローチなどを採用し、組織における

個人の行動を洞察し、企業組織における諸要因の相互作用に関する側面に焦点があてられてき

た。まず、フラムホルツ（ ）らは、個別に議論されてきたコントロール

概念を集積し、企業組織におけるコントロール・フレームワークを体系的に提案したのである
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）。他方、マネジメント・コントロール論は戦略やオペレーショナルな種々の段階（ ）

および対象の範囲において様々に展開されており ）、概念レベルのコントロール理論をピッ

トケネン（ ）らが議論し、フィードバックに対する理解を深めた ）。ま

た、サイモン（ ）は、信条、境界、診断型および双方向型という つのレバー（梃

子）を軸にコントロール論を提唱している ）。

上述の議論は主としてフィードバック概念に立脚しているが、フィードフォワード概念の

重要性に着目したのは、デムスキー（ ）である。彼は、意志決定の過程で計画とそ

のコントロールを組み合わせ、事前分析と事後分析を展開した ）。改めて近年において、日

本的管理会計の特徴を説明する鍵概念としてフィードフォワード・コントロールを展開した

のが、 （ ）や丸田（ ）である ）。 は、変化が激しい企業環

境のもとで、フィードフォワード概念の重要性を強調し、フィードフォワード・コントロー

ルをフィードバック・コントロールと対となる相互補完的な関係として提示した。これよ

り、フィードバック・システムに内在する時間的なシグナルの遅延がフィードフォワードシ

ステムから提供されるタイムリーな情報によって修正される可能性を示唆した。

このような先駆的な考究をもとに、われわれは以下のような手法で考究を行った。将来を

志向する経営計画システムを開発するためには、経営組織の中でフィードバック機構と

フィードフォワード機構がどのように作用するのかに関して、組織内部の機構を明らかにす

ることが必要である。先行研究における会計上のコントロールモデルでは、定性的アプロー

チが主であり、定量的な分析を組織内部の機構に対して行った考究は少ない。その上で、考

究をより進展させるためには、エンジニアリング・コントロールの手法を採用する必要があ

る。その一つとして、会計学の問題と工学の問題の双方をアナロジーの観点より対応関係を

提示し、エンジニアリング・コントロール概念の会計モデルへの適用を試みなければならな

いであろう。本稿における研究テーマは、考察対象が異なる分野に共通した手法を応用する

という極めて学際的な研究として位置付けられる。従って、時間経過において経営状況を把

握し、意思決定の効果を測定し、経営計画の予測に関わる精度を向上させることが期待され

る。これにはダイナミクスの概念の援用が不可欠となる。

こうした問題意識と手法のもとで本論文の目的を以下に設定する。学際的アプローチとし

て管理会計研究の枠組みに対してエンジニアリング・コントロール理論を導入し、力学概念

の視点をもって経営管理に注目し、ブラックボックスとしてほとんど解明されてこなかった

企業組織における内部メカニズムの仕組みの考究を試みる。次に、管理会計研究における

フィードバック概念に付加したフィードフォワード概念に関する議論に焦点をあてる。最後

に、フィードバック・システムとフィードフォワードシステムの結合系に対応する例を検討

しながら、管理会計論における応用の可能性を議論する。
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．管理会計におけるフィードバックの意義

本節では、管理会計におけるフィードバック概念の意義を検討する ）。一般的に、エンジ

ニアリング・コントロールは、システムの状態に対してフィードバック・ループを通してア

ルゴリズムを描き出し、システムの状態をコントロールするものとして定義されている ）。

この定義に依拠すれば、管理会計と工学の間に顕著な相違が見受けられることになるが、こ

の相違を会計の視点から順を追って考察することにしたい。

まず、ハルトマン（ ）らは、ミクロおよびマクロという各次元から

サイバネティックスを詳細に分類する作業のなかから、管理会計分野におけるコントロー

ル・システムでは、工学的な意味におけるサイバネティックス・コントロール理論からの乖

離が明らかになっていると指摘している ）。すなわち、この乖離の主な原因としては、機械

システムと人間システムの間における対象の違いとして比較的早い段階から指摘されてきた

論点である ）。

通常、企業組織における個人の行動に関する考察がマネジメント・コントロール研究に

とって不可欠であるが、これに関連してアメイは、次のように指摘している ）。 理論は第

に、主に物理系および生物系を目的に展開された。そして、その主要な考えを社会制度に

移植するには、概念の修正なしでは、困難に直面する。第 に、システム、等至性

（ ）といった基礎的概念は、未だ十分には定義されてはいない。探求の方向

は、一般システム理論を展開しようとするよりもこれらの基礎概念の洗練に向けられるべき

であろう。 彼は、特に企業の予算システムにおいてサイバネティックスの考え方を応用し

た試論を展開しており、試行錯誤を繰り返しながら企業組織の特性にサイバネティックス論

を適合させることの重要性と困難さを痛感していたのであろう。

また、刻々と変化する企業環境において、企業はその変化に柔軟に対応しなければならな

い。この見地からボルベルダ（ ）は、 組織的な柔軟性が本質的には逆説的ではあ

るが、変更と維持の間の有用なあつれきを要求する と述べている ）。ここで、フィード

バック・システムに密接に関連して、企業組織は開放系と見なされているのに対して、

フィードバック・コントロールは、閉鎖系においてモデル構築がなされるために、企業環境

の変化にはシステム自体が直接的には関連付けられないという点に留意する必要がある。し

たがって、サイバネティックス論を基礎としてフィードバックの仕組みを導入する際には、

開放系とみなされる企業組織の特質を考慮し、閉鎖系におけるモデルの構築方法を検討しな

ければならない。これに加え、サイバネティクスは自動制御（ ）と密接な

関係にあり ）、社会システムへの応用が進み、管理会計分野におけるモデル構築が試行的に

）管理会計論におけるフィードバックシステムの典型的な事例として標準原価計算があげられる。会計学
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考察されている。しかしながら、企業組織において機械的に繰り返し処理がなされる部分がサ

イバネティクスの適用に適した部分であり、それ以外の部分は非サイバネティクスとして区分

され、モデル化に対応しない部分があるという点にも注意を払わなければならないであろう ）。

ところで、意思決定の一連の過程における計画、実行、統制、評価というサイクルは、

フィードバックの考え方に依拠したフレームワークに相当し、経営管理においてフィード

バック概念を応用した典型的な一例として理解できる。そもそも、マネジメント・コント

ロールのルーツの一つは、サイバネティックス理論にあるとも言われており ）、アンソニー

（ ）は、コントロール・システムに依拠し、部屋の温度を管理するサーモスタット

の事例を説き、フィードバックの観点から情報の流れをブロック図において視覚的に表示し

た。このブロック図は、組織におけるシステムの単純なフローを記述したものであるが、マ

クロ的な視点からインプットおよびアウトプットの関連を理解するために、インプット・ア

ウトプットに該当する変数の要因を特定し、大局的な観点から重要な構成要素間の相互関係

が描き出される。アンソニーは、広義のマネジメントコントロール・システムに関連して、

個人の行動、あるいはものの状態を望ましい方向に順応させるという目的をあげている ）。

アンソニーが展開したマネジメント・コントロール論に続き、多くの研究者が会計的な観点

から予算管理、原価管理や業績評価などの仕組みを構想してきた。とりわけ、コントロー

ル・システムを構築する際には、会計の基礎的な概念をベースとし、システムにおける代表

的変数は、管理会計論のコンテキストに関連付けられて応用されている。

しかし、管理会計上、企業組織の問題や取引の変化の詳細な過程を説明することには困難

が伴うものである。例えば、業績評価システムでは、アウトプット要素をベースにして経営

管理者のパフォーマンスが評価される一方で、インプット要素に関しては必ずしも詳細には

説明されてはいない。というのも、このインプットとアウトプットの関係は一義的には決定

され得ないし、ブロック図におけるインプットとアウトプット変数自体がアルゴリズムとは

関係がなかったためでもある。このとき、企業組織においてはシステムの動的な変動を跡付

けることがあまり論点とならなかったために、工学的見地から判断すれば、フィードバッ

ク・モデルの正確な描写が不明確な状態にあると結論付けられよう。従って、フィードバッ

クは複雑な概念であるが、もっとも部分的には機械システムから人間システムに概念を移植

するという異分野における対象の違いから生じてくる複雑さに起因するという見解も傾聴に値

する ）。

ただし、フィードバックは依然として重要な概念であることに変わりはないが、あらゆる

ものに有効な万能薬という訳でもない。フィードバック・システムでは、現場において事態

が発生してから、その成果が表面化する間に、長いタイム・ラグがあるので、経営上何か対

策を施すにも手遅れになることが危惧されている。 厳密に定義すれば、フィードバック

は、実際のパフォーマンスと事前に設定されたゴールの間の回顧志向的な比較情報と見なさ

れており、動作（フィードバックのない事後コントロール）からは乖離するものとして見な
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されている ）。

後述することになるが、フィードバック・システムは過去指向的であるという性質を内包

し、事前に設定された目標と実際値の差に関して遅延したシグナルを発するという特長を併

せ持っている。つまり、経営管理者が、フィードバックシステムから時間的な遅れをとも

なって発せられるシグナルを手がかりにし、適時的に問題解決に乗り出すにはあまりにも遅

すぎるという点において、フィードバックシステムが批判されたのである。

このようなフィードバックの問題を解決するために、近い将来に向けて計画を重視し、コ

ントロール・システムの 要素としてのフィードフォワード概念に高い関心が払われてきた ）。

クーンツおよびブラッドスピーズ（ ）は、フィードバック・システムに

内在する性質の一つでもあるが、シグナルを遅くに発しすぎるという欠点を解決する目的

で、フィードフォワード・コントロールによる補完の必要性を提唱したのであった ）。ここ

でのフィードフォワード・コントロールの目的は、将来計画の目標を実現するために管理会

計情報を効果的に利用することにあり、議論が展開されたのである。

近年において、日本的管理会計の特質を説明する理論として改めてフィードフォワード概

念に焦点を当てた （ ）は、次のように述べている ）。 フィードフォワー

ド・コントロールは単に予測あるいは事前の計画ではなく、経営管理およびパフォーマンス

を向上させるための予防的な処置のことである。

従来、標準原価と実際原価とを比較し、その差異に着目した原価管理を実行し、差異分析

を通して有利・不利であるのかについて、状況の変化を考慮し、標準からの逸脱に焦点を当

てた分析手法が確立されてきた。その上で、 （ ）の所説によれば、フィー

ドフォワードは予防的なコントロールとして定義されており、フィードバックとフィード

フォワードを併存させたシステムの適用が、予防的管理に有効な手立てを提供するのであ

る。予防的コントロールのコンテキストにおいて、フィードフォワード管理の核心には、複

数の計画値（目標と概算原価）の比較（計画策定プロセスにおいて計画値の相対性）が据え

られているのである ）。

このように、フィードバックおよびフィードフォワードという考え方が管理会計上、主要

なテーマの一つとして取り上げられ、この つのコントロールの考え方がエンジニアリング

における制御理論との関連性を帯びてくるのである。今、述べてきたように、管理会計分野

におけるフィードバックおよびフィードフォワードの概念は、コントロールの過程において

対象に対する事前または事後を軸とし、目標を達成するための手法として構想されており、

フィードバックを補完する形でフィードフォワードの議論が概念レベルで展開されてきたと

言えよう。

この点に関して、一層考察を深める際に、ハルトマンらの見解は注目に値する ）。すなわ
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ち、サイバネティックスの概念を拡張することを論じ、まずは、方法論として、サーモス

タットの事例をより複雑でより適応力のある環境コントロール装置へと拡張しなければなら

ないと主張している。この装置が、単に部屋の温度をコントロールしなければならないだけ

ではなく、その部屋の外や、建物の外においてさえ、湿度および気圧用センサを備えて対処

することが求められると述べている。彼らの所説によれば、サーモスタットの事例を乗り越

えて、サイバネティックモデルを拡張するアイディアが提起されているのである。

これまで、フィードバックおよびフィードフォワード・コントロール論の展開が定性的な

議論にとどまってきたのであるが、今後、複雑な企業環境のもとで、システムの状態の変

化、システムの安定性の問題に関係付けるかたちで、定量的な視点からエンジニアリング・

コントロールを管理会計の分野において応用できる可能性が高まりを見せている。

次節では、フィードバックとフィードフォワードシステムの結合型に関するメカニズムを

考察する。

．エンジニアリング・コントロール論の視座と会計システムの関連

経営戦略を実行する過程において、意思決定後における企業内外の環境変化にともない、

経営戦略が現実化していく状況を捉えることが重要である。そのために、本節では関連する

主要なエンジニアリング・コントロール理論を概観する。エンジニアリング・コントロール理

論を導入することで、暗箱（ ）であったシステムの内部構造を明確化することを通し

て、システムの安定性の維持とシステム自体のパフォーマンスを改善することが期待される。

最初のステップでは、会計システムに作用を及ぼす代表的な変数を決定しなければならな

い。これらの変数がインプットおよびアウトプットに対応し、変数のコントロールは手動あ

るいは自動で操作される。これらの変数は、会計を基盤とする考え方から導かれた属性をも

ち、ここで、インプット信号としては、主としてステップ関数（ ）、インパル

ス関数（ ）、ランプ関数（ ）および離散デジタル関数

（ ）が使用される。

次に、予期されたシステムのアウトプットが得られるように、制御システムを設計する目

的でブロック図が利用される。ブロック図において伝達関数（ ）を特定

し、制御メカニズムを導き出すことによって、会計系の時間変化についての手掛かりを獲得

する必要がある。このブロック図による表現は単純であるが、定量性を確保して、意思決定

に有用なツールとして活用し、様々な状況下でシミュレーションを実行することが目指され

る。ここでエンジニアリング・コントロールシステムの典型的なブロック図が、次の図 に

示される ）。

図 は、エンジニアリング・コントロールシステムの概念的なモデルを示している。この

システムは、コントローラ（ ））、アクチュエータ（ ）、プラント
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ングにおけるコントローラのことを意味している。会計学大辞典（第 版）、 ページ。
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（ ）およびセンサ（ ）から構成されている。エンジニアリング・コントロール

の意味において、コントローラはエラー・シグナルを探知し、このシグナルが非常に弱い力

であっても、増幅器（ ）を経て高レベルにまで増幅される。コントローラのアウト

プットはアクチュエータに供給される。このアクチュエータは、アウトプット信号が基準イ

ンプット信号に接近するために、コントロール信号に対応するプラントへのインプットを産

出するパワー・デバイスに相当する ）。

次に、図 においてフィードバックシステムのブロック図が描かれている。 は偏差

であり、フィードバック制御系においてコントローラへの入力である目標値 と制御量

の差を示している。そして、フィードバックシステムの特性は、以下の 点に分類され

る ）。

）
）佐藤和也・平元和彦・平田研二（

図 コントロール・システム

（出典） から一部引用

図 フィードバック・システム

（出典）佐藤（ ）、 図 からの一部引用



制御対象 は不安定であるが、適切な設定パラメータの設計によって安定に作動する

外乱が制御量 に及ぼす影響を抑制できる

制御対象の変動が制御系に及ぼす影響を抑えることができる

制御量を検出するセンサが必要であり、フィードフォワード制御系よりコスト高になる

従って、フィードバック・コントロール系のブロック図では、コントローラ および

パラメータ を同時に操作し、これらの特性を考慮に入れることを通して、システムの

安定性を正確に決定することになる。

図 においてフィードフォワード・システムのブロック図が示されているが、図中におけ

る各要素の定義は、以下のように表される

フィードフォワード・コントロールシステムにおける制御対象である

操作量の値を決定するコントローラである

制御量であり、制御対象において制御したい信号（出力）となる

操作量、すなわち制御対象への入力である

目標値、すなわち制御量を追従させたい目標信号のことである

外乱、すなわち目標値以外において操作量に外部から混入する信号である

これらの変数による外乱に関して、フィードフォワード・システムの特徴は、以下のよう

に つに整理される ）。なお、フィードフォワード・コントロールシステムにおいて、コン

トローラ および制御対象 のみをコントロールすることができる。

．制御対象 は不安定であり、安定的に制御することは困難である

．外乱が制御量に及ぼす影響を抑制することはできない

．制御対象の変動の影響は、制御系にそのまま現れる

．制御量を検出するセンサが不要であり、コストを低く抑えることができる
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）佐藤和也・平元和彦・平田研二（ ），

図 フィードフォワードシステム

（出典）佐藤（ ）、 図 からの一部引用
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次に、重要な考え方である 遅れ時間（ ） および むだ時間（ ）

を説明しておきたい。例えば、部屋の温度を一定に保つために、熱風が循環する熱的システ

ムを考える。このシステムでは、測定する要素は炉からの距離 の下流に置かれており、

空気速度は とする。まずは、温度計によって炉の温度の変化が感知される前に、時間

が経過する。このとき、測定する際のコントローラの動作のあるいはアクチュエー

タ操作などの遅れは、輸送ラグあるいはむだ時間と呼ばれ、ほとんどの制御システムにおい

て発生する ）。その種の遅れ時間あるいはむだ時間は、産業用プロセス制御システムにおい

て頻繁に観察され、当然のことながら非物理的なシステムにおいても生じる。

会計システムは非物理システムであるから、これらの 遅れ時間 および むだ時間 は

会計系の意思決定の過程で生成される。例えば、巨額の投資案件を採択するかどうかの意思

決定を下す場合を考えてみれば、責任者である経営管理者は迷いから意思決定に躊躇する

ケースが起こりうるであろう。このような意思決定過程における躊躇が、遅れ時間あるいは

進行過程のむだ時間にあたる。他方、工学分野では、制御システムでの遅れ時間を補償する

理論についてはすでに手法が確立されており、これらの手法を応用すれば、実際の意思決定

の複雑なプロセスを詳細に跡付け、遅れ時間を組み込むことで模擬の精確性がより確保され

る可能性がある。そして、エンジニアリング・コントロール論の枠組みを管理会計分野に応

用し、意思決定プロセスのシミュレーションを実行し、複数のシナリオ案を提供し、意思決

定の問題に有益なツールを提供することが期待されよう。

以上、本稿に関連するフィードバックとフィードフォワードの概略を述べた。次に、会計

システムにエンジニアリング・コントロール論を導入することの是非を含めて議論する。エ

ンジニアリング・コントロール論は連続的な時間変化に主体を置いたダイナミクス（動力

学）の理論であり、まずは、両分野における時間の概念の差異に着目して論じる。特に、

フィードバック・システムやフィードフォワード・システムが時間経過とともにどのように

変化するかをダイナミクスに重点を置いて観察する。

この点を詳細に考察するには、まず管理会計論の文脈においてフィードバックシステムの

中で時間的な関連性を保持するために、会計上の取引に関わる特性を明確にしておかなけれ

ばならない。また、会計情報が財務上の数値であり貨幣単位で示されるという属性をもち、

これらの変数が会計システムにおける処理において会計期間毎に集計され、集約的にまとめ

上げられるという点を考察しなければならない。

そこで、チェンバースは財務会計における時間を論じている。すなわち、 あらゆるアク

ションやそれらに関連する財務上の結果としては逐一、日付によって区分される。アクショ

ンと結果の日付に関して、それら取引の概要は不可欠な要素であり、理解への本質的なイン

プットになる。しかし、時間経過に関連付けられた財務上の取引の一時的な独自性は毎期間

に集計される会計では考慮されなくなるのである ）。

従って、彼がここに指摘しているように、時間経過において会計情報を経時的に記録しな

がら、財務諸表では基本的に累積的作用を受け、集計された財務数値が記載される。これに

）
）



密接に関連して、会計の時間的な関連性について、 は次のように述べている。

それでは、いかなる財務諸表に関する限りでは、現在 過去という等式は、企業の全過去

の歴史によって現在を示すのではなく、過去における直近の年に生じた出来事のことを意味

しているのである。その期間よりも過去の歴史は、すべて期首資本の金額に含まれ、それは

財務諸表とそれ以前のものとの間のリンケージを提供する。 ）

彼によって指摘されるように、会計情報は累積的な方法で財務諸表に要約されているので

ある。なお、 （ ）は、力学系に着目し、会計と力学との関係を構築するために両

分野における異種同形を見出し、異なる力学の分野と会計との接点に焦点を当てている。つ

まり、彼は力学のコンセプトを展開するために、インカム・モメンタムについてのコンセプ

トを理解することの必要性を主張している ）。彼によって見出された新たな視点の一つは利

速という概念であり、会計系において力学がどのように解釈され、適用されるかという点に

着目しなければならない。それに加え、システムの内部機構のプロセスを説明する際に、コン

トロールの会計モデルとエンジニアリング・コントロールとの間に異種同形物

（ ）を見出すことが不可欠になる。

さて、管理会計研究では、消費された時間の長さが多くは生産するサービスあるいは生産

活動における効率性と関係付けられ、時間単位あたりのアウトプットを測定し、これを時間

あたりの管理指標として利用することが議論されてきた。とりわけ、カプラン（

）らによって提唱された時間ベースの活動基準原価計算が関連している ）。つま

り、活動を基準として構想された原価計算を拡張し、時間の要素を加味することによって新た

な原価計算が構想されている。この原価計算は時間の観点から効率性に着目したモデルではあ

るが、エンジニアリング・アプローチにおけるダイナミクスのアプローチとは異なる点を確認

しておきたい。

さて、会計におけるダイナミクスのあり方についてはいくつかの先行研究があるが、ここ

で、ダイナミクスに関して、アメイの指摘を以下に記載する ）。

ダイナミクスの体系は様々な方法において分類される。方程式が線形であるか非線形であ

るのか、また、静止状態にあるのか、あるいは非静止状態にあるのか（それらのパラメータ

が時間と伴に変化するのかという点において時間不変式あるいは時間可変式であるのか）、

さらに時間連続型であるかまたは離散時間型であるのか、単一かあるいは多変数のインプッ

トであるか、決定論的であるか、確率的であるのか（より明確に）…

すなわち、このアメイの指摘によれば、ダイナミクスに関しては、線形や非線形であるの

かというモデルの基礎となる微分方程式の特性をはじめ、時間経過にともなう状況の変化な

ど多様なものが含まれている。フィードバックとフィードフォワードのシステムの状態は、

換言すれば、ある時間断面で切り取った離散的な制御プロセスの一つの断面を解釈したもの

となるのである。こうした時間経過における会計処理のあり方など、これらの論点が管理会

計学では従来、明示的に取り上げられていない状況にある。そこで、改めて会計システムと

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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エンジニアリング・システムという異なる分野において学際的に相互作用を深化させるとい

う作業が今後に残されている。

．フィードバック・フィードフォワードコントロール結合系の特徴

本節では、エンジニアリング・コントロールシステムのモデルを設計する際の課題につい

て論じ、フィードバックとフィードフォワード・コントロールの結合系の有効性を検討する。

最近では、 技術やソフトウェアの高度な発展を受け、会計情報のストック量が飛躍的

に向上し、大量の企業情報を分析することが可能となっている。そのため、フィードバック

とフィードフォワードの結合系を構築する際の 環境の整備が進展している。管理会計シ

ステムにおけるフィードバック・サイクルの把握を円滑にし、これをフィードフォワードで

補完するかたちで、会計情報を適時的に提供し、是正のための処置が適切に実行されること

が重要である。フィードバックシステムの重要性は、エンジニアリングの観点から以下のよ

うに指摘されている ）。 フィードバック・コントロールが今なお有用であるという根拠

は、連続性にある 目標からの逸脱は、通常直ちに現われずに、差異がまだ小さい段階にお

いて、コントローラに初期段階で介入する機会を与えながら、その差異は次第に大きくなっ

ていく。

すなわち、目標を達成するプロセスにおいて何が起こっているのかを認識するにはタイ

ム・ラグがあり、意図したシグナルに応じて適時的に行為に結び付けなければならない。ゆ

えに、会計系におけるフィードバックシステムからの効果性に関わる結論は、コントロール

に関する会計モデルとエンジニアリング・コントロールとの間との異なる法則に起因してい

る。従来の研究成果によれば、フィードバック・コントロールシステムでは、あまりにもシ

グナルが遅く、過去志向的であり、捕捉できる頻度が連続的ではない点が批判的に取り上げ

られたのである。つまり、フィードバックシステムの主な欠点は、タイム・ラグがかなり長

いために、適時的に会計情報を取り扱うことができないという点にある。

こうした課題を解決する方策の一つとして、フィードバックとフィードフォワードシステ

ムの結合型を考察の対象として、ミクロスコープ的な観点から内部の作動している要素をよ

り拡大して観察することが重要である。すなわち、一般的な意味において、経営に適用され

たフィードバックシステムのサイクルに着目すれば、起点から終点におけるフィードバック

システムの時間経過が会計モデルにおいて相対的に長く、マクロスコープ的に跡付けられて

いるので、システムの設計を再考し、システムが機能する手掛かりを得ることが目指される

べきである。まずは、連続的に発生している事象を適時的に把握するために短いタイムスパ

ンを設定することが必要である ）。

すでに述べたように、インプット・アウトプットの分析に関連して、ブロック図のフレー

ムワークの内部よりはむしろ外側の外部要因が管理会計研究において取り上げられてきた。

）
）タイムスパンの短期化として、オンラインによる会計情報の提供、月次や日次決算によるデータの集計
が進み、これらの会計情報を経営に役立てる手法との関連性を模索しなければならない。



その上、組織の部分と全体との整合性を要素還元的に論じながら、マネジメント・コントロー

ルの統合的なフレームワークの構想へと展開してきた。この管理会計上の立場とは対照的に、

エンジニアリングの観点から、全体性という見方に対しては異なる視点が見受けられる。

私たちは、挙動の全体を観察することができない。仮説を作り、部分観測に基づいた全体

の完全な振る舞いを記述する ）。

つまり、システム理論に依拠すれば、全体のシステムがシステムとサブシステムから構成

されているのであるが、全体的な詳細な記述が実質的には必ずしも必要とはされずに、モデ

ルを確立するうえでは部分的な記述によって描き出されるという点である。

前述したように、会計系への制御概念の応用は主としてフィードバックシステム（制御

系）の概念を適用した場合が多い。今後の議論に資するために、フィードバックシステムと

フィードフォワードシステムの長所と短所を再度振り返ろう。フィードバックシステムは極

めて有用であり、その制御手法が確立され幅広く使用されているが、フィードバックシステ

ムは下記のような欠点を有している ）。

修正動作は制御を乱す外的要因が発生しても、その影響が表れてから発生する

そのため予測的な制御動作はできないので、修正動作が後追いとなってしまう

時定数が大きいあるいは大きい遅れ（むだ駄時間）の場合には満足すべき結果を得るこ

とが難しい。大きくかつ頻繁な外乱（擾乱）に対しても制御が困難な場合がある

このようなフィードバックシステムの短所を補うためにフィードフォワード制御が使用さ

れる。このフィードフォワードシステムはそれなりの欠点を有するが、フィードバックシス

テムと相補的に使用することにより、両システムの短所を補うことができる。フィードフォ

ワードシステムは制御を乱す外的要因が発生した場合に、前もってその影響を極力排除でき

るように必要な修正動作を行う制御操作である。フィードバックシステムとフィードフォ

ワードシステムの個別のブロック図を前述したが、ここではフィードバックシステムと

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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図 フィードフォワード系およびフィードバック系の概略図

（出典）
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フィードフォワードシステムを組み合わせた場合の簡単な概念図を最初に示そう ）。

この図 は、化学工学で実際のプラントで用いられているプロセス制御の例である。制御

対象 としては、ヒーターから温度センサまでの応答特性を、制御対象 としては、外乱

要因から温度センサまでの応答特性を意味する。フィードフォワード制御はフィードバック

制御とは異なり、信号の流れが閉ループになっていないので、 外乱の検知 操作量の

決定 という一方向の制御方式であることがわかる。このためフィードフォワード制御だけ

では設定温度に収束させることができないが、併用したフィードバック制御により可能とな

る。

次の図 に示したのは、図 を一層、精細化したものである。フィードバックシステムと

フィードフォワードシステムが結合された制御系を構成している。図中の主な変数を以下に

説明する。 は設定点、 はフィードバックコントローラーの伝達関数、 はセンサ

と伝送器あるいは変換器の伝達関数であり、出力方向からフィードバックを行っている。

はフィードフォワードコントローラの伝達関数で と を介して結合されている ）。こ

の結合により外乱が制御されることになる。

また、図 は制御系伝達特性などに具体的数値を、図 に類似のブロック図に当てはめた

ものである ）。

（ ）の 内文書による、計算結果が図 から

に示されている。それらの図の解釈と説明を会計系への応用を企図して一部引用・改変の

） はフィードバック制御系からの出力、 はフィードフォワード制御系からの入力を意味する。
）図 および は、 文書（

）における熱交換器内の温度制御に関連する例題より引用し
た。説明文・文章を一部引用し、改変を加えている。

図 フィードフォワードおよびフィードバック結合型のブロック図

（出典）



上、以下に述べる。まず、図 は設定温度値の過渡応答を示したものである。縦軸は設定

点の温度であり、横軸は時間軸である。設定温度値への収束の状態は、フィードバック制御

のみの場合とフィードバックとフィードフォワード制御システム結合系の場合とでは差がみ

られない。次に、図 の縦軸は外乱の大きさを示す。横軸は時間軸であり、外乱の過渡応

答を示したものである。フィードバック制御のみの場合には大きな外乱がみられるが、
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図 および の結合型

（出典） 内文書より転載

図 設定温度の時間変化および 外乱の時間変化

（出典） 内文書より転載
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フィードバックとフィードフォワード制御システム結合系では、外乱が抑制され、除去され

ていることがわかる。さらに、図 は設定温度値のゲイン 周波数特性を示したボード図
）である。この場合は、フィードバック制御のみとフィードバックシステムとフィード

フォワード制御システム結合系ではゲイン 周波数特性に差がみられない。最後に、図

は外乱の場合のゲイン 周波数特性を示したものである。高ゲインの低周波成分にて、

フィードバック制御のみの場合には大きな周波数成分がみられるが、フィードバックシステ

ムとフィードフォワード制御システム結合系では、外乱成分のゲインが大きく減少してい

る。これらの結果は、フィードバック制御は設定値の追尾に適しており、外乱の除去には

フィードフォワード制御が有用であることを確認するものである。 系 ）をもとにした

精細な結合系モデルにおいてシュミレーションを実行することについても、今後、検討しな

ければならない。

以上の議論はエンジニアリング・コントロール論の観点から行われたものである。定量性

を高めたものであるが、当初の目的である会計分野における意思決定の問題に置き換えてみ

よう。つまり、具体性を高めて概略的に考えてみれば、企業が財務的に不健全な状態に陥る

と間もなく、売上の落ち込み、収益の低下、負債の返済、運転資金の手当てなど企業の財務

状態が悪化し、コントロール・システムが機能不全にあると想像される。その際に、フィー

ドバックシステムとしてこの系を取り扱えば、修正動作は制御を乱す外的要因が発生して

）周波数伝達関数 のゲイン特性 と位相特性 を，周波数 の関数として別々の
グラフに図示したものをボード線図という。
） 制御は比例 、積分 および微分 の 要素を含む制御系を意味する。

図 設定温度の周波数変化（ボード図）および 外乱の周波数変化（ボード図）

（出典） 内文書より転載



も、その影響が表れてから事後的に発生する。そのため予測的な制御動作はできないので、

修正動作が後追いとなってしまう。さらに、改めてフィードフォワードシステムとしてこの

系を考えよう。まず、企業外部から企業内部に作用する外乱は、フィードフォワードシステ

ムのコントロールに困難をもたらすことになる。フィードフォワードシステムに関連付けら

れる外乱は変化する企業環境に依存するので、もし、不確実性またはリスクの程度が増すな

らば、フィードフォワードシステムの有効性は弱いものになるであろう。このとき、会計系

へのフィードバックとフィードフォワードシステム結合系の適用を行うことにより、 遅

れ や むだ時間 などの概念の適用と共に意思決定系の迅速な修正動作を行うことが可能

となり、現実対応の可能性を高めることができる。

管理会計上の複雑な意思決定問題を単純な線形制御系で模擬することは、正鵠を得ている

とは言い難い。しかし、意思決定過程において 遅れ 、 振り返り 、 事前予測 などの概

念が含まれていることは、会計系の意思決定の複雑な過程の問題の近似的な側面を表現して

いるものと考えることができる。本稿の事例にみられるように、外乱の抑制効果がフィード

バックシステムおよびフィードフォワード制御システム結合系でみられることは、適切な予

測値をフィードフォワード制御システムで設定することにより、外乱要素に起因してシステ

ムが蒙る損壊を減少させる可能性を示唆する。

．むすび

本稿では、エンジニアリング・コントロール概念と管理会計上の視点を結合し、学際的な

観点から考究を行ってきた。特に、企業行動およびその意思決定過程をフィードバックおよ

びフィードフォワード・コントロールシステムで表現し、モデル化する可能性を試行してき

た。先行研究の多くはブロック図で表現された会計系を中心として、概念的に把握する考究

が主であり、会計系をコントロール・システムとして定量的な意味で把握するという考究は

ほとんど展開されてこなかった。われわれの考究の成果により、エンジニアリング・コント

ロール概念の適用を進めることにより、会計系の内部構造を定量的に考究するという試みに

ある程度の目途を得ることが出来た。特に、プロセス制御での具体例をもとにフィードバッ

クシステムとフィードフォワード制御システム結合系では、外乱の除去と制御をできる可能

性があることを定量的に確認したことである。

しかし、多くの課題が今後において残されている。先行研究において指摘されてきたよう

に、サイバネティックス理論をそのまま適用するのではなく、企業組織おける個人的および

組織的な要因を考慮した修正が必要である。次にコントロール・システムのフレームワーク

を評価するために、コントロールに関わるモデルの適用によって、どの程度組織的な現実を

反映し、システム理論の観点から状況の説明能力を高めなければならない。そのため、マネ

ジメントに関わる過程の状態を明らかにする作業に取り組み、システムの内部構造の一層の

明確化に努め、会計システムの様々な要因における相互依存を明確にする目的で多変数を取

り扱う必要性もある。エンジニアリング・コントロール理論を援用して、システムの安定

性、時間の推移およびシステム配置といった鍵コンセプトを会計モデルに関連付けて分析す
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ることも求められる。

なお、論文執筆の分担箇所を以下に示す。第 節および第 節における管理会計に関する

部分は和田が担当し、第 節を田中が執筆した。第 節および第 節に関しては、学際的な

見地から調整を行い、著者相互による加筆・修正を施した。

本研究の一部は、中国・アモイ大学で開催された第 回アジア太平洋管理会計・国際学会

（ ）に“

と題して投稿・

受理された。また、平成 年度大阪商業大学・研究奨励助成費をうけて行われている研

究による成果であり、この場において関係各位に厚くお礼を申し上げ、感謝の意を表してお

きたい。なお、 内の文書の引用に関して

より許諾を戴いた。ここに、御礼申し上げる。
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