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の後継者でもあり︑勘定理論の研究者でもあるが︑安平教授の

ようだ︒ケIフ71教授はチュ lリヒ大学でのシェアl の講座

きくはばたこうとされる安平教授は︑ここに戸田先生の喜寿と

研究に大きな援助をされているという@よき師にめぐまれて大

ケIファ l教授の米寿を祝って本書を上掲された︒たびたびス

の面は否定されるべきではないが︑それには生成発展史があっ

イスに留学され︑勘定理論の本場での研究とシェアl の人とな
る
︒

二四三

り︑足跡をたんねんにたどる旅のなかで書きあげたものであ

エ雷となる大きな研究があらわれた@ここに扱う安平教授の業
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フ71(同・内田なる教授にささげる@安平教授は研究生活に入

安平教授はこの書を二人の師︑戸田義郎先生とカIル・ケl

績である@

いう寄与をなしたかという研究が︑彼の生涯をみつめるなかで

た@さらにようやく体系化されてくる会計学にシェアiはどう

のシェア!としてわれわれは敬意をもって受け入れてきた@こ

められたという︒安平教授の研究歴はシェア!との旅でもある
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るとき戸間教授よりシェア!の主著︑切口
R(﹃簿記および貸借対照表﹄)∞‑krc戸をまず読むことをすす

茂
であるが︑完成した物的二勘定理論の名とともに簿記学説史上

J ‑ F・シェアl︒この名は勘定学説史にさん然と輝くもの

I

立教経済学研究第四O巻四号(一九八七年)
れる︒
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的著述はなく︑シェア!の主著のなかから︑簿記理論を基礎に

第二編は﹁会計の理論﹂であるが︑このようなテl マの直接

本書は三編よりなる@第一一織は﹁簿記の理論﹂であるが︑本

ている点に吟味を加える︑短期損益計算論(第七掌中間貸借

して貸借対照茨論(第六章)11静的貸借対照表論者といわれ
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ことに学史研究の深まりをみるが︑戦後わが国の勘定学説史研

計学の基礎という意味であるが︑安平教授は生成途上にあった

一先駆形態￨￨)と広範囲に問題をとりあげている︒これが会

織諭(第一 O章 勘 定 組 織 論 の 展 開1 1コンテンラl メγ論の

記と原価計算との結合という副題をもっている︑そして会計組

唱)︑管理会計論ハ第九章原価・経蛍会計論いの展開)11簿

対照表の理論﹀︑原価会計論(第八章﹁計算的会計論﹂の提

なされ︑第一章は﹁シェア l の 勘 定 理 論 の 初 期 の 形 態 ﹂ と し
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心として物的二勘定学説の完成段階での主張を分析する﹁純財

としている︒このように展開する安平教授は﹁注意すべきは︑

貸借対照表論は典型的な静的貸借対照表論であるにかかわら

会計学にシェアーが体系的にどのような寄与をしたかをみよう

期とわけている︒後期の問題として勘定理論の貸借対照表学

に展開されていることである﹂(はしがき

ず︑その他の領域では︑著しく動態的・近代的な思考が積極的

的考察﹂であるが︑シェアI の勘定理論を初期︑中期そして後
説︑成果学説の台頭︑それらとの論争があって︑彼の理論は変
今日の勘定理論研究の問題でもあが︑安平教授の意見も聞け

静的貸借対照表論を展開する第六章ばまことに力作と考える

く指向されての行論である︒シェア!の思考も安平教授の展開

が︑これも勘定規論(物的二勘定理論)の発展史との関連が強

第四章は﹁簿記教授としてのシェア!とシェアl の簿記教育

の水準を示し︑これが基本になっていることを知らせる︒第二

編として線まれている諸点とこの点の関連をどうみるかが問題

もともに複式簿記の基本的構造の全体的把握ということに高度

アl の勘定理論と簿記教育法はその根底でつながっていること

であるが︑静的理論といわれるもののなかにすでに動的思考が

法﹂︑第五章は﹁シェア!の複式簿記解説法﹂で︑これは﹁シ

を示している︒シェア l の簿記論体系はこれ︑りを含めて構成さ

ェアI の簿記教育法詳論﹂という副題をもつが︑これらはシェ

る︒これは次節で示そう︒

H) といわれる︒

容を一水すという︒この過程を興味深く示している︒これはまた

産学説の論理﹂である@第三章は﹁シェアi学説の発展段階論

究の発展を示す︒第三章は主著﹃簿記および貸借対照表﹄を中

切町田町﹁尽き)の分析である@これをシェアi研究に入れてくる

a ロ2・当日凹

て︑一八九O年 の ﹁ 簿 記 の 科 学 的 取 扱 い の 試 み ﹂ ( ぐ 22nF

書の中心である︒ここではシェアi の研究歴に対応する叙述が

E

吟味につながるが︑シェアI理論が︑とくに簿記理論として今

底給しているのではないかと考えている︒これがシェア!の再

設者となった︒その後︑簿記理論が微妙な変化をみせるように

こにいたってシェアlは簿記理論家であるとともに会計学の建

跡を興味深く︑第十一章︑十二章と綴っているが︑シェアI学

スにかえり一九二四年九月二五日に逝去された︒このような足

して新らしい段階へと進む︒一九一八年に引退して故国︑スイ

る︒これは二つの章よりなるが︑一八四六年一一一月に生れ︑七八

めずらしく︑学説史研究の一つの方途︑その深まりを示してい

説百円評価の手がかりとしている︒簿記学者の一代記はまことに

第三編は﹁シェア l の足跡﹂と題してシェア l の一代記を綴

日も宝きているともいえよう︒

年六力月の長溢を克明に現地調査をなしてあとずけている@こ

以上︑三編から本書はなるが︑本書のカバーがまたこってい

る
︒

の調査は綿密で安平教授ならではのものである︒小学校教師か
から商人になったりしている@このなかで簿記を実務との関

もので︑安.平教授の力の入れかたもわかる︒

る︒スイスのシェアlゆかりの地方の地図が刷りこまれている

ら出発し︑師範学校教師時代には自然科学を教える︒また教師

までの前半生はまことに多様な軌跡をえがいている︒

ント運動を中心とする社会改革の活動がなされる︒安平教授は

ェアーをかくも精力的に追ったか︒彼こそ簿記理論の科学的体

安平教授の説くところを学ぼう︒なぜ安平教授がほかならぬシ

シェア!の勘定理論︑物的二勘定学説の生成発展史について

E

連︑必要で勉強した︒また教職にもどるが︑その三十歳代後半
後半期にはほぼ二O年のパ Iゼル時代があるが︑そこで商業

﹁一方では営利のための技術が説かれ︑他方では私的営利活動

学の教師︑著述家としての活動︑消費協同組合活動︑フライラ

の排除につながる活動が展開されている﹂(二七六ページ)と

借りるというかたちをとっている︒安平教設はシェアi の勘定

らでもあり︑その後の簿記理論の出現・展開はシェアl の胸を

ろの物的二勘定理論は今日の簿記理論においても生きているか

斎の会計学者ではなかった︒一九O三年にチュ lリピ大学の商

系化をなした最初の学者であるからであろうし︑その説くとこ

業学教授となって科学的商業学の体系化をめざすこととなる

理論︑物的二勘定学説を三段階にわけて問題とする@先駆的形

矛盾ともみえる行動を指摘するが︑これが一九一一年の﹃一般

が︑一九Q 六年にベルリi ン商科大学の教授となる︒これが学

おいて展開するところであるが︑﹁勘定理論の領域でのシェア

態︑成立形態︑完成形態としているが︑本書第一章から三章に

商業経営学﹄に体系化されることになる︒シェアlは単なる書

して一九一四年には﹃簿記および貸借対照表﹄を出版する@こ

二四五

者としての絶頂期で一九一一年には﹃一般商業経営学﹄を︑そ
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二四六

の現象形態と簿記の二勘定系統的表示の関連が問題となる︒資

する︒ここに資本計算という概念が登場する︒経済事象のニつ

本勘定の地位つけが問題であった︒

i の活躍は前後三O数年にわたっているため︑その主張には微
が発展史を示しているということで︑歴史的に問題となるが︑

妙な変化のあることが察知される﹂(四ページ﹀という︒これ

初期の形態において有高勘定系統と資本勘定系統の対応計算

体系として複式簿記をみる︒この資本勘定は︑純財産の有高︑

の二つの勘定系統はそれぞれ一つだけでは企業の有高と成果を

増加︑減少についての数値的描写をなすものであったが︑ここ

その先駆的形態として論ずるところが第一章であって﹃試

ドイツ資本主義の発展がその基底にあろう︒
み﹄がとりあげられる︒﹁科学的取扱いの試み﹂と題するが︑

表示するということにはならない︒完全な簿記はこつの勘定系

これは﹁一般的経済原理から導き出された科学的取扱い﹂とい
うことで︑﹁シェア!の場合︑基礎となるのは簿記と経済との

資
対応であって︑﹀ l]vl同という基本等式が成立する @ K (

うことであった︒これは財産(積極財産と消極財産)と資本の

本)の増減要因が費用︑収益という成果の表示要因であって︑

統を体系化しなければならないが︑これが財産の二重表示とい

簿記と経済との関係重視の立場において︑簿記の課題は︑こ

財産勘定 (AとP) の対応的増減をともなうものであった︒財

関係の考察なのである﹂ハ四九ページ}と安平教授は指摘す

の経済的事象をもれなく整然と描写し︑その成果を数値的に決

る@

定することにあった︒シェアl は経済事象を二つの現象形態と

さの増加︑減少に収れんされる︒安平教授は﹁純財産の二面的

管理計算機構として複式簿記の本質をとらえるという(つまり︑

産の増減変動も︑成果表示要因の発生︑消滅も資本勘定の大き

純財産の具体的構成部分の計算とその摘象量としての計算の統

してと︑旬︑える︒その一は︑それが財の単なる形態変動という形
加を経験する側面である(五0 ページ)︒ここから簿記が本来︑

をとる場合︑そのこは財が労働の作用によって漸次的に価値増
有高計算と成果計雰とから構成されるという︒ことに二勘定系

がこれによって極めて端的に示されえた﹂︿五三ページ)と

して︑純財産の二回計算という特徴が︑簿記の最終結果として

合というY 物的二勘定系統学説ないし純財産学説の基本思考

の資本勘定の借方︑貸方の関係として明確じ把握しうるのだと

統の基本がきずかれると思うし︑またシェア lはマルクスを勉
﹁有高計算と成果計算の統合としての複式簿記の経済的意義

強していたのかなとも考える︒
が成果の計算・検証を焦点にして語られている﹂(五0 ページ)

する︒

初期の形態である第一章論文は﹃試み﹄の学史的分析である

と安平教授はいうが︑シェアl は有高計算と成果計算とが資本
計算を介L て結びつけられていること(一 0 ページ﹀を説くと

が︑混合勘定は実際有高額と損益額の関連から生ずるとして二

が︑安平教授は物的ご勘定理論の基礎がきずかれる過程を示す

って︑静態論思考などといわれるものであった︒

これはまた貸借対照表の損益計算書に対する優位性認識ともな

階では費用︑収益の勘定は資本勘定に従属していたのである︒

す︒日常の収益獲得取引は混合取引的性格を持つものが多い︒

勘定系統にどう位置させるかにシェアiは心をくだくことを示

シェアl の簿記理論と︑その展開方法の主張を安平教授は︑

このような取引の状態の結果表示に二勘定系統説の存在意義が
認められるが︑それらを純化しようとしても純化し切れない部

﹁まず︑簿記が取り扱うべき経済的過程を筒︑単な基本的形態に

よって複式簿記の原理を導き出す︑という構成をもって展開さ

還元し︑次に︑それを数学的等式の助けを借りて簡潔に表示

れている﹂(五四ページ)という︒いよいよ主著の時代であ

分が相当に残る︒これを混合勘定として措定するが︑決算を通

﹃試み﹄をみるとき︑複式簿記機構の原理的解明の基本的方

る︒これが資本等式にもとづく勘定理論の体系化となるが︑三

し︑最後に︑この等式による表示を勘定形式に転化することに

途が確立されていることを知る︒ここにおける資本勘定の独特

形態的展開となるが︑これには大きくいえば資本主義の発展が

たシェアl の功績は大きい︒

ている︒シェアI学説の︑そして物的二勘定学説の基本はここ

﹁財産の二重表示を目的として行う資本循環の計算表示は︑数

あり︑株式会社制度の展開に対応している︒前節よりみてきた

いう︒そして問題は等式の勘定体系への転化であり︑そこから

学的等式によって可能とされる関係にある﹂(三八ページ)と

勘定記入原理を導さ出すことであった︒開始等式である﹀ l]V

が︑その第一段階において︑すでに今日の理論の基礎がきずか
説の主張と大きな腐たりがない概念構成に基づいて簿記の解説

方残高とは等しくなる関係にあった︒との等式の微妙な変化が

I閃から営業過程を通じて有高勘定の借方残高と資本勘定の貸

問題である︒ここで有高勘定に対応的に対立するものは資本勘

を行っている︑という事情にあるだけになおさらのことであ

Z

して示されるが︑さらに﹀ lMMl討 H のlく へ と 転 回 し て く

定より損益勘定へと転化する@図式的には﹀ l(司 十 例)H︒と

二四七

アl理論にもつぎの段階にいたって微妙に変化するが︑第一段
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ヴく物的二勘定学説の有難みを感じさせられる︒しかし︑シ

に仕訳の基本の説明で取引八要素説をとることが多いが︑っく

る﹂ハ四七ページ)というが︑今日の簿記理論において︑とく

れている︒安平教授は﹁現在の簿記者の多くがいまなおこの学

シェアlはのちに基本的等式を三段階的発展として展開する

に確立した@

な地位に注目すべきであるが︑安平教授はこれを巧みに表現し

じて純化しようとする努力が続けられる︒この問題を顕在化し

百

二四八

この等式も︑どの時点にたつものであるかを確定する必要があ

計算時点の異なるものが入っている︒第三形態はどうなるか︒
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る︒一九一六年以降︑シェア l の主張は資本等式より損益等式

争したというし︑完成期においては貸借対照表学説のニクリッ

場であって︑純財産は資本ともいわれ︑これを増減する要因と

第一形態の理論的基礎は純財産学説で︑物的二勘定理論の立

る︒この点の検討が必要である︒

シュとの論争があった︒これが勘定学説史におけるハイライト

た︒これがいままでみてきたところであるが︑資本等式という

して収益︑損益があった︒これらは資本に従属するものであっ

シェア lは研究の過程で︑その初期段階ではベルリナ!と論

へと変化してくる︒

であった︒資本主義の発展を背景に︑株式会社企業の普及がめ

この方程式は第二︑第一二形態へと変形する︒これは数式上の移

ざましく︑資本概念は変化する@そして成果学説の発展という
なかで︑二勘定系説諭が変容する︒﹁後期の段階では事情が変

って︑理論的には異なる学説の展開となると考えられるが︑シ

項の問題でなく︑有高勘定と成果勘定の基本的性格の変更であ

ェアiは同一内容の数学的移項関係としているにすぎないので

ってくる︒資本等式から導き出された︑いわゆる損益等式によ
とと純利益のニ面計算ということが︑ほとんど同等の立場で論

って︑それが積極的に問題とされ︑純財産の二面計算というこ
じられるようになった﹂︿五七ページ)︒

形態を根本的対立とまでは考えていない@この古川を安平教授は

じとっていたのであろうか︒しかしシェアlは第一形態と第二

てくるのであった︒学理変化の基礎をどのようにシェア!は感

あった︒これが完成期︑後期という段階になると考え方が変っ

シェアiは二勘定系統説は三つの形態をとるとするが︑これ
第一形態は資本等式をもととして:::﹀ iHM日開十(の l︿)

らはつぎのように方程式化できる︒

の統合︑純財・産ないし自己資本の二面計算としてとらえる考え

定﹀との統合︑純利益のニ面計算としてとらえる考え方とが︑

方と︑広義の有高計算(広義の有高勘定)と成果計算(成果勘

﹁複式簿記を︑有高計算(有高勘定)と資本計算︿資本勘定﹀

第二形態は損益等式をもととして:::﹀ l 句i 同1︿
の l︿
﹀
第三形態は貸借対照表等式をもととして:;:﹀+︿U 匂 + 内
この第一形態の等式では右辺にハの l︿﹀を加えるというこ

十の

互いに排斥しあうことなく︑いわば同時に展開されているであ

は︑ここから積極的に教授の勘定理論の方向を示される︒﹁複

シェアl理論の三段階を発展段階としてとらえる安平教授

る﹂(五九ページ)と評している︒

とは開始時点の左辺の A の増加か︑または Pの減少となること

そうでなければ﹀ iHVl閃UOとなるように考える︒ここには

であり︑第二形態においては A︑
P︑
K の関係はどうなるか︒ K
は開始時点のもので︑ A︑Pは決算時点を示すように思うが︒

とするが︑この複式簿記の特徴を十分に解明する勘定理論をさ

式簿記法は︑財産法と損益法︑貸借対照表計算と損益計算書計

る︒名目勘定︑すなわち費用・収益勘定は実在勘定の逆になら

発生は実在勘定の増減としてしか自己を表現しえないと考え

裏勘定に対して表勘定はどうか︒評者︿茂木)は名目勘定の

えるからで︑対応関係にある︒﹁給料の現金払い﹂という取引

ざるをえないが︑これは実在勘定のかがみに自己をうっすと考

算を有機的に結合した記録計算・機構である﹂︿六0 ページ)
ぐる︒安平教授は損益等式に基づく説明の方がはるかにすぐれ

が︑この減少は給料の支払いということであったというように

は︑物そのものとしてみれば現金の減少ということでしかない

ているとして第二形態説をとり︑﹁第一と第三の場合では︑結
局︑損益法計算のもつ意味が正当に評価されえないのに対し︑

のであるということである︒市女平教授の裏勘定ということを︑

給料という﹁もの﹂はない︒現金の減少は費用の発生によるも

第二形態では︑財産法と損益法の計算が損益等式の両辺とし
て︑したがってまた︑二つの基本的勘定系統として明示しうる

し︑蔭という消極的なものではない︒資産勘定の増減ハ負債勘

抽象的勘定とでもおさかえてよいのではないかとおもう︒しか

ことになるからである﹂(六0 ページ)として︑﹁シェア l の
いう第二形態︑損益等式の提示を︑その表面的なもの以上に高

応関係にある︒これが複式簿記の計算構造の基本になる︒費用

定を含めてもよい)と︑費用・収益勘定の発生関係は反対的対

く評価したいと思う﹂(六一ページ﹀といわれる︒
シェアl の数学的等式の問題という次元での展開ともいえる

勘定︑収益勘定が仕訳の対応関係で︑資産勘定︑負債勘定にし

叙述を安平教授は改めて問題としている︒この点は賛成であ
る︒それゆえに︑費用・収益勘定の勘定体系化にしめる地位づ

か結びつかないと考えている︒

要である︒これは勘定学説史論という分野に結びつくが︑さら

勘定理論研究者は先人の理論を塑解︑批判する研究がまず必

けが問題であったわけであるが︑これも物的二勘定理論の限界
安平教授の収益・費用勘定の特殊性の理論づけについて︒

に積極的に自説を展開する必要もある︒ここに理論家として自

であったかともおもう︒
﹁収益・費用勘定がけっして収益・費用そのものを示ナもので

﹁今後の勘定理論の展開の方向は︑収益・費用勘定の特殊性を

立することとなるが︑安乎教授はこの途をつき進んでいる︒

明確にとらえたうえ︑シェアi のいう第二形態︑したがって︑

はなく︑むしろ︑収益・費用に関する裏勘定として︑すなわ
の反対勘定として設定されたもの﹂ハ六一ページ)として︑費

べきである﹂(六二ページ)という︒

有高・成果ニ勘定説的な理論を構成してゆくことに求められる

ち︑収益・費用取引についても貸借複記を可能ならしめるため

﹁収益・費用勘定の特殊性﹂であった︒

二四九

用・収益勘定裏勘定説を農閲される︒これが安平教授のいう

安平昭二著﹃簿記・会計学の基礎﹄一

二五O

ることにある﹂︿六四ページ﹀︒安平教授の指撤するように簿記

して初歩教育の段階から簿記の全体像を把握させようとしてい

立教経済学研究第四O巻四号ハ一九八七年)
簿記の基本思考を合めて会計思考が動態的思想をますます押

いる︒複式簿記の計算構造の体系的理解が重要であった︒﹁有

研究も簿記教育でも簿記め全体像の把握をシェアiは心がけて

し進めるなかで︑簿記理論はシェア1 の第一形態的段階にとど
まりすぎていた︒よくいわれるが︑﹁簿記は静態論で︑会計は動

いう︑純財産学説ハ資本等式説﹀に基づく複式簿記の本質の説

高勘定に資本勘定が加わることによって複式簿記が成立すると

態論で﹂という状︑況からの飛躍が今日要求されている︒このな
かで安平教授は活躍するが︑収益・費用勘定の複式簿記の計算

理論でなければならない﹂(六二ページ)と︒これはカlル・

体の授業計画を合理的に組む必要を論じているが︑これは﹁簿

教師は簿記に精通した専門家でなければならない﹂として︑全

般的構成原理を七点にわたって紹介する︒その第一は﹁簿記の

安平教授はシェアl の﹃簿記教育法﹄を問題として︑その一

明がなされる﹂(七一ページ﹀という︒

構造における地位づけの上昇にある︒そしてさらに安平教授は
厳密にいう︒﹁有一時・成果二勘定説では不十分であり︑有高を

ケi ファーもつとに示唆するところであるが︑教授の研究の大

記を必ずしも十分に知らない人がいわば片手間にでも簿記を教

もたない用役に関する勘定をも有高勘定の系統に含めるような

アl の第二形態の延長線上にあるものといわれ︑シェア l学説

えられるとする︑当時の風潮に対する抗議であったのである﹂

成を期待している︒このように安平教授はいうが︑これもシェ
の勘定理論研究に占める重要性を指摘している︒

にその第七点は﹁多様なこと︑数多くのことを教えるのではな

(七八ページY これは今日においてもいえることである︒さら

(七九ページ)というが︑これは教育方法論の原則であって︑

く︑数少なくとも基本的なことがらを教えなければならない﹂

教える立場からは本質的なものを抽出する能力がそなわってい

簿記学者としてのシェア!の業績を以上にみてきたが︑簿記
が大きいが︑簿記教科書また簿記実務解説書の業績も注目すべ

るシェア!の簿記教育法の特徴は︑サイクル・メソッドによっ

が︑安平教授によって紹介される︒﹁これらの簿記書に見られ

動(損益)に関する勘定が必要となる﹂ハ八四ページ)とし

けでよいが︑体系的簿記では︑これに加えて︑純財産とその変

第五章でこれにふれるが︑﹁単式簿記は財産構成部分の勘定だ

安平教授はシェア!の円簿記教科書﹄を重視する︒第四章と

なければならぬものであった︒

て一構成されていることと︑いわゆる表式仕訳元帳の形式を利用

年の﹃簿記教育法﹄などがある︒これはあまり知られていない

きで︑すでに一八八八年の﹃簿記教科書﹄から︑また一九一三

教師としてのこ阻がある︒シェアi の業績は︑勘定理論的研究

V

の一つの関連ある体系を形成している﹂というシェア!の主張

簿記では︑すべての取引は︑借方・貸方項目聞に︑数学的等式

て︑複式簿記を体系的簿記として体系住を重視する︒﹁体系的

る﹂(一 O 八ページ)として財産法的損益計算論と呼ぶことが

貸借対照表計算に求めるものとして︑特質づけることができ

として︑したがって︑損益計算の主導怯を財産目録計算ないし

の基本的考え方は︑損益計算の財産目録計算への依存性の主張

のとして展開される物的二勘定学説による仕訳の説明がなされ

理論の基本方程式は損益計算書計算を下位に地位づける︒これ

論のもつ基本的性格の結果でもあろう okrlHMH同という勘定

借対照表の損益計算書への優位性論でもあって︑物的二勘定理

できるという︒これはたとえ簿記の結呆にもとづくとはいえ貸

を紹介している︒これが体系性であった︒

ている︒これは今日では批判され︑損益勘定の地位の上昇は︑

﹁簿記教科書﹂の段階では損益勘定は資本勘定に従属するも

前にのべたこ勘定系統説の第二段階が注目される︒簿記教科書

ェアl の場合︑決算貸借対照表は簿記記録から誘導されるもの

ではなく︑簿記記録とは離れた財産自録に結びつくものと理解

がシェア!の貸借対照表本質観に展開するが︑安平教授は﹁シ

されている﹂ハ一一一ページ﹀という︒これが︑貸借対照表の

ではまだ動態観は意識されていなかった︒これが一九一四年段
過するなかで︑勘定理論も微妙な変化をとげてくる︒これが安

階の﹃簿記および貸借対照表﹄に展開し︑一九一六年時点を経
平教授の著書の第二編の各寧に展開する︒

いう主張となるという︒これがペルリナlに批判され︑また動

目的︑課題は企業の財産状態の明瞭にして真実な表示にあると

も︑安平教授も会計学の理論体系を問題とする場合︑複式簿記

貸借対照表論に展開する問題点を示すもので︑シェアiにして

第六章論文は本書の白眉であって簿記理論が会計学というか

態論の主張において一面的であるとされるのであった︒

のほかには動態論の萌芽があるという︒これらは主著﹃簿記お

の基礎理論を離れて論ずることの不充分性をつく︒これは重要

なことで︑今日の多くの理論展開をみるとき︑しばしば簿記を

を離れては会計理論は展開しえない︒これを教えるのが安平教

無視する傾向にあることを思うとき心すべきことである︒簿記

授の主張である︒この第六章は第一形態的段階の議論である

決算貸借対照表は複式簿記の損益計算をへてつくられるが︑

安平昭二著﹃簿記・会計学の基礎﹄

主

自録の作成に依存するとする︒この点を安平教授は﹁ジェアl

シェアiは決算は︑簿記の外部に存在する損益計算指向の財産

ろうか︒

るが︑シェアl のこの著にひそむ会計思考は何んだったのであ

よび貸借対照表﹄にもとずく論文であると安平教授はいってい

章という最初のものは﹁静的﹂貸借対照論が展開されるが︑そ

すでに第二編の構成についてのべたが︑内容的にみると第六

可
在

究は昭和十年頃を頂点として︑以後会計学に研究の主流の座を

おけるニクリッシュとの論争の紹介はすばらしい︒簿記理論研

二五二

が︑行論のなかで明らかなように︑シェアiは や が て 第 二 形
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態︑第三形態への展開をする@これがシェア l の貸借対照表論

ゆずる︒それから四︑五十年へて再び簿記理論が注目されてき

計論という未来計算論︑管理会計論の萌芽形態の展開に動態論

務経理協会・昭五七)であり︑また安平教授である︒シェアー

るが︑ぞれは林良治教授の研究 Qドイツ簿記・会計学史﹄税

た︒そして若い︑中堅的学者が育って︑シェア l の再吟味とな

にどのように反映してくるかが一つの問題でもあった︒

指向をみるのであるが︑これもまた︑第二形態論の吟味に帰結

いる︒このようななかで︑安平教授が大著をものされたもので

は歴史のときどきにおいて簿記理論に新しい問題をなげかけて

たしかに第七章以下には︑混合勘定の排除論とか︑計算的会

するのであって︑あくまで簿記の基本と離れてはならないこと

ろう︒

あるが︑わが国勘定学説史研究にながくその名をとどめるであ

を示している︒

中心的にとりあげているが︑畠中福一氏の﹃勘定学説研究﹄に

問題としている︒木村和三郎︑長沢清教授の勘定学説研究でも

が深い︒昭和初期︑簿記嬰咽研究の高揚期にはすべての学者が

の簿記理論を築く︒とくに﹃簿記原理大綱﹄においてはその感

る主著のほんやく︑上野道輔教授はシェアi理論によって自身

る︒わが国においてその感が深い︒大正末年に林良古口教授によ

シェアlは簿記浬論においてまことにめぐまれた学者であ

のであったからである︒物的二勘定学説の再評価の必要︒

として生きており︑これによらなければ新展開もなしえないも

記基礎論の世界において会計思考が動態論化するなかでも依然

る︒シェア1を追いちとめたのは︑有名な物的二勘定学説が簿

論をさがし求めているものでもあるが︑その方向が示されてい

本書はシェアーによりつつ安平教授が白からの新しい勘定理
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