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アカウンタビリティとは何か

一トピックス〇

アカウンタビリティとは何か
國部

克彦＊

責任が法的義務として規定されている場合である。た

はじめに

とえば，株式会社機構において取締役が株主に対して

アカウンタビリティという言葉は，すでに日本語と

負う説明責任がこれにあたる。その根拠は，株主がみ

して人口に謄灸しているといってもよいかもしれな

ずからの財産を取締役に委任していることにあり，取

い。新聞紙面でもしばしばカタカナのままで躍ってい

締役は受託責任の一環としてアカウンタビリティを果

るし，評論家などもテレビで得意げにアカウンタビリ

たすことを求められるのである。
また，政府や自治体も納税者から税金という形で資

ティを口にする。
ところが，アカウンタビリティの本質について十分

源の委託を受けており，これに対する説明責任が存在

に理解されたうえで，この言葉が使われているかとい

するのである。ただし，理論的に説明責任が存在する

うと，必ずしもそうではない。むしろ，アカウンタビ

ことと，法的に説明する義務が存在することの間には

リティを果たすことは善で，果たさないことは悪とい

常に大小さまざまなずれが存在する。日本では，政府

う単純な二元論で語られる場合がほとんどである。

9年の通常国会でようやく
9
9
レベルの情報公開法が 1

しかし，アカウンタビリティという概念は，本来こ
のような単純な解釈を許さない，複雑かつ複合的な意

成立したことは記憶に新しいところである。
一方で，法律で規定されている部分はアカウンタビ
リティの一部であるという認識も重要である。たとえ

味をもっている。

1.アカウンタピリティの本質
アカウンタビリティは一般には説明責任と訳すこと

ば，近年，多くの企業によって環境報告書が作成さ
れ，利害関係者に提供されているが，これは法規制さ
れているものではない。

ができ，財務的な説明責任を示すフィナンシャル・ア

アカウンタビリティは，アカウンタビリティの義務

カウンタビリティや経営管理過程での説明責任を示す

を負う（あるいは負うと思われる）もの（エージェント

マネジメント・アカウンタビリティ，あるいは公共的

＝受託者）と，アカウンタビリティを要求する権利を

な説明責任を示すパブリック・アカウンタビリティな

有する（あるいは有すると思われる）もの（プリンシパ

ど多様な概念に分岐する。最近，注目される環境関係

ル＝委託者）の相互作用によって，社会的に構築され

のアカウンタビリティは，環境アカウンタビリティと

るものであり，法律による規制はそのミニマムを規定

よばれる。

するにすぎないのである。

アカウンタビリティを考えるさいにもっとも重要な
ポイントは，誰が誰に対してアカウンタビリティを負

2.アカウンタピリティの構築プロセス

っているのか，そしてその根拠は何かという点にあ

アカウンタビリティは，エージェント（＝受託者）と

る。マスコミ等でアカウンタビリティが語られる場合

プリンシパル（＝委託者）の相互作用によって，社会的

は，往々にして，アカウンタビリティを果たすことが

に構築されるのであるが，そのプロセスは複雑であ

前提のように想定されていることが多いが，現実はそ

る。これは，アカウンタビリティの履行に関して，ェ

のように単純に割り切ることはできない。

ージェントとプリンシパルでは行動の方向性が異なる

アカウンタビリティのもっとも典型的な形は，説明

からであり，アカウンタビリティの設定もしくは変更
は，エージェントとプリンシパルという主体間のパワ

＊こくぶ
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ー・バランスと深くかかわっているからである。

39

特集／環境の意思決定
アカウンタビリティの履行が主体間のパワー・バラ

表 1 アカウンタビリティの実践面 での複合性

ンスに影響することは，情報のバルネラビリティの概

プリンシパル

念を使って説明すること ができる。情報のバルネ ラビ

アカウンタビリティ

リティとは，金子郁容によれば，情報を提供すること

設定時

によって提供者が攻撃されやすくなることを意味する

アカウンタビリティ
履行時

I

ェージェント

能動的

受動的

受動的

能動的

)。
2
9
9
（金子， 1
すなわち，情報開示に対して見返りや保護がないと
ころでは，情報を開示することは，開示以前のパワー

. アカウンタピリティと正統化の問題
3

関係を前提とすれば，ェージェント（情報提供者）のパ

一般的なアカウンタビリティをめぐる議論では，こ

ワーを相対的に減じさせることになり，その反対にプ

の複雑なプリンシパルとエージェントの相互作用の局

リンシパル（情報受信者）のパワーを増加させることに

面に対して，法的概念であれ，規範的概念であれ，な

なるのである。

んらかのアカウンタビリティを所与のこととして，理

それにもかかわらず，プ リンシパルがアカウンタ ビ
リティを履行する，す なわち情報開示を行う とすれ

論展開を行う場合が多いが，この現象面での複合的な
本質は往々にしてみすごされる傾向が強い。

ば，それは開示しない状態を維持するほうが，みずか

しかも，アカウンタビリティとはエージェントとプ

らにとってより不利になるであろうと判断しているか

リンシパル間のパワー・バランスを規定するすぐれて

らにほかならない。アカウンタビリティとは，まさに

政治的問題であり，アカウンタビリティを課すことは

このプリンシパルとエージェント間のパワー・バラン

エージェントの権力を制限すると同時にプリンシパル

ス関係を前提に議論されねばならない性質のものなの

の権力を増大させることにほかならず，ェージェント

である。

はそれに対抗してアカウンタビリティ履行時に自己の

したがって，アカウンタビリティ概念はプリンシパ

立場を正統化するように努めるのである。

ルとエージェントでは異なる方向で作用することにな

エージェントがアカウンタビリティの履行時に目標

る。プリンシパルとエージェントの間で情報がやりと

とする自己の社会的な正統化に関しては，正統性理論

りされる場合，ェージェントにとってアカウンタビリ

)によって説明すること が可能で
y
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o
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ティは権利を意味する概念である。したがって，アカ

9参照）。正統性理論によれば，組織
9
9
ある（國部， 1

ウンタビリティ関係の確立（アカウンタビリティの設

（企業）は，社会的に存在するために，社会の中で是認

定）という段階において は，アカウンタビリティ はプ

される行動規範に従っていることを示すことによって

リンシパルにとってはエージェントに対する能動的な

正統性を確保しなければならないが，アカウンタビリ

概念として利用可能であ り，ェージェントにとっ ては

ティの履行は，まさに組織の正統性を社会に対して説

受動的な概念として作用する。

明する手段として理解できるのである。

しかしながら，実際にアカウンタビリティを履行す

このように理解すると，ェージェントにとって義務

る局面においては，エージェントはアカウンタビリテ

的で受動的な概念であったアカウンタビリティに対し

ィを履行するという能動的な行為者となり，プリンシ

て，彼らが能動的に対処する道を理論的に示すことが

パルはその行為に対して 基本的には受動的な立場 にあ

できるわけだが，自己の正統化の範囲が，社会的な価

る（もちろん，どちらの場合でもある程度の反作用は

値観や行動規範と合致しているかどうかは，ふたたび

可能である）。すなわち ，ェージェントとプリン シパ

社会（プリンシパル）の批判を仰がねばならない。この

ルの立場が，アカウンタ ビリティの設定時と履行 時で

関係を整理すると図 1のようにまとめられよう。

は逆転してしまうのであり，ここにアカウンタビリテ

アカウンタビリティの現象面での複雑性は上記の問

ィをめぐる実践面での複雑性の根源があると考えられ

題にとどまらない。周知のように，アカウンタビリテ

る。この関係をまとめると表 1のようになろう。

ィの履行方法はエージェントによって自由に決定でき

40
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正統化

（矢印は能動的な作用の方向性を示す）

図 1 アカウンタピリティと正統化 の相互関係

アカウンタビリティとは 何か
自然資源である。企業が 資源の利用や汚染物質の 排出
によって環境に負荷を与 えるということは，自然 資源
をそれだけ消費している ことにほかならない。と いう
ことは自然資源の所有者 から資源を委託されてい ると
考えることができる。自 然資源の所有者を地球市 民一

るものではなく，プリンシパルとエージェントの「合

般とすれば，ここに，環 境問題に関して，企業が エー

意」のうえに決定される のであるが，複雑化した 現代

ジェントとなり，市民が プリンシパルとなる環境 アカ

社会のもとでアカウン タビリティを履行する ために

ウンタビリティ関係が成立するのである。

は，特定の専門技術に頼らなければならない。

この環境アカウンタビリ ティ関係は法律によって 規

株式会社機構におけるプリンシパル（株主）とエージ

定されているわけではな いから，企業が従うか否 かは

ェント（取締役）の間のアカウンタビリティの履行手段

まったくの任意である。 そして，環境報告書が現 在の

として，会計および監査という専門知識・技術の介在

ように一般化するに至る までには，エージェント とプ

を欠かすことはできないが，この専門技術や知識は，

リンシパルのせめぎ合いがあった。

アカウンタビリティを履 行するための中立的な手 段で

企業による環境アカウン タビリティの構築プロセ ス

はなく，むしろ会計や監 査という専門的知識およ び技

は，市民（プリンシパル）による企業へのアカウンタビ

術がアカウンタビリティ の具体的な内容を規定す る側

リティ要求の段階から， 企業による実際のアカウ ンタ

面をみのがしてはならないのである。

ビリティ履行の段階に入っていると考えられる。
しかし，先にも述べたよ うに，エージェントは常 に

. 環境アカウンタピリティ について
4

自己を正統化するように 情報開示を行う傾向があ り，

このようにアカウンタビリティは，アカウンタビリ

それ自体は否定されるべ きではない。むしろ，プ リン

ティの義務を負うエージェントと，アカウンタビリテ

シパルのほうが，開示さ れる情報に常に関心をも って

ィを要求する権利を有するプリンシパルの間の複雑な

過度の正統化が行われな いように注意を喚起する こと

相互関係を無視しては議 論できない性質のもので ある

が望まれる。

ことが明らかになった。上記の議論を，近年の企業に

このようなエージェント による過度の自己正統化 を

よる環境アカウンタビリティの展開に即して考えてみ

排除する手段として法規 制があるが，法規制はエ ージ

よう。

ェントの望ましくない行 動を規制するのみならず ，自

0ページを超える
0
2月にトヨタ自動車は 1
8年 1
9
9
1

発的にアカウンタビリテ ィの要求に応えようとす る努

環境報告書を作成した。 現在，日本には環境報告 書の

力をもそいでしまう危険 性がある。つまり，法律 の範

作成を義務づける法規制は存在していない。しかし，

囲内をもってアカウンタ ビリティの履行と解釈す る傾

トヨタの環境報告書を一見すれば，それは企業 PRの

向が強まるのである。確 立期にある環境アカウン タビ

域をはるかに超えている ことが明らかとなろう。 これ

リティにとっては， とくにこの懸念が大きい。

は，日本でも環境アカウンタビリティが（部分的かも

アカウンタビリティと法 規制は切っても切れない 密

しれないが）社会的に構築されつつある証左のひとつ

接な関係にあるが，この 両者についても単純な評 価は

とみなすことができる。

禁物であり，個別の場面 ごとに判断していくこと が求

それでは環境アカウンタビリティの根拠は何であろ

められる。

うか。アカウンタビリティの根本にはかならず資源の
委託・受託関係が必要で ある。それによって，ェ ージ
ェントとプリンシパルというアカウンタビリティ関係
が成立する。
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