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序章

1.1 研究背景と問題意識

地球環境問題が 21 世紀最大の課題であると認識されて，すでにかなりの

年月が経過した。地球環境問題の深刻さが認識されながら，その克服のた

めの有効な対策が取れない理由は，多くの場合，人間の生活と繁栄を支え

てきた経済活動と環境保全活動が対立することにある。従来，環境問題へ

の対策として，倫理的な要請1または法律2によって地球環境問題を引き起こ

す企業の経済活動を直接的，あるいは間接的に規制するような試みが行わ

れてきた。しかし，倫理的な要請は強制的ではないことから，往々して企

業の第一義的な目標である利益の追求が優先される。一方，法律による規

制は強制的であるが，通常，企業の活動を監督するために大きなコストが

かかる。以上の対策は，経済と環境が対立している状態を前提とし，環境

問題を解決しようとする試みである。

一方，「環境と経済の両立」を目指す企業経営の技術として，環境管理会

計が発展してきた。環境管理会計は，企業内部において環境と経済を連携

させる技術一般を指す総称である。その中，最も注目されているのは，1990

年代にドイツで開発されたマテリアルフローコスト会計（Material Flow

Cost Accounting：MFCA）である。MFCA は，国際的にも国内的（日本）にも

顕著な発展を遂げており，環境管理会計の基盤を形成する手法として位置

づけられている（國部[2007a]）。MFCA は，他の多くの環境管理会計とは一

線を画するものであり，既存の管理会計手法に対して部分的に環境の視点

を付加するような種類のものではなく，企業の情報システムや会計計算方

法そのものを環境の観点から再構築することを指向している（中嶌・國部

[2008]）。具体的に述べると，MFCA では廃棄物に対して製品と同じようにコ

ストの計算を行うことにより，通常の原価計算システムで隠された廃棄物

の「真のコスト」を「見える化」する。MFCA が提供する廃棄物に関するコ

スト情報は，廃棄物の削減を行うため重要なインセンティブを与えるので，

資源生産性を向上させる改善活動を促進するために有効である。その一方，

1 たとえば，CSR レポートは，倫理的な要請に応じて自主的に企業の社会的責任である

CSR 活動に関する情報を開示する手段として作成・公表される。
2 たとえば，昭和 45 年 12 月 25 日に「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（廃棄

物処理法）が日本の環境省によって公布された。
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MFCA は計算上に生産工程における廃棄物およびそのコストを対象としてい

るため，「環境」に直接関連しているとはいえない。しかしながら，生産活

動に使われるマテリアル（原材料）はあくまでも地球の資源である。資源

の発掘，加工，廃棄，処分などの資源利用にかかる各工程は環境に負荷を

与えるので，マテリアル使用量の削減は環境への負荷を減らし，環境保全

に寄与する。この点から見ると，MFCA は環境保全活動に直接着目している

わけではないが，環境への負荷を削減する手法である。

MFCA がドイツから日本に紹介されて以来，多くの企業では，MFCA の活用

により業績改善の成果が上げられた。MFCA がこのように普及した理由には，

MFCA が単なる環境保全のための手法ではなく，企業にとってこれまで見え

ていなかった資源面でのロスを可視化し，新たなコスト削減の機会を提供

したことが大きい。また，政府機関からの強力な支援も，MFCA が日本の企

業間に着実に普及した重要な理由である（國部[2007a]）。環境マネジメン

トに関する手法は，生産現場ではなかなか受け入れられない場合が多いが，

MFCA はコスト削減に資する手法として，生産現場に浸透してきた。

一方，このように MFCA は日本において広く普及したものの，ほとんどの

MFCA が適用された事例では，特殊原価調査のような一時的・試行的な適用

のみが行われ，継続的に MFCA を適用している事例が稀である。MFCA は，環

境管理会計手法として，廃棄物の削減を促進することで「環境と経済の両

立」を目指している。しかし，「環境と経済の両立」は長期的な課題である

ため，特殊原価調査や一時的適用のみでは，この目標を達成することが難

しい(この点について，詳しくは第 2章で説明する)。一方で，MFCA の基本

原理はシンプルであるが，実際の適用にあたっては，複雑な作業やマネジ

メントが必要なことも少なくない。そのため，MFCA を継続的に適用するこ

とは容易ではない。したがって，MFCA の継続的適用を実現するプロセスや

アプローチの開発はこれからの重要な課題となっている。

1.2 本研究の目的

先行研究では，MFCA の継続的適用について個別の事例を研究対象として，

多くの議論がなされているが（國部[2007b]；岡田[2018]；東田・國部[2014]；

謝[2019]），体系的な分析がいまだなされていない。そこで，本研究では MFCA

の継続的適用を促進する取り組みに関する体系的な分析を通じて，「MFCA

の継続的適用をどのように実現するか」を明らかにすることを目的として
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いる。一方，先行研究において，MFCA の継続的適用へ影響を及ぼすさまざ

まな要因が指摘されている。これらの要因について，以下の 3 つの点を中

心にして検討することができる。

1つ目は，手法自体の煩雑さ（岡田[2018]）や改善手段を提示する仕組み

の欠如（伊藤[2010a]）といった MFCA の設計や構造に関する技術的な要因

である。この技術的な要因に対処するため，MFCA の計算構造に焦点を当て，

どのように MFCA を精緻化すれば，継続的適用を促進できるのかを検討する

必要がある。したがって，「MFCA の計算構造」が本研究の分析視角の 1つで

ある。MFCA は，廃棄物の削減活動に向けた意思決定へ会計情報を提供する

計算ツールであるため，意思決定有用性の観点から，MFCA の計算構造にお

ける問題点ないしその改善策を検討することが可能である。このように

MFCA を精緻化することを通じて，MFCA に基づく改善活動の実行を促進する

ことできる。それには，MFCA の継続的適用の達成に対して重要な意義があ

る。

2つ目は，改善の余地（岡田[2018]），生産現場の論理（東田・國部[2014]），

管理可能性原則（國部[2007b]）など MFCA に基づくマネジメントを行う際

に生じる組織的な要因である。廃棄物の削減を実現するためには，MFCA が

提供した情報に基づく改善活動を行うことが必要不可欠である。そのため，

MFCA の計算構造および原則による会計情報の算定・提供だけではなく，改

善活動の計画・実施・評価なども含む MFCA を運用するプロセスというマネ

ジメントの側面に着目し，MFCA の継続的適用について考察する必要性があ

る。したがって，「MFCA 運用のプロセス」は，本研究の 2つ目の分析視角と

なる。

3 つ目は，MFCA と既存の管理手法との関係に関する要因である。多くの

企業では，既存の管理手法により改善の取り組みを行っているので，改め

て MFCA を適用する意義に対して懐疑的な意見が多くある（東田[2012]；中

嶌[2011]）。そこで，MFCA に注目するだけでは不十分であり，「既存の管理

手法との関係」を 3つ目の分析視角として，既存の管理手法に加えて MFCA

を適用する追加的な価値や意義について検討することも必要である。

以上の検討を進めるために，本研究は以下のとおりに構成されている。

第 2章では，MFCA に関する理論的な概念，実務の発展，適用の現状などに

ついて紹介する。次に，本研究での理論的な土台として，MFCA の継続的適

用の意義を検討し，さらに継続的適用の定義を規定する。第 3章では，「MFCA
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の計算構造」という技術的な側面に着目し，意思決定有用性の観点から，

MFCA の問題点を分析し，さらにその改善案について検討する。第 4章と第

5章では，「MFCA 運用のプロセス」という組織マネジメントの側面に焦点を

当て，MFCA の継続的適用を促進する取り組みを考察する。具体的には，第

4 章では，既存の文献をレビューし，MFCA の継続的適用の事例に対する統

合的な分析を行う。第 5章では，第 4 章の延長線上で，日東電工（株）と

ウシオ電機（株）という 2 つの事例を対象として比較分析を行う。次に，

第 6章では「既存の管理手法との関係」に注目し，MFCA と代表的な現場の

管理手法である伝統的原価計算，歩留管理，制約理論（Theory of

Constraints：TOC），トヨタ生産方式（Toyota Productive System：TPS），

総合的設備管理（Total Production Maintenance：TPM），総合的品質管理

（Total Quality Management：TQM），活動基準原価管理（Activity-Based

Management：ABM）およびミニ・プロフィットセンター（Micro-Profit Center：

MPC）を比較することにより，MFCA の独自性を解明し，さらに既存の管理手

法に対する MFCA の追加的な価値について検討する。最後に，終章では，す

べての検討をまとめて，結論および今後の展望を述べる。
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第２章 MFCA の概念，発展および継続的適用

2.1 MFCA の概念

MFCAは1990年代に，ドイツのIMU（環境経営研究所）で開発されており，

日本では，1999年に経済産業省によって環境管理会計の手法開発プロジェ

クトが開始された。MFCAとは，生産プロセスまたは生産ラインにおけるマ

テリアルのフローおよびストックを，物量単位で定量化し，かつ貨幣単位

で算定するツールである（ISO[2011]3ページ）。MFCAは，環境管理会計の

主要手法と位置づけられている（篠原[2015]）。

MFCA では，生産コストをマテリアルコスト（およびエネルギーコスト），

システムコスト3および廃棄物処理コストに分類する。通常の最終製品だけ

を測定対象とする標準原価計算と異なって，MFAC はインプット－アウトプ

ット分析（いわゆるマスバランス4）に基づいて，最終製品である「正の製

品（良品）」のみならず，廃棄物となる「負の製品（ロス）」5をも追跡し測

定する。また，このシステムコストを良品とロスに，原則としてはマテリ

アルの物量比（重量ベース）で配賦する。廃棄物処理コストは，一般的に

廃棄物にかかわるコストである。MFCA は，廃棄物に製品と同様にコストを

配賦することで，通常の原価計算システムでは看過された「ロス」のコス

トを可視化する。また，MFCA では，マテリアルおよびエネルギーの使用を

改善することを通じて，環境および財務の両面においてパフォーマンスを

強化しようとする組織の努力を喚起し，支援する（ISO[2011]4 ページ）こ

とにより，「環境と経済の両立」を追求する。具体的な目標として，「負の

3 MFCA で分類されるシステムコストとは，直接材料費を除く製造コストの部分を意味

する加工費とは厳密には異なる。一般的には，システムコストとは，製造コストから，

材料に関するコスト，エネルギーコスト，廃棄物処理コストを除いたコストと定義す

ることができ，物量センターで発生する労務費ならびに減価償却費に代表される設備

を集計したコストである（飛田他[2013]74 ページ）。
4 マスバランスとは，一般に企業内に外部からインプットされた物質を物質名と物量

で把握・表記し，他方，それに対して企業から外部へアウトプットされた物質と物量

を把握・表記する対照表であり，企業を中心に据えた物質収支の一覧表である。この

マスバランスは，物理学上の質量保存の法則に基づいており，投入された物質は質量

的には消滅せずに，企業内にストックされるか企業外に排出されるかのいずれかとな

る（経済産業省[2002]79 ページ）。
5 MFCA では，製品のことを「正の製品」，各物量センター（脚注 32 を参考）や最終的

に廃棄物として排出されるものを「負の製品」と呼ぶ。
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製品コストがゼロ」という理想のモノづくりの状態を目指し，従来あきら

めてきた生産革新を促すのである（経済産業省[2009a]12 ページ）。初期の

理論研究ではこのような資源生産性と環境保全を両立させるというMFCAの

優位性が強調された（Jasch[2008]；國部[2004]）。その一方，MFCA は企業

内の現状分析をし，問題を発見するためのツールであるが，具体的な問題

の発見と改善策の模索は，情報の受け手に依存しており，MFCA を導入すれ

ば問題が改善されるようなツールではない。したがって，この MFCA による

現状分析から具体的な改善活動の実行までの体系的なマネジメントシステ

ムの構築は，残された課題である。

2.2 MFCA 発展の経緯

2000 年に経済産業省が MFCA の導入可能性を検討し始めた。これまで環境

保全の立場からは，マテリアルの物質としての側面のみを見ており，企業

経営の立場からは，主に原材料費としての側面に関心があったので，両者

を統合的に理解するマネジメント手法は既存の経営管理手法の中に存在し

ていなかった。2000 年から 2001 年にかけて経済産業省の主導の下で，日東

電工（株）が国内初のモデル企業となり，MFCA の有効性を示した（経済産

業省[2002]）。続いて田辺製薬（株），キヤノン（株），タキロン（株）も MFCA

を導入し，その効果を検証した。2002 年，経済産業省によって発行された

『環境管理会計手法ワークブック』では，これらの 4社の MFCA 適用事例が

紹介され，MFCA が環境管理会計手法として確立した。

2004 年からは MFCA を中心として大企業だけではなく中小企業へも普及

プロジェクトが実施された。また，2007 年には日本主導で MFCA の国際標準

化が提案され，2011 年には ISO14051 として規格が発行された。その後，2014

年にはMFCAのサプライチェーンにおける実践的導入に関する国際標準化の

提案がなされ，2017 年に，ISO14052 としてこの国際標準・規格が発行され

た。

2004 年から 2010 年にかけて，さまざまな経済産業省主導の委託事業が行

われた。まず，MFCA の普及・促進活動として，『マテリアルフローコスト会

計開発・普及調査事業報告書』（日本能率協会コンサルティング[2005]；

[2006]；[2007]；[2008a]；[2009a]）『マテリアルフローコスト会計導入

実証・国内対策等事業報告書』（日本能率協会コンサルティング[2010]；

[2011]），『東北地域におけるマテリアルフローコスト会計の導入指導の普
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及と金融支援のあり方に関する調査業務報告書』（日本能率協会コンサルテ

ィング[2008b]），『マテリアルフローコスト会計手法導入ガイド』（日本能

率協会コンサルティング[2009b]），『MFCA 簡易計算ツールの使用マニュア

ル』（日本能率協会コンサルティング[2008c]；[2009c]）が作成される一方

で，高度化研究活動として「MFCA と LCA の統合化研究」，「MFCA のサプライ

チェーン展開の研究」，「外部環境経営指標としての MFCA の研究」など，MFCA

の適用可能性を広げる試みがなされた。また，『環境管理』という雑誌では，

2003 年に MFCA の特集シリーズが組まれ，2005 年以降「実践マテリアルフ

ローコスト会計」という連載がスタートし，2014 年に終了するまでに 100

本の論文が掲載されたことになる。

現在，研究においてもまた実践においても，日本は世界の MFCA をリード

する地位に就くといっても過言ではない。日本における MFCA の発展の経緯

について，1)基礎的な計算理論の開発段階（2000 年～2003 年），2）実践的

な計算手法の開発段階（2004 年～2010 年），3)効果の大きい適用対象の研

究・拡張段階（2006 年～2010 年），4)効果的・効率的な MFCA 展開方法の研

究段階（2011 年以降）という 4 段階に分けて考えることができる（下垣

[2014]）。それに加えて，最新の国際動向として，中小企業における MFCA

普及の促進を目指すガイダンスとして，2020 年に MFCA 簡易版の国際標準・

規格 ISO14053 が発行される予定である。

2.3 MFCA 適用の現状

日本では MFCA が紹介されて以来，経済産業省による強力な推進および産

官学連携体制のおかげで，広い普及が実現された。2010 の時点では日本に

おいて MFCA 導入企業数すでに 300 社を超えていた（中嶌[2011]29 ページ）。

その成果としては，『サプライチェーン省資源化連携促進事業 事例集』（経

済産業省[2008]），『マテリアルフローコスト会計（MFCA）導入事例集

（ver.2）』（経済産業省[2009b]），『マテリアルフローコスト会計 MFCA 事例

集』（経済産業省[2011a]），『サプライチェーン省資源化連携促進事業事例

集』（経済産業省[2011b]）などが発行された。伊藤[2010a]は，MFCA が日本

企業に浸透している唯一の環境管理会計手法であると指摘している。

ところが，日本における MFCA の普及が実現された一方で，MFCA 適用の実

態に関する問題についてさまざまな指摘もなされている。たとえば，木村・

中嶌[2015]は，ほとんどの MFCA 事例が，特殊原価調査のように MFCA を試
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行的に用いると指摘した。日本能率協会コンサルティング[2007]は MFCA を

単発的な改善活動のための分析ツールとして利用する一時的適用のケース

が多いと指摘した。また，中嶌[2011]は，MFCA によるマネジメントがまだ

一般化されておらず，MFCA の導入初期において企業の MFCA 利用は一時的で

あり，管理会計でいわれる特殊原価調査に位置づけられていると述べた。

要するに，日本において MFCA は多くの企業に普及したものの，特殊原価調

査のように単独のプロジェクトとして一時的に実施されることが実務の主

流であるといわざるを得ない。

2.4 継続的適用の意義

先行研究では，MFCA の継続的適用について，多くの議論が行われている

一方，なぜ継続的適用が必要かについて，明確になされていない。そのた

め，本研究の議論を行う理論的な土台として MFCA の継続的適用の意義を解

明しておく必要がある。ここでは，「限定的な改善能力」，「不確実性への

対応」および「知識の蓄積と維持」という 3 つの観点から継続的適用の意

義を説明してみる。

2.4.1 限定的な改善能力

前述のように，MFCA は「負の製品コストがゼロ」という理想のモノづく

りの状態を目指している。したがって，仮に単発的な適用により，すべて

のマテリアルロスが削減できれば，理論的にMFCAを使い続ける必要がない。

ただし，現実としては，企業の改善能力が限定的であるため，マテリアル

ロスを一気に無くす可能性が低くて，繰り返し改善活動を行うことは必要

である。一方，なぜ企業の改善能力が限定的であるのかについて，唐[2013]

が提示している改善活動推進の段階を参照し説明してみる。

唐[2013]によれば，MFCA の分析に基づく改善活動が，生産実施段階，工

程設計段階および製品設計段階それぞれの段階の原因により，「原価維持」，

「原価改善」および「原価企画」という層別に分別できる。まず，「原価維

持」とは，生産実施段階における改善を指し，現行の製品仕様，加工方法

などの下で，「標準」もしくは「目標値」を設定し，それに近づける管理活

動で，生産管理，製造現場を主体とした日常的な原価低減活動である（唐

[2013]36 ページ）。MFCA では，現場作業員の気づきや作業マニュアルの変

更などの簡単な改善は，原価維持という階層にあると理解できる。このよ
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うな活動は，大きな投資や工程変更が必要ではないことから，生産現場で

すぐ取り組むことができると考えられる。しかし，現行の製品仕様，加工

方法を維持することを前提とすれば，改善の効果が限られている。

より大きな改善効果を実現するために，通常，製造方法の大幅変更を行

う工程改革や技術革新などの原価改善の活動が必要となる。「原価改善」と

は，工程設計段階において，現行の製品仕様の下で設備，工程などの加工

方法の変更による改善である（唐[2013]36 ページ）。このような改善は，製

造技術，生産技術などが主体となった活動である。加工方法が変わること

により，もともとの生産に関する「標準」自体が改善される。製造技術や

加工方法の変更は新たな投資が不可欠であり，多くの場合，現場作業員の

みにより，実現できないものである。MFCA における原価改善は，経営者，

技術部門や予算部門などの協力を求める必要がある比較的に中長期的な取

り組みではなければならない。

最後，資源効率向上および原価低減を，革新的な水準の改善を行うため

には，既存製品を，改良・改善するだけでは困難なことが多い。このよう

な場合，新製品の企画，開発段階からの取り組み，いわゆる「原価企画」

が必要となる（唐[2013]36 ページ）。原価企画では，製品設計段階における

抜本的な材料効率向上および原価低減の改善を行うため，加工方法だけで

は解決できず，製品設計仕様から見直さなければならない。一方，製品仕

様自体が変わるため，その製品に関する「目標値」（目標コスト）自身の見

直し，再設定ともなり，製品開発部門，設計部門の協力が必須である。MFCA

は，基本的に既存の製品を継続的に生産することを前提として，改善活動

を誘導する手法である。対象の製品を変えれば，MFCA を改めて導入・分析

する必要がある。また，市場における商品寿命や販売契約などにより，製

品を変更やアップデートするタイミングが決まっているので，MFCA を導入

した後，すぐに原価企画と結び付けるのは難しい。そのため，現状として

原価企画での取り組みにより，MFCA の改善活動を行う事例があまりないの

である。とはいえ，原価企画での取り組みにより，大きな改善効果を上げ

ることを期待している。

MFCA による改善活動は，通常，原価維持のレベルにおける取り組みから

始まる。しかし，製品仕様，加工方法の変更を伴わない改善活動には，ロ

ス削減の余地が限られている。したがって，より大きな改善の効果を上げ

るために，原価改善ないし原価企画のレベルを遡って改善に取り組む必要
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がある。たとえば，日東電工（株）では，最初に現場での努力により，10％

程度のロス率を削減することができた。それ以上のロス削減を図る際に，

技術変更や設備投資の必要性が認識された（古川[2006]）。また，前述のと

おりに，MFCA は「負の製品コストがゼロ」という究極の状態を目指してい

る。この状態に近づけるためには，原価維持レベルでの取り組みだけでは

困難であり，原価改善ないし原価企画のレベルでも改善活動を行わなけれ

ばならない。そこで，企業の改善能力が限定的であるという観点から考え

てみると，MFCA の実践に関しては，単発的・一時的な適用より，継続的な

適用が望ましいであろう。

2.4.2 不確実性への対応

MFCA に基づく改善活動が実施された後，それ以上コストダウンができな

ければ，通常の場合，MFCA を継続的に適用する意味がなくなるかと理解す

る利用者が多い。しかし，経営環境にはさまざまな不確実性（uncertainty）

があり，将来の状況が推定できない。不確実性とは，最も古典的な論説で

ある Knight[1921]によれば，「将来に起こる現象が予測できない，かつ過去

の経験に基づく統計から結果の確率を算定することも可能ではない」とい

うものである。つまり，この不確実性が存在するゆえに，将来に何かが起

こるかが予測できない。このことから，現在の状況において MFCA によるコ

ストダウンの示唆がなくなっても，MFCA の適用に関わる諸条件の変化によ

り新たな改善のネタが現れてくる可能性がある。

MFCA の適用における不確実性について，経済環境および技術進歩の観点

から捉えることが可能である。まず，MFCA において資源生産性の向上が環

境経営に資するかどうかについては企業それぞれの判断であり，資源生産

性が何よりも必ずしも企業の最重要課題としてみなされてこなかったと考

えられる。しかしながら，現在，原材料に使われる天然資源が枯渇しつつ

ある状況において，将来原材料の価格が高騰する可能性が高い。ゆえに現

在目立たないマテリアルロスでも，いつの間にか業績に著しい影響を与え

うる。たとえば，2009 年に日本企業が経験した原材料価格の高騰と，それ

に伴うレアメタルの国際的な供給難の予測と価格高騰によって，環境保全

と同様に資源枯渇性が注目され，原材料消費への企業の関心が高まり，資

源生産性が企業の最重要な課題へと転換してきていた（中嶌[2011]35 ペー

ジ）。そこで，経済環境にある不確実性に対応するため，MFCA に基づく改
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善活動は短期的な業績改善を目指すのではなく，長期的・継続的に環境保

全と生産効率の均衡を志向し，「負の製品」の原価ゼロを目指すことになる

だろう。

次いで，技術進歩に関する不確実性の観点から，MFCA の改善活動を継続

すべき理由について説明する。MFCA の改善活動は，すべての利用可能な技

術を活かして実現するものである。現在の技術により解決不能の課題は，

将来の技術発展や進歩により対処可能になるかもしれない。このような技

術進歩に関する不確実性が存在することから，MFCA を廃止すれば，将来の

ロス削減の機会を見失ってしまうかもしれない。そこで，この改善機会の

喪失を予防するために，MFCA の継続的適用が望ましいといえよう。

2.4.3 知識の蓄積と維持

前に論じたように，MFCA による改善活動を実現するため，多くの場合，

生産工程の革新が必要である。革新について，天才や幸運に大きく依存す

る科学や発明はそれ自体意味があるが，必ずしも付加価値を生み出すわけ

ではない。一般的に革新は仕事の経験と活用を通した学習の産物であり，

すなわち，多くの知識と長い経験に基づいて，帰納的に追求していくうち

に，徐々に実を結んでいくものである（Watkins and Marsick[1993]54 ペー

ジ）。また，現在の仕事の状況では，専門家からもらっている答えのみでは

十分ではなく，正解のない新たな挑戦に直面しながら自分自身で経験から

継続的に学習しなければならないのである。つまり，経験的・継続的学習

は，革新を生み出す必須条件となっている。MFCA の場合でいうと，生産工

程の革新により資源生産性の改善を目指せば，企業のスタッフは MFCA 適用

に基づく経験的な学習によって知識やノウハウを継続的に蓄積しなければ

ならない。

その一方，定期的に使用されていない情報には記憶の減衰（memory decay）

が起こる傾向がある（Holan et al.[2004]）。MFCA による取り組みを中断す

れば，重要な人物が異動したり，形成されたルーティンが消えたり，密着

した職場のネットワークが解散したり，大事なドキュメントが失ったりす

ることが起こりうる。このような場合，記憶減衰の結果として MFCA に関す

る知識やノウハウが失われてしまうかもしれない。また，Holan et al.[2004]

は，組織の知識に関する記憶減衰が起こる企業には，競争優位（competitive

advantage）を失う可能性が高く，そして，いったん忘れられた情報を再生
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産しようとしても，通常，莫大なコストがかかると指摘している。一方，

MFCA を導入した多くの企業は，MFCA の適用を通じて「環境と経済の両立」

という競争優位の獲得を目指している。そこで，MFCA の利用による知識の

蓄積と維持という観点から，一時的適用ではなく，継続的適用が望ましい

といえよう。

2.5 継続的適用の捉え方

先行研究において，MFCA の継続的適用についてさまざまな議論が行われ

ているものの，統一した捉え方が示されていない。たとえば，マテリアル

ロスの削減を継続的に進めるために，責任範囲の拡張（北田[2010]），予算

（中嶌・木村[2012]），目標設定（國部[2007b]），業績評価（Onishi et

al.[ 2008]），中長期戦略の策定（東田[2011]）などの観点から，既存のマ

ネジメントの仕組みと MFCA の連携の意義について議論されてきた。また，

中嶌・石田[2007]では，改善活動の判断，意思決定のためのアドホックな

活用を「一時的適用」に，定常的な管理システムとして MFCA を位置づけて

活用することを「継続的適用」に大別した。要するに，先行研究では改善

活動の推進および定常的な管理システムの構築という 2 つの観点から，継

続的適用について検討がなされている。マテリアルロスの削減が MFCA 導入

の目的であるので，改善活動は不可欠である。一方，改善活動のためだけ

では，改善のネタがなくなれば MFCA の適用を継続することが困難になる。

そのため，MFCA を改善ツールとしてだけではなく，MFCA に基づく定常的な

管理システムを構築して活用する必要もある。

ここでは，継続的適用についてより厳密に考察するために，MFCA の事例

と結びつけながら，MFCA 導入の手順を参照し，MFCA 適用のタイプを検討し

ておく。MFCA 導入の手順について，一般的に，工程の選定，MFCA によるデ

ータ収集・整理・計算，計算の結果に基づく改善課題の抽出，改善案の計

画・実施および改善成果の確認・評価が考えられる（経済産業省[2009a]）。

図 1では，工程選定，MFCA 計算，課題抽出，改善案の計画・実施，改善成

果の評価という 5つのステップに分けて MFCA 導入の手順を図示している。

この手順にしたがって，MFCA の適用を,①最初の工程に MFCA を試行導入し，

MFCA 分析に基づく改善課題の抽出で終了した適用（村田[2010]；安城

[2011]；大木・仲井[2012]；我妻[2008]），②最初の工程に導入し，改善

活動を実施することにより，改善の成果を上げた適用（加藤[2011]；鈴木
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[2013]；関[2012]；新帯[2011]），③最初の工程で 1回目の改善活動より成

果を実現した後，同じ生産工程では新たな改善課題に取り組む適用（古川

[2006]），④最初の工程で 1 回目の改善活動より成果を実現した後，新た

な生産工程へMFCAを導入する適用（北田他[2012]；藤田[2008]；原田[2009]；

原口他[2010]）および⑤（MFCA 導入の手順と関連していないので，図 1 で

表示されていない）MFCA をマネジメントシステムへ連携・組入れする適用

（船坂・河野[2008];日本能率協会コンサルティング[2007]）という 5つの

タイプに大別できる。

①では，原価調査活動を実施するだけであり，業績改善につながってい

ない。②では，単発の改善活動により，一定の改善成果を実現している。

③では，②での改善のうえで，同じ生産工程における未解決な課題に取り

図 1 MFCA 導入の手順と分類

出所：筆者作成
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組んで，通常②より大きな成果を上げると考えられる。①も②も，1回きり

の導入であることから，継続的適用とはいえない。③では，1回目の改善活

動が終了した後，同じ生産工程において新たな改善課題に取り組んでいく。

また，④では，1回目の改善活動が終了した後，新たな生産工程へ MFCA を

導入する。⑤では，MFCA を企業のマネジメントシステムへ連携・組入れす

ることで，定常的な管理システムとして活用している。

以上の検討に基づいて，MFCA 適用の 5 つのタイプを，1）MFCA の試行導

入により，マテリアルロスコストを可視化した，あるいは生産現場におけ

る改善活動により一定の改善効果を実現した適用（①，②），2）MFCA の試

行導入が終了した後，改善課題または適用対象の拡大によって，続いて MFCA

を推進する適用（③，④）および 3）定常的な管理システムとしての適用（⑤）

という 3つのレベルに整理することができる。

先行研究においてレベル 1 の適用を特殊原価調査あるいは一時的・単発

的適用（この 2 つの用語が厳密に区分されていない）と呼ぶ。レベル 1 で

の適用は，会計情報の算定・提供だけで，または限られた改善効果を実現

することである。レベル 2 は，一般的にレベル 1 より大きな改善効果を実

現することができる。先行研究では，企業の長期的な適用状況を考察した

うえで，レベル 2での適用を「継続的適用」と呼ぶこともあれば，「一時

的・短期的適用」と呼ぶこともある。そのため，このような適用は，研究

目的または比較対象と関連づけて捉える必要がある。レベル 3では，MFCA

を企業に定着させるので，安定的・長期的に適用することが望める。先行

研究では，この適用を「継続的適用」と呼ぶ。一方，MFCA 適用の現状とし

て，レベル 1の事例がほとんどである一方，レベル 3 の事例がわずかしか

ない。本研究は，先行研究での議論を踏まえながら研究対象となる継続的

適用の事例（第 4章での文献レビューによる事例収集）の数を確保するた

めに，基本的にレベル 2およびレベル 3 での適用を「継続的適用」と捉え

ることにする。この捉え方に基づいて，MFCA の継続的適用をどのように実

現するかについて考察していく。
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第３章 継続的適用に向けたMFCAの計算構造についての検討

3.1 問題意識

序章で掲げたように，継続的適用への影響要因には，MFCAの設計や構造

に関する技術的な問題に起因するものがある。そこで，「MFCAの計算構造」

に注目し，MFCAの技術的な問題について検討する必要性がある。MFCAでは，

廃棄物にも製品と同様にコストを重量ベースで配分することより，廃棄物

削減に向けた意思決定へ会計情報を提供する。一方，廃棄物削減を実現す

るために，改善活動への意思決定に対して有用性のある会計情報を提供し

なければならない。ところが，実務の現状としてほとんどのMFCA事例が特

殊原価調査のような一時的な適用であり，多くの企業においてMFCAを導入

しても組織行動や意思決定を変化させることができなかった。一方，組織

行動や意思決定の変化を伴わなければ，MFCAは，廃棄物の削減による業績

改善の効果を実現できず，試行的な特殊原価調査で終了してしまう。そこ

で，意思決定有用性の観点からMFCAの計算構造の妥当性について検討する

ことが可能である。

初期のMFCA研究では，資源生産性と環境保全の両立を追求するという理

論的な優位性が強調された。しかしながら，MFCAに対する検討が展開する

とともに，MFCAに対する多くの懐疑的・批判的な意見も現れてくる。本章

では先行研究におけるMFCAに対する批判的な指摘を参考し，意思決定有用

性の観点から，MFCAの継続的適用を阻害する技術的な問題点を見出す。次

いで，それらの問題点を改善する対策についても検討する。このように，

MFCAの計算構造を精緻化することを通じて，MFCAに基づく改善活動への意

思決定を促進しようとしている。

3.2 意思決定有用性

意思決定6は，「企業の構成員，すなわち経営者，管理者，業務担当者が企

業の経営目標を達成するために複数の代替案の中から最適な案を選択する

行為」（川野[2016]257 ページ）である。また，最適な案を選択するために，

代替諸案を評価するための有用性のある情報が不可欠である。意思決定有

6 意思決定については，さまざまな定義が存在するが，ここでは，管理会計のコンテ

クストで意思決定の概念を論じた川野[2016]の定義を参考する。



16

用性の捉え方について，会計情報が具備すべき質的特性から考察すること

が可能である。会計情報の質的特性に関しては，本橋[2009]によると，1980

年に公表された財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards

Board：FASB）の『財務会計概念書』（Statements of Financial Accounting

Concepts：SFAC）No.2 の報告書と 1989 年に公表された国際会計基準委員会

（lnternational Accounting Standards Committee：IASC）の報告書があ

る。また，岩浪[2004]は，FASB により規定されている会計情報の質的要件

の階層構造（A Hierarchy of Accounting Qualities）を参照し，意思決定

有用性のある会計情報が具備すべき諸特性を明らかにした。その階層構造

では，会計情報を有用にさせる特性の主要な柱は，目的適合性（relevance）

と信頼性（reliability）である。目的適合性の下位の特性には，予測価値

（predictive value），フィードバック価値（feedback value），適時性

（ timeliness ）があり，信頼性の下位の特性には，検証可能性

（verifiability），中立性（neutrality），表現の忠実性（representational

faithfulness）がある。また，IASC（International Accounting Standards

Committee）は理解可能性（understandability），目的適合性，信頼性，比

較可能性（comparability）という 4つの質的要件から会計情報の有用性を

捉える（広瀬・間島[1999]）。しかし，FASB と IASC はどちらも主として投

資者，債権者およびそのほかの情報利用者の立場から財務会計情報に焦点

が当てられたものである。

一方，MFCA が内部生産管理のために情報を提供するツールであるため，

MFCA が提供する情報の有用性については，内部情報会計（管理会計）の視

点から検討しなければならない。管理会計情報の質的基準に関するものと

しては，アメリカ会計学会（American Accounting Association：AAA）が

1966 年に公表した『基礎的会計理論報告書』（A Statement of Basic

Accounting Theory：ASOBAT）や同じく AAA が 1974 年に公表した『内部計

画と統制の概念と基準に関する委員会報告』（Report of the Committee on

Concepts and Standards－Internal Planning and Control）がある（本橋

[2009]）。

山本[1985]は，主として ASOBAT を参照し，管理会計情報に対して意思決

定有用性を評価する基準の構築を試みた。ASOBAT では，①目的合理性

（relevance），②検証可能性（verifiability），③不偏性（freedom from

bias），④量的表現可能性（quantifiability）という 4 つの基準を提示し
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ている。この 4 つの基準の中で①の目的適合性は，最も基本的な基準であ

り，「情報は促進することが意図されている活動または生ずることが期待さ

れる結果と関連を持つか，またはそれらと有効に結び付いていなければな

らない」（AAA[1966]14 ページ）という要請である。②の検証可能性は，「2

人以上の適格者が同じ資料を調べたとすれば，本質的に類似した数値また

は結論が得られなければならない」（AAA[1966]14 ページ）という要請であ

る。③の不偏性は，「事実を偏らずに決定し報告しなければならない」

（AAA[1966]14 ページ）という要請である。④の量的表現可能性は，報告す

る情報に数を割り当てることに関連している（AAA[1966]14 ページ）。その

後，AAA の経営意思決定モデル委員会は，以上の基準に経済的実行可能

(economic feasibility)を加えている（AAA[1969]）。会計情報が測定を伴

う性質のものであることから，測定および伝達の情報コストの観点が重要

となる。そのため，情報を自由財としてではなく，経済財として扱うこと

の認識が一般化された状況において，経済的実行可能性は重要な基準とな

る。

以上の基準に基づいて，山本[1985]では，まず，目的適合性を意思決定

有用性の本質的な基準としている。また，残りの基準（検証可能性，不偏

性，量的表現可能性）を情報処理上の基準と捉え，まとめて信頼性（また

は客観性）にした。それに加えて，情報利用上の現実的な基準として，経

済的実行可能性も採用している。本章では，山本[1985]が提示する意思決

定有用性の評価基準を分析フレームワークとして，MFCA の計算構造におけ

る問題点を分析し，さらにその改善案について検討していく。

3.3 研究方法

本章では，先行研究の検討を踏まえて，MFCA の技術的な問題に対して理

論的な分析を行ってみる。文献収集に関しては，まず，京都大学により開

発された KULINE（Kyoto University Library Network） 7および Google

Scholar という文献検索のデータベースを活用し，関連する文献を網羅する。

また，以上のデータベースに本文が載っていない（文献情報のみ）MFCA の

研究を，関連する学術雑誌を閲覧し，情報を取集する。その他，MFCA を主

たるテーマとする書籍を参考にする。MFCA の歴史はまだ短いものの，世界

7 KULINE は，権威のある多数のデータベース，たとえば，PubMed，CiNii，Web of Science

を包括している。
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ですでに 400 本以上の論文が公開された8。一方，情報の網羅性を確保する

ために，参考となる文献情報に関して，「問題点」（problem/question）に

対する検討を参考するのみならず，「問題点」と意味が近い「欠点」

（deficit/deficiency）および「限界性」（restriction/limitation）の検

討をも視野に入れる。

3.4 MFCAの問題点および改善策

MFCA は，ロス削減の活動を促進することを意図する環境管理会計手法と

して，通常の標準原価計算では見逃されたマテリアルロスのコストを「見

える化」するために開発された一種の原価計算ツールであると理解できる。

先行研究では，MFCA の計算構造における問題点に対するさまざまな指摘が

見られる。たとえば，Zhou et al.[2017]は，1)内容限界性（content

restriction），2)単一指標（a single accounting index），3)単一方法

論（simple methodology）および 4)一方的結論（one-sided conclusion）

の 4つ9を指摘した。Viere et al.[2011]は，MFCA におけるシステムコスト

の配賦方法の合理性に対して批判的な意見を持っている。國部・下垣[2007]

は，MFCA が，経済面の効果はコストによって精緻に計算できる反面，環境

負荷の低減効果についてはマテリアル投入量でしか測定できないという問

題を指摘した。また，Schmidt et al.[2015]は，MFCA の導入を試みたアル

ミ加工産業の事例を背景に，材料だけへの注目（sole focus on material），

イン プット 指向（ input-orientation ），短 期指向 性（ short-term

orientation）という 3つ10の問題点を指摘した。

本節では，山本[1985]における意思決定有用性の評価基準（目的適合性，

信頼性，経済的実行可能性）を参照し，MFCA の問題点およびその改善案に

ついて検討していく。

3.4.1 目的適合性

前述のように，目的適合性は，「情報が促進すること」が「意図・期待さ

れる活動や結果」とは有効に結び付いていなければならないという要請で

8 MFCA 文献の多数が事例報告であり，本章では，それ以外の理論的な検討を行う文献

を参考する。
9 それぞれの問題点の内容については，Zhou et al.[2017]を参考されたい。
10 それぞれの問題点の内容については，Schmidt et al.[2015]を参考されたい。
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ある。MFCA を導入するにあたって，意図・期待されたことは「マテリアル

およびエネルギーの使用を改善することを通じて，環境および財務の両面

においてパフォーマンスを強化しようとする組織の努力を喚起し，支援す

ること」（ISO[2011]4 ページ）である。つまり，資源の生産性や利用効率を

向上させることにより，「環境と経済の両立」を達成することである。しか

し，通常の MFCA が提供する情報は，必ずしも意図・期待されることと有効

に結び付いているわけではない。

國部・下垣[2007]は，MFCA では，経済面の効果がコストによって詳細に

計算できる反面，環境負荷低減の効果については，マテリアル投入量しか

測定できず，直接な環境負荷量が反映できないと指摘した。つまり，MFCA

は「環境と経済の両立」を意図しているものの，その測定方法がこの目的

に適合していないという問題がある。伊藤[2010b]は MFCA が環境管理会計

を代表する方法と位置づけられているが，実際の導入および適用場面にお

いては，必ずしも環境負荷の削減を第一義的な目標に掲げた検討がなされ

てきたわけではないと指摘した。また，長期的な適用が進むほど MFCA は経

済的な活動に近づき，環境の視点を長期的に維持することが難しい（東田・

國部[2014]）。その結果，MFCA がこれまで環境管理会計の中心的なアプロ

ーチとみなされながらも，環境保全に資する貢献は実はわずかなものであ

った。これは，MFCA の計算構造から見ると，環境保全に直接関連する評価

方法を備えていないという問題に関連しうる。一方，MFCA の本質は環境管

理会計の手法であり，より環境保全への貢献を図るべきである。そのため，

マテリアルの使用に対する評価方法に環境の軸を付け加えることにより，

MFCA の環境指向性を強化する必要がある。具体的な方法として，國部[2014]

はライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment：LCA）およびカ

ーボンフットプリント（Carbon Footprint：CFP）と MFCA を連携すること

を提示した。

LCA は原材料の採取から製造，輸送，使用および廃棄に至るライフサイク

ルを通して，製品・サービスの環境負荷を定量的に評価する手法である（國

部[2005]33 ページ）。MFCA は，異なる環境負荷物質をコストという経済的

価値の指標で評価する。それに対して，LCA は，異なる環境負荷物質の環境

影響を統合化した指標で評価する。LCA は，従来から環境負荷の測定に関し

て，その有効性は確認されている（Guinee et al.[2011]）。MFCA と LCA を

連携する相乗効果については，國部・下垣[2008]は以下の二点を指摘して
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いる。第１に，MFCA による製造コスト面だけではなく，環境面の影響を正

確に評価できるようになる。第２に，MFCA の改善案とほかの生産改革の提

案が対立する場合，LCA と連携することによって，コスト削減以上の効果が

MFCA によってもたらされたことは，改善効果をトータルに評価するために

重要である。

また，CFP は，MFCA の環境指向性を強化するもう 1 つの解決策として挙

げられる。CFP とは，商品およびサービスの原材料調達から廃棄・リサイク

ルに至るライフサイクル全体を通しての環境負荷を定量的に算定し，ライ

フサイクル全体における温室効果ガス排出量を二酸化炭素に換算し，表示

するものである（國部他[2015]150 ページ）。周知のように，二酸化炭素に

代表される温暖化ガスの排出削減など喫緊の課題が迫っている。そこで，

MFCA と二酸化炭素排出量の削減の手法との連携は重要な意義を持っている

11。また，MFCA 情報に二酸化炭素関連の指標をリンクさせることができれ

ば，環境管理会計手法としての MFCA は，存在感が高まり，名実ともに環境

管理会計の中心的なアプローチへと昇華することができる（伊藤[2010b]）。

製 品

評価軸
MFCA LCA CFP

重量（kg） 金額
環境影響統

合化係数

二酸化炭素

排出量

正の製品（良品） xx xx xx xx

負の製品（ロス） xx xx xx xx

表 1 は，LCA，CFP と MFCA の連携方法を図示している。通常の MFCA では，

良品とロスの重量を追跡した後，金額に換算し評価する。それに対して，

MFCA と LCA，CFP を連携すれば，環境影響統合化係数および二酸化炭素排出

量という環境指標でマテリアルロスを評価できるようになる。つまり，LCA，

CFP と MFCA を連携させることにより，MFCA の評価軸に環境へ直結する指標

を付け加える。このようにすれば，MFCA の環境指向性を強化することがで

11 二酸化炭素排出量の削減効果により MFCA の改善活動を評価する具体的な方法に関

しては，日本能率協会コンサルティング（[2011]159 ページ）を参考されたい。

表 1 LCA，CFP と MFCA の連携

出所：筆者作成
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きる。加えて，内部の生産管理のみならず，環境指標を導入すれば，製品

が環境負荷の面でも優位であることを証明し，企業の環境配慮の志向を強

く市場関係者にアピールすること可能になる。

以上のように，本節では，目的適合性という会計情報有用性の基準から

「環境指向性の弱さ」という MFCA の問題点を取り上げて分析した。MFCA

は，「環境と経済の両立」を目指しているものの，計算ツールとしての構造

面では，経済の評価軸をしか具備していない。それゆえ，環境面の効果を

直接捉えることができず，環境保全への貢献を促進することが困難である。

この問題に対する改善案として，環境負荷の評価手法としての CFP，LCA と

の連携により，MFCA の環境指向性を強化することを検討した。

3.4.2 信頼性

山本[1985]では，会計情報の質である検証可能性，不偏性，量的表現可

能性（AAA[1966]）を，目的適合性を持つ管理会計情報の測定に際しての諸

基準と捉え，「信頼性」という 1つの基準にまとめている。信頼性について，

山本[1985]は，「測定対象の定量化にあたって，客観的な方法で写像すると

いうもの」（156 ページ）と解釈する。つまり，目的適合性は会計情報が利

用される目的から有用性を判断する基準であるのに対して，信頼性は，会

計情報を生み出すプロセスやアプローチから有用性を判断する基準である。

MFCA の場合では，信頼性は適切なプロセスやアプローチを通じて測定対象

を定量化しているかどうかを問う基準と理解できる。MFCA では，マテリア

ルコスト，システムコスト，廃棄物処理コストを測定し，さらに重量ベー

スで費用を配分するというプロセスを通じて，マテリアルロスコストを算

定している。これから，この測定対象を定量化するプロセスにおける問題

点について検討する。

まず，MFCA における間接費であるシステムコストの配賦方法について，

多くの批判的な意見が見られる。MFCA では，システムコストの唯一の配分

基準は重量ベースである。Viere et al.[2011]は通常の MFCA 計算が 1つだ

けの恣意的（arbitrary）な配賦方法に限っていることを批判した。通常，

原価計算を行うときに，一般的にコストの割り当てはその起因と効果の一

致性を反映しなければならない。MFCA の計算原則に基づいて，システムコ

ストを「正の製品」と「負の製品」に配賦するため，マテリアルロスの削

減によって「負の製品」に配分されるシステムコストが減じるが，もとの



22

システムコストの総額は低減しない（飛田他[2013]）。ここでは，例を通じ

てこの問題点をより詳しく説明してみる。表 2 と表 3 では，架空の数字で

例を作成し，MFCA 改善活動の実施前後のマテリアルロスコストを比較する。

マテリア

ルコスト

システム

コスト

廃棄物処

理コスト
総 額

正の製品（良品） 800 600 1400

負の製品（ロス） 400 300 100 800

総 額 1200 900 100 2200

以上の例が示したように，改善活動を通して，「負の製品」コストの総額

を 320 削ったものの，その中では，200 は負のマテリアルコストの削減分で

あり，残りの 120 はマテリアルロス重量の変化に比例して，システムコス

トの配賦額の一部を「正の製品」に移動させた分である。したがって，こ

の計算方法は，マテリアルロスが削減すれば，システムコストのロスも減

らしたという「錯覚」を与えてくれる。一方，信頼性がある会計情報を提

供するために，この「錯覚」を直しなければならない。

マテリア

ルコスト

システム

コスト

廃棄物処

理コスト
総 額

正の製品（良品） 800 720 1520

負の製品（ロス） 200 180 100 480

総 額 1000 900 100 2000

出所：筆者作成（注：数値は架空のものである。「正の製品」と

「負の製品」の重量比を2：1と，マテリアルの重量比と金額比を

同じと設定する。）

出所：筆者作成（注：数値は架空のものである。「負の製品」を

半分（400から200まで）削減し，また，マテリアルの重量比と金

額比を同じであると設定し，廃棄物処理コストは変わらないと仮

定する。）

表2 改善前のフローコストマトリックス

表3 改善後のフローコストマトリックス
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活動別コスト 通常の配

賦基準

（単位）

原価作用因

（単位）
良品 ロス

大分類 小分類

マテリア

ルコスト

原材料費

重量（Kg）

使用重量（Kg） x x

エネルギー費 消費量（Kw） x x

用水費 使用容積（Kl） x x

システム

コスト

人件費 加工時間（時） x x

減価償却費 設備金額（円） x x

資本コスト 資本金額（円） x x

配送・処理

コスト

配送費 配送量（T・Km） x x

処理費 処理量（Kg） x

総コスト 合 計 xx xx

西澤[2009]は，MFCA における費用配賦の問題を克服するため，活動基準

原価計算（Activity-Based Costing：ABC）を活用することを提示した。ABC

は，実施する企業活動を識別し，企業活動に要する活動原価を集計し，各

種の原価作用因によって活動原価を製品等に割り当てる原価管理の方式で

ある。ABC では，従来の直接労働時間という単純な配分方法の代わりに，さ

まざまな活動基準をコストドライバー（原価作用因）として，伝統的な原

価計算より正確に間接費を配分することを追求する。簡単にいえば，従来

の「費目別→部門別→製品別」という方式を「費目別→部門別→活動別→

製品別」に転換させる。表 4では，MFCA の計算へ ABC を適用する例を示し

ている。通常の大雑把なコスト分類および単一な配賦方法に対して，ABC

は，コストを細かく分類し，また，それぞれの原価作用因をベースにコス

トの配賦を行う。これによって，より精確な原価計算を行うことが可能に

なる。ところが，ABC の適用が煩雑であり，コストの内訳に対して，それぞ

れの適切なコストドライバーを識別することは必ずしも現実的ではない。

実務に求められる配賦方法の正確さは，具体的な意思決定の内容に依存す

ることから，通常の配賦基準の下で生じる問題を考察し，個別の状況と結

び付けながら ABC を用いて適切な配賦方法を設定したほうが良い。

表 4 MFCA へ ABC を導入する計算例

出所：西澤[2009]68 ページの図表 6の一部を引用（少し修正を加えた）
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もとの MFCA の配賦方法のもう一つの代替案として，Kasemset and

Boonmee[2015]は，「間接マスバランス（indirect mass balancing）」に基

づく方法を提示している。間接マスバランスは，材料の重量を材料の単価

に乗じて，マテリアルコストに基づく配分方法である。これは，2種類の原

材料が消費され，かつそれぞれの単価の間に大きな差がある場合，通常の

重量ベースに基づく配賦方法の下で生じる情報の歪みを直すための計算方

式である。

材料の

内訳

物量

（kg）

単価

（￥

/kg）

マテリ

アルコ

スト

システ

ムコス

ト①

システ

ムコス

ト②

廃棄物

処理コ

スト

総計

①

総計

②

良品
材料 A 80 20 1600

1050 1620

1050

（48

%）

1620

（74

%）材料 B 20 1 20

ロス
材料 A 20 20 400

1050 480 100

1150

（52

%）

580

（26

%）材料 B 80 1 80

総額 200 2100 2100 100 2200

表 5 では，Kasemset and Boonmee[2015]の事例をベースに，架空の数字

によってこの計算方式の仕組みを説明する。仮に工程 1 では，消費される

材料は A と Bの 2種類があるとする。表 5 で示したように，良品およびロ

スはともに 100 ㎏であるが，それぞれの構成が異なる。良品には材料 A と

材料 Bそれぞれ 80 ㎏，20 ㎏ある一方，ロスには，材料 Aと材料 Bそれぞれ

20 ㎏，80 ㎏ある。通常の重量ベースに基づいてシステムコストを配分すれ

ば，良品とロスに割り当てるシステムコストはどちらも 1050 円となってお

り，最終のマテリアルロスコストの割合は 52％となる。しかし，Kasemset

and Boonmee[2015]における事例では，材料 Aと材料 Bの単価に大きな差異

がある。ここでは，それぞれの単価を 20 円/kg と 1 円/㎏とする。原材料の

単価を見れば，材料 A 使用量の削減に重点を置くべきであるが，通常の配

賦方法の下では，材料 Bの削減は，材料 A の削減より大きな効果を出して

いると評価される（特にシステムコストが膨大である場合）。このような現

実を反映しないデータを利用すれば，もっとも経済効果のある改善活動へ

表 5 間接マスバランスに基づく MFCA の計算例

出所：筆者作成
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の意思決定を下すことができない。この問題に対処するため，Kasemset and

Boonmee[2015]は，間接マスバランスに基づく配賦方法を提示した。この方

法では，重量ベースではなく，物量データに材料の単価を乗じて得られた

結果であるマテリアルコストをベースに，システムコストの配分を行う。

このように計算した結果は表 5 における総計②となっており，マテリアル

ロスコストの割合は 26％となる。つまり，MFCA では配賦方法を変えること

により，異なる原材料の原価の差異が見えるようになるのみならず，最終

のマテリアルロスコストの割合も変わっている。次に，このような変化が，

MFCA に基づく改善活動への意思決定にどのような影響を与えるのかを検討

する。

MFCA の導入により，生産プロセスの各工程におけるマテリアルロスコス

トを可視化する。しかし，経営資源が限られている企業では，すべての工

程を同時に改善することができず，マテリアルロスのコストが最も大きな

工程から改善を始めることが一般的である。図 2 が示すように，通常の配

賦方法では，マテリアルロスコストが最も大きいのは，工程 1 であるが，

間接マスバランスに基づく配賦方法を採用すれば，それは，工程 3となる。

すなわち，配賦方法の選択は，生産プロセスにおける改善活動に関する意

思決定に大きな影響を及ぼしている。とりわけ，工程 3 では高価な原材料

が消費される場合12，通常の配賦方法による評価の結果には，大きな歪みが

12 Kasemset and Boonmee[2015]の事例では，材料 B を消費するところは，工程 1 のみ

図 2 間接マスバランスによる評価結果の変化

出所：筆者作成
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生じる。一方，間接マスバランスに基づく配賦方法を採用すれば，工程 1

ではなく工程 3 におけるロスの削減が，経営者の注目を集めるべき最重要

な改善課題であることが見えるようになる（図 2を参考）。

MFCA によりマテリアルロスコストを可視化した後，改善の成果を上げる

ために，ロス削減の活動を行わなければならない。中嶌・木村[2012]は，

マテリアルロスを「現場マネジメントがすぐに改善に取り掛かることがで

きるロス」と「中長期的な検討を必要とするロス」に分類した。前者は，

現場での工夫により改善可能であるが，後者は，新たな生産設備や生産工

法などの革新なしに改善できない。一方，より大きな改善効果を実現する

ために，生産設備や生産工法が必要である中長期的な改善活動に取り組ま

なければならない。

ところが，生産設備や生産工法などを革新するために，通常，設備投資

を行わなければならない。MFCA によって得られる業績改善の見込み額は，

設備投資意思決定のプロセスに組み込める可能性を十分に有しており，ま

た，その改善効果額はキャッシュで現れるので設備投資の原資を確保する

ために利用できる（天王寺谷他[2012]）。一方，投資の計画案を選択する場

合におけるもっとも重要な問題，すなわち，いずれの計画案を選択するか

は，それらの予測データを比較することによって決定される（三浦[1992]）。

MFCA による設備投資案を評価するに際して，MFCA によって得られる業績改

善の見込み額と設備投資案に要する投資額を比較すること，いわゆる投資

採算性に対する評価は肝要である。通常，具体的な改善投資案を作った後

に，採算性が悪ければ，その案が採用されない。つまり，改善案の採否は，

投資採算性の評価の結果に依存している。そのため，信頼性のある会計情

報を用いて，投資採算性を正確に評価することが求められる。

しかしながら，Schmidt et al.[2015]は，MFCA が短期的な指向を持つ，

すなわち，一時期の改善効果しか測定しないという問題を抱えていると指

摘した。一方で，設備投資案を評価する際に，通常，中長期的な効果を評

価しなければならない。しかし，MFCA は中長期的な評価軸を包含していな

いため，設備投資による業績改善の効果に対して，正確な予測データを提

示することができない。この問題に対応する方法として，Schmidt et

である。
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al.[2015]は，正味現在価値法（Net Present Value：NPV）という評価手法

を提示した。

NPVは複数の時期にわたるプロジェクトのキャッシュフローを評価する

手法であり，データ収集における要求が高くない13。表6では，架空の数字

を用いて，NPVによる複数の時期にわたる業績改善の評価事例を示してい

る。この例では，4つの時期があり，かつ改善後に安定的な生産を行うこと

を前提として，業績改善額を同一の1000単位に設定する。投入資金には，

設備投資，従業員のトレーニング費用，コンサルティング料金などが考え

られる。また，割引率は10％を採用する。表6が示すように，一時期のみを

評価する際に，結果はマイナス455単位であるが，4時期の合計を取ると，

結果は389単位となる。以上の分析から，評価期間の長さが意思決定を大き

く左右することが明らかになる。

ところが，一般的に一時期のMFCA分析を複数時期にわたる投資評価に転

換する際には，Schmidt et al.[2015]は，システム情報における必要な調

整を行う必要があると指摘した。まず，NPVの分析対象は利益ではなく，キ

ャッシュフローであるため，計算上いくつか調整（たとえば，減価償却費

の 加 算 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 さ ら に ， NPV は 将 来 指 向

（future-orientation）の手法であるゆえに，将来のデータの予測に伴う

不確実性が避けられない。その際に，予測データの不確実性が分析結果に

13 NPV では，各年度の正味キャッシュ・フローをそのときに利用される割引率をかけ

て合計し，現金流入額の現在価値から投資額を差し引いた残りを正味現在価値と規定

する。

時 期（ｔ） 1 2 3 4 合 計

改善活動による業

績改善の効果
1000 1000 1000 1000

投入資金 1500 1000 600 200

差額（利益） （500） 0 400 800

割引率（10％） 0.91 0.83 0.75 0.68

割引後利益 （455） 0 300 544 389

表 6 NPV による複数の時期にわたる業績改善の評価

出所：筆者作成
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与える影響を把握するために，感応度分析（Sensitivity Analysis）が薦

められた。また，MFCAとNPVを連携すれば，MFCAを「マテリアルキャッシュ

フロー会計」へ定型化させるのも可能である（Schmidt et al.[2015]）。

前述のとおり，MFCA によるロス削減活動を設備投資へつなげなければ，

通常，大きな業績改善の効果が現れない。そこで，適切な設備投資の意思

決定を導くために MFCA を NPV と連携し活用することには，MFCA による改善

効果の実現に対して重要な意義がある。

本節では，信頼性という会計情報有用性の基準に基づいて「計算方法の

恣意性・単一性」および「評価方法の短期指向性」という問題点を取り上

げて分析した。また，これらの問題の改善案として，ABC，間接マスバラン

スおよびNPVの活用について検討した。これらの改善案を採用することによ

ってMFCAが提供した情報の信頼性を向上させれば，適切な改善活動への意

思決定を導くことが可能になる。

3.4.3 経済的実行可能性

経済的実行可能性は，山本[1985]における管理会計情報の有用性を判断

する 3つ目の基準である。MFCA が提供する会計情報は自由財ではなく，そ

の収集・計算にはコストがかかる。もしそのコストが MFCA によりもたらさ

れる利益を上回るならば，経済的実行可能性の基準からすれば MFCA を適用

する意味がないと考えられる。そのため，MFCA によって会計情報を収集・

計算するコストを軽減させることは一つの課題となっている。

一方，分析する側への負荷の軽減を図る取り組みとして，すでに多くの

ガイドや参考資料が作成された。たとえば，簡易版MFCAガイドとして，『MFCA

簡易手法ガイド』（経済産業省[2009c]）および『MFCA 簡易計算ツールの使

用マニュアル』14（[日本能率協会コンサルティング[2008c]；[2009c]）が

すでに公表された。また，『MFCA 簡易手法ガイド』は，MFCA の実施におけ

14 日本能率協会は経済産業省の委託事業として，「MFCA 簡易計算ツール」を開発し，

エクセルによるフォーマットをインターネット上に公開している。この簡易計算ツー

ルは 2007 年から段階的に開発された。具体的には，その第 1 期が 2007 年から 2008

年に開発され，第 2 期は 2009 年から 2010 年に開発された。第 1 期と第 2 期の違いは

システムコストの計算方法にあり，第 1 期の累加法では物量センターにおけるシステ

ムコストが次の物量センターにも累加されていく累加型の MFCA 計算のためのフォー

マットを提供している。これに対して第 2期では前の物量センターでのシステムコス

トを引き継がない非累加型の MFCA 計算フォーマットを提供している。



29

る情報収集，計算，整合化などの簡便化方法を説明している。『MFCA 簡易計

算ツールの使用マニュアル』は，MFCA 簡易計算のテンプレートおよび取り

扱いの説明を提示している。多くの企業は，それらの資料を利用して，MFCA

の実施に際しての負担の軽減に取り組んでいる。また，公開された書類を

参照するのみならず，自社の実情と結び付けて，MFCA の負担を減らすため

に自ら MFCA の簡便化・簡略化に取り組んでいる企業もある（詳細について

第 4 章で説明する）。その他，日東電工における MFCA の実践をベースにし

て，簡易版 MFCA としての国際標準・規格である ISO14053 が 2020 年に発行

される予定がある。ISO14053 は，MFCA に関する 3つ目の国際標準・規格と

なる。その発行は，MFCA 自体の存在感を高めるのみならず，MFCA の普及ま

たは継続的適用を促進することも期待される。

3.5 考察

前節では，先行研究での指摘を踏まえて，意思決定有用性の観点から目

的適合性，信頼性および経済的実行可能性という 3つの基準を参照し，MFCA

の計算構造における問題点および改善策について検討した（表 7を参考）。

意思決定有

用性の基準

MFCA の計算構造における

問題点
改善案

目的適合性 環境指向性の弱さ LCA，CFP

信頼性
計算方法の恣意性・単一性 ABC，間接マスバランス

短期指向性 NPV

経済的実行

可能性
MFCA の煩雑さ

『MFCA 簡易手法ガイド』（日

本産業省[2009c]），『MFCA 簡

易計算ツールの使用マニュア

ル』（日本能率協会コンサルテ

ィング[2008c]；[2009c]），

ISO14053（予定）

表 7 MFCA の計算構造における問題点および改善案

出所：筆者作成
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具体的には，目的適合性に関して「環境指向性の弱さ」という問題点を

取り上げ，また，その改善案として LCA および CFP の活用を検討した。信

頼性に関して「計算方法の恣意性・単一性」および「短期指向性」という

問題点を取り上げ，さらに ABC および間接マスバランスを改善案として検

討した。最後に，経済的実行可能性に関して，「MFCA の煩雑さ」という問題

点を取り上げ，続いてこれに対応する『MFCA 簡易手法ガイド』や『MFCA 簡

易計算ツールの使用マニュアル』などを説明した。

一方，山本[1985]が提示している 3 つの基準は必ず一致しているわけで

はなく，むしろトレードオフの関係を持つ場合もある。たとえば，内部管

理目的の意思決定に対して，信頼性のある情報と有用な情報とは必ずしも

一致していないことがある。目的との関連で偏向的な情報が目的適合的で

有用な場合がありうる。また，信頼性の高い情報を作成することには，情

報収集・整理の手間がかかり，経済的実行可能性を下げることがありうる。

そこで，山本[1985]における 3つの基準が同時に満たせるように，MFCA を

改良することが困難である。そこで，実際の場面では問題点を改善する優

先順位を考えなければならない。

前に論じたように，会計情報の本質的特性として目的適合性は，もっと

も満たすべき基準である。そのため，目的適合性を満たしたうえで，信頼

性および経済的実行可能性のある情報を作成することが望ましい。まず，

「環境志向性の弱さ」という目的適合性に関する問題点の解決には優先的

に取り組むべきである。次に，改善課題の性質や企業の状況と結び付けて，

「計算方法の恣意性・単一性」，「短期志向性」などの信頼性に関する問題

点を改善し，測定対象を定量化するプロセスやアプローチを精緻化したほ

うがいい。また，経済的実行可能性の観点から，本章で提示された改善策

により目的適合性や信頼性を向上させる一方で，MFCA を適用する煩雑さを

増やす逆効果をもたらしうる。たとえば，MFCA と LCA の連携により，経済

面と環境面の評価軸をリンクさせることができるものの，両手法の併用は，

高度な情報システムの構築と高度の専門知識が必要となり，かつデータの

集計のハードルが非常に高いので，現状として多くの中小企業には不向き

であろう。

総じていえば，3つの基準のいずれかを一方的に満たすべきではなく，む

しろ全体的にバランスを取ることは重要である。つまり，経済的実行可能

性を満たすことを前提条件に，目的適合性を向上させ，かつ信頼性のある
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情報を提供することができるように，MFCA を改良したほうがいい15。この

ようにして，MFCA 情報の意思決定有用性を改善し，ロス削減に向けた経営

者の意思決定を促進することが可能である。MFCA による業績改善の効果を

実現すれば，MFCA を継続する動機が生まれ，さらに MFCA の適用を推進する

ことができる。

3.6 まとめ

本章では，意思決定有用性の観点から MFCA の計算構造における問題点お

よびその改善案について検討した。結果として，「環境指向性の弱さ」，「計

算方法の恣意性・単一性」，「短期指向性」および「MFCA の煩雑さ」という

問題点を見出した。次に，それらに対応する改善案として，LCA ・CFP，ABC・

間接マスバランス，NPV および MFCA の簡易計算ツールの活用について検討

した。このように MFCA の計算構造を精緻化することを通じて，MFCA に基づ

く改善活動への意思決定に対して有用性の高い会計情報が提供可能になる。

これには，MFCA の継続的適用の実現に対して重要な意義がある。

また，MFCA の継続的適用を狙うために，MFCA の計算構造をどのように精

緻化をすべきかを理論的に検討するのみならず，実際に MFCA がどのように

運用されているのかについても考察する必要性がある。したがって，第 4

章と第 5章では，「MFCA 運用のプロセス」に焦点を当てて検討を進めていく。

15 本章で取り上げた MFCA の問題点をすべて改善すべきものであるとはいえない。い

つまたはどのような場合，もとの MFCA モデルを変えるかは適用企業の状況に応じて決

定されることである。本章では，意思決定有用性の観点から MFCA の問題点および改善

案を整理することで，MFCA を改良する可能な方法を利用者へ提示する。
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第４章 文献研究に基づく MFCA の継続的適用を促進する取り組

みに関する考察

4.1 問題意識

MFCA は，生産ラインにおけるマテリアルのフローおよびストックを，物

量単位で定量化し，かつ貨幣単位で算定するツールである（ISO[2011]3 ペ

ージ）。したがって，MFCA により，マテリアルの利用に関する会計情報を算

定・提供することが可能であるが，廃棄物削減方法の提示ないし改善活動

の実施・評価は，MFCA そのものの範囲外であり，企業マネジメント16のプ

ロセスとなっている。そのため，MFCA の計算構造および原則による会計情

報の算定・提供と MFCA の情報に基づくマネジメントの両方を含む「MFCA

運用のプロセス」に注目して，継続的適用について議論を進めることが必

要となる。

第 4章と第 5章では，「MFCA 運用のプロセス」に焦点を当てて，継続的適

用を促進する取り組みについて考察していく。先行研究において，MFCA の

適用を継続するために，企業外からの制度的な支援（東田・國部[2014]），

経営者の感情と信念（岡田[2018]），組織目標の設定（國部[2007b]），知識

創造のプロセス（北田他[2012]），管理実践の拡張（北田[2011]）などの必

要性・重要性が論じられた。しかし，これらの研究はいずれも，個別の事

例を対象とし，個別の取り組みについて検討を行うことに特徴があり，体

系的・統合的な研究がなされていない。そこでは，本章では，多くの事例

を網羅し考察することにより，MFCA の継続的適用を促進する取り組みにつ

いて検討していく。

4.2 MFCA の継続的適用への組織的な影響要因

MFCA の継続的適用が困難である理由については，継続的適用へ影響する

組織的な要因から考察することが可能である。先行研究では，多くの組織

的な影響要因が指摘されている。以下では，主要な要因を整理し，分析す

る。

16 マネジメントは，「経営」「管理」などの意味を持って，一般的に組織の目標を達成

するために組織の経営資源を効率的に活用することを指す。
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まず，先行研究では，MFCA に基づく改善活動に関する経済的合理性の要

因が指摘された。この経済的合理性は，費用と便益の両面から捉えられる。

費用は，MFCA によるデータ収集・計算に伴う追加的なコストである。費用

の大きさは，生産工程の複雑さ，計算方法の煩雑さなどに依存している。

岡田[2018]は，MFCA 適用の権限が各カンパニーに委ねられた後，データ収

集・計算の煩雑さなどの理由により停滞したリスクが生じると指摘した。

一方，便益は，MFCA 分析に基づく改善活動がもたらす業績改善の効果であ

る。改善活動の実施は，MFCA の便益をもたらすための必須条件である。ま

た，MFCA がもたらす便益の大きさは，改善活動を行う余地に関連している。

岡田[2018]は，「MFCA の改善が繰り返され，改善の余地が少なくなった理由

により，データ収集に対する負荷の方が効果より勝ってしまい，MFCA がほ

かの現場改善手法に取って代わられた」（33 ページ）という MFCA が停滞し

た経緯を観察した。一般的に，MFCA がもたらす便益（または，MFCA がもた

らす見込みのある便益）がその適用に伴う追加的なコストを上回れば，経

済的合理性の視点から MFCA を適用する意味がある。

また，管理可能性原則（國部[2007b]）や属人化（東田・國部[2014]）と

いった組織管理体制に関する影響要因が挙げられた。管理可能性原則とは，

企業経営における根幹ともいえる原則で，従業員が責任を負うべき範囲は

その従業員が管理可能な範囲に限定されるというものである（國部

[2007b]53 ページ）。通常の管理体制では製造工程での物量情報およびコス

ト情報が設定された職能や機能別に責任単位に分割されて管理されている

ことが多いため，製造現場は製造以外の機能に関して権限もしくはあまり

関心がない（北田[2010]）。それに対して，MFCA は製造工程全体を一貫して

物量単位で把握している。そのため，MFCA により可視化されたマテリアル

ロスは多くの場合，現場の管理可能な範囲外となり，MFCA に基づく改善活

動の推進も困難である。この理由により，MFCA の改善活動に求められる取

り組みは，つねに企業の管理可能性原則と対立している17。もう 1つの組織

管理体制に関する要因は MFCA の属人化である。職能や機能別に責任単位を

設定する管理体制の下では，特定のタスクが特定の人や部門により担当さ

れていること，すなわちタスクの属人化が一般的である。東田・國部[2014]

17 通常の管理可能性原則は，単一の企業で論じられる概念であるが，上下流の生産工

程を含めてサプライチェーンの全体を一貫して把握すれば，単一企業の範囲を超えて

管理可能性原則を検討することもできる。
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は，従来の MFCA 適用が特定の人員より担当されているため，MFCA を牽引し

てきた担当者が職場を異動すれば，MFCA が継続できなくなると指摘してい

る。

加えて，組織文化に関する影響要因も注目されている。組織文化は「組

織構成員によって内面化され共有化された価値，規範，信念のセット」（加

護野[1988]26 ページ）とされている。國部[2007b]は，企業において一般的

に新たな利益を追求するという経済行動原則にしたがって，利益追求活動

をロス削減活動より優先することは，MFCA の後退をもたらす一因であると

指摘した。経済行動原則とは，経営者が一般的に既存の生産工程でのコス

ト削減の活動より，新たな市場を獲得し将来の利益を拡大するために，経

営資源を優先的に投下するという思考・行動パターンである（國部

[2007b]54 ページ）。既存の生産工程の改善に着目する MFCA は，多くの場合，

この経済行動原則と対立することから，改善活動を進めることが容易では

ない。その他，環境意識の失いも，MFCA の継続的適用へ影響するもう 1つ

の組織文化の要因である。東田・國部[2014]は，導入当初の環境重視の意

識が失われて MFCA が生産現場の論理のみの支配下に置かれるのは，その停

滞をもたらす一因であると指摘した。一般的に，品質基準を満たす製品や

部品のコストに責任を持つ生産現場は，コストダウン以外の課題に対して，

あまり関心を持っていない。そのため，最初の導入を牽引した環境部門が

工場を離れると，改善のネタがなくなる際に生産現場は，経済の論理によ

りそれ以上 MFCA を適用する必要がないと，MFCA を断念することとなる。

以上のように，経済的合理性，組織管理体制および組織文化を中心に，

先行研究で指摘されたMFCAの継続的適用へ影響を及ぼす組織的な要因につ

いて検討した。経済的合理性は，費用と便益の両面から考察することがで

きる。一般的に，MFCA の改善活動がもたらす便益がそれに伴う追加的なコ

ストを上回れば，経済の観点からMFCAの適用は合理的であると考えられる。

組織管理体制の要因として，管理可能性原則や属人化が指摘された。また，

組織文化要因として，環境意識の失いや経済行動原則との対立が挙げられ

た。

一方，MFCA の継続的適用を実現するために，ポジティブな影響要因（促

進要因）を増強し，またはネガティブな影響要因（阻害要因）を排除する

必要がある。そこで，それらの影響要因を，MFCA の継続的適用を促進する

取り組みを見出す手がかりとして活用することが可能である。
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4.3 研究方法

本章では，既存の MFCA 事例をベースに統合的な研究を行うため，文献調

査により情報を収集する。まず，文献検索のデータベースに関して，京都

大学の KULINE（Kyoto University Library Network）および Google Scholar

を利用する。また，MFCA 事例集（経済産業省[2008]；[2009b]；[2011a]；

[2011b]）および関連する学術雑誌（『環境管理』）を参考にする。その他，

MFCA の研究に取り組む企業により発表された事業報告書（日本能率協会コ

ンサルティング[2005]；[2006]；[2007]；[2008a]；[2009a]；[2010]；[2011]）

および一般企業の CSR レポートをも利用する。加えて，過去の文献をレビ

ューした論文（篠原[2015]）を参照し，データ収集の網羅性を確認する。

その結果，145 の事例を整理した18。

本章では，第 2章における継続的適用の捉え方を参照し，レベル 2 とレ

ベル 3の適用を継続的適用とみなす。しかし，多くの事例における MFCA 適

用の方式を識別することは困難であることから，「2年間以上 MFCA を適用す

る」という統一した代理の基準を採用して，継続的適用の事例を選別する。

その理由については，まず，ほとんどの MFCA 事例が数ヶ月（1年以内）で

終了した特殊原価調査のような試行的な適用であるという現状に鑑みると，

2年間の適用という基準を設定すれば，1回きりの適用（レベル 1）の事例

が基本的に排除できる。また，日本の MFCA 実践に関して，初年度に外部の

支援や推進により MFCA が導入された企業が多く，その一方，2年目に外部

の協力を離れると，独自で MFCA に取り組まなければならない。そのため，

2年目の適用を実現できれば，それ以降も MFCA を用い続ける可能性が高い

と私が考えている19。

18 先行文献において,事例研究の分析単位は生産工程,企業またはサプライチェーン

という 3 つである。MFCA の適用に関する意思決定も環境配慮の業績評価も,企業の単

位で（サプライチェーンの事例でも,必ず主導する企業がある）行われることから,本

稿では,企業を分析単位とする。すなわち,1 つの企業における異なる工程を対象とす

る研究を,また,サプライチェーンの研究とその主導企業の研究を 1 つの事例にまとめ

て,事例統計を行う。また,匿名の事例が多数あるので,その中には重複する事例がある

かもしれない。
19 個々の事例における MFCA 適用期間（年数）に関しては,基本的に文献情報を参照し

た。ほとんどの事例研究では,MFCA 導入の時期（年度）が記入されているので,直接参

照できる（複数の事例研究で紹介された企業に関しては,すべての事例研究をまとめて

情報を整理する）。時期が明示されていない場合は,時間帯の記述（前半,初頭,後半な

ど）より適用期間を推測した。また,大手企業ならば,CSR レポートなどの公開資料を
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以上の基準を採用した結果，145 件のうち，19 社の継続的適用の事例（日

東電工，田辺製薬，積水化学工業，キヤノン，キヤノン化成，サンデング

ループ，日本電気化学，駒ヶ根電化，スワラクノス，ジェイティシイエム

ケイ(JTCMK)，X 社，A 社，ウシオ電機，オムロン，浪速会社(仮名)，尾張

会社(仮名)，武蔵会社(仮名)，因幡会社(仮名)，台湾汽車）20（付録を参照）

が見つかった。また，継続的適用の実態がケースバイケースであり，多く

の企業が自社なりの取り組みを重ねて，MFCA の継続的適用を達成したので

ある。とはいえ，これらの事例では，共通の取り組みが行われている。次

節から継続的適用への組織的な影響要因と結び付けてこれらの取り組みに

ついて分析する。

4.4 MFCA の継続的適用を促進する取り組み

MFCA の継続的適用の事例に対する考察により，6 つの取り組みを見出し

た。それらは，「MFCA の簡略化・簡便化」，「改善活動を推進する仕組みの構

築」，「水平展開」，「垂直展開」21，「MFCA と経営戦略の連携」および「MFCA

のシステム化」である。これから，個々の取り組みを検討していく。

参照し,最新の MFCA 適用に関する情報を入手した。その一方，匿名の事例であれば,

文献情報のみを参考にした。すべての MFCA 適用事例における最新の情報が獲得できる

わけではないが,可能な限りこの限界を排除する。
20 網羅したケースの中,「2 年間以上」という基準を満たすものは,22 社である（すべ

ては日本企業であり，英語文献には継続的適用の事例がなかった）。その一方で,一時

的適用の事例が 23 社であり,残りは特殊原価調査である。ただし,清水印刷紙工（株）

は,5 年間連続して MFCA を適用しているものの,経済産業省[2009]では，2 ページでし

か紹介されない（経済産業省[2009]99－100 ページ）。参考となる資料が限定されたの

で,分析対象から排除せざるを得ない。また,MFCA が後退した事例として挙げられるの

は 3 社である（因幡会社,H 社,I 社）。この 3 つの事例は,それぞれの先行研究において,

失敗（一時的適用）事例として考察されたものの,本章で設定された基準を満たすこと

から,分析対象にする。ただし,H 社と I 社に関して,清水印刷紙工と同じように,参考

資料が不足している（東田・國部[2014]の一部のみ）ので,分析対象から外す。加えて,

継続的適用の事例には,匿名の事例も多くあり,その中には,重複の事例がある可能性

がある。武蔵会社と J社は,高い共通性（業種,企業戦略などに関する描写は全く同じ

である）を持つことから,1 つの事例として取り扱う。以上の作業により,19 社の事例

を分析対象にした。
21 「垂直展開」は，「サプライチェーンへの展開」を意味し，本来先行研究で使われ

ている用語ではないが，ここでは「水平展開」と対照的に，かつ簡潔的に表現するた

めの用語である。



37

4.4.1 MFCA の簡略化・簡便化

MFCA を実行していくにあたって，分析の作業はとても負担のかかる作業

である。そのため，簡便なツールを作成し日常の手間を省いていくことが

重要である（森他[2014]）。また，前に論じたように，MFCA 作業の煩雑さは

MFCA の停滞をもたらす 1つの要因である。そのため，作業の煩雑さを減ら

すことには MFCA の継続的適用の実現に対して重要な意義がある。

尾張会社では，最初に MFCA を導入した際に用いられた計算ツールは，日

本能率協会コンサルティングが発行している「MFCA 簡易計算ツール」であ

った。これは，MFCA に取り組む企業が計算を簡易的に行えるように開発さ

れたエクセルファイル形式の計算フォーマットである。尾張第一事業所で

は当初，その中に含まれるマテリアルコスト整理表，エネルギーコスト・

システムコスト整理表を使い，それぞれ異なるシートで計算・分析を行っ

ていた（岡田[2019]49－52 ページ）。また，キヤノン化成の部品加工職場で

は，長期間の MFCA 適用に向けて分析する側への負荷を軽減する必要性を認

識し，MFCA 簡易版22を採用している（廣岡[2008]）。

一方，簡便化・簡略化の工夫を自ら凝らしている例として，日本電気化

学では，MFCA 導入の方策として 1年目の精密板金工程では製品が多品種少

量であるのに加え，インプットである製品原材料の材質，仕様も製品ごと

に異なったため物量の把握の簡易化に焦点が当てられた（岡田・北田

[2009]）。2年目の化学銅めっき工程では化学反応を伴う工程への MFCA 導入

であったため，推定値と実測値を利用し，長期間のデータの検証を通じて

物量の把握を試みた（天王寺谷他[2010]）。このようにして，日本電気化学

では製品特性や工程の特徴に合わせて物量の測定対象を絞ることなど，マ

テリアルロスを計算する作業の簡易化を通じてMFCA導入の負担を軽減して

きた。

JTCMK では，プリント配線板の生産工程は，使用する最終製品により，大

きさ，形状が異なり，プレス工程で発生する端材の量が大きく変動する。

しかし，製品により違う端材の量をいちいち測ることで全体像が見えにく

くなることから，特定製品の端材の大きさを利用した。さらに，積層ボー

ド自体は，様々な材料から構成されている。本来の MFCA の考え方にしたが

22 簡易版とは,投入した「主要原材料の製品になり得た割合」を管理する方法であり,

補助材料,エネルギー,労務費などの管理を除外する方法である。
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うと，積層ボードを構成している材料を種類別に，投入した材料の各工程

での投入物量，次の工程へ引き継がれる物量，廃棄される物量を最後の工

程まで正確に把握する必要がある。しかしながら，簡便な計算を行うため，

積層加工を行った以降の工程では，積層ボードという一体化した材料とし

て扱い，その物量変化が把握できた（池田[2006]78－79 ページ）。このよう

にして，JTCMK では，自社工程の実情に合わせる簡便方法により MFCA によ

るデータ収集・計算の作業を行っている。

スワラクノスでは，MFCA 導入の 2年目から，自社流にアレンジした簡略

化スタイルで実施し，毎年，前年度の結果を踏まえて MFCA のやり方に改善

を加えながら進化させて，自社内の異なる工程で MFCA を展開した（関

[2017]）。日東電工では，MFCA の計算式を簡略化させることで，MFCA の導

入を進めやすくした（日東電工[2016]）。

その他，通常の場合，コスト情報は現場の様々な場所にデータとして分

散しているため，MFCA を十分に理解していない現場の作業員は，どのデー

タを使って，どのように計算すれば各コストが求められるのかが分からな

い。尾張会社ではこの課題に対して，簡便なメニューを独自に開発し，メ

ニュー上で各コストに必要なデータの指示が出されるシステムを作成した

（岡田[2018]）。

以上の考察から，継続的適用の事例における MFCA の煩雑さを軽減する取

り組みに関しては，2つの方式が見られる。1つは，すでに公開された「MFCA

の簡易計算ツール」や簡便化の方法を利用することである。もう 1 つは，

自社の状況に合わせて，自ら必要な作業を簡便化・簡略化させることであ

る。「MFCA の簡易計算ルーツ」が開発されたものの，生産工程または製品構

造が千差万別であるため，自ら個々の測定作業に適合する簡易方法を工夫

することも不可欠である。このように作業の煩雑さを軽減することを通じ

て，現場作業員からの抵抗を緩和し，さらに MFCA の継続的適用を促進する

ことが可能になる。

4.4.2 改善活動を推進する仕組みの構築

MFCA がマテリアルロスコストを可視化することにより，ロス削減への動

機付けは可能ではあるが，具体的なロス削減の方法を提供するツールでは

ない。一方，マテリアルロスを削減しなければ，生産現場では達成感が得

られず，この前の一連の作業（データ収集・計算など）は徒労に終わり，
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結果として MFCA の適用も継続できなくなる。その解決方法に関して，中嶌・

木村[2012]は，従来の MFCA の範囲を拡張することにより，アクションプラ

ン（改善活動の計画）を含んだ形での MFCA マネジメントシステムを構築す

ることを推薦した。MFCA の継続的適用の事例における体系的な企業マネジ

メントサイクルの中で，改善活動の計画や実施を推進するための多くの仕

組みが見られる。

積水化学工業では，MFCA の結果を元に，ロス削減に向けての改善，革新

テーマ抽出の検討を各生産事業所単位で行い，ロスの内訳，内容，削減の

ための課題，具体的対策を一覧表にまとめ，生産改善，革新に向けた詳細

検討を実施するための諸条件を整理した。分析完了後に分析結果を工場長

以下，生産事業所の関係者と事務局との間で報告会を開催し，製造におけ

るロス削減のテーマ会議を個別の事業所で行った。これにより中期実行計

画書を作成して，ロス削減のテーマ推進を図っている。それぞれの工程に

おいて，ロス削減の課題に対して具体的対策を立てて，年度毎に目標値を

設定し，最終的な良品の原価と廃棄物の原価の目標を達成するために活動

をスタートした。具体的には「マテリアルフローコスト革新シナリオ」と

して，マテリアルフローコスト活動から見えてきた課題を改善テーマ毎に

具体策，効果性の評価（金額），ロス量の削減，実行するための投資金額を

整理し，この中から各カンパニーで実行の優先順位付けを実施し，革新テ

ーマ実行のマスタープランとしての実行計画書を作成した。このような進

め方で，カンパニー単位の中期実行計画書にマテリアルフローコスト分析

からのロスコスト削減目標を盛り込み，PDCA を回す仕組みを構築した。こ

のような活動の成果として，製造現場と経営層がマテリアルフローコスト

という同一言語で情報を共有化することができるようになり，意志決定の

迅速化にも寄与した（日本環境効率フォーラム[2008]20－24 ページ；沼田

[2006]）。要するに，積水化学工業では，課題・対策一覧表や実行計画書の

作成，報告会の開催などを通じて，生産現場と経営層を連携することによ

り，改善活動を現場作業員に任せるではなく，推進する組織的な仕組みを

構築している。

A社では，マテリアルロスが明らかになると，その削減案の提案と実行可

能性の検討が行われる。このプロセスでは，工場の製造部や生産技術の担

当者，生産技術のコンサルティングを行う G 社のメンバーなどで実行可能

性を確かめる。そして，各生産事業所単位で分析結果に基づき，ロスの内



40

訳，内容，削減のための課題，具体的対策がまとめられた一覧表が作成さ

れる。これをもとに，環境経営部だけではなく，カンパニーの責任者や工

場長，ワーキンググループと事務局が一同に集まり，各カンパニー単位で

ロス削減活動の優先順位が付けられ，ロス削減の目標値が設定される。そ

れに加えて，本社直属のコーポレート部門の研究開発センターの中で「生

産革新センター」を設立し，かつ MFCA 推進の実行部隊を組んで，ライン毎

に MFCA 情報を基に課題を洗い出し，改善策の実行に取り組む。そして実行

が困難な活動などについては，必要に応じて生産革新センターのスタッフ

が現場に入り込んで支援する(東田他[2013]69－72 ページ)。以上のように，

A 社では，改善活動を推進するため，多部門を動員することによって PDCA

サイクルを構築している。

J社において，明らかになったロスの削減は，主に生産現場の担当者が集

まって会議を開催したり，小集団活動として取り組まれることが多かった。

MFCA の導入対象を広げる中で，工場で作る製品全体に責任を持つ工場長を

トップとする組織を作ることによってロス削減を推進する組織を形成した。

この組織にはスタッフとして環境部門も参加している。これは，環境部門

が MFCA の推進者であるということだけではなく，生産現場は生産現場の論

理で活動しているため，マテリアルロスが明らかになっても，彼らの論理

から判断して，ロス削減の活動が進まないということがよくあるというこ

とである。また，生産管理上は見逃された副資材の使いすぎなども MFCA の

観点からマテリアルロスと捉え，それを削減する活動を行った。つまり，

環境部門は生産活動について詳しくないものの，彼らが環境経営の視点か

らさまざまな提案をし，ロス削減の活動を後押しすることが，J社において

は有効な仕組みであった(東田・國部[2014]94－95 ページ)。以上から，MFCA

の改善活動へ環境部門を参与させることには，J社の特徴があるといえる。

その他，キヤノンでは，本社環境部門の MFCA 担当部署が同社の製造事業

所との協力のもとで，改善ポイントを探るという方法で展開している。ま

た，全社展開と同時に，MFCA を，職場拠点型の環境保証活動を連動する形

で普及を進めている。そして，横断的な分科会組織を編成し，個々の現場

で「現状分析・計画→計画の実施→改善報告→横断的分科会によるフォロ

ー」という PDCA サイクルを行うことにより，マテリアルロスに対する改善

活動をサポートする（國部，[2007b]；安城[2006]）。X社では日々のミーテ

ィングで特定の工程で発生するマテリアルロスを全従業員に展示すること
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で，製造現場での課題を共有し，さらに，週次会議で改善案を決定する（木

村・中嶌[2015]）。田辺製薬では，MFCA を推進する強力な手段である実績報

告会を通じて，毎年，相当額のコスト削減が実現される（國部[2007b]）。

また，日東電工では，横断的な組織である「まてふろ専門委員会」の設置

を通じて MFCA という土台の上で共通認識を形成し，MFCA に基づく改善活動

をスムーズに進める（日東電工[2016]）。

以上の考察から，継続的適用の事例において MFCA の改善活動を推進する

ための多くの仕組みが示された。MFCA により明らかになったマテリアルロ

スが発生する場所とその発生が起因する場所が異なる場合が多い。それゆ

え，マテリアルロスを削減するための必要な取り組みが，多くの場合，生

産現場の作業者の管理可能な範囲を超えている。つまり，ロス発生の場所

である生産現場だけでは改善の活動が実施できず，その原因となっている

部門と協力して取り組まなければならない。そのため，既存の管理可能範

囲の変更や拡張（國部[2007b]），または改善課題の解決に求められる責任

の体系へ既存の管理可能範囲を近づける組織的な仕組みの構築（北田

[2010]）が必要である。多くの継続的適用の事例において，対策一覧表や

実行計画書の作成により，経営層が理解可能な言語で MFCA による結果を表

現し，さらに MFCA 報告会などの開催により，MFCA 分析による情報を経営層

へ伝達する。このように経営層を生産現場に巻き込むことにより，改善活

動に求められる組織的な仕組みを作った。また，経営層のみならず，複数

の部門（環境部門，技術部門，開発部門など）を生産現場と連携する横断

的な組織（生産革新センター，MFCA 委員会など）を設置し，改善活動を効

率的に推進するための仕組みも見られる。要するに，継続的適用の事例に

おいて，経営者および複数の部門を生産現場に参与させる組織的な仕組み

を構築することで，MFCA による改善活動を推進している。改善活動の実行

により,ロス削減の効果を認め，継続的な志向が確立されると，MFCA が単発

的の適用で終わらずに,好循環の中でさらに継続していくことが可能とな

る。

4.4.3 水平展開

MFCA が導入される際に，多くの場合，環境負荷が重く，データ集計が容

易で，かつ MFCA の分析により成果が出やすい工程が選定される。しかし，

改善活動が行われるとともに，マテリアルロスの割合が減少し，次第に改
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善のネタを見出すのは難しくなっている。結果として,MFCA の適用を継続す

ることができなくなる。そこで，改善の余地を拡大するために，ほかの生

産ラインへ MFCA の導入を広げるという「水平展開」が必要となっている。

キヤノン化成では，週ごとに実施されている「職場診断会」で社長が職

場の責任者から現在の問題点や今後の改善計画について説明を受け，ほと

んどの職場に「良品率は高いレベルだが原材料の廃棄が多い」という共通

した違和感を持っていた。また，社長はある職場を MFCA によって分析した

結果，これまで管理してきた良品率と資源生産性は全く整合性がない，と

いうことを読み取っていた。経理的に良品率が高いため，材料投入費用の

回収は成されているわけであるが，資源生産性を改善することで，コスト

ダウンできる余地が十分残っていることが分かった。このため，キヤノン

化成では，MFCA 導入を決断した。まず，MFCA 導入を担当する専任者の 5 人

を選出し，12 加工職場へ MFCA の導入を実施した。それと同時に，分析結果

の報告とともに職場自体で分析が継続できるように，教育をも合わせて実

施した。その後，44 職場へ MFCA の導入を展開した。全 44 職場において MFCA

の分析が大変であることから，専任者の 5 人だけでここまで拡大すること

は不可能であったそうで，第 1 ステップで教育した職場のメンバーに協力

を求めて成し遂げていた。ところが，組立職場へ MFCA を展開する際に，組

立業務における負の製品の発生が非常に少ないという理由により，従来の

QCD 活動に戻った（廣岡[2008]62－63 ページ）。以上から，キヤノン化成で

は，初期導入の経験を活かしながら適用の対象を拡大するのは，MFCA 適用

を推進する方式であることが示された。また，それを実現するために，MFCA

人材を育成することは重要な点である。

駒ヶ根電化では，2009 年の長野県支援事業初年度に MFCA を導入した。導

入の初年度は，全自動ジンケート静止亜鉛めっきラインにMFCAを適用した。

初めての試みとしてはデータ取りなどが比較的容易であり，さらに成果が

見込まれそうなラインでの導入を試みた。導入 2 年目，工法の異なる全自

動バレルジンケート亜鉛めっきラインに，導入支援なしで，自社内での MFCA

活動を推進し，自社なりの工夫によって成果を生み出した。3 年目は，2年

目の成功経験を活かして，無電解ニッケルめっきラインにMFCAを導入した。

当該ラインは手作業でめっき処理を行うので，データ取りなどでは前年度

までの自動ラインにはない工夫を凝らす必要があった。また，4年目は，公

共下水道への繋ぎ込みによる排水処理コストの増加があったという背景に



43

は，排水処理ラインへの MFCA 導入が決定された（関[2014]312－318 ページ）。

このように，MFCA の水平展開により以前の経験を活かしながら自分の工夫

を凝らして，駒ヶ根電化は，MFCA の適用をスムーズに推進している。

スワラクノスの場合には自社内の異なる工程で水平展開し，改善手法と

して MFCA を継続してきた。ただ，導入 2年目から自社流にアレンジした簡

略化スタイルで実施したように，毎年，前年度の結果を踏まえて MFCA のや

り方に改善を加えながら進化させて自分なりの実践としている。MFCA の適

用を継続することにより MFCA を経験する従業員も増え，さらに手法自体に

も慣れ親しんでくることもスムーズに継続されていることの理由であると

考えられる。自社流展開では 3年目となる年に，MFCA による工程削減のコ

スト削減効果を集計した以外に，時間軸も考慮した評価も行なった。製造

工程が削減されたということは，作業時間の短縮にもつながる（関[2017]4

－8 ページ）。このように，スワラクノスでは，MFCA の水平展開と簡便化を

同時に行うことにより，改善の成果を継続的に実現している。

加えて，水平展開の対象は，初導入の対象と異なる工程とは限らず，通

常のMFCAで視野に入れていなかった分析対象まで拡大することも観察され

る。たとえば，A 社では，新たな展開として，MFCA によるエネルギー削減

を進めることを試みた(東田他[2013])。また，J社では，生産管理の観点か

らマテリアルロスとみなされない副資材のムダを環境部門の観点から見て

改善を行った(東田・國部[2014])。

水平展開は，単に MFCA を他の導入対象に移すだけではなく，その実行に

は多くの工夫が必要である。たとえば，適用の対象が広がるとともに，社

内における MFCA の人材が不足するようになる。そのため，導入の初期から，

教育の実施によりMFCAを精通する人材を育成することは重要な課題となっ

ている。また，MFCA の水平展開により改善効果を最大化するために，試行

導入の段階では，全社の工程を視野に入れて，知識や経験を積み上げ，異

なる適用対象に合わせる分析方法を工夫しなければならない。一方，前述

のとおりに，改善余地の減少は MFCA の継続的適用を阻害する一因である。

「水平展開」はこの阻害要因の排除に対して有効な取り組みである。

4.4.4 垂直展開（サプライチェーンへの展開）

前に論じたように，ロスの発生場所と異なる場所にその原因が存在する

ことが多い。そのため，ロス削減に取り組むと，多くの場合，既存の管理
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可能な範囲，すなわち責任の範囲を変更する必要性がある（國部[2007b]）。

特に，ロスの発生する場所とその原因を規定する場所が複数の企業にまた

がる際に，改善活動は自社内で完結できず，企業間の壁を超えてサプライ

チェーンへ MFCA を展開することが必要となっている。

サンデンでは 2005 年に赤城事業所で試験的に MFCA を導入した後，2006

年には新たに自社内，関連子会社の複数サイトに導入を拡張し，その後も

展開を続けている。2006 年度，加工や組立など個別の組織単位における導

入での限界が認識された。そのため，組織間を行き来するモノに着目する

ことで，MFCA により変化した資源利用の考え方は，サプライヤーの資源利

用の非効率へと問題の分析を展開した。一方，分業により作業が効率化さ

れるものの，他方で個別単位の間のつながりは断たれてしまう。しかし，

環境管理活動は企業活動では補助的な役割を果たすため，部門間，組織間

のバウンダリーを超えた直接的なつながりのネットワークを持っており

MFCA の展開の下地になり得た。最初の赤城事業所の MFCA 導入でマテリアル

ロスは削減された一方，続く組織内外への展開においては連続するつなが

りのある工程での非効率が新たな課題として持ち上がった。また，製品全

体に責任を負っているプロダクトマネジャーが参加することにより，MFCA

による改善活動は，従来から中心となっていた製造部が志向するコスト削

減ばかりではなく，設計などを含む抜本的な改善に取り組むこととなった

（北田[2011]20－23 ページ）。以上の考察から，サンデンでは，組織間の壁

を越えて MFCA を活用することにより，自社での限界を克服し，継続的に新

たな改善の課題に取り組でいることが示されている。

また，武蔵会社において，サプライチェーンへ MFCA を展開する取り組み

が行われている。2000 年代末に武蔵第一事業所が行った際に，川下企業で

の取り組みが主であった。当該事業所と下流企業の各工程における投入量

と工程前後の重量を整理して分析を実施した。その結果，下流企業におけ

る投入コストの全てに対するマテリアルロスコストが 4 割近くあることが

明らかになり，さらにその中でも材料のコストの割合が高いことが分かっ

た。コストの発生源を検討していくと，武蔵会社の設計，金型の仕様，ま

た子会社の製造方法，設備仕様に基づいていることが明らかになった。こ

れは問題の発生地点とその原因の発生場所が違うことが示された。この発

見を受けて，下流企業，武蔵会社の設計・製造担当者とコンサルタントに

よって，改善のターゲットとなる工程と具体的な改善案のタイミングなど
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が検討された。さらにその改善を行うためには各企業の個別で対応できる

のか，部門連携が必要なのか，それぞれ行うならばいくらのコスト削減が

可能かについて明らかにした。この検討によって，部門連携が必要な改善

によるコスト改善効果がそれぞれで可能な改善よりもはるかに大きいこと

が分かった。この分析の結果を受けて，子会社での設備変更，上流の工場

での工程変更，製品設計と工程設計などの改善によって 2 割以上の削減の

効果を実現した（岡田[2018]60－61 ページ）。以上の経緯を見ると，武蔵会

社では，自社での改善の限界を認識した上で，上下流企業との協力により，

大きな改善の成果を上げたことが明らかになった。

以上の考察をまとめると，多くの企業における MFCA の適用は，上下流企

業との協働により，通常のマテリアルロスの管理可能な範囲（一企業）を

拡張し，改善活動を推進していることに特徴がある。多くの場合には，MFCA

の分析によりマテリアルロスコストを可視化しても，その発生の原因は上

流企業の生産工程にあることから，自社における管理可能な範囲外となっ

ている。この場合は，企業間の壁を越えて MFCA を展開する取り組みが必要

となる。また，サプライチェーンへ展開すれば，つながりのある工程での

非効率を新たな課題として持ち上げて，MFCA をさらに継続することが可能

になる。以上の検討により，「垂直展開」は，管理可能範囲の限界に起因す

る組織的な阻害要因を克服することで，MFCA の継続的適用を促進する取り

組みであるといえよう。

4.4.5 MFCA と経営戦略の連携

企業の経営戦略は，組織の中長期的な方針や計画である。MFCA が中長期

的な方針や計画に組み込まれると，MFCA を継続的に適用することが容易に

なると考えられる。継続的適用の事例において,このような取り組みが観察

されている。

A社において，2000 年代半ばには，全事業所における MFCA に基づく分析

が終わり，経営会議で報告された。この結果は社長に驚きを持って受け止

められ，この後，中期経営計画に生産革新がテーマとして組み入れられた。

また，MFCA によって明らかになったマテリアルロスコストの削減に関する

中期計画が作成された。この時点で MFCA による新しい可視性は経営計画に

まで反映されることになった。一方，生産革新は前中期経営計画に引き続

き，2000 年代末からスタートした中期 5年間計画においても，主要な柱の
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1 つとして位置づけられた。同時に，3年間のマテリアルロスコスト削減目

標が設定され，MFCA はこの中期経営計画においても引き続き，主要な手法

として位置づけられた(東田他[2013]70－72 ページ)。以上の経緯を見れば，

A社では，中期経営計画に MFCA が主要な管理手法として組み込まれたこと

が，MFCA 適用が継続可能である 1つの重要な理由であると考えられる。

積水化学工業は，2010 年を目標に環境トップランナープランを掲げて，

相当に厳しい環境目標を設定して努力しているが，MFCA をもその一環とし

て，環境改善と生産革新を一体化させた活動として展開している。当社に

おいて率先して進める「環境創造型企業」を目指すための環境経営強化の

一環として取り込んでいる点には MFCA 活動の特徴がある。また，各カンパ

ニー単位の中期実行計画の中に，MFCA によって分析されたマテリアルロス

コストの削減目標を盛り込み，PDCA サイクルを回す仕組みを構築している

（沼田[2006]66－69 ページ）。

駒か根電化は 2006 年，ISO14001 の承認を取得し，従来から環境配慮の課

題を熱心に取り組んでいた企業である（関[2014]）。MFCA の活用については，

バランススコアカードおよび戦略マップ23と連携し，MFCA を企業戦略に組

み入れることは大きな特徴である。戦略目標達成までの道筋である財務，

顧客，内部業務プロセス，学習と成長という 4つの視点に MFCA の活動を関

連づければ，コスト削減ツールとしての MFCA は，企業の全社的な目標の達

成にまでつながる戦略的な手法としての有効性を発揮することになる。ま

た，戦略マップの作成は，MFCA 活動が企業業績や目標に結びつき，企業活

動のあらゆる局面で有用であるという共通の理解を得やすくなる(関・安城

[2016]42－45 ページ)。

J社は，製品のライフサイクルで「あらゆるムダを徹底排除する」という

ことを環境への取り組みの原点として環境ビジョンを制定した。また，2000

年代末にスタートする中期経営計画において，重点戦略の 1 つとして「あ

らゆるムダの徹底排除」が位置づけられた。さらに，社長の理解を得て，

環境部門が主導して MFCA の全社展開に取り組むことになる。J社において，

「あらゆるムダの徹底排除」という経営戦略が MFCA の指向と合致すること

は，MFCA が継続的に実施されている 1つの理由であると考えられる(東田・

23 戦略マップはバランススコアカードに基づいて，戦略目標達成までの道筋を財務，

顧客，内部業務プロセス，学習と成長の 4つの視点で捉え，日々の活動から戦略目標

までのプロセスを記述的に示すものである(関・安城[2016])。
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國部[2014]94－95 ページ)。

武蔵会社24では，最初に MFCA が導入された時，中期経営計画の主要な柱

として「あらゆるムダの徹底排除」を位置づけていた。長年にわたってこ

の経営方針を貫くことで，コスト思考の風土が浸透していた。ゆえに，MFCA

が受け入れられ，その後，積極的な展開がなされていない時期を迎えても

廃棄される資源のコストを重視する哲学や風土は事業所内に共有されてい

た。そのため，工場全体での廃棄物に対する金額評価は継続して行われて

いた（岡田[2018]63－64 ページ）。

前述したように，MFCA が生産現場に委ねられる後，環境重視の意識が失

われることは継続的適用を阻害する一因である。一方，MFCA と経営戦略の

連携を通じて，MFCA を組織の中長期的な方針や計画に組み入れて，生産現

場の環境意識を強化できると考えられる。それと同時に，MFCA を中長期的

な方針や計画の一部にすれば，一方的に新たな利益の獲得を追求するとい

う経済行動原則と MFCA の対立を緩和することも可能になる。さらに，社内

では MFCA と経営戦略の連携によって醸成されたムダを重視する風土は，

MFCA を長期的に継続する下地になりうる。

4.4.6 MFCA のシステム化

MFCA のシステム化とは，企業の基幹システムや既存のデータベースと連

動した本格的な MFCA システムを構築し，企業の定常的な管理システムの 1

つとして MFCA を活用することである（日本能率協会コンサルティング

[2007]143 ページ）。継続的適用の事例において，MFCA のシステム化により

MFCA の適用を推進していることが見られる。

JTCMK は，全品種の合計値のみを扱ったという簡便法によって MFCA のシ

ステム化を実施した事例である。具体的なやり方について，個別の製品別

のマテリアルフローデータを集計せず，全品種トータルのデータを活用し

て MFCA 計算を行った。このように，本格的なシステム化をせず，MS-Excel

の計算シートで対応できる範囲で，既存データを加工しながら，月次の MFCA

計算を行っている。加えて，MFCA 計算に要する情報を既存のデータベース

に連動させ，データ収集・計算をモジュール化し，それぞれの関係部門（経

理，事務局など）に分担してもらう。このように，毎年，情報収集の作業

24 前述したとおりに，J社と武蔵会社は同じ事例である可能性が高い。
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をやり直す必要がなく，インクリメンタルな加工を行えば，MFCA の計算・

分析が完成できる（日本能率協会コンサルティング[2007]149－151 ページ）。

一方，簡便なシステム化を行った JTCMK に対して，高次な MFCA システム

化を実施する代表的な事例は，田辺製薬である。田辺製薬の小野田工場に

おける試験的な導入によって，MFCA の環境経営ツールとしての有効性が実

証されたため，MFCA を企業情報システムと連携することにより，全社展開

を実現した。多品種を生産する工場であり，大量のデータを扱い，継続的

に活用するためにはシステム化を行う必要があった。田辺製薬では，その

時期に企業業務統合パッケージソフト（Enterprise Resource Planning：

ERP）システムの SAP R/3 が導入される時期であったため，SAP R/3 と MFCA

を連携させてシステム化を実行することとした。MFCA システムは 2004 年 2

月に完成し，2003 年度データから，全品種容量別の MFCA 分析を月ごとに行

うことができるようになった。ERP システム導入と合わせて MFCA を活用す

ることによって全工場および主要子会社を含む会社全体の基幹情報システ

ムに組み込んだ形で，全体的適用，継続的適用の MFCA 計算システムを確立

している。そして，財務会計，実際原価計算システムと連携していること，

および，財務会計システムと連携していることにより，経営トップの意思

決定に直結するデータを提供することができることが大きな特徴となって

いる。それに加えて，田辺製薬では，MFCA のシステム化により，導入初期

の MS-Excel による MFCA 計算の困難さの問題を解決した。そして，MFCA の

情報を全社レベルでかつ即時的に収集・利用することが可能となり，MFCA

を環境経営を推進する上での基幹情報として位置づけ，MFCA 情報を現場の

改善・製造革新，設備などの資本投資に活用し，さらにその結果を MFCA の

情報で検証するというように，環境経営における業務マネジメントシステ

ムを実施しようとしている（日本能率協会コンサルティング[2007]153－

156 ページ）。田辺製薬ではシステム化によって，データ収集の手間を省く

一方，データの網羅性・正確性が高まり，その結果，環境活動の優先順位

明瞭性を高め，環境経営戦略としての経営資源の最適配分と持続可能に向

けた環境保全活動の推進が可能になった。

中嶌・石田[2007]は，システム化を実現すれば,全社的適用に伴うデータ

収集と計算の手間を省き，また，それをタイムリーに簡単に行えると指摘

した。また,従来の表計算ソフトで MFCA を行うと，計算のためのデータ収

集，整理や加工が属人化し，そのため，担当者が異動すると MFCA の適用を
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続けられなくなるリスクがある。一方，MFCA のシステム化により，既存の

データベースと連動する MFCA の活動を非属人化させることで，人員の異動

によるリスクを低減させることが可能となる（中嶌・石田[2007]）。以上の

検討をまとめると,MFCA のシステム化は,企業のデータベースと連動する定

常的な MFCA 管理システムを構築することを通じて，情報収集・整理の作業

量を低減し，かつ MFCA を組織化（非属人化）させることに特徴がある。こ

の取り組みは，MFCA の煩雑さの低減，および属人化の排除に対して有効で

あることから，MFCA の継続的適用を促進することが可能である。

4.5 考察

前節では，事例の考察を通じて，「MFCA の簡略化・簡便化」，「改善活動を

推進する仕組みの構築」，「水平展開」，「垂直展開」，「MFCA と経営戦略の連

携」および「MFCA のシステム化」という 6つの取り組みを見出した。それ

に次いで，継続的適用の組織的な影響（促進・阻害）要因と結び付けて，

それぞれの取り組みがどのように継続的適用を促進するのかについて分析

した。本節では，それぞれの取り組みの相互関係について検討してみる。

まず，一般的にいえば，MFCA がもたらす利益がその適用のかかるコスト

より大きいと利用者が予想すれば，MFCA の適用を進めていく。つまり，こ

の費用対便益という経済的合理性の基準を満たすのは，MFCA を用い続ける

基本的な前提であると考えられる。そのため，費用を減らす「MFCA の簡略

化・簡便化」および改善活動の便益を実現させる「改善活動を推進する仕

組みの構築」25という 2 つの取り組みは，MFCA 適用の効率性を改善する効

果を持つ。

しかし，既述のように，同じ対象に対して MFCA による改善が繰り返され

ると，改善の余地が減少していく。そこで，引き続き改善効果を生み出す

25 そのほか，マテリアルロス改善の対策に関する思案方法について，中嶌・山田[2009]

は，発明的問題解決理論（Theory of Inventive Problem Solving：TRIZ）という工学

的な思考ツールを MFCA へ導入する可能性を提示している。この思考作業補助ツールと

しての TRIZ にしたがって，MFCA により可視化された改善の課題を体系的に深堀りす

れば，個人的な経験や閃きや偶然な発想より容易に，かつ質の高い改善案を導き出す

ことができると考えられる。しかし，本章では，既存の事例を対象として経験的・帰

納的な検討を行うことから，このような理論的な提案に焦点を当てていない。にもか

かわらず，これから TRIZ のような思考ツールを MFCA へ導入するという理論的なイノ

ベーションを期待している。



50

ために，ほかの導入対象へ MFCA を展開する必要性が出てくる。また，自社

内で解決できないロス削減の課題に関して，サプライチェーンへ MFCA を展

開し，企業間の協力による解決を求めることが望ましい。「水平展開」と「垂

直展開」は，MFCA の適用範囲を拡張することで，持続的に新たな改善成果

を上げる可能性を創出する取り組みである。

一方で，適用範囲を拡張しても，ロス削減の活動を行う限界が存在して

いる。そのため，長期的な視点から MFCA の適用を推進するため，MFCA を現

場における短期的な改善ツールからさらに発展させ，企業内に定着させる

ことが望ましい。その取り組みとしては，継続的適用の事例において「MFCA

と経営戦略の連携」および「MFCA のシステム化」が行われている。前者は

MFCA を企業の中長期的な方針や計画と，後者は企業の定常的なマネジメン

トシステムと連携する取り組みである。両方とも，MFCA を，現場の改善ツ

ールだけではなく，企業の経営基盤へ組み込むことにより，社内における

MFCA の定着を図っている。

以上の検討により，前節で見出された 6つの取り組みを，1）「MFCA の効

率化」，2）「適用範囲の拡張」，3）「経営基盤への組み込み」という 3 つの

レベル26に整理することができる。1）は，MFCA の利用効率を高めることで，

同一の対象における MFCA の実行を促進する取り組みである。2）は，適用

範囲を拡張することで，継続的にロス削減の可能性を生み出す取り組みで

ある。3）は MFCA を定着させるために，MFCA は企業の経営基盤へ連携・組

入れする取り組みである。このように整理すれば，継続的適用に向けた MFCA

の展開方法が見えるようになっている。つまり，最初の試行導入では，生

産工程を選定した後，改善の成果を上げるため，負担の低減および改善活

動の推進が必要である。続いてより大きな改善の成果を追求するため，適

用範囲の拡張は必要となる。さらに，長期的な適用を目指せば，企業の経

営基盤へ MFCA を組み込み，社内に定着させることが望ましい。以上の検討

をまとめると，「MFCA の効率化→適用範囲の拡張→経営基盤への組み込み」

という最初の導入から企業内に浸透するまでのMFCAの展開方法が示されて

いる。

図 3は，以上の検討に基づいて，継続的適用を促進する 6 つの取り組み

を整理したものである。この整理の結果は，MFCA の継続的適用に向けた一

26 この 3 つのレベルは，一般的に MFCA を展開する流れにしたがって整理したもので

あり，必ずしも MFCA を推進する実務的な順番を示すわけではない。
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般的な展開方法を示している。すなわち，MFCA の継続的適用を目指せば，

「MFCA の効率化」から「適用範囲の拡張」，そして「経営基盤への組み込み」

へと，継続的適用を促進する取り組みを行わなければならない。

4.6 まとめ

本章では，「MFCA 運用のプロセス」に注目して，MFCA の継続的適用への

組織的な影響要因を分析した上で，文献レビューに基づく総合的な事例分

析を通じて MFCA の継続的適用を促進する 6つの取り組みを見出した。さら

に，これらの取り組みを 3つのレベルに整理することで，MFCA を継続させ

る一般的な展開方法を明らかにした。このようにして，利用者に対して MFCA

の継続的適用に関するガイダンスが提示可能になる。

その一方，この継続的適用に向けた取り組みおよび展開方法は，統合的

な分析に基づく発見であるゆえに，個別の企業における必要性・有効性に

図 3 MFCA の継続的適用を促進する取り組みの整理

出所：筆者作成
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ついては，検証する余地が残されている。そこで，第 5 章では本章の延長

線上で，日東電工およびウシオ電機という 2つの MFCA 事例を対象として比

較分析を行おうとする。このような個別の事例に対する考察によって，本

章での統合的な分析より深い知見を得ることを予想している。
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第５章 事例分析に基づく継続的適用を促進する取り組みに関

する考察 －ウシオ電機（株）と日東電工（株）を事例に

5.1 研究方法

第 4 章では，「MFCA 運用のプロセス」に焦点を当て，MFCA の継続的適用

の事例を網羅し，継続的適用を促進する取り組みについて統合的な分析を

行った。しかし，分析の対象となるのは，「2年以上 MFCA を適用する」とい

う基準を満たす事例である。そのため，2年目以降の適用状況に関してそれ

ぞれの事例における差異を考察しなかった。また，多数の企業を対象とす

る網羅的な考察を行ったため，分析の深さに欠けているといわざるを得な

い。本章では，第 4章における議論を踏まえて，「MFCA の効率化→適用範囲

の拡張→経営基盤への組み込み」という継続的適用に向けた展開方法を分

析フレームワークとして，日東電工およびウシオ電機27を研究対象として考

察していく。

序章で述べたように，「MFCA の継続的適用をどのように実現するか」を明

らかにすることは本研究の目的である。このような「How（どのように）」

に関する課題に対して，事例研究（case study）は最も強みを持つ研究方

法である（Yin[2003])。また，事例研究は現象の広さ（breadth）ではなく

深さ（depth）に焦点を当てるという特徴を有することから，第 4章での文

献レビューに基づく統合的分析より深層的な考察を行うことができる。以

上の理由により，本章では，研究方法として事例研究を採用する。事例の

選択に関しては，まず日本で最も長い MFCA 適用の経験がある日東電工を取

り上げる。しかし，単一の特殊事例研究は，研究者が偶然に思いついた代

表的ないしは類似した事例と暗黙的に比較されるため，パラメータを統制

する能力28が低い（藤井[2007]）。そこで，「パラメータの統制」の視点から

一定の期間 MFCA を適用した後，MFCA を廃止したウシオ電機をも取り上げて，

2社に対する比較分析を行う。比較分析により，この差異が生じる理由を見

27 第 4 章で規定した基準によれば，日東電工とウシオ電機はどちらも継続的適用の事

例であるが，本章では長期的な視点から比較分析を行うことにより，両事例の差異を

考察し，第 4 章での検討を補強する。
28 パラメータの統制は独立変数と従属変数から成り立つ仮説が実証的に検証された

うえで，その他の変数が従属変数の変動に影響を与えないように一定に保たれること

を意味している。
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出し，MFCA の継続的適用を促進する取り組みをさらに解明することができ

る。

日東電工は，2000 年から現在まで MFCA を用い続ける最も長い経験を積ん

だ MFCA 事例である。それに対して，ウシオ電機は，MFCA の導入により大き

な成果を上げたが，数年後に MFCA を廃止してしまった。一方で，両社には

多くの共通点もある。まず，どちらも環境ビジョンを持つ大手企業であり，

導入当初はどちらも MFCA を推進する積極的な姿勢を示し，その後も社内で

の展開により大きな成果を上げた。また，どちらでも MFCA が停滞したこと

がある。しかし，日東電工では，MFCA が一時的に停滞した後，再開された。

それに対して，ウシオ電機では MFCA がそのまま廃止した。両社には似たよ

うな点が多いのに，結果が異なっているのはなぜか。この問題に答えるた

め，比較分析が有効な手段である。これは，比較分析は単独事例の分析よ

り前述の「パラメータの統制」の能力が高いためである。

情報収集に関しては，インタビュー調査，現地見学および文献調査を組

み合わせる方法を採用する。まず，インタビュー調査の対象となるのは，

日東電工の MFCA 推進プロジェクトの環境技術部の B 氏29，およびウシオ電

機の MFCA 導入プロジェクトの担当者である CSR 部長（当時）の U氏である。

また，自由度が高い半構造化インタビューの形式を採用した。具体的に，

インタビューを始める前に，質問事項を共有し，それに沿って回答しても

らった。さらに，関心のあるところについて追加的に質問した。インタビ

ューの時間は，1時間半から 2時間の間である。インタビューの内容を録音

し，録音データを文字データに変換して要約し，事例ごとに整理した。ま

た，現地見学に関して日本管理会計学会が開催した 2018 年度第 1回企業研

究会（2018 年 8 月 22 日）に参加し，日東電工の尾道工場を見学した。現地

見学の時間は 3.5 時間であり，メモを取る形で情報を収集した。最後，文

献調査の対象は MFCA 事例を紹介する論文，書籍，MFCA 導入事例集，企業の

公式サイト情報および企業 CSR レポートである。

29 より適切な質問を設定するために，B 氏に対するインタビュー調査を実施する前に，

日東電工に対する長期的な観察調査に関与した神戸大学経営学研究科の研究者 X 氏に

対するインタビュー（2 時間程度）を行った。このようにして，事前に日東電工にお

ける MFCA の適用に関する全体的な状況を把握した。その一方，X 氏は日東電工の内部

関係者ではないので，彼に対するインタビューの内容は本文の参考情報として取り扱

われない。
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5.2 事例紹介

5.2.1 日東電工

日東電工は大阪市に本社を置く，粘着テープなどの包装材料・半導体関

連材料・光学フィルムなどを製造する株式会社である。MFCA については，

2000 年に日本で初めてのモデル企業として導入し，本手法の有効性を実証

した（経済産業省[2011a]）。図 4は，日東電工における MFCA 適用の経緯を

図示している。具体的には，①2000 年に，豊橋事業所の「エレクトロニク

ス用粘着テープ」へ MFCA を導入し，2004 年までに削減活動により 10％の

ロス率の改善が認められた（古川[2006]）。また，現場の工夫と並行し 7億

円をかけて設備投資に踏み切ることにより，フィルム生産工程での不良品

を 2割から 1割に抑えた（「産経新聞」2005 年 2 月 20 日付 5面）。さらに，

2007 年には計 10 億円の投資を決断し，無溶剤化技術を導入することで有機

溶剤を使わずに製品を生産する体制を構築した（古川他[2014]）。②それに

加えて，MFCA により分かった課題のいくつかを，日東電工グループと関係

のないサプライヤーに改善を依頼し解決した（日本能率協会コンサルティ

ング[2007]）。③そのほか，取引先企業の 1つである東根新電元（株）から

の要請に応じて，MFCA の導入および適用のノウハウを指導した。その後，

東根新電元は，単独で，廃棄物削減の取り組みを行った（日本能率協会コ

ンサルティング[2007]）。④MFCA が一時的に停滞した後，2012 年度に関東

事業所に再導入された（謝[2019]）。⑤2018 年度に，尾道事業所で偏光フィ

ルムの製造工程に MFCA を導入した。MFCA によって可視化されたマテリアル

ロスの削減により，年間 9.9 億円の改善額が実現された（現地見学より

2018/8/22）。

日東電工は，日本初の MFCA モデル事業として，MFCA の有効性を世に示し

た。とはいえ，最初の導入により成果を収めた後，製造現場の負担となる

ため，MFCA は一時的に停滞した時期を迎えた（日東電工[2016]）。その後，

2014 年度に MFCA 国際規格化および経営トップの影響により，環境面から見

た廃棄物削減の気運が高まり，再びMFCAへの取り組みを始動し（謝[2019]），

その結果，現在でも MFCA の取り組みを続けている。
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5.2.2 ウシオ電機

ウシオ電機は，東京都千代田区丸の内に本社を置き，産業用光源をはじ

めとした光応用製品ならびに産業機械を扱うメーカーである。2005 年に環

境経営の視点で MFCA の導入を開始した。MFCA と TPM を連携・融合すること

によって，マテリアルロスコストが把握できた。図 5 は，ウシオ電機にお

ける MFCA 適用の経緯を図示している。具体的には，①まず，播磨事業所で，

バルブの加工工程へ MFCA の導入を検討したものの，当該工程では材料の流

れが複雑であると判断し，試行を放棄した。②その後，電極切削の工程で 1

ヶ月間をかけて MFCA を導入した。しかし，当該工程は，OEM 製品が多く，

お客様の要求で品種ごとに仕様が決められているので簡単に変更できない。

そのため，改善活動まで推進できなかった。③次に，御殿場事業所の電極

切削工程にMFCAを導入し，分析の結果に基づいて研磨機を調整することで，

不良の発生を 2 ヶ月間で 1/6 に減らすことができ，金額面でもかなりの削

減効果を上げた。④播磨事業所において，先送りした電極切削工程で，電

極表面を切削するツールに特殊なコーティングを施すことにより，ツール

の寿命が従来の約 4 倍に延びた（藤田[2008]68－70 ページ）。⑤2008 年度

に引き続きランプ（バルブ）の製造工程（ガラス材加工）において MFCA の

取り組みに力を入れた。2009 年度は播磨事業所で生産する全ての部門へ

MFCA の展開を行った。カット管の寸法の見直しやランプ加工時の掴みしろ

の変更，加工方法の見直しを行い，廃棄石英ガラス材料の 18％を削減した

（ウシオ電機[2010]26 ページ）。⑥最後に，板金の組立工程へ MFCA の導入

図 4 日東電工における MFCA 適用の経緯

出所：筆者作成
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を試みた。「装置の板金材を検討したが，組み立てアセンブリには，あまり

MFCA からのコストダウン示唆が無かった」（CSR 部長より 2018/6/30）と経

営者が考えた理由により，MFCA の適用を停止してしまった。

ウシオ電機においてはMFCAの導入および適用がスムーズに行われたとは

いえないが，2006 年から 2009 年にかけて連続的に成果を生み出し，日東電

工と同じように，MFCA の有効性を検証した（ウシオ電機[2010]）。しかし，

組み立て工程へ MFCA の展開を試みた際に，MFCA の適用が停滞してしまった。

5.3 比較分析

前述のように，日東電工とウシオ電機はどちらも環境志向が強い大手企

業である。最初の導入時に，両社とも MFCA を推進する積極的な姿勢を見せ，

顕著な成果を実現した。また，どちらの企業でも，MFCA が停滞したことが

ある。しかし，日東電工ではその後 MFCA を再開したが，ウシオ電機では MFCA

を廃止した。以上の点から見れば，日東電工とウシオ電機は対照的な事例

である。その一方，比較分析を行うことで，パラメータを統制して検討す

ることができる。本節では，比較分析により，第 4章の発見である「MFCA

の効率化→適用範囲の拡張→経営基盤への組み込み」という継続的適用に

向けた MFCA の展開方法を参照し，検討を行っていく。

図 5 ウシオ電機における MFCA 適用の経緯

出所：筆者作成
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5.3.1 MFCA の効率化

「MFCA の効率化」は MFCA 適用に伴う負担を減らし，および MFCA に基づ

く改善の効果を実現させるという両面から捉えられる。日東電工とウシオ

電機はどちらも自社の状況に応じて，MFCA を簡素化し，適用の負担を減ら

した。しかし，MFCA の改善活動を推進する仕組みについては両者には大き

な差異がある。

日東電工では，受注から出荷にいたる物と情報をトータルに管理する

「日々動態管理システム」を独自に開発し，MFCA の材料ロスを継続的な管

理項目に位置づけている（経済産業省[2011a]）。また，廃棄物の改善活動

に関しては，日東電工は短期課題と中長期課題に分け，改善課題の進捗を

管理する(日本能率協会コンサルティング[2007]）。短期課題の解決に現場

マネジメントがすぐに取り組むことができる一方，改善の効果が限られて

おり，より大きな改善効果を追求するために，生産革新や設備投資が必要

である中長期的な課題に取り組まなければならない。たとえば，豊橋事業

所の「エレクトロニクス用粘着テープ」におけるマテリアルロスの発生原

因を見ると，現場改善可能なロスの合計は 2 割未満であるが，生産革新や

設備投資などを必要とするロスは 7 割近くに上っていることが示されてい

る(図 6を参考)。

図 6 日東電工における MFCA 分析に基づく改善課題の分析

出所：中嶌・山田[2009]の図 1（59 ページ）を引用
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一方，中長期課題の取り組みに求められる生産革新は，生産現場だけで

は取り組むことができない。なぜなら，製造工程全体を一貫して物量単位

で把握する MFCA とは違い，従来の管理体制では製造工程での物量情報およ

びコスト情報が設定された職能や機能別の責任単位に分割されて管理され

ていることが多いため，生産現場は製造以外の機能に関して権限もしくは

あまり関心がない（北田[2010]）。したがって，中長期的な課題に取り組む

改善活動を推進するために，新たな支援する仕組みまたは組織体制が必要

となる。日東電工は，「まてふろ専門委員会」（横断型の組織）を設立し，

材料ロスの削減活動を，組織的な支援により推進した（日東電工[2016]）。

また，「（日東電工では）毎年，企業内で改善の進捗報告会を行い，経営者，

開発部門などが絡んで，みんなが改善課題に取り組んでいる」（B 氏より

2019/12/4）。加えて，現場見学が開催された際に，自社における MFCA 適用

の実態を紹介する一方で，企業外の専門家や学者たちから改善活動に関す

る助言を積極的に聞き取っていた。このような仕組みにより，日東電工で

はさまざまな人員を巻き込んで，改善の課題に取り組んでいる。

一方，ウシオ電機では，MFCA が単に現場の改善ツールとして用いられ，

工程更新や設備投資などが必要である中長期的課題に着目していない。短

期的課題の改善効果が限られるため，MFCA は一時的な適用で終了してしま

うリスクがある。そのため，「板金の組み立て工程」へ MFCA の導入を試み

た際に，「あまりコストダウンの示唆がない」と推進者が判断し，MFCA を全

面的に廃止した。また，ウシオ電機では改善活動を推進する組織的な支援

体制を整えていない。播磨事業所の製造現場では切削くずの改善案が見出

せなかったため，電極切削工程における改善活動を先送りした。ところが，

その後，「ものづくり開発室」という部署は，MFCA の分析に基づいて「電極

表面を切削するツールに特殊なコーティングを施す」という案を提示し，

ツールの寿命を従来の約 4倍に伸ばすことができた（藤田[2008]70 ページ）。

以上のような経緯を見ると，ウシオ電機では技術課題に取り組む部署を

MFCA と連携する体制を実現していないことが分かった。仮にウシオ電機は

日東電工のような組織的な支援体制を整えていれば，現場の気づきや開発

部門からの事後的な提案だけではなく，数多くの関係者からのアイデアを

積極的に活用し，改善活動の実施を効率的に推進することができただろう。

5.3.2 適用範囲の拡張
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「適用範囲の拡張」は「水平展開」と「サプライチェーンへの展開（垂

直展開）」に分かれている。水平展開は初導入の経験を活かして社内におけ

る新たな生産工程に MFCA を展開し，改善の余地を拡大することを指す。ま

た，マテリアルロスの発生場所とは異なる場所にその原因が存在すること

が多いため，サプライチェーンへ MFCA を展開して，改善課題の解決に取り

組まなければならない場合がある。日東電工でもウシオ電機でも社内にお

ける水平展開を推進していた。また，どちらもサプライチェーンへの展開

に取り組んでいた。しかし，サプライチェーンへの展開の方法には大きな

差異が見られる。

日東電工は，サプライチェーンの上下流企業へ MFCA を積極的に展開させ

ている。具体的には，豊橋事業所では，ロス削減に取り組んだ際に，ロス

原因のいくつかに関してサプライヤーに納入材料の品質向上への協力を依

頼し，その検討の結果，納入材料の単価アップを求められた。日東電工は，

材料の原価が上がったとしても，材料のロスが減少すれば，トータルなコ

ストダウンにつながることを予測したため，改善活動を実施した。この成

果が実現できた理由は，材料原価と利用効率の両面から改善効果を捉え，

総合的な結果を予測する「トータルなコストシミュレーション」という分

析方法を活用することにある（日本能率協会コンサルティング[2007]）。ま

た，上流企業のみならず下流企業（顧客企業）への MFCA 分析の展開も見ら

れる。具体的に述べると，尾道事業所では，自己の製品を分析対象とする

一般的なやり方を採用せず，下流企業における最終的な製品から出発して

MFCA の分析を行った（現地見学より 2018/8/22）。この分析方法によって，

顧客企業の製造工程における最終の製品（液晶パネル）とならない「負の

製品（ロス）」を見出すことができる。これには，通常の分析方法より幅の

広いロスを可視化し，MFCA 分析に基づく改善活動を行う余地を広げる効果

がある。そのほか，日東電工は，他社への MFCA の普及活動にも関わってい

る。たとえば，グループ外の取引先企業である東根新電元からの要請に応

じて，日東電工は，MFCA の手法と適用ノウハウを指導した。それにより，

東根新電元は，独自に，自社の製造プロセスにおいて MFCA 分析を行い，そ

こでの材料ロス削減の取り組みも行っていた(日本能率協会コンサルティ

ング[2007]）。

一方で，ウシオ電機ではサプライチェーンへの展開を行われているもの

の，上流企業への試みしか見られない。試行導入（電極切削の工程）で改
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善対策を検討した際に，生産現場から「OEM 製品が多く，お客様の要求で品

種ごとに仕様が決められているので簡単には変更できない」や「購入コス

トのアップで削減効果がかなり相殺される可能性があり」（藤田[2008]70

ページ）という声が出てきて，改善活動が実行できなかった。この実状を

見ると，ウシオ電機において前述した「トータルなコストシミュレーショ

ン」のような分析が行われていないことが分かった。一方で，ガラス材加

工での改善活動は，サプライヤーと協力して，仕入れ材の寸法変更などに

より，効果を生み出した（CSR 部長より 2019/11/20）。要するに，ウシオ電

機は，サプライヤーとの協力をある程度実現したが，日東電工のようなコ

ストシミュレーションのような分析方法を導入せず，また下流の顧客企業

へ MFCA 分析を展開していなかった。

5.3.3 経営基盤への組み込み

「MFCA の効率化」や「適用範囲の拡張」は，MFCA を現場改善ツールとす

る範囲での取り組みである。一方，第 4 章で論じたように，継続的適用に

向けて，MFCA を単なる現場改善ツールから発展させ，情報システムや経営

戦略などとの連携により企業の経営基盤へ組み込む必要がある。これを実

現すれば，一時的にコスト改善のネタがなくなっても，MFCA の活用を維持

することが可能になる。

「経営基盤への組み込み」という取り組みについて，日東電工とウシオ

電機における MFCA 適用に関する大きな差異は，環境意識を育成する教育活

動にある。日東電工で，最初に MFCA を導入した時から，社内で MFCA 専門

者チーム（15 人程度）を組んで，合宿などの形で，全社のスタッフに対し

て MFCA に関連する教育活動を実施し，MFCA の知識を多くのスタッフに共有

させていた（現地見学より 2018/8/22）。また，MFCA に取り組む担当者の交

流会および各拠点の勉強会をも定期的に開催している（日東電工[2016]）。

この一連の取り組みにより，日東電工は，MFCA 活動を担当する人材を確保

するとともに，経営上の共通言語として MFCA を社内に浸透させることで，

社内に廃棄物削減を重視する風土を醸成している（日東電工[2016]）。明確

な改善ネタがあるとき，MFCA の適用を容易に推進することができる一方で，

日東電工において，MFCA に基づく改善のネタが常に存在するわけではない

ので，改善活動が進まない際に MFCA より他の効率性を追求する取り組みが

優先的に実施されている（B氏より 2019/12/4）。しかし，MFCA に関連する
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教育活動により廃棄物削減を重視する意識をスタッフに植え付けることで，

MFCA が一時的に後退しても，必要に応じて再開することができる。

一方で，ウシオ電機において，MFCA による廃棄物の顕在化の効果を報告

する「MFCA 進捗報告会」を事業所内で開催していたが，人材育成や廃棄物

重視の風土を醸成する MFCA に関連する教育活動が行われていなかった。そ

の結果，MFCA は，終始一時的な現場改善ツールであり，社内に浸透しなか

った。そのため，「板金の組み立て工程」へ MFCA 展開を試みた際には CSR

部長の判断により MFCA を廃止した。

5.4 考察

前節では，「MFCA の効率化」，「適用範囲の拡張」および「経営基盤への組

み込み」という 3つのレベルで，日東電工とウシオ電機における MFCA 適用

の実態に対して比較分析を行った。まず，「MFCA の効率化」について，ウシ

オ電機でMFCAに基づく改善活動に関わる部署や人員が分断されていること

に対して，日東電工では，現場作業員，経営者，研究開発部門など多くの

関係者を集める支援体制を構築している。この支援体制により，より多く

の人間の意見やアイデアを活用することができ，改善案の提案を増やすこ

とができる。また，経営者を巻き込んだことにより，生産現場の権限を超

えた意思決定を行うことができる。したがって，MFCA に基づく課題抽出，

改善の提案および改善の実施など一連のプロセスを促進できる。MFCA の改

善活動による業績改善の効果が現れると，さらに MFCA の適用を継続する動

機が生まれる。

「適用範囲の拡張」について，日東電工でもウシオ電機でも，サプライ

ヤーとの協力を求めたが，ウシオ電機では「トータルなコストシミュレー

ション」のような分析方法を活用していない。一方，仮にこのような方法

を導入していれば，「購入コストのアップで削減効果がかなり相殺される可

能性があり」という MFCA に対する抵抗を緩和することが可能であっただろ

う。また，板金の組み立て工程へ MFCA の導入を試みた際に，MFCA によるコ

ストダウンの示唆がないと推進者が判断したため，MFCA を廃止した。とこ

ろが，仮にウシオ電機は，日東電工と同じように，顧客企業との協力を求

め，最終製品を分析対象とする MFCA 分析を試みていれば，異なる結果が出

てきたかもしれない。なぜなら，組み立て工程自体において部品を加工せ

ずに削りしろやカスなどの「負の製品」が出ないが，顧客企業の視点から
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分析を行えば，自社内に発生しない「負の製品」を見出すことができる。

以上のように，日東電工とウシオ電機における「サプライチェーンへの展

開（垂直展開）」の実態を比較することによって，サプライヤーとの交渉に

「トータルなコストシミュレーション」の分析を導入し，また最終製品の

視点から MFCA 分析を行う必要性・重要性を明らかにした。

図 7では，以上の検討に基づいて，サプライチェーンへ MFCA を展開する

効果を図示している。まず，顧客企業へ MFCA を拡張することにより，最終

製品を分析の対象として MFCA を行えば，自社の中間製品を対象とする場合

より幅の広いロスを可視化し，改善活動を行う余地を拡大することができ

る。とりわけ，組み立て工程に MFCA を導入する場合，このような顧客（下

流）企業への展開の重要性はさらに高まる。次いで，サプライヤーとの協

力により，自社のみで取り組むことができない課題の解決を可能にする。

その際に，部品納入の規格の変更によるコストアップと生産効率改善の効

果に対する総合評価に関して，「トータルなコストシミュレーション」は有

効な手段である。

その他，取引先の企業に対する MFCA の普及活動は，改善活動に直接つな

がらないものの，改善課題の解決に企業間の協力が求められる場合が多い

ため，普及活動は MFCA の分析に基づいて上下流企業と協力する下地を築い

たと考えられる。また，このように MFCA が上下流企業へ展開できれば，サ

図 7 サプライチェーンへ MFCA を展開する効果

出所：筆者作成
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プライチェーンないし産業全体の資源生産性向上と競争力強化へつながり，

社会貢献活動としても意味がある。一方で，ウシオ電機においては，「OEM

製品が多く，お客様の要求で品種ごとに仕様が決められているので簡単に

は変更できない」という MFCA の改善活動に対する声から，ウシオ電機では

取引先企業との協働が希薄であることが示された。仮に，サプライチェー

ンへ MFCA を普及させ，顧客企業に MFCA の仕組みをよく理解してもらって

いれば，顧客との協力により仕様変更などの課題を解決する可能性が高ま

っただろう。しかしながら，日東電工が協力を求める上下流企業はすべて

同じグループに所属する製作所や資本関係がある子会社であり，そうでは

なければ，情報の開示や共有は難しい（B氏より 2019/12/4）。その点にお

いて，日東電工には相当の特殊性がある。MFCA をサプライチェーンへ展開

する際に，物量やコストの情報共有が求められることは一般的である。こ

れは，資本関係のない企業にとってハードルが高い課題である。

「MFCA の効率化」および「適用範囲の拡張」は，改善の余地を拡大し，

また MFCA による改善活動を効率的に推進することができるが，MFCA を改善

ツールとする範囲で行われる取り組みである。単に改善ツールとすれば，

一時的にコスト改善のネタがなければ，MFCA は一時的適用で終了する傾向

が強い。そのため，企業の経営基盤へ組み込むことにより，MFCA を定常的

な管理システムへ発展させる必要がある。日東電工での MFCA を組み入れた

環境教育活動の実施は，企業の共有価値を育成する「文化マネジメントコ

ントロールシステム」（Malmi and Brown[2008]）30へ MFCA を組み込む取り

組みと見なすことができる。この企業文化を対象とする管理システムは，

人員の行動変化をもたらすスピードが緩やかであるが，他の管理システム

のコンテクストとして，人員の行動に間接的な影響を及ぼすことが可能で

ある。そこで，この廃棄物削減を重視する環境意識を企業に浸透させるた

めの教育活動は，日東電工において MFCA が一時的に停滞しても，その後再

開に至った重要な原因であると考えられる。

5.5 まとめ

30 Malmi and Brown[2008]はマネジメントコントロールシステム（MSC）を計画

（planning），サイバネテック（cybernetic），報酬（reward and compensation），行

政（administrative） および文化（cultural）という 5 つのタイプに分類した。
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本章では，「MFCA の継続的適用に関してなぜ日東電工とウシオ電機におけ

る MFCA 適用の実態に差異が生じているか」という問題に関心を持ち，第 4

章での議論を踏まえて，事例研究により「どのように MFCA の継続的適用を

実現するか」という課題に対して検討を進めた。具体的には，第 4 章で提

示された継続的適用に向けた MFCA の展開方法を分析フレームワークとし，

日東電工とウシオ電機という 2 つの事例を比較して考察した。その結果，

日東電工において多くの人員や部門を巻き込む組織的な支援体制が，MFCA

の改善活動の推進に対して大きな役割を果たしていることが示された。そ

して，サプライチェーンへの展開について，総合的に改善効果を捉える「ト

ータルなコストシミュレーション」の有効性を明らかにした。また，第 4

章ではサプライヤー（上流企業）との協力の必要性を議論したが，本章で

はそれに加えて下流の顧客企業から MFCA の分析を行う必要性および MFCA

の普及活動の意義を追加的に発見した。最後に，MFCA を企業の文化マネジ

メントシステムと連携させることで，廃棄物重視の環境意識を育成する環

境教育活動には，MFCA の適用を継続することに対して重要な意義があるこ

とを示した。
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第６章 継続的適用に向けた MFCA の独自性についての検討

6.1 問題意識

日本企業における MFCA の普及は，政府や専門機関からの強力な推進によ

り実現されていた。しかし，初期の導入により成果を上げても，MFCA が既

存の管理手法とバッティングして，停滞したことが見られる（謝[2019]50

ページ）。また，従来の TPM ないし TQM によって十分な改善効果が得られて

いる企業では，MFCA の導入にさほど魅力を感じないか，あるいは導入後の

比較的早い段階でその継続を放棄してしまうといったところも見受けられ

る（伊藤[2010a]）。この MFCA と既存の管理手法のバッティングが生じる理

由について，多くの議論がなされた。國部・下垣[2007]は，実際に企業の

意思決定の局面では，MFCA を全社的に展開すればするほど，既存の改善案

と競争することとなると指摘した。また，中嶌[2011]によると，既存の意

思決定プロセスにおいて，MFCA が他の改善案と同列に扱われることとなり，

MFCA の特性が失われている。なぜならば，廃棄物に対する改善活動が既存

のマネジメントにおいて実施されていることで，MFCA による異なったマネ

ジメント情報からの改善案は二重であるかのように理解されているからで

ある（41 ページ）。たとえば，生産現場において「TPM を実施しているが，

改めて MFCA との異同性や TPM との連携の可能性はどうか」（中嶌[2007]40

ページ）や「材料のムダは歩留管理や TPM，TQC などで取り組んできており，

新しい手法を導入しても削減できる余地がない」（東田[2012]114 ページ）

といった声がよく出てきた。結果として，MFCA は局所的・実験的な活動と

なり，マテリアルロス削減も一時的な取り組みで終了する傾向が高い。

以上の検討は，MFCA の特性，特に既存の管理手法に対する独自性や追加

的な意義について利用者の理解が不足していることを示している。具体的

にいえば，利用者は，既存の管理手法により改善活動を行っているので，

改めて MFCA を適用する意味や価値がない，つまり，MFCA と既存の管理手法

とは代替的であるかのように理解している。このような理解にしたがえば，

初期の導入が終了した後，MFCA を断念することが当然であろう。そこで，

MFCA の継続的適用を促進するために，MFCA と既存の管理手法との相違を説

明し，MFCA の独自性に対する理解を促すのは，重要な課題となっている。

本章では MFCA と既存の管理手法とを比較し，MFCA の独自性を解明しよう
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としている。また，既存の管理手法と比較するために，MFCA の諸特性を比

較基準として用いる。なぜなら，仮に特定の管理手法はすべての MFCA の特

性を具備しているならば，MFCA は当該手法に対して独自性に欠けていると

いえる。このような比較検討により，MFCA の独自性を明らかにすることが

可能である。また，比較対象の選択に関して，先行研究で言及された MFCA

とバッティングする手法（伝統的原価計算，歩留管理，TPM，TQM）以外に，

MFCA と同じように，加工段階の生産性・効率性に着目している生産現場の

管理会計手法である TOC，TPS，ABM および MPC も取り上げる31。このような

包括的な比較検討により，MFCA の独自性を解明することが可能になる。最

後に，MFCAの独自性に関する分析に基づいて，既存の管理手法に対するMFCA

の追加的な価値について検討する。

6.2 MFCA の特性

MFCA は，原材料やエネルギーなどが製造工程のどの段階でどれだけ消費

され，また廃棄されているかを物量情報と原価情報の双方から追跡し，両

者の有機的な統合を測ろうとする原価計算手続きである。この計算手続き

によって，通常のシステムや環境下では見逃されてきたロスの大きさを物

量情報で把握し，さらに貨幣情報で「見える化」させることで，この「負

の製品」の削減が利益業績に与えるインパクトを強く経営者に伝えること

ができる（小林他[2017]）。したがって，物量情報と貨幣情報の両方を用い

て廃棄物（ロス）を追跡・測定するのは，MFCA の 1 つの特性である。ここ

では，この特性を「情報の二元性（物量と貨幣）」と呼ぶ。

通常の原価管理システムでは，標準値を設定し，それ以内のロスが許容

されることに対して，MFCA では，廃棄されたすべての原材料を「負の製品

（ロス）」とみなし，さらに「負の製品コストをゼロへ」というモノづくり

の究極の状態を目指している（経済産業省[2009a]）。また，MFCA で取り扱

われる原材料（マテリアル）には，主材料（不良品，端材，削りしろ，抜

きかすなど）だけではなく，副資材，補助材料やエネルギー32も含まれてい

31 MFCA の比較対象を選ぶ範囲は，（MFCA と同じような）管理会計手法として定着した

ものである。具体的には，管理会計学の教科書（川野[2016]；小林他[2017]）を参照

し，基準を満たす管理会計手法を取り上げる。
32 MFCA の計算手続きにおいて，エネルギーがマテリアルに含まれるか，それともシス

テムコストの計算対象に含まれるかは，利用者の判断によって選択可能である。
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る（ISO[2011]）。したがって，すべての廃棄物（マテリアルロス）を改善

対象として取り扱うことは MFCA の 1 つの特性である。ここでは，この特性

を「改善対象（廃棄物）の包括性」と呼ぶ。

また，通常の原価計算システムでは，環境負荷削減として環境負荷物質

が排出される段階で捕捉し，それに基づく適正処理するいわゆるエンドオ

ブパイプ的な環境対策が一般的であった。そのため，投入した材料費が途

中でどの程度廃棄されたかは重要な課題ではない。それに対して，MFCA に

は，生産工程をブラックボックスとして見るのではなく，コストセンター，

更に詳細に物量センター（Quantity Centre）33ごとに分析するという徹底

した「プロセス指向性」がある（ISO[2011]；田村[2009]）。このような詳

細的な分析により，MFCA は，廃棄物の大きさと金額を算定するだけではな

く，その発生箇所を明確化することも可能になる。

加えて，天王寺谷他[2012]は，MFCA がほかの管理会計手法に比べて，「分

かりやすさ」と「現金効果」という 2つの強みを有すると指摘している。「分

かりやすさ」は，マテリアルという実体がある物量情報の活用に関連して

いる。それゆえ，「分かりやすさ」が，「情報の二元性（物量と貨幣）」とい

う特性に包含されている。また，「現金効果」は，廃棄物のコストを評価す

ることで，廃棄物の削減がどのぐらい利益に貢献するのかを即座に金額で

表すというものである（111 ページ）。MFCA は，単にマテリアルロスを減ら

すだけではなく，投入されるマテリアル量の削減も視野に入れている。生

産工程に投入されるマテリアルの量が減れば，インプットの時点で外に出

るキャッシュが減少する。つまり，MFCA によるマテリアルの改善は，販売

以前の段階で効果が表れているのである。

以上の検討を踏まえて，MFCA の特性を，「情報の二元性（物量と貨幣）」，

「改善対象（廃棄物）の包括性」，「プロセス指向性」および「現金効果」

に整理することができる。これから，この 4 つの特性を比較の基準とし，

既存の管理手法と MFCA について比較検討を行う。

6.3 MFCA と既存の管理手法との比較

33 物量センターはインプットおよびアウトプットを物量単位で定量化および貨幣単

位で算定する，プロセスの選択された一部分又は複数の部分である（ISO[2011]4 ペー

ジ）。
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前述のように，MFCA に関する多くの理論的な検討があった一方で，MFCA

の独自性について分析が行われていない。一方，現実として多くの利用者

は，既存の管理手法に対する MFCA の独自性について理解が不足している。

この問題を認識したうえで，本節では，MFCA の独自性を解明するために，

MFCA と伝統的原価計算，歩留管理，TOC，TPS，TPM，TQC，ABM および MPC

を比較する。

6.3.1 伝統的原価計算と MFCA

伝統的原価計算は，いわゆる標準原価計算であり，財貨の消費量を科学

的，統計的調査に基づいて能率の尺度となるように予定し，かつ予定価格

または正常価格をもって原価を計算する手法である（川野[2016]35 ページ）。

伝統的原価計算では原価管理の仕組みとして，通常，原価差異分析が行わ

れている。つまり，標準原価を算定し，原価差異を把握，原価差異の原因

を是正するという PDCA 経営管理サイクルを循環させるのである。伝統的原

価計算の主眼は財務報告のための情報を提供することにあるので，提供さ

れた資源のコストを把握するだけで十分であった（杉山[2014]113 ページ）。

それゆえ，伝統的原価計算では，貨幣情報だけを追跡し，物量情報は在庫

などが生じなければ必要性があまりなく，原価の配分のために必要な場合

など副次的な位置づけに留まる。つまり，製品を構成する原材料ごとの物

量情報を体系的に捕捉する必要がなく，そのシステムを保持していないの

である。それに対して，MFCA は物量情報と貨幣情報の 2つの種類の情報を

体系的に追跡するシステムである。

また，廃棄物の管理について，伝統的管理会計の観点からすれば，廃棄

物となった原材料へ投下した費用も製品の売り上げから回収しなければな

らないので，その額を分離することなく，製品原価に自動的に含める伝統

的原価計算の手法は，その意味で合理的である。しかしながら，そのよう

な方法で，廃棄物をできる限り減らそうというインセンティブが計算構造

上に生じないであろう。それに対いて，MFCA では，廃棄物を良品（製品）

と分離し，独立に把握・評価することにより，その徹底的な排除を促して

いる。

加えて，伝統的原価計算と MFCA では，企業経営では重視する側面が異な

っている。伝統的原価計算には，生産プロセスをブラックボックスのまま

計算し，市場での利益の獲得に焦点を合わせるという特徴がある（中嶌・
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國部[2008]74 ページ）一方，MFCA には，生産プロセス内での資源生産性の

向上に注目するという「プロセス指向性」がある。MFCA を用いれば，企業

が改善すべき生産プロセスにおける非効率の場所を示すことができる。

6.3.2 歩留管理と MFCA

歩留管理と MFCA との関係については，すでに多くの議論（中嶌・國部

[2008]；東田[2012]；安城・下垣[2011]）が行われている。歩留管理は，

生産現場で一般的に利用される管理手法であり，MFCA とともに原材料の使

用効率を管理することにより，業績改善を図る改善ツールである。また，

原材料を分析対象とし，生産プロセスにおける不良率や不良品に注目して

いるという点では，歩留管理と MFCA とは似ている。そのため，歩留管理と

MFCA に基づく改善活動には，大きな差異がないかのように理解する利用者

もいる。

しかし，両手法における分析対象の範囲，廃棄物管理の方法などには相

違がある。歩留管理は一般に主要材料を分析対象にしている。分析の工程

範囲も場合によって一部だけを対象にしていることもある。また，原材料

が重量で投入され，途中の工程から個数で管理される場合など，単位系が

変わるとそこで管理が切れてしまう場合もある。一方，MFCA ではすべての

マテリアル（原材料，エネルギーなど）を対象とし，単位系が変わっても

投入時の単位系で追いかけるので，すべての工程が一気通貫で管理されて

いる。つまり，すべてのマテリアルロスを逃さないのが特徴である。

両手法の最も相違するところは，管理・改善対象であるマテリアルロス

の捉え方にある。歩留管理では，標準管理で用いられる標準値のような，

既存の設計や生産条件をもとに作成される基準値をもとに算出されたマテ

リアルロスが管理・改善対象である。一方，MFCA におけるマテリアルロス

は実際のインプットとアウトプットの物量の差であり，その量は実測され

ることが望ましい。企業の状況などによっては推定値を使うことも可能で

あるが，あくまでもマテリアルロスを限りなくゼロに近づけることを目指

す（中嶌・國部[2008]）。つまり，測定の面では，標準値のような基準値を

基に算出されるロスか，投入量と産出量の差としての実際に排出されるロ

スであるかという点に違いがある。それぞれのロスの捉え方にしたがって，

歩留管理では，実際のマテリアル使用量のバラツキに起因するロスを改善

することに対して，MFCA では，投入量と産出量の差としてのロスを削減す
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ることにより資源生産性の向上や投入マテリアル量の節約を実現するので

ある。

また，歩留管理では，物量情報のみで生産プロセスの非効率性を捕捉す

るので，改善の効果額の算定が困難という限界がある（中嶌・國部[2008]75

ページ）。歩留管理では，個々の工程の生産性を把握しているが，それぞれ

の歩留り改善が企業経営に与える影響は決して同じではない。すなわち，

歩留りの最も低いところが必ずしも廃棄物のコストが最も大きいところと

一致するとは限らない。これに対して，MFCA を実施すれば，生産プロセス

内での工程ごとの非効率性をコスト情報で測定している。このコスト情報

を活用することにより，改善活動のためにどれだけの投資を行えばよいか

を把握することができる。

6.3.3 TOC と MFCA

TOC は，生産プロセスにおけるボトルネック（ここで特定の製造工程を指

す）を解消することにより，生産工程全体のスムーズ化を目指すマネジメ

ント手法である。現場の生産効率を向上させることにより，業績改善を図

ろうとする点において，MFCA とは共通している。ところが，MFCA は，投入

資源の観点からマテリアルロスの削減可能性を顕在化させることに対して，

TOC は，スループットを主要な分析対象としている。スループットは売上収

益から原材料費だけを控除するという貢献利益の 1 つの形であり，システ

ムが販売を通じて貨幣を作り出す割合（rate）を表し（高橋[2008]），「売

上高からその品目に対して仕入れ先に支払った総額を控除した額」と理解

できる（島田[2002]）。簡単に書けば，「スループット＝売上－直接材料費」

と定義できる。TOC は，全体のリードタイムを短縮化させることの妨げとな

っているボトルネックを解消し，スループットを最大化させることを目指

している。製造コスト全体において，TOC は，原材料費を除く部分を分析対

象とするので，概念的に MFCA との相互補完性がある。一方，MFCA は，生産

プロセスの製造コスト全体をコスト評価の範囲とすることから，加工費（シ

ステムコスト）を含むコスト削減手法として MFCA を管理会計へ展開させる

ことが期待されている（中嶌・國部[2008]）。この期待に応じて，加工費を

含むスループットを管理対象とする TOC を MFCA と連携する意義がある。

また，削減活動の効果について，MFCA は，投入材料の物量の削減を目指

すことに対して，TOC は作業時間の短縮化を図っている。TOC におけるコス
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ト削減活動は，在庫を最小化し，かつ生産稼働率を上げることにより，ス

ループットを最大化させることにある。その結果，売上に対する利益率と

回転率が向上し，企業利益も増える。また，両手法とも，生産の流れを一

気通貫で見ている。しかし，MFCA は部局な製品構造を分析することに対し

て，TOC は生産システムの全体においてボトルネックを見出している（飛田

他[2013]）。MFCA は作業時間とは関係なく，命令された生産量を製造するた

めに必要な投入原材料のうちで製品を構成しない原材料をマテリアルロス

とする。加えて，MFCA では，伝統的な原価計算と同様に売上評価尺度とし

て利用可能であることに対して，TOC では，コスト効果額の見積もりが可能

であるが，製品の売上利益の計算はその範囲とはしていない（飛田他

[2013]）。そのため，TOC では，ボトルネックを解消することにより，作業

のスムーズ化および生産能力の向上を実現できるが，最終的な売上がそれ

に応じて増加しない限り，即座に利益の増加につながらない。

加えて，両手法を連携すれば34，作業時間の短縮と原材料の使用量の削減

という 2つのアプローチにより，生産効率の向上を実現させること以外に，

両手法の情報収集を同時に行うことも追加的なコストを和らげる効果があ

ると考えられる（中嶌他[2015]）。

6.3.4 TPS と MFCA

TPS は，MFCA と同様に日本の代表的な生産効率を向上させるマネジメン

ト手法である。TPS はジャストインタイム（Just In Time：JIT）と自働化

という 2つの柱から構成される（伊藤[2004]）。JIT は「必要なものを，必

要なときに，必要なだけ生産する」ということである。自働化は不良品が

量産されることを防止するために，異常や不具合が発生すれば，即時に生

産を停止し，その原因追求と再発防止を行うことである。JIT で対象とされ

るムダは，①つくりすぎのムダ，②手待ちのムダ，③運搬のムダ，④加工

そのもののムダ，⑤在庫のムダ，⑥動作のムダ，⑦不良をつくるムダであ

る（大野[1978]）35。この七つのムダのうち，⑦不良をつくるムダは，MFCA

のマテリアルロスに含まれるものである。①つくりすぎのムダと⑤在庫の

34 TOC と MFCA の詳細的な連携方法に関しては，飛田他[2013]を参考されたい。
35 上記の 7 つのムダについて改めてみると，マテリアルに関するもの（つくりすぎ，

在庫，不良）と，作業時間に関するもの（手待ち，運搬，加工，動作）に分けること

ができる。
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ムダは，それらが廃棄またはリサイクルされることが決まった時点でマテ

リアルロスとして扱われる。以上の 3つのムダは MFCA に関連するものであ

る。その一方，加工・製造段階で発生する削りしろや抜きかす，あるいは

補助材料やエネルギーに関わるマテリアルロスが，JIT 生産システムのムダ

の概念の中には含まれていない。すなわち，工程内における不良発生の低

減を除けば，原材料生産性そのものが製造上の最大の問題としてクローズ

アップされることはあまりない（藤本[2001]）。これについては，JIT 生産

システムが組立工程を中心とするトヨタ自動車で生まれた手法であること

が要因として考えられる（東田[2012]）。したがって，両手法で管理対象と

して扱われるムダ（ロス）には，重なる部分がある一方で，概念的に補い

合う部分もある。

MFCA では，その計算構造上，物流の観点から廃棄物を捉えるだけで，投

入物質が生産上に要する時間の多寡はコスト計算において顧慮の対象外で

ある。それに対して，TPS では，モノづくりのリードタイムの短縮に注目し，

システム全体にわたるムダの徹底的な排除を図る（今井[2012]）。すなわち，

MFCA では，廃棄物の削減を追求する一方で，生産の時間を考慮していない。

ただし，原材料の使用量を削減し利益を上げようとしても，デリバリーの

時間制限を超えたり，労働時間を伸ばしたりすることになれば，かえって

経営上の損失になるかもしれない。したがって，「物量」と「時間」の両軸

から，原価改善を工夫する必要性がある。TPS は「リードタイム」という指

標を中心に，時間軸における生産効率の向上を追求する。一方，MFCA がマ

テリアルロスという物量軸でのムダを排除することにより，生産効率を向

上させる。両手法の基準が異なるものの，ムダを徹底的に排除するという

点においては，両手法の間に親和性がある。加えて，TPS において，最少資

源で最大価値の創出という志向は，環境経営の理念と一致するので，TPS

も環境保全につながることができる（今井[2012]）。

MFCA では，通常自社内の生産工程に着目しているが，最終顧客の視点か

ら，サプライチェーンにおける物の流れを分析することも可能である。し

たがって，製造段階だけではなく，物流の段階でも TPS と MFCA を比較検討

することができる。物流段階における MFCA のロスについて，日本能率協会

コンサルティング[2006]は，1)商品の廃棄ロス，2)顧客に向かわない無駄

な物の流れ，3)不必要（過剰）な物の滞留の 3 種類を識別している（92 ペ

ージ）。そのうち，1)は製造段階における MFCA のロスに含まれている。2)
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は輸送に無駄なエネルギーの使用量を指す。3)は長期在庫，不良在庫とな

った商品の製造や輸送，保管に必要以上に投入した資源である。2)と 3)は

製造段階の MFCA にない概念であるが，環境保全の観点から見ると，いずれ

も価値を実現せず，廃棄された資源であり，削減の対象に入れなければな

らない。物流段階における MFCA ロスの削減を実現するため，納期遵守率の

向上，在庫やリードタイム削減を図る TPS を援用することが可能である。

まず，TPS の 1 つの柱としての JIT では顧客のニーズに即時的に応えること

により，商品の過剰生産と長期在庫による陳腐化を防ぐことが実現可能で

ある。また，TPS の活動で工程間または企業間の密着な関係づくりによるリ

ードタイムの減少や納期遵守率の向上は，物流段階における無駄な物の流

れの削減を促進することができる。最後に，物流段階でも製造段階でも TPS

のもう 1 つの柱である自働化は，異常な不具合を即時に突き詰める仕組み

を構築することにより，MFCA の視点からマテリアルロスの発生をも防止す

ることが可能になる（今井[2012]）。

6.3.5 TPM と MFCA

TPM は，日本で生まれており，MFCA と同様に生産システム全体にわたる

効率の向上を目指す手法である。TPM では，MFCA と同じように原材料やエ

ネルギーなどのマテリアルがロスの対象に含まれている。しかしながら，

両手法におけるロスの範囲には大きな差異がある。MFCA では伝統的な原価

計算システムで看過されたマテリアルロスのコストを可視化し，さらにそ

の削減を目的とするが，労働生産性ならびに設備生産性に関するムダの顕

在化は対象としていない。それに対して，TPM では，基本的に設備総合効率

（＝時間稼働率×性能稼働率×良品率）という総合的な指標により，生産

管理を行っている。TPM のロスをみると，設備の大ロスとして，①故障，②

段取り・調整，③刃具，④立ち上がり，⑤チョコ停，⑥速度低下，⑦不良・

手直しが挙げられている。この 7 大ロスをいかに減らすかが TPM での目的

となる（中嶌[2007]44 ページ）。

ロスを「見える化」するおよびロスを金額換算し，その削減額を改善目

標とすることにより，経営業績の向上を目指すという点で，TPM と MFCA と

は共通している。しかし，それぞれの着眼点が異なる。MFCA では，生産工

程において，最終的な製品にならず廃棄されたマテリアルをロスとみなす

一方，TPM では生産効率の極限を追求するという立場から，あるべき姿と現
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状の乖離がロスと定義される。つまり，マテリアルに着眼した MFCA に対し

て，TPM は価値を生み出さない MFCA より広範な時間概念，すなわち「機会

コスト」36に焦点を当てる（圓川[2008]）。

TPM のロス概念には，不良のようなマテリアルに関するものが含まれてい

るが，MFCA での端材，削りしろや抜きかすなどが含まれていない。一方，

TPM は仕損品や不良品などを製造のロス（7大ロスの 1つ）と見ているが，

その設計値が階層的な経営管理の責任体系としては明確であり，ビジネス

モデル自体（製品や製造方法）の是非を問うものではない（中嶌[2007]46

ページ）。それに対して，MFCA では，より大きな改善効果を追求するため，

現場での改善だけではなく，多部門の連携や組織間の協力などの形で既存

の責任体系を拡張することによって製造方法や製品の革新を行うことも求

められる。

また，TPM において実施と責任という点では小集団活動を基礎としている

が，MFCA でみるような最初の原材料から完成品までの一気通貫的な視野は

ない。したがって，前後の工程で必要とされるものは管理不能となり，そ

れを前提として，局所的な最大化・効率化が目指されることとなっている。

6.3.6 TQM と MFCA

TQM とは，「企業の構成員全員の参画によって，顧客の要求を満足する品

質を経済的に実現し，企業の安定した成長をはかる品質重視の経営手段」

（細谷・岩崎[2019]2 ページ）のことである。TQM の中核は品質管理（QC）

であり，品質管理で観測されるデータの時間的・空間的な「差・違い・バ

ラツキ」に注目してどこにどのように存在しているかを発見することが重

要で，これらを引き起こしている原因にも同じく「差，違い，バラツキ」

があるという因果関係に基づいて原因を究明しようとしている。QC 活動は

その特徴から CQI（Continuous Quality Improvement）や PI（Progressive

Improvement）とも呼ばれ，継続的な改善活動であり，その実践のための技

法と位置づけられている。またそのコンセプトは課題解決型の場合が多く，

現状をベースにその改善を目指したり，目標の達成を目指す場合が多い（細

谷・岩崎[2019]）。細かいところに起因する問題を発見し，その原因を究明

する点をみると，TQM は生産プロセスにおける問題の発生箇所を明確化する

36 たとえば，物の滞留としての在庫（原材料・仕掛品・製品）コストが，マテリアル

の機会コストの代表である。
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という「プロセス指向性」を具備している。また，TQM は「100 万当たりの

不良率をいかに最小化するか」という品質管理の課題を扱っていることに

対して，MFCA は，マテリアルロスを無くすことを目指している。ゆえに，

不良品をロスとして取り扱うことには，両手法の共通点がある。しかし，

TQM では，端材や削りしろなどが，標準以内の「容認ロス」として取り扱わ

れている。また，MFCA は，生産の現状を把握するための計算ツールである

ことに対して，TQM は，課題達成型のアプローチであり，QC ストーリーを

継承し，QC の 7 つの道具37や 6シグマ，オペレーションリサーチ（Operation

Research），根本原因分析（Root Cause Analysis）などさまざまな技法を

用いている。TQM における管理活動は，方針管理，日常管理，および品質，

原価，納期，安全などの経営要素機能を部門横断的に遂行する機能別管理

などから構成されている（細谷・岩崎[2019]）。したがって，TQM は，原材

料の利用効率に注目する MFCA より広い視野を持ち，さまざまな場面で改善

活動に取り組んでいる。

6.3.7 ABM と MFCA

ABM は，主として ABC で計算された原価情報を利用して製品の価値を高め，

利益向上のためにプロセス改善に焦点を当てるマネジメント手法である

（杉山[2014]120 ページ）。もともと ABC は，少量生産品の収益性を確認す

るために製造間接費の原価計算に改善方法を加えたものであった。ABC の目

的は，製造間接費の配賦を精緻化することによって，製品原価を正確に計

算することにある。また，ABC では，資源消費の測定を基礎概念としている

ので，未使用の部分をアイドル・キャパシティとして取り扱うことが可能

である38。

ABM では，間接費を管理対象とするので，製品に直課された直接材料費や

直接労務費を基本的に着目していない。そのため，改善対象に関して ABM

は，原材料の利用に主眼を置いて廃棄物の徹底的排除を志向する MFCA とは

37 QC の 7 つ道具は，ヒストグラム，グラフ・管理図，チェックシート，パレート図，

層別，特性要因図，散布図である（細谷・岩崎[2019]128 ページ）。
38 ABC が実際原価計算のフレームワークの中で議論されていたときに，アイドル（未

使用）・キャパシティは研究開発費とともにもともと製品コストから除外されていた。

しかし，やがて予定原価や標準原価をベースに ABC が議論されるにつれ，アイドル・

キャパシティがクローズアップされるようになってきた（志村[2005]225 ページ）。
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異なっている。とはいえ，直接材料費に反映されない補助材料やエネルギ

ーなどの消費状況については，ABM を用いて分析することが可能である。

ABM では，資源の消費を捕捉するため，個々の活動ドライバーに応じて発

生する活動量を原単位情報（個数，時間，検査回数など）で把握している。

このように，製品原価を表す金額情報だけではなく，原単位情報でも資源

を消費または節約した大きさを測定できる。したがって，ABM は，物量情報

（原単位情報に含まれうる）と貨幣情報を同時に用いるという「情報の二

元性」を具備しているといえよう。

ABM では，基本的に最終的な製品に対して原価計算を行っている。具体的

にいえば，一単位の製品を生産するごとに行われる活動を追跡し，さらに

それぞれの活動が消費する経済的資源を捕捉することを通じて，製品原価

を算定する。それに対して，MFCA は，最終的な製品ではなく，製品を製造

する工程（物量センター）ごとに，コスト計算を行っている。それゆえ，

MFCA の分析により，資源（原材料）消費の大きさ（重量）と金額を示すだ

けではなく，資源利用の非効率が最も発生するところを明確化することも

できる。

ABM では，顧客によって受けられる価値およびその価値を提供することに

よって達成される利益を改善するための経路として，活動39の管理に焦点を

合わせる（志村[2005]）。顧客価値に焦点を合わせているため，活動が目的

に沿ったものであるかどうかを確認しなければならない。たとえば，生産

活動においては，顧客価値を創出するのは加工時間と段取時間の一部であ

るが，手待ち時間（アイドル・キャパシティ）や間接作業時間は，製品の

価値を生じさせるものではない。ABM は，主として手待ち時間と間接作業時

間などの非付加価値活動を識別し，さらにそれを排除しようとしている。

しかし，非価値付加的活動の排除による改善の効果は，直ちに費用支出の

減少となって現れないので，直接利益の増加へつながらない。

また，ABM の理念にしたがって顧客価値を創出しない不良品をロスとして

認識することが可能である。この不良品を防ぐために，その発生の原因を

分析し，さらにその分析に基づいて個々の活動に対する管理を行うことも

できる。この点において，ABC と MFCA とは補完的である。

39 活動は，基本的に ABC を行っている場合のコスト・プールである。
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6.3.8 MPC と MFCA

MPC とは，職能別部門を小集団に分割して権限を委譲した上で，小規模の

組織単位を独立採算方式で運営し，利益管理を行う手法である（三矢

[2011]）。MPC では，組織単位をミニサイズにすることによって，組織の肥

大化に伴う官僚的組織体制に陥ることを回避し，企業が直面する市場環境

の変化に敏速に対応することが可能になる。京セラのアメーバ経営や住友

電工のラインコンパニ―制などは MPC の代表的な事例である。MPC では，標

準原価計算制度における工程の原価の維持，改善ではなく，利益や付加価

値，キャッシュフロー等を業績評価指標として，それらの増大を目的とし

て管理が実施される（川野[2016]50 ページ）。つまり，MFCA は，資源生産

性を管理対象としていることに対して，MPC は利益を管理対象としている。

MPC では，売価が下落すれば，それ以上の原価改善が要求され，常に市場

を意識して原価改善を進めなければならない。一方，市場の変化に敏速に

対応することに主眼を置いた MPC に対して，MFCA は，生産プロセス内での

原材料の使用効率に注目している。両手法の焦点が異なるものの，生産効

率の向上による業績改善という共通の目標を持つことには間違いがない。

MPC は主に日本の工場などの製造部門に適用されており，また，適用され

る組織のタイプによって，生産工程別，サポート部別，生産製品別の 3つ

に分類することができる（松木[2003]23 ページ）。そのうち，生産工程 MPC

は，製造部門における製造工程の 1 つ 1 つを MPC とするものである。ゆえ

に，MPC では，MFCA のように，生産プロセス内での工程ごとに資源生産性

を把握・分析することができる。また，MPC における「ロス分析」について，

松木[2003]は，売上増大型と原価低減型の二種類があると指摘した。前者

は，主に設備の「ロス」という「機会損失」に対する分析であり，後者は，

主材料の「ロス」に対する分析である。しかも，MPC における「ロス分析」

の主たる目的は，利益の増大を達成させることにあり，MFCA のように材料

ロスを徹底的に排除することにない。

以上の検討をまとめると，MPC は，小さな組織単位における原価や利益の

発生を可視化することで自発的な改善を促すマネジメント手法であるのに

対して，MFCA は，生産工程の全体における廃棄物の「真のコスト」を可視

化することで，資源生産性の改善を促す手法である。そこで，原材料の使

用効率に注目する MFCA は，個々の MPC における業績改善のための手段とし

て併用されることが可能であろう。
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6.4 考察

前述のとおりに，MFCA の先行研究では「情報の二元性」，「改善対象（廃

棄物）の包括性」，「プロセス指向性」および「現金効果」という 4 つの基

本的な特性が指摘されている。本節では，MFCA の諸特性に照らし，前節の

比較検討を踏まえて，MFCA の独自性を明らかにする。さらに，既存の管理

手法に対する MFCA の追加的な価値についても検討する。

「情報の二元性」は，物量情報および貨幣情報で廃棄物（ロス）を追跡・

測定するというものである。市場との連動を指向している伝統的原価計算

および MPC は，基本的に利益を評価指標として利用している。歩留管理で

は，物量情報のみで，廃棄物の大きさを測定している。TOC では，作業時間

に注目するので，基本的に廃棄物の大きさやコストの計算を行っていない。

ABM では，原単位（物量，時間，検査回数など）で資源（または活動）の消

費量を捕捉し，それに応じてコストを配賦する。したがって，ABM は，物量

情報および貨幣情報の両方を活用している。TPS，TPM および TQM は，リー

ドタイム，設備効率性や不良率などの時間や品質概念に焦点を合わせるの

で，廃棄物および製品の利益を基本的に追跡・測定の範囲としていない。

「改善対象（廃棄物）の包括性」は，改善対象として取り扱われる廃棄

物の範囲に関連している特性である。MFCA では，廃棄された原材料をすべ

て「負の製品（ロス）」と見なす。また，それには，主材料（不良品，端材，

削りしろなど）のみならず，副資材，補助材料やエネルギーも含まれてい

る。歩留管理では，設計値や代表値を使って管理の標準値を設定する。標

準値と実際値の差を，主に生産工程のバラツキに起因する「異常ロス」と

して把握する一方，製品にならなくても標準値以内に入っているマテリア

ルの使用量を「容認ロス」として取り扱っている。そのため，歩留管理で

は，基準どおりに資源生産性を維持することができるが，それ以上の改善

に取り組んでいない。TOC は売り上げから材料を抜くスループットの最大化

を目指すことから，その改善対象が MFCA と異なっている。しかし，TOC に

より，生産工程におけるキャパシティのボトルネックを取り除くことによ

り，モノの流れをスムーズ化させ，長期在庫によるロスの発生を防ぐこと

ができる。TPS，TPM，TQM や MPC では，不良品をロス（ムダ）として認識し

ているが，加工段階で発生する削りしろや抜きかす，あるいは補助材料や

エネルギーなどのマテリアルロスを基本的に改善対象としていない。また，
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ABM が，主として間接費に注目しており，直接材料の消費を取り扱っていな

い。以上の分析をまとめると，MFCA と他の管理手法で取り扱われる改善対

象の間に，オーバーラップしている部分があるものの，MFCA の改善対象を

すべて包含している手法がないことが示された。

「プロセス指向性」は，生産工程をブラックボックスとして見るのでは

なく，物量センターごとに，マテリアル使用の効率性を徹底的に分析する

というものである。通常のエンドオブパイプ型のロス管理に対して，MFCA

は，生産プロセス内での工程ごとに廃棄物を追跡することを通じて，その

発生箇所を明確化することができる。伝統的原価計算，MPC および ABM は，

通常，顧客や市場に焦点を合わせ，利益の獲得や増大を志向することから，

「プロセス指向性」を有していない。歩留管理では，MFCA と同様に，細か

な工程（物量センター）ごとに原材料の使用量を追跡・管理することが可

能である。この点において，MFCA とは大きな差異がない。TOC は，工程ご

とに生産キャパシティを測定するので，「プロセス指向性」を具備している。

また，TPM，TPS，TQM は，MFCA と同じように，個々の工程におけるロス発

生の原因を分析することから，「プロセス指向性」を持っている。

「現金効果」は，廃棄物のコストを評価することで，廃棄物の削減がど

のぐらい利益に貢献するのかを即座に金額で表すというものである。伝統

的原価計算，歩留管理および MPC では，材料の使用量のバラツキなどの「異

常ロス」を管理対象としている。この「異常ロス」を無くすことにより，

材料の投入を節約し，即座に業績改善へつながっている。一方，TPS，TPM

の最大な特徴は，設備や人が価値を生み出さない時間に着眼している点に

ある。すなわち，価値が生み出さない時間概念，いわゆる機会コストに着

眼し，主目的として時間価値の向上を目指している。したがって，その改

善効果は，通常，材料インプットの削減ではなくて，生産キャパシティの

増大という形で現れている。TQM では，不良品を撲滅することにより，アウ

トプットとしての製品を増加させる。TOC はボトルネックの解消により，ス

ループットの最大化を目指している。ところが，TPS，TPM，TQM，TOC によ

る経済的効果は，増強した生産能力を活用して売上増を導かない限り，損

益計算書上の利益として表れない。したがって，これらの管理手法は，生

産現場の努力を捉えることができないという問題を抱えている。さらに，

製品が売れずに在庫としてたまり，生産も止まってしまう場合，それらの

生産余力が悠休状態になるという問題も包含している。また，間接費の管



81

理に注目する ABM では，活動のアイドル・キャパシティを排除しても，そ

れに応じて費用の支出をすぐに削減できないので，基本的に「現金効果」

が現れない。

比

較対

象

特 性
情報の二元性

（物量と貨幣）

改善対象（廃棄

物）の包括性

プロセス

指向性
現金効果

MFCA ◯ ◯ ◯ ◯

伝統的原価

計算
× × × ◯

歩留管理 × × ◯ ◯

TOC × × ◯ ×

TPS × × ◯ ×

TPM × × ◯ ×

TQM × × ◯ ×

ABM ◯ × × ×

MPC × × × ◯

表 8は，以上の比較分析をまとめて表示したものである。この結果によ

ると，まず，すべての MFCA の特性を具備する手法がないことが示されてい

る。つまり，完全に MFCA を代替する管理手法がない。また，MFCA の 4 つの

特性のうち，「改善対象（廃棄物）の包括性」は MFCA の独自性である。そ

れに加えて，「情報の二元性」および「現金効果」を具備している MFCA 以

外の管理手法が少ない。

次に，「改善対象（廃棄物）の包括性」という独自性の意義について検討

する。まず，MFCA では，主材料のみならず，副資材，補助材料やエネルギ

ーを管理・改善の対象としている。また，生産の基準を設定し，工程管理

を行う管理手法と異なって，MFCA は基準値と関係せず，すべての廃棄され

た原材料を「負の製品（ロス）」とみなしている。第 2章で指摘したように，

外部環境には常に不確実性が存在することから，現在目立たないロスは，

表 8 MFCA と既存の管理手法との比較

出所：筆者作成
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経済環境の変化により業績へ著しい影響を与えるようになるかもしれない。

そのため，環境の変化とともに標準と実態との乖離が大きくなれば，既存

の基準により生産工程を管理することが不適切になる。この場合，基準値

に基づく取り組みは，ロス削減による業績改善の機会を見逃す可能性があ

る。以上の検討をまとめると，既存の管理手法により改善の取り組みが行

われる生産現場においても，MFCA による改善の余地または適用の価値が存

在している。

また，MFCA と他手法との比較検討により，「情報の二元性（物量と貨幣）」

を具備している管理手法が少ないという結果が示された。梶原[2004]によ

れば，財務的指標は，より正確に業績を測定できるにもかかわらず，内外

的な要因の集約的な影響を受けているため，相対的に管理不能の程度が高

い。その一方，定量的非財務指標は，管理可能性に関する知覚を向上させ，

生産現場を管理可能な業務に容易にフォーカスさせることが可能である

（187 ページ）。また，多くの MFCA 事例において，ターゲットを絞る際に「感

覚的にロスが出ていることが分かっていた」という現場からの反応がある

（天王寺谷他[2012]111 ページ）。以上の検討から，物量情報（定量的非財

務指標）を活用する MFCA が，生産現場の努力による改善の効果を直接的に

把握・評価できるというメリットが示された。その一方，マテリアルロス

が最も大きいところが必ずしもマテリアルロスのコストが最も大きいとこ

ろと一致するとは限らない。したがって，貨幣（コスト）情報を用いて，

工程ごとの非効率を測定する必要がある。この貨幣情報は，経営者へ強い

インパクトを与え，さらに経営者の目をロス削減の活動に向けさせること

ができる。また，この貨幣情報を活用することにより，どれだけの投資を

行えばよいかが明示できる。そのほか，MFCA は，物量情報と貨幣情報の両

方を活用するのみならず，この二種類の情報を連携させる計算の仕組みも

包含している。物量情報は，環境負荷の低減という環境面の効果を捉える

一方で，貨幣情報は財務的な改善の効果を捉えることが可能である。この

両方の効果に対する測定をリンクさせる仕組みには，「環境と経済の両立」

の達成に対して重要な意義がある。

また，「現金効果」という特性を具備している MFCA 以外の管理手法が少

ない。MFCA では，マテリアルロスの削減により，投入されたマテリアルそ

のものを節約することができれば，それは損益上，費用の削減として効果
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が直接的に表れる40。つまり，生産現場における MFCA の取り組みは，会社

全体もしくは事業部などの利益目標に直結しているのである。そのため，

「現金効果」を持つ MFCA は，経営者の理解を得やすく，全社的な改善活動

の実施を推進できる効果を持つであろう。現在，停滞期・減退期という経

済環境の下で，販売量の増加は難しいといわざるを得ない。そのため，発

生する余剰生産能力を活用することを通じてアウトプットを増大させる管

理手法より，インプット側での削減を志向する MFCA は，財務的な成果を上

げやすい。

最後に，「プロセス指向性」は MFCA が相対的に他の管理手法と共通して

いる特性である。とはいえ，MFCA と同じ特性を具備している手法の間には，

親和性がある。MFCA と親和性を持っている手法を連携すれば，両手法を相

互補完的に利用する可能性がある。

6.5 まとめ

本章では，MFCA と既存の管理手法との間にバッティングが生じるという

問題に注目し，MFCA の独自性について分析を行った。具体的には，代表的

な現場の管理手法である伝統的原価計算，歩留管理，TOC，TPS，TPM，TQM，

ABM および MPC を取り上げて，MFCA の 4 つの特性を比較の基準とし，MFCA

とそれらの手法に対して比較検討を行った。この比較検討により，まず，

MFCA を完全に代替する手法がないことが示された。また，「改善対象（廃棄

物）の包括性」は，MFCA の独自性であることを明らかにした。したがって，

既存の管理手法により，改善活動に取り組んでいる企業であっても，MFCA

による改善の余地や適用の価値があるといえる。また，「情報の二元性（物

量と貨幣）」および「現金効果」を具備している管理手法が少ない。これら

の特性も，MFCA を適用する価値を示唆している。このように MFCA と既存の

管理手法との異同を検討することを通じて，MFCA の独自性に対する利用者

の理解を促し，さらに MFCA の実践において，既存の管理手法とのバッティ

ングを緩和することが可能である。

40 たとえば，サンデン（金属部品加工工場）では，従来の TPM 活動での改善は，金額

でみえないが，MFCA を実施することにより，個々の TPM 活動の結果が，全工程として

どれぐらいのコスト削減効果につながっているか，見えるようになった（斎藤

[2008]173 ページ）。これは，MFCA を用いて，既存の管理手法による改善の財務的効果

を可視化することを示している。
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一方，理論的に MFCA には，独自性や価値があるものの，実践的にプラス

の効果になって現れるかどうかは別途の課題として検討する必要がある。

たとえば，MFCA では，廃棄物を包括的に管理の視野に入れているものの，

現実として削減の手段や方法がなければ，材料使用量のバラツキのみを管

理するようになったり，MFCA を使っても実質的に歩留管理に戻ったりする

場合がある。そこで，MFCA の独自性がどの程度現実的な意味を持つのかに

関する検証はこれからの課題となっている。
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終章

MFCA は，ドイツから日本に紹介されて以来，多くの日本企業に導入され

ている。しかし，MFCA の実務に関して，多くの事例が単発的・一時的な適

用に留まっているという問題を抱えている。単発的・一時的な適用におい

ても，マテリアルロスの大きさが明確となったことで，材料費の大幅な削

減につながったとか，さらには組織構成員間に技術開発や生産性改善の意

欲が高まるようになったといったさまざまな効果が実現されている。しか

しながら，このような MFCA による効果を持続させるためには，一時的な適

用よりも継続的な適用が望ましい。本研究の目的は，「MFCA の継続的適用を

どのように実現するか」を明らかにすることにある。

まず，先行研究では，MFCA の継続的適用について繰り返し議論されてい

るものの，継続的適用の定義が明確にされていないため，建設的な検討が

進んでいなかった。そこで，建設的な検討を行う土台として，第 2 章では

事例研究と結び付けながら MFCA 導入の手順を参照し，継続的適用の捉え方

を次のように規定した。継続的適用とは，「試行導入の後，新たな改善課題

または導入対象へ MFCA を展開する」こと，あるいは「定常的な管理システ

ムとして MFCA を活用する」ことである。本研究では，このような継続的適

用の概念に基づいて検討を進めた。

第 3 章から第 6 章までは，「MFCA の計算構造」，「MFCA 運用のプロセス」

および「既存の管理手法との関係」という 3 つの視角から，MFCA の継続的

適用を促進する取り組みについて検討した。

第 3章では，「MFCA の計算構造」という技術的な側面に焦点を合わせて，

意思決定有用性の観点から MFCA の問題点およびその改善策を検討した。具

体的には，「環境指向性の弱さ」，「計算方法の恣意性・単一性」，「短期指向

性」および「MFCA の煩雑さ」という問題点を見出して，また，それらに対

応する改善案として，LCA ・CFP，ABC ・間接マスバランス，NPV および MFCA

の簡易ツールについて検討した。これらの問題点を改善することにより，

MFCA に基づく改善活動への意思決定に対して有用性の高い会計情報が提供

可能になる。一方，改善活動への意思決定は，MFCA の適用を進めるための

不可欠な一環であることから，意思決定有用性の観点から MFCA の計算構造

を精緻化することは，継続的適用を実現するために重要な意義を持つ。
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第 4章と第 5章では，MFCA の計算構造および原則による会計情報の算定・

提供と MFCA の情報に基づくマネジメントの両方を含む「MFCA 運用のプロセ

ス」に焦点を当て，継続的適用を考察した。具体的には，第 4章では，MFCA

を継続的に適用している事例に対して文献レビューを行い，MFCA の継続的

適用を促進する取り組みについて総合的に分析した。その結果，「MFCA の効

率化→適用範囲の拡張→経営基盤への組み込み」という継続的適用に向け

た MFCA の展開方法を明らかにした。それに次いで，第 5章では，第 4章で

の検討を踏まえて，日東電工とウシオ電機という 2 つの事例に対して比較

分析を行った。分析の結果として，改善活動を推進する組織体制の整備，

上下流企業への MFCA 展開，環境教育活動の実施の必要性・重要性を明らか

にした。

第 6章では，「既存の管理手法との関係」に着目し，MFCA を，代表的な現

場の管理会計手法である，伝統的原価計算，歩留管理，TOC，TPS，TPM，TQM，

ABM および MPC と比較検討した。この比較検討により，比較対象とした管理

手法の中に，MFCA を完全に代替する手法が存在せず，MFCA が「改善対象（廃

棄物）の包括性」という独自性を有することが明らかになった。加えて，「情

報の二元性（物量と貨幣）」および「現金効果」を具備する MFCA 以外の手

法が少ない。MFCA はこのような既存の管理手法とは異なる特性を持つため，

すでに既存の管理手法により改善の取り組みが行われている企業であって

も MFCA を適用する意義がある。また，MFCA の追加的な価値について利用者

に理解してもらえば，MFCA と既存の管理手法のバッティングを緩和するこ

とが可能になる。

MFCA は，理論でも実務でも多くの問題を抱えているものの，MFCA が生み

出されてからあまり長い期間が経っていないため，今後，MFCA はさらに発

展していくことが期待される。本研究は，主として以下の 3つの点から MFCA

の発展に貢献した。第 1点は，意思決定有用性の観点から，MFCA の問題点

および改善策を検討することを通じて，MFCA の理論的な精緻化に貢献した

ことである。第 2点は，MFCA の継続的適用を促進する取り組みおよび継続

的適用に向けた MFCA の展開方法を解明することにより，MFCA の利用者に，

継続的な適用を実現させるガイダンスを提示したことである。第 3 点は，

MFCA の独自性ないしは既存の管理手法に対する追加的な価値を解明するこ

とにより，MFCA に関する理論的な検討を深めたことである。
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最後に，MFCA 研究の展望について触れる。実際に企業に適用されるとき，

MFCA は必ずしも各企業で同一の形で適用されているわけではない。もとも

と，MFCA は廃棄物に関するコスト情報を提供する計算ツールであった。し

かし，MFCA の活用が進むにつれ，MFCA は原材料を管理するための物量情報

に対する追跡手法や，作業員が怠ることを防ぐために不定期的に現場での

緊張感を作る管理手法として MFCA が使われるようになることがある。そこ

で，「会計変化（accounting change）」の視点から，経時的に MFCA の変化

を捉える研究を行うことで，新たな知見を得ることができると考えている。

また，本章では企業の内部マネジメントに焦点を合わせ，MFCA の継続的適

用を促進する取り組みを解明したが，将来の課題として MFCA と外部関係者

との関連という視角から研究を進める必要がある41。すでに国際標準・規格

化された MFCA が，企業の環境配慮への取り組みをアピールする手段として

利用される可能性がある42。

本研究を含めた MFCA に関する研究を通じて，世界へ MFCA を代表とする

環境管理会計の実践が広がり，国際的なレベルで「環境と経済の両立」が

達成されることを期待している。

41 MFCA の継続性の維持に関して，X 氏（第 5 章）は「（MFCA の分析に基づく）改善の

ネタがなくなると，（日東電工では）MFCA が改善ツールから企業の環境取り組みを外

にアピールする材料へ変化する感じがして……」（2019/11/27）という新たな視角を提

示した。つまり，日東電工において MFCA を生産工程管理のための改善のツールだけで

はなく，社外に対して自社の環境取り組みをアピールする手段として利用することは

MFCA の適用を継続する 1 つの理由であると考えられる。すでに国際標準・規格化され

た MFCA が，企業の環境性をアピールする手段として利用される可能性についてまだ議

論がなされていない。本研究では，企業のマネジメントに焦点を当てて考察している

が，将来 MFCA と外部関係者とのつながりについて研究を進めることも必要であろう。
42 たとえば，積水化学工業において環境目標の 1つとして社外に公表するのは，当社

における重要な戦略である。当該戦略には，短期的な経済原則と MFCA の対立を緩和さ

せる効果があると考えられる。さらに，このような積水化学の姿勢を社会の市場が評

価するような好循環が生じれば，MFCA に基づく活動はいっそう促進される（國部

[2007]）。
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付録

MFCA の継続的適用の事例43

43 以下の継続的適用の事例は，第 4 章における「2年間以上 MFCA を適用する」という

代理の基準を参照し，公開された既存の MFCA 事例から網羅したものである。一方，統

一した継続的適用の定義がないことから，これらの事例は，先行研究では必ずしも継

続的適用の事例として取り扱われているわけではない。

企業名 MFCA 適用の経緯 適用期間 参考文献

日東電

工

2000年に日本で初めてMFCAを導入

したモデル企業である。「MFCA」か

ら「企業の意思決定までのフロー」

を実証して,本手法の成功事例を世

に示した。その後，全社展開を行っ

て，MFCA を継続した。

2000 年

－ 2019

年

経 済 産 業 省

[2009b]；経済

産 業 省

[2011a]；日東

電工[2016]

田辺製

薬

田辺製薬の MFCA 導入は 2001 年度

に始まった。当社における MFCA 適

用の最大な特徴は,ERP システムと

の連携した全社規模の MFCA システ

ムを構築したことである。

2001 年

－ 2008

年

國部[2007b]；

経 済 産 業 省

[2011a]

積水化

学工業

2004年度からMFCAの導入の検討を

開始し,率先して進めている「環境

創造型企業」を目指すための環境経

営強化の一環として取り込んでい

る。

2006 年

－ 2011

年

沼田[2006]；國

部[2007b]；日

本環境効率フ

ォ ー ラ ム

[2008]；経済産

業省[2011a]

キヤノ

ン

当社は 2001 年から経済産業省のプ

ロジェクトに参画し,環境部門の

MFCA 担当部署が製造事業所との協

力のもとで,改善ポイントを探ると

いう方法で MFCA を展開してきた。

2001 年

－ 2012

年

國部[2007b]；

安城[2006]；経

済 産 業 省

[2011a]；キヤ

ノン[2013]

キヤノ

ン化成

当社では，2004 年から一部の部品

加工職場に導入をスタートし順次

2003 年

－ 2008
廣岡[2008]
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導入職場の拡大を図ってきた。その

結果，予想を上回る環境負荷削減効

果と職場主体の環境活動を変革す

ることができた。

年

サンデ

ングル

ープ

2005 年に赤城事業所で試験的に

MFCA を導入したのち,2006 年には,

新たに自社内,関連子会社の複数サ

イトに導入を拡張し,その後も展開

を続けていた。

2005 年

－ 2009

年

斎藤[2008]；斎

藤[2009]；北田

[2011]；経済産

業省[2011a]；

東田[2011]

日本電

気化学

当社は資本金 1億円，従業員数 191

名の中小企業で，「京都 MFCA 研究

会」の MFCA 活動を支援するプロジ

ェクトの対象企業に 2008 年度から

2010 年度まで採用され，京都府下

の 3工程に MFCA を適用してきた。

2008年－

2010年
北田他[2012]

駒ヶ根

電化

当社では,2009年度のMFCA導入支援

事業における導入以来，自社的な取

り組みでMFCAを継続している。中小

企業における継続事例が少ないな

か，駒ヶ根電化の継続的な取り組み

は貴重な事例である。

2009 年

－ 2015

年

関[2014]；関・

安城[2016]

ウシオ

電機

当社では,2005 年に環境経営の視

点で MFCA の導入を開始した。MFCA

と TPM を連携・融合することによっ

て,ロスコストが把握できた。

2005 年

－ 2010

年

藤田[2008]；ウ

シ オ 電 機

[2010]

スワラ

クノス

当社は，2011 年に長野県工業技術

総合センターの支援事業にて MFCA

を導入して以来，独自のノウハウで

MFCA 活動を継続させているほか，

2014 年に環境 ISO14001 を取得す

るなど環境に配慮した経営を行な

っている。

2011 年

－ 2017

年

関[2017]
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JTCMK

社

当社が平成 16 年度の MFCA モデル

事業に参加し,平成 17 年度から,前

年度のモデル事業の MFCA 算定結果

に基づき,MFCA の工場全体への継

続的適用を行っていた。

2004 年

－ 2005

年

日本能率協会

コンサルティ

ング[2007]；池

田[2006]

オムロ

ン

2006年にMFCAの試行導入を開始し

た。それに続き,2007 年度からマテ

リアルロスの可視化だけではなく,

エネルギーの可視化も合わせて行

っていた。また,2008 年度に,MFCA

を導入した事業所では,設計の改善

にも取り組んでいた。

2006 年

－ 2010

年

原田[2009]；原

口他[2010]；経

済 産 業 省

[2011a]

X 社

当社は,MFCA を導入した 2008 年に

始まり，2015 年までマテリアルロ

ス削減に関する継続的調査を実施

していた。

2008 年

－ 2015

年

木 村 ・ 中 嶌

[2015]

A 社

当社はMFCAに2000年代初頭から取

り組んでおり，その後全社展開を図

り, 継続的に活用していた。な

お,MFCA を取り巻くネットワーク

の変化の中で,MFCA 適用の変容が

見られた。

2000 年

代初頭－

2010 年

代

東田他[2013]

武蔵会

社（J

社）（仮

名）

当社は,2000 年代半ばに環境部門

が主導し,MFCA の導入を一部の工

場で開始した。2000 年代末には全

社展開に至るまで拡張した。現在で

も，廃棄物削減のために MFCA を継

続的に活用していた。

2000 年

代 末 －

2018 年

東 田 ・ 國 部

[2014] ； 岡 田

[2018]

浪速会

社（仮

名）

当社は 1970 年代に設立された電子

機器の開発製造販売を行う中小規

模の企業であり,2000 年代前半に

MFCA を導入した。その後 MFCA を効

2000 年

代前半－

2018 年

岡田[2018]
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率性の手法ではなく，コスト評価の

手法として位置づけて継続した。

尾張会

社（仮

名）

当社では,2000 年代末に MFCA を初

めて導入した。同年には，別の工場

にて，サプライチェーンで MFCA を

適用した。2010 年代初めに第一事

業所が MFCA に取り組んで,自発的

に MFCA の導入を行っていた。

2010 年

代初め－

2018 年

岡田[2018]

因幡会

社（仮

名）

当社では,MFCA を初めて導入した

のは 2000 年代半ばのことである。

その後も MFCA を継続的に適用した

ものの,結局,使用資源の削減を志

向する MFCA は，高性能化や軽量化

に繋がる計算方法である製品化率

に取って代わられた。

2000 年

代半ば－

2007 年

岡田[2018]

台湾汽

車グル

ープ

当社では 2017 年に，原材料のマテ

リアルロスの最小化と汚染予防に

よる環境影響の最小化を通して，環

境と経済の共存を図るため，台湾環

境管理会計協会からの技術的支援

により，自動車製造の 4つの工場に

MFCA の導入を試みた。翌年，継続

的適用として，ほかの 3つの工場に

も MFCA を導入した。

2017 年

－ 2019

年

謝[2019]
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