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Abstract
Along with the expansion of the scope of stakeholders, it is a remarkable trend that accountability
becomes heavy burden for a person required to provide information. Considering the relationship between diverse
stakeholders who have the right to request information and a person required to provide information, we will
uncover the concept of accountability. It became apparent that acknowledgement of diverse stakeholders is
indispensable for companies.
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１．はじめに
ステークホルダーの対象範囲の拡がりとともに、
アカウンタビリティが情報提供義務を負う者にとっ
て重くのしかかる傾向が顕著である。こうした中、
そもそもアカウンタビリティとはいかなるものであ
るのかが、十分に説明されているとは言い難く、本
稿では、情報要求の権利を有する多様なステークホ
ルダーと情報提供義務を負う者との関係性に留意し
ながら、アカウンタビリティ概念を明らかにしてい
く。

２．規範概念と説明概念としてのアカウンタビ
リティ
アカウンタビリティ概念は、古くから論じられて
きたが、これを巡っては、多様な理論が錯綜し議論
が必ずしもかみ合ってこなかったと考えられる。ア
カウンタビリティは理論であると同時に、社会秩序
の維持のための実践としての側面を合わせ持ち、理
論としての側面と実践としての側面が同時に進行し
ていることから、その本質を明らかにすることは困
難をきわめてきたのである。アカウンタビリティを
めぐる議論は、アカウンタビリティに対するアプロ
ーチの方法とこれによって規定されるアカウンタビ
リティの内容から成る。
アカウンタビリティへの理論的接近方法には、記
述的アプローチと規範的アプローチがある。この２
つのアプローチは、明確に区別される場合もあるが、
分離されずに論じられることもある。アカウンタビ
リティの実践としての側面であるが、これは理論面
の解明よりもさらに困難な状況となる。アカウンタ
ビリティは、それを行う義務を負う者とその履行を

要求する権利を有する者の間に存在することから、
人間と人間の間を規定する実践現象であり、力関係
をぬきに語ることはできない。さらに、ここに集団
の問題も介在し、問題は一層複雑となる。
アカウンタビリティを記述的に説明すると、アカ
ウンタビリティは、一般的に、
「それを履行する義務
を負う者とその履行による利益を享受する権利をも
つ者との、ふたつの相対する関係から生じるもの」
とされている。このように概念設定されたアカウン
タビリティは、
「ある情報が公表されるべきか否かを
判断する基準を提供することで、その具体的な内容
を規定する」のである。
このように記述的アプローチによると、アカウン
タビリティは受託責任概念とされ、これが法的責任
を超えるのか、その範囲内に止まるのかが論じられ
ることとなる。アカウンタビリティ概念が多様に論
じられるのは、このような規範的価値観に依存する
からである。ここで確認しておくべきことは、説明
概念としてのアカウンタビリティと規範概念として
のアカウンタビリティを二分法的に理解するのでは
なく、規範は、説明概念の根拠として機能し、また、
説明概念の累積は規範を構築するという、規範概念
と説明概念の密接な関係性の存在である。すなわち、
アカウンタビリティは、規範概念と説明概念と言う
複合性を有するものである。

３． アカウンタビリティ拡充論と限定論
アカウンタビリティを規範的に規定する議論とし
ては、アカウンタビリティ拡充論とアカウンタビリ
ティ限定論がある。アカウンタビリティ拡充論は、
社会的アカウンタビリティや環境アカウンタビリテ

ィの論者によるものである。その主な論拠は、社会
を問題とする場合には、
「所有」概念を離れてこれを
行うことは無意味であり、
「所有」概念にフィードバ
ックしながらアカウンタビリティ領域の拡充を論じ
ることが必要であるとする。アカウタビリティ限定
論は、アカウンタビリティの無制限な拡充は、企業
に情報操作の余地を与えるため好ましくなく、アカ
ウンタビリティは法的範囲に限定すべきであるとす
るものであり、社会的厚生の観点からそのコストの
吟味を抜きにしたアカウンタビリティの拡充に反対
するという効用最大化に基礎をおく経済学的なもの
である。
アカウンタビリティ限定論は、企業の情報操作の
余地を論拠するに止まり、また、効用最大化に基礎
をおくというその仮定自体の問題点から説得力の高
いものとはなっていないのが現状であるが、アカウ
ンタビリティ拡充論については、英国でのパブリッ
クアカウンタビリティ論に関する議論を発端に、社
会的アカウンタビリティ論としての議論が蓄積され
てきており、これらを検討することでアカウンタビ
リティ拡充論の持つ意味を明らかにしていく。

４．パブリックアカウンタビリティ論
英国のパブリックアカウンタビリティに関する議
論は、
「コーポレート・レポート」を契機に始まった。
１９７５年にディスカッション・ペーパーとして公
表された「コーポレート・レポート」は、パブリッ
クアカウンタビリティという概念を導入することで、
合理的な権利を持つ利害関係者を、従来から重視し
てきた投資家グループと債権者グループ、従業員グ
ループ、アナリスト・アドバイザリー・グループ、
取引先グループ、政府、一般大衆までに拡げた。こ
れは、アカウンタビリティ概念の拡充であり、パブ
リックアカウンタビリティ概念の成立と考えられる。
ここでは、企業を取り巻く多様なステークホルダー
に対して、単なる財務的・経済的・金銭的預託関係
を受託関係として捉えるだけでなく、非財務的責任
の履行が求められる。ここで、ステークホルダーと
は、企業・行政・NPO 等の利害と行動に直接・間接的
な利害関係を有する者を指す。
「コーポレート・レポート」を支える基本哲学は、
パブリックアカウンタビリティであり、公に報告は
することは人的・物的資源を支配するその規模の観
点から重要であるとみなされ、その活動の結果が社
会全体に対して経済関係を有する全ての経済的組織
体に義務となる責任であるとしている。公に報告す
る責任は、法制度による義務とは区別され、それよ
りも広いものとみなされており、それは経済組織体
が演じている共同社会の中での人的・物的資源の保
管的な役割りから生ずるとするのである。
「コーポレート・レポート」の公表後１年間は、

これに対する産業界からの反応が皆無であった。こ
の沈黙の背後には、従来からのアカウンタビリティ
を超えるアカウンタビリティの範囲拡大という義務
に対する抵抗であった。「コーポレート・レポート」
に対する理論的な側面での批判もある。これを代表
する Tricker の批判は、利害関係者に対する一般的あ
るいはパブリックアカウンタビリティという概念は
見せ掛けの要求を満たすためのものであるというも
のである。アカウンタビリティには、権力を行使す
る可能性に基づくアカウンタビリティを要求する権
利との特定、かつ、限定的な関係が含意されるべき
ものであるというのである。
「コーポレート・レポー
ト」において採用されている概念アプローチは、こ
のような問題を有しながらも、パブリックアカウン
タビリティ論の議論の発端となった。

５．ステークホルダーの多様化
ステークホルダーは、
「主要な」ものと「第二義的
な」ものとに分けられるとされるが、主要なステー
クホルダーとして、株主、従業員、債権者、供給業
者、小売業者、顧客、競争相手企業が挙げられ、第
二義的なステークホルダーとして、地域共同体、政
府地方自治体、外国政府、社会活動団体、メディア、
ビジネス調査機関、一般社会が挙げられている。こ
こで、主要なステークホルダーは、組織への潜在的
な脅威圧力を持ち、円滑な企業活動に対して支障を
きたさせる虞があるものとされ、第二義的なステー
クホルダーは、組織との潜在的な協働関係を有し、
円滑な企業活動に促進的に作用するものとされる。
今日、この第二義的なステークホルダーの重要性
が相対的に向上したものとなっている。企業は、従
来から重視してきた主要なステークホルダーに加え
て、第二義的なステークホルダーをも視野に入れる
必要があるのである。ここに、ステークホルダーを
「主要な」ものと「第二義的な」ものとに区分する
是非が問われなければならないが、本稿では、これ
をステークホルダーの多様化と捉えて以下の議論を
進めていく。企業の業種、業態、企業理念等により
企業毎に、これを取り巻くステークホルダーの重要
性が異なるという認識のもと、ステークホルダーの
多様化という概念を提示したのである。Daft も指摘
するように、所有者、従業員、顧客、債権者、地域
住民、供給業者、政府といったステークホルダーは、
企業に求めるものの判断基準が相違しており、多様
なステークホルダーの存在を認識することが企業に
は不可欠なのである。

６．アカウンタビリティ概念の論拠
「コーポレート・レポート」を契機に始まったパ
ブリックアカウンタビリティ論も、多様なステーク
ホルダーの視点を欠いており、今日においては大き

な欠陥を有していると言わざるを得ない。パブリッ
クアカウンタビリティ論は、アカウンタビリティの
対象範囲を多様なステークホルダーとした点では大
きな意義を有するものであるが、その対象範囲の拡
がりに対して社会的な合意を得ることができなかっ
た。ここでは、アカウンタビリティの対象範囲の拡
がりが、単に、情報提供義務を拡大したものとの理
解に止まっており、多様なステークホルダーとアカ
ウンタビリティの拡充の関係性が説明されていなか
ったのである。
アカウンタビリティの実践面での複雑性は、情報
提供義務を負う者と情報要求の権利を有する者の力
関係、さらには、これを取り巻く集団の問題も介在
することによる。アカウンタビリティの履行が主体
間の力関係によることは、情報のバルネラビリティ
から説明される。情報のバルネラビリティは、情報
を提供することによって、情報提供義務を負う者が
攻撃されやすくなることで、アカウンタビリティに
対する見返りあるいは保護がない状況下で、アカウ
ンタビリティをすることは、アカウンタビリティ以
前の力関係を前提とする限り、情報提供者側の力を
相対的に低下させ、情報要求の権利を有する者の力
を増大させることを意味する。
このようにアカウンタビリティは、情報提供義務
を負う者と情報要求の権利を有する者の間の力関係
を前提に議論されなければならない。それゆえ、ア
カウンタビリティは、情報提供義務を負う者と情報
要求の権利を有する者とでは異なる方向で作用する。
情報提供義務を負う者と情報要求の権利を有する者
の間で情報がやり取りされる場合、情報提供義務を
負う者にとってアカウンタビリティは義務であり、
情報要求の権利を有する者にとってアカウンタビリ
ティは権利を意味する概念である。アカウンタビリ
ティ関係の確立時においては、アカウンタビリティ
は、情報要求の権利を有する者にとっては情報提供
義務を負う者に対する能動的な概念であり、情報提
供義務を負う者にとっては受動的な概念として作用
する。しかし、実際にアカウンタビリティを履行す
る時点においては、情報提供義務を負う者はアカウ
ンタビリティを履行するという能動的な行為者であ
り、情報要求の権利を有する者はその行為に対して
受動的な立場にある。情報提供義務を負う者と情報
要求の権利を有する者の立場がアカウンタビリティ
関係の確立時とその履行時とで逆転するのであるこ
こにアカウンタビリティの実践面での複雑性が存す
るのである。
アカウンタビリティを巡る議論では、この複雑な
情報提供義務を負う者と情報要求の権利を有する者
の関係性に対して、法的概念であれ、規範的概念で
あれ、何らかのアカウンタビリティを所与のことと
して理論展開を行うが、この実践面での複雑性とい

う本質は見過ごされることが多い。アカウンタビリ
ティは、情報提供義務を負う者と情報要求の権利を
有する者の力関係を規定するある種政治的な問題で
あり、アカウンタビリティを課すことは、情報提供
義務を負う者の権力を制限すると同時に情報要求の
権利を有する者の権力を増大させることにほかなら
ず、情報提供義務を負う者はそれへの対抗として自
己を正統化するよう努めるのである。この権力とア
カウンタビリティの交錯とそこから生じる複合的現
象がアカウンタビリティ問題の本質であるとされる
のである。
情報提供義務を負う者がアカウンタビリティの履
行時に目標とする自己の社会的な正統化に関しては、
正統性理論によって説明される。正統性理論によれ
ば企業が社会で存在するためには、社会の中で是認
される行動規範にしたがっていることを示すことに
よって正統性を確保しなければならないが、アカウ
ンタビリティの履行は、まさに企業の正統性を社会
に対して説明する手段として理解できるのである。
このように理解すれば、情報提供義務を負う者にと
って義務的かつ受動的な概念であったアカウンタビ
リティに対して、彼らが能動的に対処する途を理論
的に示すことができるわけであるが、自己の正統化
の範囲が社会的な価値観や行動規範と合致している
かどうかは、再び情報要求の権利を有する者を含め
た社会の批判を仰がなければならない。

７．課題
本稿では、多様なステークホルダーというアカウ
ンタビリティの対象範囲の拡がりに対して、社会的
な合意を得る理論を提示するに至っていない。社会
に対するアカウンタビリティの論拠を明らかにする
上でこの点が課題である。今後、研究を継続してい
きたい。
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