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Ⅰ．はじめに

本稿は，米国公認会計士協会（American Insti-

tute of Certified Public Accountants:AICPA）

の倫理基準である職業行為規程（Code of Pro-

fessional Conduct）の性質を，社会的・歴史的

観点から検討するものである。従来，会計倫理

の先行研究においては，公認会計士という職業

の特性を明らかにするとともに，これを倫理学

や社会学等の枠組みに当てはめることによっ

て，会計倫理の根本的な原理を探る試みが研究

の主流であったように思われる。しかしなが

ら，現在のところ，このような研究は最終的な

結論やコンセンサスが得られていない状況にあ

る。

私見に依れば，以上のような，公認会計士に

とって何が望ましい行為であるかを決定する普

遍的な法則の存在を想定する研究には，一定の

限界があるように思われる。本稿においては，

このような立場に代わり，公認会計士にとって

いかなる行為が倫理的とされるかは，歴史的・

社会的なコンテクストに依存すると考える

（Preston et al．［１９９５］p．５０９）。すなわち，

会計倫理基準の在り方は，公認会計士という職

業の特性から演繹することによってのみ決定さ

れうるものではなく，それが生成および変更し

た特定の環境における歴史的・社会的条件にも

着目しなければならない。本稿においては，こ

のような問題意識のもと，ケーススタディに基

づいて倫理基準に関する検討が行われる。とり

わけ，米国公認会計士の職業行為規程［および

その元となった基準である「職業行為に関する

規則」（Rules of Professional Conduct），「職業

倫理規程」（Code of Professional Ethics）］のう

ち，公認会計士による広告行為について定めた

基準を検討の対象とする。

Ⅱ．国家間における相違―我が国倫理規則との

比較―

１．AICPA 職業行為規程における広告規制の

概要

AICPA 職業行為規程は，米国における公認

会計士の倫理基準として，とりわけ実務上の影

響力が大きく，権威のある基準である。米国の

会計倫理基準を扱う先行研究においては，この

AICPA 職業行為規程およびその元となった諸

基準を研究の対象とすることが通例となってお

り（e.g．盛田［１９７６］；八田［１９８７］；Preston

et al．［１９９５］），本稿においてもこれに倣うこ

ととする。

AICPA 職業行為規程は，会計士業務，産業

界，政府機関および教育機関に従事し，職業専

門家としての責任を履行するすべての会員に対

して，プロフェッションとしての行為の指針と

規則を提供するものであり（AICPA 職業行為

規程，序：構成，適用範囲および準拠）１），こ

れを正当な理由なしに逸脱する会員に対しては

１）本稿において，米国公認会計士協会職業行為規程
を引用するにあたり，その翻訳は主に AICPA
［１９９８］邦訳および八田［１９８７］を参考にしてい
る。
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職業行為規程

追加的ガイダンス

原則

規則

解釈指針

倫理裁定

ペナルティが課されることとなる。それは，逸

脱の内容に応じて，軽度の是正措置（例えば，

継続教育のプログラムの受講等）が求められる

こともあれば，AICPA からの永久追放もあり

得るとされる。とりわけ，AICPA からの除籍

は，州政府会計委員会（state boards of account-

ancy）からのライセンス剥奪を伴う可能性が

あり，会計士業務の継続を事実上不可能ならし

め得るものである。このような強力なサンク

ションの存在が，AICPA 職業行為規程の権威

の源泉になっているものと思われる（Jamnik

［２０１１］pp．２２－２３）。

AICPA 職業行為規程は，「原則」およ び

「規則」の２部から構成されており，このう

ち，「原則」は，「規則」を理解するにあたって

の（いわば，概念的な）枠組みを提供するもの

である。一方，「規則」においては，公認会計

士が業務を遂行するにあたっての具体的なルー

ルが定められており，こちらが事実上の強制力

を伴った基準と考えられよう（Lowe［１９８７］

p．７８）。加えて，AICPA は，これらの職業行

為規程に関するガイダンスとしての解釈指針

（Interpretations）を公表しており，また，特

定の状況において実際に規則や解釈指針がいか

に適用されるかを要約した倫理裁定（Ethics

Rulings）をも公表している。このような，公

認会計士の倫理に関する諸基準の関係を要約し

たものが図１である。

本稿の関心である広告行為に関しては，この

うち「規則」がもっとも重要なものとなる。

AICPA 職業行為規程の「規則」は，形式上５

部構成となっており，その内容は「Section

１００：独立性、誠実性および客観性」「Section

２００：一般基準と専門技術基準」「Section３００：

依頼人に対する責任」「Section４００：同僚に対

する責任」「Section５００：その他の責任と行

為」である。公認会計士の広告行為に関する基

準は，このうちの Section５００に属しており，

その内容は以下のようなものとなっている。

広告およびその他の懇請形態 会計士業務に

従事している会員は，虚偽的，誤導的あるい

は詐欺的方法による広告またはその他の懇請

形態により依頼人を獲得しようとしてはなら

ない。威圧的行為，欺瞞

的行為あるいは執拗な勧

誘行為による懇請は禁止

されている。（規則５０２）

これは後述するように，

かつての米国において採用

していた基準と比して，か

なり緩慢な広告規制となっ

ていることに留意された

い。この規程は，通常，今

日の公認会計士は，自身の

サービスを広告すること

を，それが虚偽的，誤導的

あるいは詐欺的でない限り

許されており，換言すれ

ば，法律に違反するもので

なければ，あらゆる広告行

出典：Whittington and Pany ［1995］ p.62.

図１ AICPA による倫理基準の体系
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為は事実上容認されているとする内容である

（Whittington and Pany［１９９５］p．７６）。

２．日本公認会計士協会（JICPA）における広

告規制

我が国においては，日本公認会計士協会によ

る倫理規則が，米国における AICPA 職業行為

規程と同等の役割を担っていると言えよう。そ

の構造上特筆すべき点としては，倫理規則が公

認会計士法に事実上組み込まれることによっ

て，法の庇護のもとにある点が指摘されうる。

すなわち，公認会計士法第４６条の２におい

て，我が国公認会計士は公認会計士協会の会員

となることとされており，同第４６条の３にお

いて，日本公認会計士協会の会員は，協会の会

則を守らなければならないと定められている。

この，日本公認会計士協会会則第４５条におい

て，会員は倫理規則を守らなければならないと

されているのである（羽藤［２００９］p．１８８；JICPA

倫理規則 p．３１）。

我が国倫理規則は三つの章で構成され，原則

として，第一章は概念的な枠組みを，第二章は

会計事務所等所属の会員に適用されるものを，

第三章は企業等所属の会員に適用されるものを

取り扱っている。広告行為に関する規程は第二

章において定められ，その内容は以下のとおり

である。

第２５条

会計事務所等所属の会員は，専門業務の広告を

行う過程において，正直かつ誠実でなければな

らず，会員の品位と信用を損なう次の広告をし

てはならない。

一 専門業務，資格又は経験に関して誇張した

広告

二 他の会員を誹謗中傷する広告又は比較広告

２ 会計事務所等所属の会員は，広告の方法及

び内容の適切さに疑問を感じた場合には，本会

に相談することを検討しなければならない。

米国における倫理基準と比較して大きく異な

るものとしては，第一に，比較広告を禁止して

いる点が挙げられよう。第二に，公認会計士の

品位を守るべきとする規定が存在する点であ

る。これらはいずれも，米国においては認めら

れ得なかった規定である。すなわち，米国公認

会計士にとっては許容されうる比較広告行為

は，我が国公認会計士にとっては誠実ならざる

行為として禁じられていると言えよう。

なぜこのような相違が生じるのかについて

は，一説によれば，日米における公認会計士を

取り囲む社会的環境の相違が原因であると考え

られているようである。すなわち，何事におい

ても競争の便益を重視する米国においては，公

認会計士の数も多く，彼らは依頼人を求めて競

争している（Mautz and Sharaf［１９６１］邦訳

p．２９３；千代田［１９９４］p．７３５）。依頼人が，広

告・宣伝を頼りに公認会計士の取捨選択を行

い，その選択の責任は依頼人が負うことを当然

とする社会であり，ここにおいて広告を制限す

ることは否定的に捉えられる。一方で，我が国

においてはそのような前提が存在せず，このよ

うな相違が基準にも反映されているという考え

方である（住田ほか［１９９９］p．２２）。

以上のように，米国公認会計士と我が国公認

会計士は，類似の業務に携わっているにもかか

わらず，類似の広告規制を採用しているわけで

はない。公認会計士の倫理基準を，その業務や

技術の在り方から演繹できるものと考える立場

からは，このような相違を説明することは困難

であろう。むしろ，両国の公認会計士をめぐる

社会的な環境の相違が，倫理基準を相違せしめ

ているのである。

Ⅲ．時系列上の相違―米国における会計倫理基

準の変遷―

米国および我が国の比較においてすでに示唆

されたように，公認会計士の広告行為に関する

倫理基準は，とりわけ社会的条件に左右されや

すい基準である。このことは，米国における当

２０１３．６ 会計倫理基準の性質に関する一考察 村上 129129（ ）
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該基準の歴史的変遷を観察することで，より明

確に示されるように思われる。

今日の米国においては当然のように見なされ

る公認会計士による広告行為であるが，かつ

て，それは弁護士や医師等の他のプロフェッ

ションにおいても同様であったように，業界の

指導者たちからの嫌悪の的であった（Carey

［１９４６］p．９７）。広告行為は懇請行為の一形態

であり，他の公認会計士の業務に対する侵害で

あ っ た（Buckley and Buckley［１９７４］p．

１９６）。米国公認会計士の倫理基準においても，

これをプロフェッションらしからぬ行為として

長年厳しく禁じてきたのである。

ところが，AICPA は，１９７８年４月，広告・

宣伝に関する規定を大幅に緩和することを決定

した（千代田［１９９４］p．７１）。このように，広

告行為が倫理的であるか否かは，歴史上のある

時点において１８０度の転換を経験したのであ

る。以下においては，広告規制の発展を，公認

会計士団体およびそれを取り巻く社会的コンテ

クストに注目しながら概観していくこととす

る。

１．広告規制の誕生とその強化―１９２２年から

１９７０年代半ばまで―

広告行為は，米国公認会計士の間においてと

りわけ論争的な議題であった。米国公認会計士

の指導者の間では，過度な広告行為がプロ

フェッションとしての公認会計士の品位を侵害

するとの見解が古くから存在し，一方でそれに

対する不満もまた，少なからず存在した。Pre-

vits and Merino［１９７９］によれば、このような

論争的な問題を実務上の解決へと導いたもの

は，競争を制限する規則はいかなるものであれ

公布すべきではないとする第一次世界大戦前の

社会的風潮であったとされる（Previts and Me-

rino［１９７９］邦訳 p．２２４）。すなわち，第一次

大戦以前の米国において，広告に関する倫理規

定を設定することは，不可能だったのである。

しかし，第一次大戦後，それまでの競争を重

んじる社会的風潮は一転することとなる。米国

における歯科医師に対して「公衆の健康や命に

関わる行為は，市場での競争下に置かれるべき

ではない」という法的判断が下されたことを始

めとして，１９６０年代までに，弁護士，薬剤師

などのプロフェッションの広告活動が次々に禁

止されていった。そこで懸念されていたのは，

広告の過熱による競争激化によってプロフェッ

ションとして正当な職務を遂行できなくなるこ

と，値下げ競争や広告費上乗せなどにより価格

が不安定化すること，商人化によりプロフェッ

ションとしての権威が失墜すること等であった

（奥田［２００７］pp．１２９－１３０）。このような時

代背景に後押しされ，当時の米国における公認

会計士団体の権威であり，AICPA の前身であ

る AIA（American Institute of Accountants）

もまた，プロフェッション団体として，広告の

規制への道を歩むこととなったのである。

第一次大戦以後の，いわば革新主義的な社会

的風潮の下，当時の政治家たちは，過度な競争

が公認会計士の有益な活動に害を及ぼすと考え

ていた。そこで，米国財務省は AIA に対し，

競争を制限する規約を定めるように働きかけた

のである。このような政治的環境のもと，専門

業振興委員会（Committee on Professional Ad-

vancement）が発足し，宣伝を自制する規約が

提案された（Previts and Merino［１９７９］邦訳

p．２２７；Edwards and Miranti［１９８７］p．３０）。

その内容は，以下の通りであった。

会計士はプロフェッションである。自画自賛

はプロフェッショナルでない（unprofes-

sional）。あらゆる宣伝はある程度自画自賛

とならざるをえない。したがって宣伝はプロ

フェッショナルでないので，会計士は宣伝を

自制するものとする（Previts and Merino

［１９７９］p．２１２；邦訳 p．２２７。但し，一部邦

訳に従っていない部分がある）。

１９２１年，AIA の評議会はこれを可決し，翌

経 済 学 研 究130130（ ） ６３－１
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年，広告規制は明文化されたのである２）（Chat-

field［１９７４］邦訳 p．１９９；Previts and Merino

［１９７９］邦訳 p．２２７）。

このような，公認会計士による広告の規制

は，１９４４年の改正までには，より厳密なもの

となった。当時の AIA の倫理基準における広

告に関する規則の内容は以下の通りである。

会員もしくは準会員はプロフェッションとし

ての技能あるいは業務を広告してはならな

い。事務所の所在地もしくは人事の変更通知

に関連して出す案内状は，名前，肩書き（米

国会計士協会会員，公認会計士，あるいは他

の職業関係もしくは名称），業務の種類，個

人の住所もしくは事務所の所在地の通知に制

限し，新聞に掲載する場合は幅２欄長さ３イ

ンチを超えてはならず，雑誌，人名簿，その

他同種公刊物に掲載する場合１ページの４分

の１を超えてはならない（Carey［１９４６］

p．８３；染谷［１９５２］p．１２５）。

続く１９４８年の改正および１９６５年の改正を経

て，１９７３年の改正に至るまでには，このよう

な広告規制強化の流れは頂点に達した。この当

時の広告に関する規則の内容は，以下のような

ものであった。

会員は，懇請行為によってクライアントを得

ようとしてはならない。広告は懇請行為の一

形態であり，禁じられる（Buckley and Buck-

ley［１９７４］p．１９６；Lowe［１９８７］p．８４）。

この規則が，米国公認会計士の歴史におい

て，もっとも厳格な広告規制であったと言えよ

う。ここにおいて公認会計士の広告行為は，全

面的に禁止されたのである。

２．広告規制の緩和―１９７０年代後半における

動向―

米国の会計倫理基準において，広告行為が緩

和される方向へと転換されたのは，１９７０年代

後半であった。この転換の背景としては，経済

のソフト化，サービス化に伴い知的専門職（知

的プロフェッション）がビジネス化，サービス

産業化したこと，および，プロフェッションの

活動の社会的影響力と重要性が高まったことな

どが挙げられる。これらの変化を受けて，顧客

に対する公平な情報手段としての広告に注目が

集まることになったのである（村上［２００２］

p．４５；奥田［２００７］p．１３０）。

また、「従来様々な『市場の失敗』に対処す

るために行われていた諸規制が，技術進歩等の

事情により不要になったり，本来の意味を失っ

て既存業者に利益を与えるだけの意味しか持た

なくなったという現象がしばしば見られるよう

になってきた」（川濱ほか［２００６］p．１）こと

への対処として，「市場に任せることが可能な

領域は市場に委ね，過剰な政府規制は止めよう

という規制緩和の動きが１９７０年代後半から世

界的な潮流となった」（川濱ほか［２００６］p．

１）こともその一因として挙げられよう。

以上のような１９７０年代後半の米国社会の潮

流の中にあって，連邦最高裁判所は，１９７５

年，ゴールドファーブ（Goldfarb）事件におい

て，知的プロフェッションと称する職業に対し

ても反トラスト法が適用になる，との判断を下

した３）。かかる判断がなされる以前は，シャー

マン法上の通商（commerce）は，営利を目的

２）これについて，当時の AIAにおける公認会計士
たちは，積極的にこの決定を支持したというより
は，むしろ財務省を通じた国家統制の脅威を阻止
するためにやむを得ず賛同したのではないかとも
考えられている（Previts and Merino［１９７９］
邦訳 p．２２７）。

３）反トラスト法とは，シャーマン法（司法省管
轄），クレイトン法（司法省と FTCとの共同管
轄），連邦取引委員会法(FTC管轄）の基本三法，
および関連諸法の総称である。シャーマン法は，
取引を制限するカルテル・独占行為を禁止し，そ
の違反に対する差止め，刑事罰等を規定してい
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として行われる商行為と定義されてきたため，

長年，知的プロフェッションの活動については

シャーマン法は適用されないと解釈されてい

た。そこで，知的プロフェッションの活動につ

いては，私的自治，職業倫理に基づく自主規制

による規律が大きな役割を果たしてきた。とこ

ろが，知的プロフェッションについても他の業

界とほぼ同等に反トラスト法，とりわけカルテ

ル規制が適用されることが明らかになったので

ある（村上［２００２］p．４５）４）。

公認会計士もまた，このような潮流の外で安

寧を維持することは叶わなかった。１９７７年，

連邦取引委員会（Federal Trade Commission;

FTC）は，公認会計士業界が競争の自由を制

限していないかどうかを調査した。また，司法

省（Department of Justice; DOJ）は，AICPA

が広告・宣伝や懇請行為を禁止していることに

ついての情報を要求した。同年，AICPA に

よって組織された広告行為に関する特別調査委

員会（task force）もまた，広告行為に関する

基準はもはや緩和されなくてはならないと結論

づけたのである。その結果，AICPA は，１９７８

年，その倫理基準を通じて５０年間にわたり禁

止していた公認会計士による広告・宣伝を認め

た の で あ る（Ostlund［１９７８］p．５９；Lowe

［１９８７］p．８４；千代田［１９９４］p．７１）。

なお，１９８８年に，AICPA はプロフェッショ

ンとしての品位に欠く広告を制限する規制をも

削除した。これもまた，FTC の見解に従うも

の で あ っ た と さ れ る（Wallace［１９９１］p．

１８９）。今日の規則５０２は，この１９８８年に採択

されたものを引き継いでいる。

３．小括

かつて，AICPA は，今日の我が国公認会計

士協会と同様に，比較広告や品位を欠く広告に

関する規制を認めていた。それどころか，あら

ゆる広告を禁止する時期すらあったのである。

米国の会計倫理基準において，公認会計士によ

る広告行為が倫理的か否かについては，歴史上

のある時点を境に極端な転換が為されてきた。

第一の転換点は第一次世界大戦後であり，これ

以後広告規制は強まっていくこととなった。第

二の転換点は１９７５年のゴールドファーブ事件

であり，広告規制は弱まることとなったのであ

る。

このような，会計倫理基準の非直線的な（不

規則な）発展は，それが置かれた社会的コンテ

クストに着目することによってのみ説明されう

るように思われる。例えば，１９６０年代の公認

会計士と１９８０年代の公認会計士では，広告を

る。また，クレイトン法は，シャーマン法違反の
予防的規制を目的としたものであり，連邦取引委
員会法は，不公正な競争方法を禁止するととも
に，連邦取引委員会の権限や手続等を規定したも
のである。（公正取引委員会ホームページ；上杉
［１９７０］p．１３）

４）ゴールドファーブ事件（ゴールドファーブ・
ヴァージニア州弁護士会事件最高裁判決（１９７５
年））において，「原告ゴールドファーブ夫妻は，
ヴァージニア州フェアファックス郡で，家屋およ
び敷地購入のため金融機関から融資を受けようと
した。金融機関は原告に対し，担保権設定のた
め，当該不動産の所有権上に登記が不要である担
保権(lien)があるか否かを確認する目的で弁護士
に所有権調査(title examination)を実施させ，
所有権証明書(title insurance)を入手することを
要求した」（村上［２００２］p．４６）。この所有権調査

を行う資格がある者は同州内の弁護士に限定され
ていた上に，「郡弁護士会の最低報酬規程による
と所有権調査に対する最低報酬は不動産価格の １
％と規定されていた。さらに，原告が同郡内の３６
名の弁護士に対し，手紙で右規程に定める報酬額
より低い報酬で所有権調査を引け受けるか否かを
問い合わせたところ，回答を寄せた１９名の弁護
士全員がその最低報酬規程に基づく報酬以下で所
有権調査を行うことを拒絶した」（村上［２００２］
p．４６）。

そこで，「原告らは，郡弁護士会によって公表
され，州弁護士会によってその遵守を要請されて
いる最低報酬規程が価格協定に該当しシャーマン
法１条に違反するとして，両弁護士会に対して同
規程の公表の禁止と損害賠償を求めて提訴した」
（村上［２００２］p．４６）。ここにおいて最高裁は，
弁護士会による最低報酬規程の公表等は，価格協
定に該当すると判示したのである。

経 済 学 研 究132132（ ） ６３－１

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／２０１３　経済学研究Ｖｏｌ．６３，Ｎｏ１／本文／８　０００～０００　村上様  2013.05.31 15.05.25  Page 132 



めぐりどのような行為が倫理的とされるかが異

なるが，両者の間には，会計・監査の技術に関

して大きな相違があったわけでもなければ，証

券市場において公認会計士が果たすべき役割に

大きな転換があったわけでもない。むしろ，そ

れは第一次世界大戦以後から続いた革新主義的

風潮および１９７０年代以降の自由主義的風潮と

いう社会的条件の相違（Preston et al．
［１９９５］p．５２２）があったにすぎない。広告行

為をめぐる公認会計士の行為に関して，何が望

ましいとされるかは，その業務の特性から演繹

的に決定されたのではなく，公認会計士が置か

れた社会的・歴史的コンテクストに依存して決

定されたのである。

Ⅳ．識者による相違―公認会計士の広告行為に

関する論点整理―

広告規制の強化あるいは緩和が容認されうる

か否かについては，長らく学界や実務界を巻き

込んだ一大論点であった。Wallace［１９９１］の

整理によれば，広告の利点として見なされてい

るものは，（１）競争価格の実現，（２）利用可能

なサービスや個人事務所，実務家についての公

衆に対する情報が増加すること，（３）公衆の

「知る権利」である。一方，欠点として認識さ

れるものは，（１）専門的技能に関する誇張と不

当表示により消費者へ低品質なサービスが提供

されること，（２）報酬についての欺瞞的広告へ

の懸念，（３）AICPA の会員のプロフェッショ

ナリズムの破壊，（４）詐欺的広告を防ぐ試みに

関する困難であるとされる（Wallace［１９９１］

p．１８８）。

以下においては，公認会計士の広告行為をめ

ぐる議論のうち代表的なものを取り上げ，若干

の検討を加えることとする。

１．Carey［１９４６］の見解―プロフェッション

の品位と広告行為―

規制強化の時代において，広告規制を支持し

たもっとも代表的な論者が，J. L. Carey であ

る。彼の職業倫理に関する考察は，それが拠っ

て立つ時代背景が今日のそれとは大きく異なる

ものの，今なお諸々の文献において引用されて

いる。Carey が会計職業倫理（およびそれを成

文化したものとしての倫理基準）の分野に与え

た影響は計り知れないものがあると言えよう。

Carey［１９４６］によれば，そもそも会計倫理基

準とは，以下のようなものである５）。

公認会計士における職業行為に関する規則

は，それが公認会計士の利益の為のみでな

く，彼らのサービスを受ける人々の利益，す

なわち公共の利益のためをも図っている点で

特異である。公認会計士の業務，すなわち財

務諸表に関する意見の陳述は，一面識もない

多数の人々に直接関係を持つものであるから

である。公認会計士の業務において公共の利

益を保護し社会の信頼を得ることこそ職業領

域を拡大する道であり公認会計士自身の利益

でもある。したがって，職業行為に関する規

則とは，一面においてこの職業が公共の利益

を保護するという公共に対する約束であり，

他面において個々の会計士の出来心に対して

この職業自らを保護するための掟なのであ

る。これが，職業行為に関する規則に依頼人

その他公共の信頼性を大ならしめんとするも

のと，公認会計士の間の秩序ある協調的関係

を維持せんとする意図を持つものが存在する

理由である（Carey［１９４６］pp．１－２）。

また，彼は，「プロフェッションとしての品

位」という概念を述べ，職業倫理を考察するう

えでの前提としている。すなわち，会計士は商

業的であってはならないと言われるのはなぜ

か，プロフェッションに求められる品位とは何

５）本稿において，Carey［１９４６］を引用するにあた
り，その翻訳は主として染谷［１９５２］および日下
部［１９５９］を参考にしている。
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かについての考察であり，それは以下のような

ものである。

職業行為に関する規則の内にある多くの規

定においては，ある前提が暗黙に示されてい

る。それは「プロフェッションは自らの品位

を保たなければならない」，あるいは「プロ

フェッションは商業主義的な汚れを避ける必

要がある」，あるいは単に「プロフェッショ

ンたるもの紳士でなければならない」と表現

される，一見堅物（stuffed shirt）とも思わ

れるような職業観である。これは，初期の公

認会計士が為した意図的で取り消すことの能

わぬ意志決定に由来する。すなわち，その職

務の性格から，商人としてではなくプロ

フェッションとしての実務を為し，プロ

フェッションの一員としての社会的認識を得

んと決意したその時，彼らは社会との取引を

したのである（Carey［１９４６］pp．６６－６７）。

また，一般に，依頼人は公認会計士の技術

的能力あるいはその誠実性について自ら判断

することはできない。会計士に仕事を依頼す

るとき，依頼人は全く自己を会計士の手に委

ねるのである。このことは，公認会計士と同

じく一般にプロフェッションと認められてい

る医師と患者の関係にも類似する。専門知識

を持たない者は誰も，何がなされるべきかを

決定することは叶わない。プロフェッション

集団こそが，専門知識を持たない者にとって

の適切な拠り所なのである。もし会計士が商

業活動の中心目的である利益追求を唯一の行

動の原動力とするならば，会計士に仕事を託

することはこれほど危険なことはない。依頼

者に会計士業と商業との区別を混乱せしめる

行為は明らかに会計士業全体の経済的社会的

基盤を揺るがすものなのである（Carey［１９

４６］p．６７）。

このような，プロフェッションとしての品位

という観点を持つ以上，Carey が公認会計士に

よる広告行為についてこれを容認しないのは当

然であった。Carey［１９４６］は当時の米国公認

会計士における倫理基準全般について論じた著

書であるが，そのうちの第１６節を広告に関す

る規定の説明に当てており，当該規定が存在す

る理由を以下のように述べている。

a）広告をしても効果がないこと。会計士の業

務は依頼人に個人的問題をも明らかにする

ことを求めるため，個人的によく知ってい

る会計士に依頼することが多い。

b）広告は適当でないこと。会計士業務は商品

ではないから，その価値は会計士の知識，

熟練，経験および実直さによるものであ

る。有形の製品の特色は広告することがで

きるが，本人の口から自分が腕達者で，熟

練，経験のある正直な人間であるというの

を信ずるものがどこにあろうか。通常便益

を受けた友人から紹介された会計士に依頼

するものである。

c）広告は商業主義のきらいがあること。プロ

フェッションの一員として認められること

こそ真に価値を持つものである。商売を

やっているかの如く行動することによって

益することはないのである。

d）広告は若い会計士の利益とならないこと。

業務を開始したばかりの若い会計士はとき

に，広告を禁ずる規則は，新競争者の出現

を阻むための従来からこの職業を営んでい

る会計士たちの共謀の結果であると疑うこ

ともある。しかし，もし広告が全面的に許

されるのであれば，大なる会計事務所は大

規模に広告するであろうから，若い会計士

の広告はまったくその影に隠れてしまうの

である（Carey［１９４６］pp．８５－８６）。

加えて，彼はしばしば「職業集団としての公

認会計士」という視座を強調している。公認会

計士による理知的な行為の方法とは，個人の経

験を強調することによって示されるのではな
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く，公認会計士全体としての行為の集合として

示され，それは社会における規範と同様に，個

人の利己的な衝動から集団の利益を守るもので

ある（Carey［１９４６］p．６８），とする考え方で

ある。ここにおいては，広告行為の禁止規定

は，いわば公認会計士という職業全体の観点か

ら（Stettler［１９７７］p．２７）考えることを要求

していたのである。

以上のように，Carey［１９４６］は，現実に存

在する広告規制について，それがなぜ存在する

のか，その正当性はどこにあるのかについての

解答を試みた意欲的な倫理研究であったと位置

づけることができよう。Carey の主張は，商業

主義とプロフェッショナリズム，あるいは個人

的利益と社会全体の利益といった二分法に立脚

し，それぞれが対立するという前提に基づいて

構成されている。すなわち，公認会計士がプロ

フェッションであることを鑑み，商業主義的か

つ個人主義的なきらいのある広告行為を避ける

べしとしているのである。

２．Sprague［１９７８］の見解―広告の有用性―

１９７０年代後半になると，広告規制に関する

議論は一層活発になった。それは，上述したよ

うな時代の後押しもあってか，広告行為を支持

するものから，それを非難するものまで多岐に

わたる。本節においては，前者の立場に依るも

のとして，Sprague の見解を取り上げることと

致したい。Sprague［１９７８］は，当時における

様々な広告規制を支持する意見を吟味した上で

それに反論する形式を取っている。それは，一

部においては，先に述べた Carey の見解に疑

問を投げかけるものである。例えば次のような

ものが挙げられる。

第一に，広告行為を禁じる議論の中には，

しばしば公認会計士のクライアントからの独

立性を守るために必要であると見なすものも

見受けられる。しかしながら，広告行為の禁

止規定は独立性規程より以前から存在する。

また，独立性規程のない法律家や医師にも広

告行為を禁じていることを鑑みれば，独立性

との関係から広告を禁じる議論は疑わしいも

のと言わざるを得ない。

第二に，監査業務等は，高度に技術的であ

るためにクライアントにはその品質を評価す

ることができないために，広告行為は往々に

して誤解を招きやすいものであるとの主張も

ある。たとえば，会計教育を受けていない顧

客が，いかにして監査が監査基準に沿ってい

ることを知り得ようか，とも言われる。だ

が，じつはこのことは広告がされていようが

いまいが，変わらないことである。しかも，

誤解を招く広告に対する問題は，すでに法

律，あるいは規制によって禁じられており，

それは以前広告規制が為されていなかった時

代に比してはるかに効果的なものとなってい

る。

第三に，広告への費用の投入は，財務的基

盤の脆弱な小規模事務所にとって不公平なも

のとなるという議論である。だがこれは，大

規模事務所と小規模事務所が同じ市場で競争

することを前提としている。周知の通り米国

の会計職業は法律家や医師と異なり，大規模

事務所と小規模事務所の格差が大きい。した

がってこのような議論は当を得ていないと言

えよう。

第四に，広告は効果がないとの議論は，今

日の会計士業務の拡大を鑑みれば，誤りとな

る。この議論については，広告による顧客の

獲得は単に顧客がある会計事務所から他の会

計事務所に移動したにすぎない，すなわち，

会計職業全体としての利益は変わらないた

め，広告に投入した費用は全体としてみれば

金銭の浪費であるという説明もなされるが，

これは会計士業務の成長や拡大がないことを

前提としている（Sprague［１９７８］pp．４６４－

４６８）。

Sprague はまた，当時における会計事務所の
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非監査業務の拡大を背景に，以下のように指摘

する。

公認会計士による専門的業務の約半数は，

経営コンサルティング会社，銀行，保険会社

等に対し，競争面で不利な立場にある。ま

た，公認会計士の提供するサービスに関する

未開発の市場の範囲は，広告を含むマーケ

ティングの手法を利用することなしでは知ら

れえず，またおそらく究明されることもない

であろう（Sprague［１９７８］p．４６６）。

このような，他の業界との競争を勘案した上

で広告行為に関する倫理基準を設定すべきとい

う視点は，規制強化の時代にはあまり見られな

かった見解であり，注目に値すると言えよう。

以上を考慮し，Sprague は，広告行為は容認

されてしかるべきと結論づけている。また，彼

は，「いずれにしても広告規制を禁止する政府

の行動は切迫しているように思われる」（Spra-

gue［１９７８］p．４６９）と付言しているが，この

予言は直ちに実現の運びとなったのである。

Sprague［１９７８］は，それまで当然のごとく

受け入れられてきた広告規制について，その正

当性が再検討・修正されなければならないこと

を鋭く指摘した著作として位置づけることがで

きよう。Sprague の見解は，前節における Carey

の見解のすべてを否定するものではないもの

の，広告は効果がないという観点，会計士業務

に明るくない依頼人を保護するという観点，お

よび顧客の基盤の弱い若年会計士（小規模事務

所）への配慮という観点等には真っ向から対立

するものであった。

３．Hermanson et al ．［１９８７］の見解―広告

行為がもたらす経済的帰結―

１９８０年代の米国における公認会計士業界の

特徴としては，MAS（management advisory

services）業務の拡大や，会計事務所間の競争

の過熱が挙げられよう（“Annual Meeting Re-

port”, Journal of Accountancy, December１９８５

p．６０；千代田［１９９４］pp．９８－９９）。このよう

な，変わりゆく公認会計士業界の内にあって，

広告行為の是非は再び議論の対象とされたので

ある。

すでに述べたように，１９８０年代になると，

広告規制の緩和はもはや抗い難いものとなりつ

つあったが，これを望ましくない傾向であると

考える論者も少なからず存在したようである。

このうち，広告規制緩和の経済的帰結という観

点から広告規制の在り方について論じたもの

が，Hermanson et al．［１９８７］である。

Hermanson et al．［１９８７］は，公認会計士業

界が商業主義化しつつあること，および会計事

務所間における広告競争がこの商業主義化と無

縁ではないことを指摘したうえで，公認会計士

の広告行為について，次のように記している。

例えば，法律家による積極的な広告は，プ

ロフェッション全体に否定的な印象を与える

傾向にあり，それでいて，それがもたらすも

のは低い報酬である。プロフェッションが収

益性に関心を持つことは一経済人としては当

然のことであるが，しかし他の経済人と異な

り，彼らは何よりも公共の利益に仕える義務

がある。薬剤師や法律家のように，会計士は

今日，競争の悪しき一面を享受している（Her-

manson et al．［１９８７］p．１４）。

公認会計士による広告のいくつかは，製品

の差別化を目指したものであり，それはある

会計事務所のサービスを他の会計事務所の

サービスと区別する試みであった。だが，公

認会計士にとっての伝統的な業務である監査

業務に関しては，いずれの事務所も同一の形

式的な基準に忠実でなければならないため

に，事実上の製品差別化は存在し得ない。し

たがって会計事務所はそれらの監査サービス

を品質ではなく価格において差別化すること

を試みてきたのであった。しかしながら監査

の費用を切り下げることは困難とは言わない
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までも危険を伴う。結果，会計事務所は高品

質な監査の実施よりも，より採算が取れるそ

の他の業務に注力するようになるのである

（Hermanson et al．［１９８７］p．１５）。

会計事務所における，監査関連業務から得

られる収益の比率は下がり続けている。監査

関連業務は次第に，コンサルティング業務等

の，他のサービスを売るための足掛かりとし

てその一義的な意味を与えられるようになる

だろう。会計プロフェッションをコンサルタ

ントと区別する権威は監査関連業務にある。

この監査関連業務を特売品（loss leader）と

して商品化するようでは，長期的に見て会計

事務所の発展は望めないのではないか６）

（Hermanson et al．［１９８７］pp．１７－１８）。

以上のような，Hermanson et al．［１９８７］

の主張において特筆されるべきは，それが公認

会計士の監査業務にもたらす経済的な帰結に着

目している点にあると言えよう。すなわち，広

告行為および公認会計士間の激しい競争それ自

体の是非というよりは，むしろそれが将来公認

会計士なる職業にどのような負の影響を及ぼす

かに言及しているのである。Hermanson らに

とっては，広告行為，とりわけ比較広告のよう

な監査報酬の値引き競争につながるような行為

は危険なものであった。

このように，Hermanson et al．［１９８７］は，

広告規制撤廃の弊害としての商業主義的傾向と

その帰結について懐疑的な考えを述べた上で，

以下のように締めくくっている。

収益性のある監査は，公認会計士をして監

査機能に注力せしめるであろう。我々は，健

全な経済システムにとって監査は不可欠であ

ることを再認識しなければならない。監査業

務における公認会計士のプロフェッショナリ

ズムとその品質は，未来にむけての重要な関

心事である（Hermanson et al．［１９８７］p．

１９）。

４．アンダーソン委員会［１９８６］の見解―法的

制約との折り合い―

１９８０年代，AICPA は，公認会計士の行動規

範である職業基準（professional standards）に

ついて，監査基準と職業倫理規程の両面から，

継続的な見直しを行った。このうち職業倫理に

ついて，AICPA は，１９８３年，ジョージ D．ア

ンダーソン（George D. Anderson）を委員長

とする「公認会計士の職業行為基準特別委員

会」（通称，アンダーソン委員会）を設置し，

会計プロフェッションが直面する問題として，

当時の倫理的基準の有効性と，質の高い業務お

よび公共の利益に対する達成度を包括的に評価

することを課したのであった。かかる任務に応

えて，アンダーソン委員会は，２年半の歳月に

わたる検討の後の１９８６年４月，実質的な改善

を求める一連の勧告を盛った報告書を答申した

のである（八田［２００３］p．１８５）。これが，公

認会計士の職業行為基準特別委員会報告書『変

動する環境下において職業専門家としての評価

を確立するための職業基準の再構築（Report of

the Special Committee on Standards of Profes-

sional Conduct for Certified Public Account-

ants, Restructuring Professional Standard to

Achieve Professional Excellence in a Changing

６）なお，先に述べた Spragueによる，会計事務所
の提供する未開発の市場における広告の議論と，
Hermanson et al．［１９８７］の製品差別化に関す
る広告の議論の間には，広告の目的に関する認識
の相違があるため，整理しておくことと致した
い。

広告規制の問題を考察するにあたっては，広告
の目的を，それが顧客に情報を提供するものと商
品の差異化をもたらすものに分類することが有益
であるとされる。すなわち，広告には（１）情報
の流布，（２）商品の差異化という異なる二つの目
的 が あ る（奥 田［２００７］p．１３４）。Spragueの 議
論は（１）を前提に未開発の市場に関する広告規
制 に 反 対 し て い る が，Hermanson et al．
［１９８７］が論点としているのは（２）に関するも
のであり，両者は広告という行為の異なる側面を
それぞれに論じている点に注意されたい。
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Environment)』（以下，『アンダーソン委員会

報告書』）であった。

このアンダーソン委員会報告書は，１９７０年

代後半からの広告規制の展開を総括して以下の

ように述べている。

かつては，プロフェッションと称されるも

のには，自ら行為規則を採択しそれを実施す

る能力があると見なされており，また，これ

が問題とされることはなかった。公認会計士

の行為規則については，全体としては遵守さ

れていた。というのは，会員同士の間でお互

いに遵守しようとの圧力があったからであ

り，また，尊敬され，かつ，責任能力のある

プロフェッションの一員であるとみなされた

いと，公認会計士の誰もが願っていたからで

ある（AICPA［１９８６］邦訳 p．３２）。

しかし，やがて，こうした公認会計士の行

為規則の一部が競争を妨げるものであるとし

て異議が唱えられた。すなわち，連邦最高裁

判所は，１９７５年，ゴールドファーブ事件に

おいて，プロフェッションと称する職業に対

しては反トラスト法適用の免除はない，との

判断を下したのである。その結果，AICPA

は，協会の法律顧問の助言に基づき，広告と

懇請を禁止した規程を修正して，法律に合わ

せた。その結果，広告と懇請は増大したので

ある（AICPA［１９８６］邦訳 pp．３２－３３）。

ある行為規則が法律上の影響を受けること

が確定するや否や，他の明らかに強制力のあ

る行為規則の遵守についても，ある程度，こ

れらの規則を無視しようとする動きが起こっ

た。このような動きは，近年の職業倫理規程

が，公認会計士の行動と業務に対して，規程

本来の目的どおりの影響力に疑問を投げかけ

ているのである（AICPA［１９８６］邦訳 p．

３３）。

このような観点から，「最近の裁判所の判決

によって，専門職業団体はその所属員を規制す

るための基準を完全に自由には設定できなく

なっている。かかる団体は，広告と懇願を禁止

した規則を修正もしくは削除しなければならな

くなっており，成功報酬と手数料に関する規則

といった，その他の規則についてもその合法性

が問題とされている」（AICPA［１９８６］邦訳

pp．２７－２８）こと，および，その結果，従来の

プロフェッショナリズムに対して新たな圧力が

生じてきたことをもって，アンダーソン委員会

は，これを「法律上の制約」（AICPA［１９８６］

邦訳 p．２７）と位置づけている。

アンダーソン委員会がいかなる意図を持って

制約と名付けたのかは不明であるが，制約と

は，およそ自由な活動を阻害する類のものを意

味する言葉であろう。したがって，アンダーソ

ン委員会は，広告行為に関する規程の緩和を，

概ね本来の職業倫理の志向に抗う好ましくない

ものと考えていたと言えよう。一方で，法的環

境に対する配慮という観点から，これをやむを

得ないものと結論づけたと考えられる。

５．小括

以上のように，かねてより公認会計士の倫理

基準による広告規制が容認されうるか否かにつ

いては，論者によって大きな隔たりがあり，こ

の問題について決定的な解答を与えることので

きる理論的根拠は存在しなかったと言えよう。

一方においては，公認会計士による広告行為を

規制することは，監査業務の価値やプロフェッ

ショナリズムを守るために必要であるとされ，

また一方においては，それは競争による便益を

抑制しているとされた。双方の主張は，ともに

公認会計士業界の発展をその正当性の根拠とし

ているように思われるが，広告行為を倫理上ど

のように位置づけるかについての結論は正反対

である。このような広告規制に関する賛否は，

とうとう決着を見ることなく今日に至り，米国

においては今や議題に上ることもなくなってい

るようである。すなわち，この問題について

は，論者によって論理的な解答がもたらされる

経 済 学 研 究138138（ ） ６３－１

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／２０１３　経済学研究Ｖｏｌ．６３，Ｎｏ１／本文／８　０００～０００　村上様  2013.05.31 15.05.25  Page 138 



こともなく，公認会計士なる職業の特性を基礎

とした一定の法則がこれを解決するようなこと

もなかった。広告行為の是非については，何を

もって倫理的とするかの統一的な見解が得られ

ないままに，社会的条件，とりわけ法的環境と

の整合性を求めて実務上の解決が図られること

で幕引きとなったのである。

Ⅴ．結語

AICPA 職業行為規程規則５０２は，歴史的な

紆余曲折を経た基準であり，今日においてその

内容は大幅に緩和されたものとなっている。他

方で，比較広告を禁止し，公認会計士の品位を

守る規定が残されている我が国倫理規則におい

ては，公認会計士間の協調を確保せんとするか

つての米国にも似た考え方が残されているとも

言えよう。しかし近年，このような規制は WTO

からの圧力に晒されているとも言われている

（住田ほか［１９９９］p．２２）。この点において，

広告規制の在り方を問う米国における論争は，

我が国にとっていわば「古くて新しい問題」な

のである。

本稿においては，AICPA 職業行為規程規則

５０２を中心として，公認会計士の広告行為に関

する倫理基準の相対主義的性質が指摘された。

第一に，公認会計士による広告行為の在り方

は，国や地域によって異なるものである点が示

され，第二に，それは時代の潮流に合わせて形

を変えうるものである点が示された。第三に，

それは論者の間においても統一的な見解が存在

しない点，従ってまた，現実に問題を解決する

ことの出来る決定的な理論が存在しない点が確

認された。換言すれば，公認会計士の広告行為

については，何を持って倫理的とするかについ

てのコンセンサスが存在せず，むしろそれは社

会的・歴史的コンテクストに依存してその内容

を変えうるのである。

以上のような，コンテクストに依存する性質

を持つ倫理基準の存在は，会計倫理研究におい

ては多様なアプローチが要求されることを示唆

しているように思われる。すなわち，本稿にお

いて検討されたような，社会的条件に左右され

やすい基準については，普遍的な論理や法則を

探求するアプローチが効果を発揮しない可能性

がある。ここにおいて会計倫理研究は，倫理基

準設定主体の置かれた環境，とりわけ歴史や社

会，法といった諸条件に基礎を置いたアプロー

チによって補完される必要があるのである。
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