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� はじめに

１． 研究の背景

原価企画は，トヨタ自動車が１９６２年に発売

したパブリカを開発する際に独自に構築した日

本の管理会計手法として高く評価されている１）。

河田［２０１０］によると，今日では，原価企画

は，日本だけでなく，海外でも日本企業の競争

力の源泉として認知され，多くの研究がなさ

れ，実務に導入する企業も増えてきているとい

う（河田［２０１０］，２０６頁）。

しかしながら，加登［１９９７］は，原価企画に

関する日本および海外の研究には，原価企画の

体系理解の欠如，原価企画の本質理解の不十分

さなどの問題が存在することを指摘している

（加登［１９９７］，３１頁）。原価企画は，他の多

くのマネジメント手法の実務と同様に，環境に

応じて変化するため，実務でのバリエーション

は多様であると考えられる。そのため，原価企

画の定義にも多様性が認められる。日本におけ

る原価企画の研究においては，多くの文献に引

用されている二つの有力な定義がある２）。

一つは，神戸大学管理会計研究会［１９９２］に

よる原価企画の定義である。そこでは，「原価

企画とは，原価発生の源流に遡って，VEなど

の手法をとりまじえて，設計，開発さらには商

品企画の段階で原価を作り込む活動である」と

定義されている。

もう一つは，日本会計研究学会の原価企画特

別委員会［１９９４］による定義である。そこで

は，「原価企画は様々な発展段階を経ながら，

究極的には『製品の企画・開発にあたって，顧

客ニーズに適合する品質・価格・信頼性・納期

等の目標を設定し，上流から下流までのすべて

の活動を対象としてそれらの目標の同時的な達

成を図る，総合的な利益管理活動』として行わ

れる」と定義されている。

以上からわかるように，この二つの原価企画

の定義には，共通している点もあれば，異なっ

ている点も見られる。

さらに，今日では，原価企画は製造業だけで

はなく，建設業，サービス業，などにおいても

注目されるようになってきた３）。谷守・田坂

［２０１３］においては，サービス業の原価企画を

「新サービスの企画・設計の段階で目標利益を

設定し，原価の作り込みを図る戦略的コスト・

マネジメント活動」と定義している（谷守・田

坂［２０１３］，６７頁）。すなわち，原価企画の定

義の内容は，企業が置かれている業界によって

も異なる。

このように，原価企画の定義が一意に示され

ていないため，原価企画に対する理解がより難
１）パブリカの開発に，原価企画の起源を求める論
者は，門田［１９９３］，田中（隆）［１９９４］，前田［２００６］
などが挙げられる。

２）本稿に取り上げられる１０６個の定義のうち，日
本会計研究学会［１９９４］の定義は３９回，神戸大学
管理会計研究会［１９９２］による原価企画の定義は６
回引用されている。

３）例えば，建設業に注目する論文は宍戸［２００４］，
宮 本［２００４，２００６］，木 下［２００６，２０１１］，田 坂
［２０１０a］など，サービス業に注目する論文は妹
尾・福島［２０１２］などが挙げられる。
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しくなる。時には，誤解される可能性もある。

佐藤［２００９］は，「原価企画の定義が曖昧で

あるなど，本当の意味で実践している企業は少

ない。私自身の経験でいえば，コンサルタント

として大手企業約１５社を指導してきたが，本

質的原価企画を実践していた企業は皆無だっ

た。こうした実態に比べて統計上の数字が高く

出るのは，恐らく『原価企画を導入していない

と答えるのは恥ずかしい』とする見えが働いて

いるものと思われる」と述べている（佐藤

［２００９］，１１４頁）。

このように，原価企画の定義が多様であるた

め，企業に導入する際に，「何をすれば原価企

画を導入したと言えるのか」という判断基準も

論者によって異なる。さらに，原価企画の定義

が一意に確定できないまま，海外でも原価企画

は研究・活用されているが，このような状況の

もとでは，「海外において，原価企画は正しく

理解されているのか，誤解されてはいないの

か」などの懸念が生じる。

２． 研究目的

原価企画の定義は多様であり，具体的な内容

についても部分的に異なっている。このよう

に，原価企画の定義が多様なものとなる理由と

しては，企業が置かれている状況により，原価

企画の実践が多様なものとなってしまうという

ことが考えられる。また，多様な原価企画実践

の中で，各論者が重視する原価企画の要素が異

なるということも考えられる。しかしながら，

どのような原価企画実践においても，備えるべ

き原価企画の共通の要素が存在しているはずで

ある。

以上の問題意識を踏まえ，原価企画の定義に

関する先行研究を整理することによって，どの

ような原価企画実践においても，備えるべき共

通の要素で構成された原価企画の定義を提示す

ることを本稿の目的とする。この目的を達成す

ることによって，「何をすれば原価企画を導入

したと言えるのか」という判断基準を示すこと

ができるものと考えられる。

３． 研究の方法

上述の研究目的を達成するために，本稿で

は，以下のような研究方法を採用した。

（１） CiNii のウェブサイトで，「原価企画」と

いう語彙をタイトルに含んでいる文献を

検索した。その結果は３４８件であった。

（２） その中で，本文中に原価企画の定義を明

確に示していた文献は９６件であった。

（３） この９６件の文献の中で，論者自身が提

示した定義，あるいは，他の文献から引

用することで当該文献における定義とし

ていたものは，合わせて１０６個であっ

た４）。

（４）１０６個の原価企画の定義を分解し，大き

く，「新製品」，「源流管理」，「ツール」，

「ライフサイクル・コストへの意識」，

「市場志向」，「関連組織」，および，「目

的」という七つの要素に集約した。各要

素の詳細な内容は，第二章で検討してい

く。

（５） 昔から現在に至るまで変わらず重視され

ている要素と，論者および時代の変化な

どによって重視される程度が異なってい

る要素に分類し，それぞれについて検討

していく。

（６） 特に時代の流れによって重視される要素

に変化があるかどうかを確認するため

に，日本会計研究学会特別委員会による

原価企画の定義が公表された年と初めて

加工組立型産業以外の業界を取り上げた

学術論文が登場する年，すなわち，１９９４

年と２００４年を区切りとして，三つの年

代区分に分けて検討することにした。

まず，１９９４年に，日本会計研究学会

の原価企画特別委員会が「報告草案」を

取りまとめ，その要旨を同学会の全国大

４）１本の論文において，狭義と広義の定義がある場
合は，二つの定義としてカウントされる。
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会で報告した５）。この報告は，日本会計

研究学会の特別委員会の見解として，そ

の後の原価企画研究に大きな影響を及ぼ

した。この学会の定義は，当時新たに注

目をされ始めていた要素を取り込んだも

のとなっており，特に研究者たちの原価

企画に対する認識に大きな影響を与えて

いると考えられる。

また，田坂［２０１２］によると，原価企

画は加工組立型産業で行なわれている技

法だったが，近年になってきてから，加

工組立型産業以外の業界でも普及してい

る傾向が見られているという（田坂

［２０１２］，６２頁）。学術上は，加工組立

型産業以外の業界で原価企画が導入され

た事例として，一品生産を中心とした建

設業界での研究が比較的早く注目される

よ う に な っ た（宍 戸［２００４］，宮 本

［２００４，２００６］，木下［２００６，２０１１］，田坂

［２０１０a］など）。CiNii で確認すると，

「原価企画」という語彙をタイトルに含

んでいる３４８件の文献の中で，加工組立

型産業以外の産業で初めて注目されたの

は建設業界である。本稿では，初めて加

工組立型産業の以外の業界を取り上げた

論文が登場する時期，すなわち２００４年

を原価企画の研究にとって重要な区切り

と考えた６）。

� 原価企画の定義の要素分解

１． 原価企画の七つの要素

本稿では，原価企画の主要な要素を分類する

ために，その視角を明確に提示している田坂

［２００８a］および伊藤［１９９６］を参考にする。

田坂［２００８a］によると，原価企画の発展段

階を区分するメルクマールは，A①「目的」，

A②「ツール」，A③「関連組織の考え方」，A

④「戦略性」の４点にあるという（田坂［２００８

a］，２頁）。

伊藤［１９９６］によると，原価企画の定義の主

要な論点は，B①「原価企画のねらい」，B②

「原価企画の対象プロセス」，B③「原価企画

における原価の範囲」，B④「原価企画の達成

課題」，B⑤「原価企画の関連組織」という五

つの要素があるという（伊藤［１９９６］，１１１頁）。

田坂［２００８a］は，A①「目的」について

「原価低減に重点をおいた時代，次に利益の作

り込みの時代，さらには利益創造の時代という

ように原価企画の目的に重点の相違がみられ

る」（田坂［２００８a］，２頁）と指摘した。伊藤

［１９９６］は，B①「原価企画のねらい」につい

て，「ほとんどの研究者は利益の作り込み活動

と原価低減活動の両方に原価企画のねらいがあ

るとしている」（伊藤［１９９６］，１１２頁）と指摘

している。そこで，本稿では，A①とB①を

参考にして，この要素を「目的」と表現し，更

に「原価管理」と「利益管理」という二つのサ

ブ要素に区分した。

田坂［２００８a］は，A②「ツール」について，

「（原価企画の）目的の変化は，それを達成する

ためのツールの変化として捉えることもでき

る」（田坂［２００８a］，２‐３頁）と指摘した。こ

こでいうツールとは，VEやコスト・テーブル

のことを指している。本稿では，この要素を

「ツール」と表現することにした。

田坂［２００８a］は，A③「関連組織の考え

方」について，「（原価企画の）目的の変化は，

原価企画を実施する主体にも影響を及ぼす」

（田 坂［２００８a］，３頁）と 指 摘 し た。伊 藤

［１９９６］は，B⑤「原価企画の関連組織」につ

いて，「原価企画の定義の中で，組織の重要性

を認識し，これを明記しているのは，櫻井

５）１９９６年に，正式の「委員会報告書」とする『原
価企画研究の課題』が森山書店から出版されて
いる。

６）もちろん，この時代の区切りはあくまで学術上
のものにすぎず，実務上の波及の時期とは一致
していない。ただし，本論文は学術上の定義を
検討しているので，学術論文で注目された時期
を重視して時代区分を設定した。

２０１４．１２ 原価企画の定義に関する再検討 趙 65 183（ ）



［１９９４］である。…櫻井は，『技術，生産，販

売，購買，経理など企業の関連部署の総意を結

集して』というように，原価企画に携わる組織

として，ほとんどすべての部門が関わることを

示している」（伊藤［１９９６］，１１３頁）と指摘し

た。そこで，本稿では，A③とB⑤に関連す

る要素を「関連組織」と表現することにした。

田坂［２００８a］は，A④「戦略性」につい

て，「コスト優位と差別化の同時達成を目指す

だけでなく，グローバル化による競争の激化を

考慮する必要がある」（田坂［２００８a］，３頁）

と指摘した。伊藤［１９９６］は，B④「原価企画

の達成課題」について，「原価企画活動によっ

て達成を求められる内容のことである。…顧客

ニーズによる要求品質，納期遵守、信頼性確

保，低価格などを盛り込むことが重要である。

これらはいずれも，外部環境の問題であり，市

場との関係から求められる達成課題である」

（伊藤［１９９６］，１１３頁）と指摘した。そ こ

で，本稿では，これらの内容を簡潔に「市場志

向」という要素として表現することにした。

伊藤［１９９６］は，B②「原価企画の対象プロ

セス」について，「源流段階の製品開発を対象

とすることは間違いないが，具体的にどこまで

のプロセスを対象とするかが論点となる」（伊

藤［１９９６］，１１２頁）と指摘し，具体的には，

企画，開発，設計から初期流動段階を含む製品

開発の全プロセスであるという見解をとってい

る。その見解は，岡本ほか［２００９］が「源流管

理」と呼ぶ「量産体制以前の活動」（岡本ほか

［２００９］，２２７頁）と同義である。そこで，本

稿では，この要素を「源流管理」と表現するこ

とにした。

伊藤［１９９６］は，B③「原

価企画における原価の範囲」

について，「原価企画活動で

対象としている活動と原価の

範囲は，ライフサイクル全体

なのである」（伊藤［１９９６］，

１１２頁）と指摘している。本

稿では，この内容を「ライフサイクル・コストへ

の意識」という要素として表現することにした。

本稿では，１０６個の定義を細かく分解し，そ

れらを「源流管理」，「ツール」，「ライフサイク

ル・コストへの意識」，「市場志向」，「関連組

織」，および，「目的」という六つの要素に集約

した。また，本稿の１０６個の定義を検討してい

く中で，「新製品」に関連する内容について言

及されているものが多数見受けられたが，これ

は上記の六つの要素に分類することができない

ため，単独で一つの要素として設定した。した

がって，本稿では，原価企画の定義を，「新製

品」，「源流管理」，「ツール」，「ライフサイク

ル・コストへの意識」，「市場志向」，「関連組

織」，および，「目的」という七つの要素に集約

して整理することとした。

以上の内容を整理したものが表１である。

以下では，この七つの要素が原価企画の定義

にとって必須要素であるかどうかについて検討

する。ここでの必須要素とは，あらゆる原価企

画実践において，必ず備えておくべき要素のこ

とをいう。このような必須要素については，古

くから現在に至るまで，多くの論者に重要視さ

れているはずである。以下では，１０６個の定義

の要素分解による統計に基づいて，この点につ

いて確認をしながら議論を進めていくこととす

る。他方，必ずしもあらゆる原価企画実践にお

いて備えられている必要はなくとも，ある特定

の原価企画実践において備えることで有益とな

る要素を，必須要素とは区別して，ここでは

「機能を向上させるための追加的要素」（以

下，「追加的要素」と呼ぶ）としたい。した

がって，以下で，原価企画の要素を，必須要素

田坂［２００８a］ Ａ① Ａ② Ａ③ Ａ④ ― ― ―

伊藤［１９９６］ Ｂ① ― Ｂ⑤ Ｂ④ Ｂ② Ｂ③ ―

本稿

目的

ツール
関連

組織

市場

志向

源流

管理

ライフサイクル・

コストへの意識
新製品原価

管理

利益

管理

表１ 原価企画の七つの要素
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と追加的要素に分類しながら検討を進めていく

ことにする。

２．「新製品」要素

「新製品」要素の傾向を表２のようにまとめ

た。

表２からわかるように，「新製品」という要

素は，１０６個の定義のうち３割強に含まれてい

て，年代ごとの割合は大きく変わってない。最

初の原価企画は，「パブリカ」のように，新製

品の開発に使われていたが，近年では，新製品

だけではなく，既存製品のバージョンアップ

や，サービス業の場合の新サービスなどについ

て適用する場合もありうる。そのため，多くの

定義の中では，「新製品等」という語彙を使っ

ているか，あるいは，新製品等という意味合い

で「新製品」という語彙を使っている。すなわ

ち，原価企画の対象は，必ずしも新製品のみで

はない。その対象は，企業の特性や，企業がお

かれている業界によって異なる。したがって，

「新製品」という要素は，原価企画の定義に

とっての必須要素とはいえない。

３．「源流管理」要素

岡本ほか［２００９］によると，源流管理とは，

量産体制以前の活動であるという。

本稿で取りあげた１０６個の原価企画の定義を

見ると，源流管理を示すために，企画立案段

階，開発段階，商品開発構想，設計段階，試作

段階，試作図面作成，量産図面作成，生産移行

準備，生産開始まで，製造段階の初期段階，な

どの様々な表現が用いられている。論者によっ

て，源流段階の分類方法や呼び方などは，微妙

に異なっているが，本稿では，源流管理を企画

段階，設計開発段階，試作段階，生産移行準

備，製造段階の初期段階という五つの段階に区

分し，１０６個の定義をこの五つの段階にした

がって分類し，表３のように整理した。なお，

産体制以前の少なくとも一つの段階に関する活

動について言及がある定義は，「源流管理」と

いう要素を考慮しているものとしてカウントし

た。

表３からわかるように，「源流管理」という

要素は，１０６個の定義の約９割に含まれてお

り，昔から現在まで変わらず高い割合で続いて

いる。その中でも，「企画段階」と「設計開発

段階」が特に注目されている。Fabrycky and

Blanchard［１９９１］では，製品のライフサイク

ル・コストの発生と確定について，図１のよう

に，商品企画・構想設計，詳細設計・開発，生

産，製品の使用・廃棄・処分の各段階ごとに整

理した（Fabrycky and Blanchard［１９９１］，１３

頁）。ここで示されているように，製品のライ

フサイクル・コストのおおよそ８０％は，企

画・開発・設計の段階で決まってしまう。した

がって，徹底的な原価低減を図るために，製造

段階に入る前のより源流段階において，製品原

年代 定義の総数 新製品

１９７１－１９９３ ２５ １０ ４０％

１９９４－２００３ ４４ １２ ２７％

２００４－２０１４ ３７ １４ ３８％

計 １０６ ３６ ３４％

表２「新製品」要素の傾向

年代 定義の総数
企画段階 設計開発段階 試作段階 生産移行準備

製造段階の
初期段階

源流管理

１９７１‐１９９３ ２５ １８ １８ ３ ３ １ ２３ ９２％

１９９４‐２００３ ４４ ２９ ３６ ３ ７ ６ ４０ ９１％

２００４‐２０１４ ３７ ２７ ３４ ０ ７ ０ ３５ ９５％

計 １０６ ７４ ８８ ６ １７ ７ ９８ ９２％

表３「源流管理」要素の傾向
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ライフサイクル・コストの確定割合

実際コストの発生割合

価を作り込むことが重要となる。原価企画は，

この源流段階において原価の革新的な低減を図

る重要な手段の一つであると指摘される（田

中・小林［１９９５］，４３頁）。

以上から，原価低減を図る段階を示す「源流

管理」という要素は，原価企画の定義にとって

は不可欠な要素であり，必須要素といえると考

えられる。

４．「ツール」要素

田坂［２００８a］によると，原価企画の目的を

達成するために利用されるツールとして，代表

的なVE（Value Engineer）以外に，コスト・

テーブル，関連組織全体で原価低減活動を実施

するためのコンカレント・エンジニアリングな

どが必要とされているという（田坂［２００８a］，

３頁）。このように，原価企画のツールは，時

代の進展によって多様化している。本稿では，

「ツール」要素の傾向を表４のようにまとめ

た。

表４からわかるように，「ツール」という要

素は，１０６個の定義のうち約１．５割のものが言

及しているにすぎず，加えて，１９９３年以降か

ら，「ツール」要素を含む定義の割合が減る傾

向となっている。つまり，多くの論者が，ツー

ル要素を原価企画の定義に含めなくなってきて

いる。実際に，取り扱う製品の特徴や，業種等

によって，必要とされるツールは異なるものと

考えられ，「ツール」という要素は，時代の流

れや状況によって多様化するものであると考え

られる。したがって，原価企画を実践している

ある特定の企業にとって，原価企画の目的を達

成するために，何らかの適切なツールを利用す

ることが有益となることはあるとしても，ある

特定のツールを必ず利用していなければならな

いということまでは言えないものと考えられ

る。以上の点から，ツール要素は，原価企画の

定義にとって，必須要素というよりも，追加的

要素であると考えられる。

５．「ライフサイクル・コストへの意識」要素

小林［１９９６］によると，ライフサイクル・コ

スティング（Life-Cycle Costing）という用語

は，今日では非常に広い意味で用いられること

があり，原価企画と関連する場合は，主として

製品の企画・開発から使用・廃棄に至るまでに

発生するコストをライフサイクル・コスト

（Life-Cycle Cost: LCC）と考えるという（小

林［１９９６］，２頁）。その中で，メーカー側で発

生するコストとユーザー側で発生するコストが

ある７）。

７）通常，メーカー側で発生するコストは，製品の
企画・開発段階から製造・販売に至るまでのコ
ストであるが，販売後のサービス・コスト，製
品保証債務コスト，取替コストなどを部分的に
メーカーが負担することがある。他方，製品の
ユーザーは，原則として，当該製品の取得コス
トと取得後の使用コスト，メインテナンス・コ
スト，廃棄コストなどの大部分を負担し，それ
がユーザー側で発生する LCCとなる（小林
［１９９６］，２頁）。

年代 定義の総数 ツール

１９７１－１９９３ ２５ ６ ２４％

１９９４－２００３ ４４ ５ １１％

２００４－２０１４ ３７ ４ １１％

計 １０６ １５ １４％

表４「ツール」要素の傾向

出典：Fabrycky and Blanchard［１９９１］より，一部修正。

図１ ライフサイクル・コストの確定時点と実際のコ
ストの発生時点
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また，小林［１９９６］によると，メーカー側の

企画・開発段階で，ユーザーから見た LCCを

取り込むことは必ずしも容易なことではないと

いう（小林［１９９６］，４頁）。ユーザーが，製品

をどのような期間にわたって，どのような場所

や環境のもとで，どのような方法で，どのよう

な頻度で使用するのかによって，LCCは変

わってくる。これらの判断は，不確実性が高い

ため，その不確実性の高さを受け入れてまで，

LCCを把握することが，戦略上，極めて重要

であると考える企業でないかぎり，LCCを取

り入れる意義を見出せない。

さらに，小林［１９９６］によると，日本の原価

企画活動では，達成目標となる目標原価はメー

カー側で発生するコストを主たる対象として設

定され，そのコストを作り込む仕組みが説明さ

れている場合がほとんどであり，また，メー

カー側で発生するコストの低減とユーザー側で

発生するコストの低減をどのような仕組みで統

合させていくのかはほとんど説明されていない

という（小林［１９９６］，５頁）。

本稿では，「ライフサイクル・コスト」要素

の傾向を表５のようにまとめた。表５からわか

るように，「ライフサイクル・コスト」という

要素は，１０６個の定義の約４割に含められ，時

代とともに，「ライフサイクル・コスト」要素

が含められる定義の割合が増える傾向になって

いる。

以上の検討内容から，LCCに対する消費者

の関心が高まってきているため，「ライフサイ

クル・コスト」という要素の，原価企画の定義

への影響が大きくなってきていることがわか

る。その典型的な例は，日本会計研究学会の定

義である。しかし，小林［１９９６］が指摘するよ

うに，企業の能力，企業が取り扱う製品の特

性，企業が採用している戦略などにより，LCC

のどこまでを考慮するか，あるいは，どのよう

に取り扱うのかは変わるものと考えられる。以

上の点から，「ライフサイクル・コスト」とい

う要素は，原価企画の定義にとって不可欠な必

須要素というよりも，ある特定の企業にとって

有益かつ重要な追加的要素であると考えられ

る。

６．「市場志向」要素

近藤［１９８９］によると，市場環境あるいは市

場を中心にして「売れるものを，いかにしてつ

くるか」という理念が「市場志向」と呼ばれる

という。企業の意思決定は市場の顕在的・潜在

的ニーズを中心に行われるべきであって，商品

の企画から始まって最終的な販売に至るまでの

すべてのプロセスを視野に収めることである。

現代では，多品種少量生産が支配的であり，市

場ニーズは多様化し，また高品質・高性能の商

品が求められ，製品のライフサイクルも短縮化

しているために，このような要求に的確に対応

することが重要視される（近藤［１９８９］，１７‐１８

頁）。

また，小林［１９９６］によると，顧客から見た

LCCは，製品企画段階で構想される製品の機

能，品質，信頼性やそこで考えられる顧客ター

ゲットと密接に関連しているため，ユーザーか

ら見た LCCに対しては，製品企画段階での取

組みが不可欠であるという。しかしながら，

LCCが見えにくいことや，LCCに対する顧客

の要求そのものが多様であったり，曖昧である

ために，原価企画活動の中で LCCへの本格的

な取組みが行われていないことも事実であると

いう（小林［１９９６］，５‐６頁）。

本稿では，原価企画の定義の中で，顧客ニー

ズに適合する品質・価格・信頼性・納期等の目

標の設定と同時達成，顧客満足などの表現が用

いられる場合は，「市場志向」という要素を有

年代 定義の総数 ライフサイクル・コストへの意識

１９７１－１９９３ ２５ ６ ２４％

１９９４－２００３ ４４ １８ ４１％

２００４－２０１４ ３７ １６ ４３％

計 １０６ ４０ ３８％

表５ 「ライフサイクル・コスト」要素の傾向
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するものとしてカウントすることにした。「市

場志向」要素の傾向を表６のようにまとめた。

表６からわかるように，「市場志向」という要

素は，１０６個の定義の約４割に含められ，１９９３

年以降から，その割合が増える傾向になってい

る。

このように，「市場志向」という要素は，近

年の多品種少量生産という時代になってから，

重要視されていることがわかる。しかしなが

ら，「市場志向」という要素の不確実性は高

く，また，企業が採用している戦略と企業がお

かれている業界によって，「市場志向」の具体

的な内容は変わってくるものと考えられる。し

たがって，「市場志向」という要素は，原価企

画の定義にとっての必須要素というよりも，あ

る特定の企業にとって，ある特定の市場志向が

求められるといった，追加的要素というべきも

のと考えられる。

７．「関連組織」要素

本稿では，原価企画の関連組織を社内の原価

企画チームと社外のサプライヤーとの連携と二

つの部分に区分した。また，「社内原価企画

チーム」とは，職能横断的な社内のチーム活動

を重視する要素である。「サプライヤーとの連

携」とは，サプライヤー

と一体化した全社的な原

価の作り込み活動といっ

た内容を含む要素であ

る。

「関連組織」要素の傾

向を表７のようにまとめ

た。表７からわかるよう

に，「関連組織」の「（社内）原価企画チーム」

の側面は，１０６個の定義の約２割に含められ，

「（社外）サプライヤーとの連携」の側面は，１０６

個の定義の約１割に含められている。二つの側

面は共に，時代の流れに伴って，増加傾向がみ

られる。

田中（雅）［１９９５］，田坂［２００８a］などによ

ると，当初の原価企画では，設計担当者が中心

となって活動していたという（田中（雅）

［１９９５］，３４頁；田坂［２００８a］，１０頁）。また，

当時は，関連部門が原価企画を支援するような

仕組みはほとんど出来上がっていなかった。し

たがって，関連部門の間で，情報の共有化がな

されることもなかった。

以上から，設計担当者を中心とした取り組み

でも，原始的な原価企画活動は実践できると考

えられるため，「関連組織」という要素は，原

価企画の定義の必須要素ではないといえる。

しかしながら，加登［１９９３］は，「原価企画

の発展に伴って，原価企画活動に取り組む部署

は次第に拡大していく」（加登［１９９３］，５７頁）

と指摘した。また，日本会計研究学会［１９９６］

によると，原価企画チームでは，異なった職能

部門から派遣された人々が，相互に連携を取り

ながら，品質・原価・納期・信頼性等の諸目標

の同時的な達成に取り組んでいるという（日本

会計研究学会［１９９６］，３５頁）。また，それぞ

れの職能専門家がその専門職能を果たすだけで

なく，多機能的に働き，職能を超えた活動を行

うことによって，個人的情報，あるいは部門間

で保有されている情報等が組織全体に共有さ

れ，新たな関係を作るという仕組みも出来上が

年代 定義の総数 市場志向

１９７１－１９９３ ２５ ２ ８％

１９９４－２００３ ４４ ２０ ４５％

２００４－２０１４ ３７ １７ ４６％

計 １０６ ３９ ３７％

表６「市場志向」要素の傾向

年代 定義の総数
関連組織

（社内）原価企画チーム （社外）サプライヤーとの連携

１９７１－１９９３ ２５ ２ ８％ ０ ０％

１９９４－２００３ ４４ ６ １４％ ５ １１％

２００４－２０１４ ３７ １６ ４３％ ８ ２２％

計 １０６ ２４ ２３％ １３ １２％

表７「関連組織」要素の傾向
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る。

また，日本会計研究学会［１９９６］によると，

原価企画活動は「サプライヤーと一体化したコ

ストの作り込み」（日本会計研究学会［１９９６］，

３５頁）といわれており，日本における企業グ

ループないし企業集団のあり方とも関連して，

その分取引の特徴の多くが原価企画活動に深く

関わっているという。また，日本企業の原価企

画は，開発初期段階からのサプライヤーとの共

同開発活動であるデザイン・インに多く依存し

ている。このように，情報共有化は組織内部と

組織外部の両方に行われ，各職能担当者とサプ

ライヤーとの間にも多様な関係が生まれる。

以上からみると，「関連組織」という要素

は，原価企画の必須要素とはいえないが，企業

が必要に応じて追加すれば，原価企画の機能を

大きく向上させることができるものであるた

め，原価企画の機能を向上させるために非常に

重要な追加的要素であると考えられる。

８．「目的」要素

本稿では，原価企画の目的を「原価管理目

的」と「利益管理目的」という二つに区分した

が，１０６個の定義を調べると，「原価管理目

的」と「利益管理目的」の両方に言及している

ものが多く，いずれかに分類することは非常に

困難であった。そこで，本稿では，１０６個の定

義の中で，「原価管理目的」と「利益管理目

的」に関連する用語がどのように用いられてい

るかを調べて，表８のように整理した。定義の

中で用いられている表現が多様であるため，

「原価管理目的」に関連する用語を「目標原

価」と「原価管理活動」に，「利益管理目的」

に関連する用語を「目標利益」と「利益管理活

動」に区分し集約した。例えば，原価改善，原

価低減，原価引下げ，戦略的コスト・マネジメ

ントなどの表現があれば，「原価管理活動」

に，また，利益管理，利益の作り込みなどの表

現があれば，「利益管理活動」に集計した。な

お，一つの定義の中で，両方の表現があれば，

重複して集計した。

原価企画の定義の中で，目的について，「原

価管理活動」と「利益管理活動」に関連する表

現以外に，「目標原価」と「目標利益」に関連

する表現も多く用いられ，「目標原価」と「利

益管理活動」，「目標利益」と「原価管理活動」

のような組合せも多くみられている。

「目的」要素の傾向は表８からわかるよう

に，「原価管理目的」が，１０６個の定義の約７．５

割に含められ，「利益管理目的」が，１０６個の

定義の５割弱に含められている。合計すると

１００％を超えることからわかるように，両方の

目的に言及している定義が少なからずある。

また，時代の流れに伴い，「原価管理目的」

は減少傾向が見られ，「利益管理目的」は増加

傾向が見られる。しかし，割合から見れば，

「原価管理目的」のほうが昔から現在に至るま

で高い傾向にある。このように，現在において

も，「利益管理目的」より「原価管理目的」の

ほうの割合が高いのは，原価企画の目的は「利

益管理目的」であっても，その目的を達成する

ためには，「目標原価」を達成する「原価管理

活動」が避けられないからであると考えられ

る。

年代 定義の総数
目標原価 原価管理活動 原価管理目的 目標利益 利益管理活動 利益管理目的

１９７１－１９９３ ２５ １０ ２１ ２４ ９６％ ２ ３ ４ １６％

１９９４－２００３ ４４ １５ １６ ３０ ６８％ ３ ２２ ２４ ５５％

２００４－２０１４ ３７ １５ １３ ２６ ７０％ ８ １９ ２４ ６５％

計 １０６ ４０ ５０ ８０ ７５％ １３ ４４ ５２ ４９％

表８「目的」要素の傾向
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以上から，「目的」という要素の「原価管理

目的」は原価企画の定義の必須要素であること

がいえる。一方，「利益管理目的」は，原価企

画を実践している企業が，置かれている環境に

応じて，原価管理への意識に加えて意識をすれ

ばよいものであり，原価企画の定義の追加的要

素だと考えられる。

� おわりに

１． 必須要素による原価企画の定義

本稿の目的は，「はじめに」で述べたよう

に，「どのような原価企画実践においても，備

えるべき共通の要素で構成された原価企画の定

義を提示すること」であった。第二章での検討

を通じて，原価企画の定義にとっての必須要素

は，「源流管理」と「原価管理目的」の二つで

あるということを提示した。この二つの必須要

素で組み立てられた原価企画の定義は，「何を

すれば原価企画を導入したと言えるのか」とい

う判断基準を示すことができると考えられる。

なお，「原価管理目的」という要素の内容は，

「目標原価」を達成するための「原価管理活

動」を行うことである。また，「原価管理活

動」について多様な表現があるが，それは，成

行原価より低く設定された「目標原価」まで原

価を引下げる活動である考えられる。

そこで，上記の判断基準を示すための原価企

画の定義は，以下のようなものになる。

原価企画とは，目標原価を達成するために，

源流段階において，原価を引き下げる活動であ

る。

しかし，この定義は，最低限の必須要素を組

合せたものであり，何をすれば原価企画を導入

したと言えるのかの判断基準となるものにすぎ

ない。したがって，この定義は原価企画のすべ

てをカバーしているわけではない。原価企画の

すべてをカバーするためには，追加的要素を含

めたより幅広い検討が必要となる。

２． 本稿の限界と残された課題

本稿は，CiNii を利用した文献分析であるた

め，そこから漏れた論文は検討対象としていな

いという限界がある。

また，本稿は，「原価企画の定義」のみを分

析対象としたものである。したがって，分析対

象の文献が原価企画の定義として使用している

語彙や表現に注目して検討を行った。しかし，

定義の中では明確に触れていなくとも，各論文

の著者が考える原価企画の本質などについて，

定義以外の本文中において詳しく記述する可能

性もある。本稿の分析そのものにおいて，本文

中の記述を直接的には考慮していない。もちろ

ん，本稿は，各論文において，明確に「原価企

画の定義」として掲載された箇所には相応の重

要性があるという見地から，「定義」に焦点を

絞って分析を行ったわけであるが，この点を踏

まえたうえで，本稿の分析や結論について解釈

をするうえで注意を要する。

本稿では，原価企画の最低限の要素を引き出

したことで，原価企画を再定義した。しかしな

がら，機能を向上させるための追加的要素に対

する検討はまだ不十分である。これらの追加的

要素の意義や位置づけについて，より詳細な検

討をする必要がある。すなわち，本稿で示した

定義に加えて，原価企画を実践する企業が，そ

の企業の環境，業種，戦略などに適合した追加

的要素を考慮することによって，より機能を向

上させた原価企画を実現するということが重要

な課題となる。それはつまり，ある特定の企業

にとって，「どのような原価企画を導入するの

が最適であるのか」という論点に関する検討で

あるともいえる。この論点については，今後の

検討課題としたい。
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