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2. IFRS適用をめぐる複雑な現状
E U：エンドースメントプロセスの強化

米国：アドプションの延期

自国基準とIFRSの開発への取組

日本：アドプションの延期

修正国際基準(JMIS)の開発・公表

・ IFRS(グローバル)と自国基準(ローカル)が混在

・ IFRSへの統一化とIFRSからの乖離

⇒相反する事象が同時に観察

∴複雑な現状の包括的解釈の必要性

• 会計基準のグローバリゼーションは？

進化・ 後退・ 停滞

• 会計基準のグローバリゼーションの方向性は？

均質化・ 異質化

• そもそもグローバリゼーションとは？

＊国際社会学の知見の援用

理由

・会計＝社会システムのサブシステム

・グローバリゼーションの知見蓄積

Ⅱ 問題意識・目的

IFRSの導入に伴う会計基準のグローバリ
ゼーションの複雑な現状を、国際社会学の

知見を援用し包括的に解釈すること

1．国際社会学におけるグローバリゼーションをめぐる議論

グローバリゼーション/グローカリゼー
ションを理論的に論じる3人の社会学者

① R.ロバートソン（Ronald Robertson）

② G.リッツア（George Ritzer）

③ V.ルートメドフ（Victor Roudometof）

Ⅲ 分析の視座：国際社会学

 

 

 

 

  

 

 

 

個別性 相互浸透 普遍性 

普遍性の個別化 

個別性の普遍化 

グローバリゼーション＝グローカリゼーション 

① ロバートソンのグローカリゼーション概念

➢ グローバリゼーションは、個別性の普遍化
と普遍性の個別化からなる二重のプロセス

➢ グローバルとローカルが相互浸透

相互浸透

２．会計基準のグローバリゼーションへの分析モデル展開

⑴ IFRS適用アプローチ概念の不透明化

• フル・アドプション
• コンバージェンス
• エンドースメント

⇒ 統一的解釈がなく、不透明

時間と場により異なる解釈

∴米国SECによる調査報告に依拠し、

分析モデルを展開

＊岩崎[2009]、辻山[2014]

先行研究では、アドプションとコンバージェ
ンスの2つの概念枠組みの中で、アドプショ
ンの範囲を拡張して他の概念（エンドースメ
ントなど）を位置づける

⑵ SECスタッフ・ペーパー(SEC[2011])
財務報告システムへのIFRSの組入方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：杉本[2017]p.987, 図表 13-4, 一部筆者加筆． 

財務報告システムへの IFRSの組入 

コンバージェンス・アプローチ 

コンドースメント・アプローチ 

IFRSが公表した IFRSをそ

のまま適用する方法 

フル・アドプション 

法域独自の何らかの組入過程を経て IFRSを適

用する方法 

エンドースメント・アプローチ 

財務報告システムへのIFRSの組入れ

IFRS公表のIFRSを
そのまま適用

法域独自の組入過程を経て
IFRSを適用

フル・アドプション

コンバージェンス・アプローチ エンドースメント・アプローチ
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Ⅶ 主要参考文献

② リッツアのグロースバリゼーション概念
growth + globalization =grobalization

③ ルートメドフのグローバリゼーション概念

：屈折理論 
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グローカリゼーション 

グロースバリゼーション 
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出所: Roudometof [2016], Figure 4.1, p.65.

➢ 異質化する側面：グローカリゼーション
➢ 均質化する側面：グロースバリゼーション
➢ 両側面がグローバリゼーションのもとで共存

➢ グローカリゼーションは、グローバリゼーショ
ンとは独立した概念

➢ グローバルとローカルはブレンドし共生

グローバル

ローカル

グローカル
共 存

グローバル

ローカル

グローバル

グローバル

ローカル

ローカル

ローカル

グローカル

相互浸透・相互作用 対立・相互排他的

均質化

同質化

異質化

多様化

プロセスA

プロセスB

グローバル

１．グローバルとローカルの関係性に関する単純モデル

Ⅳ 分析モデルの構築

会計基準のグローバリゼーションは、

① IFRSとローカルGAAPの関係性を相互浸
透的に捉えるのか、それとも相互排他
的に捉えるのか、

② IFRSを重視するのかそれともローカル
GAAPを重視するのかにより異なる。

∴会計基準のグローバリゼーションの動向に
は多様な解釈が可能

• 本研究は個性記述的解釈主義からグロー
バリゼーションを議論。よって、法則定
立的実証主義の立場からの方法論に関す
る批判は本研究の限界点となる。

➢ナラティブである点

➢定量的分析がない点

➢価値負荷のかかった前提が学問的研
究に入り込んでいる点

➢複雑な状況をより単純な変数に還元
されていない点など

Ⅴ 結論 Ⅵ 方法論的限界点

本研究は、JSPS科研費JP20K02031および兵庫県立大学令和2年度特別研究助成金の助成を受けたものである。

２．グローバリゼーション/グローカリゼーションの概念比較

特性 R. ロバートソン G. リッツア V. ルードメトフ

グローバリゼーション
の最終結果

異質化・多様化 均質化・同質化 異質化・多様化

ローカルとグローバル
の関係性

相互浸透
二重プロセス

ローカルとグローバルがブレンド
され、グローカルとなる

相互排他的

ローカルがグローバルの影響を受
けてグローカルとなり、ローカルが
消滅する

相互作用

グローバルがローカルの影響
を受けてグローカルとなり、
ローカルは消滅しない

グローバリゼーション
の原動力

・文化
・経済
・政治

・資本主義
（利益の最大化）

・マクドナルド化
（構造の合理性）

・アメリカ化
（軍事力・政治力）

・抵抗力
・修正力
・発信力

３．会計基準のグローバリゼーションの分析モデル

関係性の特徴

プロセス
の捉え方

相互浸透・相互作用
（グローカリゼーション）

対立・相互排他性
（グローバリゼーション）

IFRS重視
(プロセスA重視)

①
【均質化指向のグローカリゼーション】
自国基準 → IFRS
最終的に自国基準は、消滅しない

⇒ コンバージェンス

④
【均質化グローバリゼーション】
最終的に自国基準は、消滅する

⇒ フル・アドプション

自国基準重視
(プロセスB重視)

②
【異質化指向のグローカリゼーション】
IFRS → 自国基準
最終的にIFRSは、消滅しない

⇒ エンドースメント

③
【異質化グローバリゼーション】
【ローカリゼーション/ナショナリズム】
最終的にIFRSは、消滅する

⇒ ローカルGAAPのみ
IFRSのローカルGAAP化

1．国際財務報告基準（IFRS）＝世界的な統一会計基準
・国際会計基準審議会（IASB）が作成する財務会計基準
・IFRS適用の現状 (IFRS Foundation[2018])

地 域 法域総数
すべて／ほとんどの国内企業
にIFRS適用を要請する法
域数

少なくとも国内の企業に
IFRS適用を容認／要
請する法域数

国内の企業にIFRS適
用を要請／容認しない
法域数

ヨーロッパ 44 43 1 0

アフリカ 38 36 1 1

中東 13 13 0 0

アジア・オセアニア 34 25 3 6

アメリカ 37 27 8 2

合計 166 144 (87%) 13 (8%) 9 (5%)

Ⅰ はじめに


