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人材／人材育成の視点

企業内人材育成のための予算はどうあるべきか
―管理会計学の視点から―

Point
1 本稿で紹介するＡ社の事例では、人材育成予算の編成・調整・決定のプロセスがユニークである。

そのポイントは人材育成部門長と人事本部長の建設的な対話にある。
2 人材育成という職務の高度化のためには、支出する教育訓練費に関する「真の費用責任」が大き

く問われる。
3 管理会計学は②の課題に対して、これまで十分に貢献してきたとは言い難いが、「責任センター」

という区分概念が参考になる。
4 人材育成予算を経営の視点で妥当化するための着眼点に、「短期の人材育成」と「長期の人材育成」

のふたつがある。

■はじめに

本誌「経営センサー」には過去にも何度か拙稿

を掲載していただいたが、今回はこのエッセイの

読者に向けて、最新の自己紹介をすることから始

めたい。

筆者は「ケースメソッド」という教育方法の研

究に従事しており、その実践者でもある。学術界

では一般に、研究者は研究対象に対して客観性を

維持することが求められるので、「実践者は研究

者にはなり得ない」という声もあるが、このよう

な批判にはただただ耐えることにしている。教育

の方法論を扱っていると、それが企業内で行う人

材育成に役立つので、企業内人材育成と筆者の接

点は自然に広がっていく。

しかし、教育の方法論を洞察するだけでは、こ

のフィールドで活動するには不十分である。人材

育成という職務活動が経営管理の視点で「妥当」

と見なされ、その活動とそれに伴う費用が適切に

コントロールされてはじめて、企業内人材育成は

経営という枠組みの中で市民権を得るからだ。こ

のことが気になり出した 2年前から、筆者は企業

内人材育成を管理会計学の視点で分析し、検討す

ることを始めた。教育の方法論を熟知した上で、

その実践に向けた企業での予算化のあり方を理論

立てて説明できる人物には、いくらかの稀少価値

があるだろう。「ならば、教育者と経営者の両面

の視点で企業内人材育成の実践を支援できる人物

を目指そう」と思い立ち、少しずつ努力をし始め

た次第である。本稿はそんなゴールを目指そうと

している筆者の、その根底に横たわる問題意識の

記述でもある。

■人材育成に要する費用の扱われ方、その実態

社内で人材を育成することは、企業にとって重
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要な経営管理課題のひとつである。特に新卒採用

と長期雇用を組織構成上の前提とする多くの日本

企業では、継続的かつ体系的な企業内教育が重視

されている。その証拠として、一定規模以上の企

業にはほぼ必ず人材育成についての責任を負う教

育部門があり、選任のスタッフが配置されている。

こんにちでこそ、教育の外注度合いは高まりつつ

あるが、その企画機能はほとんどの企業が社内に

残している。景気の低迷期にあっても、社内教育

部門を廃止した、あるいは社内教育を完全に中止

したという話は耳にしない。このことからも、企

業内での人材育成価値の普遍性はすでに合意済み

だと言えるだろう。

一方、企業が人材育成に要した費用の支出傾向

は、期ごとの業績変動に応じて顕著に上下してい

る。人材育成のための費用を削減しても短期的な

業績への影響は僅少と考えられていることから、

教育訓練費は業績低迷時の利益調整手段（earn-

ings management）の代表格でもある。このよう

に、経営管理上の実際の意思決定局面では、「人

材育成はできるときには積極的に行うが、できな

いときには中断するのも止むを得ない」ものとし

て扱われやすい。人材育成に要する費用は「重要

ではあるが、いつでも優先されるわけではない費

用」のひとつである。

■研究者はこれまで何をしていたか

学術界に多くを求め、実業界を擁護しようとい

う意図はないが、管理会計学は人材育成という職

務の高度化にあまり貢献してこなかった。この学

問領域は確かに、伝統的なコスト・マネジメント

や、新たな挑戦課題としての戦略的経営支援を

テーマに、精緻な計数管理の概念と方法論を提供

し、経営のコントロールに供してきた。

ところが人材育成に関しては、教育訓練費の計

上範囲と効果測定をテーマにした国内研究が 1960

～ 70年代にいくつかあったものの、それに続く研

究が現れなかった。また、1990 年代以降の米国研

究は、人材育成を戦略遂行の一側面と捉えており、

あえて私見を前面に出して書けば、「人材育成実務

者よりも投資家の関心に供する内容の研究」であっ

た。BSC（Balanced Score Card ： Kaplan &

Norton,1992）や Intangibles（Lev,2001）はその代

表格と言える。

かくして、企業内で人材を育成すること自体に

向けられた業務の管理水準を高めるための議論は

欠いたまま、時が流れた。その結果、例えば原価

管理のように管理会計学の恵みを享受した会計技

術が冴える一方で、人材育成のように置き去りに

された領域もあり、両者間の管理水準には相当の

距離が生じた。

■骨のある事例との出会い

ここまで述べてきたように、人材育成という職

務を高度化させるための学問の歩みは必ずしも好

調とは言えず、実務の実態もそれとよく似た状況

に甘んじた。

しかし、筆者が昨年、たまたまインタビューで

きた A 社の人材育成部門長は逞しかった。その

部門長は「経営環境という制約と向き合いながら

も、人事本部長に掛け合い、A社の人材コンディ

ションの維持と向上のために必要な研修予算を獲

得する」という予算編成姿勢を習慣化させていた。

この人材育成部門長は、A社の長期経営ビジョン

や中期経営課題に沿って戦略的に実施する研修

と、実務の基礎知識を習得させるため継続的に実

施する研修とを区別して視野に入れ、経営活動と

一体化した考え方で研修計画を総合的に立案し、

予算を編成していた。この人材育成部門長のもと

では、次年度に向けての、研修コースの新設、継

続、見直し、廃止を厳しく見極めた上で、計画し

たすべての研修コース費用を積算して、予算のド

ラフトが作成される。こうして編成された研修予

算総額は、売上対比○％、従業員 1人当たり○万

円という指標をもとに機械的に算出された予算と

は一線を画す。このため、次年度予算が前年の予

算額（あるいは当年の実績見通し額）を大きく上

回る場合もあるが、研修ごとの重要性や必要性が



2010.3 経営センサー
3535

企業内人材育成のための予算はどうあるべきか

多面的に勘案されたものになっていた。

こうした現場部門からの予算提案に対して、予

算を承認する側の A社人事本部長は、経営環境、

経営戦略、現場のニーズを考慮し、人材育成部門

長および財務部門長との対話を十分に行った上

で、予算を調整し、最終決定していた。人事本部

長との交渉に当たる人材育成部門長によれば、

「過去には経営上の難局もあったが、だからと

言って、全社研修の予算が大きく削減されたこと

はなかった」と言う。

以上のように、A社では、教育訓練予算が言わ

ばボトムアップで編成され、その調整過程におい

ても人材育成部門の主体性が尊重されていた。A

社には全社を挙げて人材育成を重要視してきた伝

統が根付いているためか、人材育成部門が自信を

持って予算を提案していた。そして、この部門長

の洞察に基づく人材育成戦略が、A社の教育訓練

予算には色濃く反映しているのである。

■研究者たちの驚き

A 社の人材育成予算の決定プロセスについて、

筆者が短い論文にまとめ、ある学会で報告したと

ころ、研究者たちは「これは興味深い」とこちら

が想像していた以上に驚いてくれた。研究者には、

なぜそれが驚きだったのか。

研究者たちは、先行研究による知見を自分の中

に積み上げて、各自の理解や立場を形成している。

人材育成予算の場合、多くの研究者の意識下では、

人材育成部門に配分される予算額が、人材育成部

門長の主張によって増えることは想定していな

い。あくまでも「人事本部長の意思」で人材育成

予算が決定され、その上限額は不動であるという

想定である。

誰の意思で予算が決まるかという問題は、予算

決定者がどの会計数字上のどの部分に責任を負う

かという問題に結びつく。このことを具体的に説

明するために、管理会計の「責任センター区分」

という概念を持ち出してみよう。私たちはしばし

ば、レベニュー・センター、エクスペンス・セン

ター（コスト・センター）、プロフィット・セン

ター、インベストメント・センターなどの区分名

称を口にする。これらの区分は財務諸表上のどの

部分に焦点を当てて、その部門の長の業績評価を

行うかを表している。レベニュー・センターでは

売上責任のみ、エクスペンス・センター（コス

ト・センター）では費用責任（原価責任）のみを

負うが、プロフィット・センターには利益責任を

問い、インベストメント・センターには投資回収

責任を問う。

ここからはやや専門的になるが、責任センター

区分に関する権威的な文献では、人材育成部門は

“discretionary expense center”（Anthony &

Govindarajan , 2007）と区分され、日本語では

「自由裁量費用センター」（図表 1参照）と呼ばれ

ている。この訳語が意味するものは、前半の「自

由裁量」と後半の「費用センター」に分解される。

後半の「費用センター」は、貨幣価値で測定可能

なインプットについての責任を問うていることを

表している。また、前半の「自由裁量」は、予算

権限を持つ本部長クラスのシニアマネジャーが、

自分の管理下にある複数の部門に投下する予算額

に関して、その振り分けについての自由裁量を

持っていることを表している。例えば、人事本部

長は、人事企画、採用、給与計算、人事サービス、

人材育成などの各部門に割り振る予算額につい

て、予算の総額枠を増やす権限は持たないが、ど

の部門にどれだけ割り振るかを決める権限は自由

に持つ。このとき、人事本部長の配下にある採用

部門も人材育成部門も、人事本部長にとっての

「自由裁量費用センター」になる。「自由裁量」た

らねばならないゆえんは、売上と費用との関係を

明確に捉えにくい職務のもとで計上される費用だ

からであり、その費用を過不足なく支出する責任

が問われているからである。

このパラグラフは参考情報として書くが、「自

由裁量費用センター」という責任センター概念が

誕生した背景には、当該部門の予算額の妥当性は

シニアマネジャーのマネジメント・ポリシーに依
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存せざるを得ないという含意（Anthony &

Govindarajan,2007）や、業績評価にシニアマネ

ジャーの主観が用いられることを肯定する意見

（Merchant & Van Der Stede,2007）がある。こう

した主張に、実務家は感覚的にも賛同しやすいの

ではないだろうか。責任センターの区分を進化さ

せることで、研究者たちは、これまでに十分な洞

察が及ばなかった部門についても、分析を及ばせ

るべく努力した。その意味では、研究者が実務者

のためにきちんと仕事をしたと言える。

話を戻そう。ここまで説明したので、改めて書

くまでもないのだが、筆者の研究発表を聞いた他

の研究者の驚きは、1）人事本部長の予算裁量に

人材育成部門長の意思が強く入り込んでいるこ

と、2）そこには人材育成に要する適正予算の根

拠（計算の構造）が見え隠れしていること、のふ

たつに向けられたと思われる。

■A社の事例が示唆するもの

ここで話を、A社の人材開発部門長と人事本部

長にまで、さらに戻そう。大半の企業における人

材育成予算の実態は、人事本部長から提示された

予算額に人材開発部門長がそのまま従い、予算編

成するのが一般的だろう。世の中がリーマン・

ショックに大きく揺れた 2008 年度の第 3四半期、

企業各社はこぞって第 4四半期の教育訓練予算を

一気に縮小し、2008 年度通期の赤字縮小に努め

た。この予算縮小トレンドは 2009 年度にはさら

に強まり、数多くの研修計画が凍結された。直近

に起こったこれらの一連の動きを、企業の人材育

成担当者と交流しながら見ていた筆者には、「人

材育成予算の凍結は人材育成部門長の意思ではな

く、経営トップからの予算凍結要請を受けたシニ

アマネジャーの意思である」とほぼ断言できる。

これが前述した“earnings management”である。

この考え方のもとでは、シニアマネジャーが予

算額の適正化責任を持つので、現場の部門長には

「それに従う責任」のみが生じる。A 社の事例の

ユニークさは、人材育成部門長の予算編成意向が、

結果的に重視されているところにある。それと同

時に、この事例は次の課題を A 社にもたらして

いることに、読者はすでにお気付きだろう。それ

は、「予算決定に伴う情報処理や判断の所在を実

質的には人材育成部門長に移しつつも、シニアマ

ネジャーがどうやって予算配分責任を全うする

か」という課題である。本稿では、この課題の克

服を見通すところまでは論じられないが、克服に

向けての道筋だけは最後に示して結びたい。

■人材育成業務の管理水準の向上に向けて

人材育成予算を巡って、予算を申請する人材育

成部門長と予算を承認する人事本部長が議論をす

るからには、両者間の議論を噛み合わせるための

共通の枠組みが必要である。その枠組みでなされ

る議論は、一般には単一会計年度内についてのみ、

毎年行われるものだが、不況期であれ好況期であ

れ、どの年度にも「長期の人材育成」と「短期の

人材育成」のふたつの視点が含まれるべきである。

マネジメント／トピックス

　イン プ ット アウトプット　　 

　（貨幣価値で測定可能） （貨幣価値では測定不可能）　 

研究開発部門 ・人材育成部門 など 

業務 

インプットとアウトプットの対応関係を確立できない 

図表 1 Discretionary Expense Center （自由裁量費用センター）

出所：Anthony&Govindarajan（2007）,pp132 をもとに筆者が翻訳および加筆して作成
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「長期の人材育成」は、文字通り長期的にしか

獲得されない能力の開発を目指す視点であり、お

のずとその会社の人事管理システムの運営と維持

に焦点が当たる。自社の人事システムが持つ職位

資格の体系上、2 年先、3 年先に昇格すべき人材

は、昇格に必要な能力をどの程度表出しつつある

のか。向こう数年間の職務による成長がどの程度

期待でき、それを補うための OFF- JT はどの程

度の内容のものをどの程度のボリュームで必要と

するのか。予算制約による研修の休止は止むを得

ないとしても、その判断は「能力開発上の手当て

を 1年遅らせる」という自覚のもとに行うべきで

ある。とりわけ不況期は、職務を通して良質な能

力開発（OJT）を行うことが難しく、人材育成上

は“against”の環境である。長期的な能力の獲

得を支援する研修は、予算的手当てが苦しくても

「今期にも必要度が高い」と判断された以上は、

何とかやりくりをして実施すべきではないか。こ

れこそが、“to manage”という英語の語感：「難

しいけれど何とかする」ための役割責任を負った

“manager”の仕事であろう。やりくりのための

ヒントは、1）高度にパッケージ化された階層別

研修の適切な分解、2）集合研修に代わるローコ

ストな教育方法の検討、などに見出せると筆者は

考えているが、具体的なアイデアの詳細はまたの

機会に述べたい。

一方の「短期の人材育成」には、経営戦略上の

方向付けのための教育という視点と、短期的に獲

得可能なビジネススキル向上の視点がある。不況

期にも優先されるべきは前者であり、後者は好況

期に充実させるのが理にかなっている。日々の業

務を戦略に方向付けるための教育はスピードが命

であるし、会社からの強いメッセージとも映るの

で、真剣に受講されやすい。経験的には、外部講

師にコストをかけて選抜教育を行うよりはむし

ろ、参集範囲を広げ、受講対象者を増やして事業

所単位で開催し、シニアマネジャーなどの社内講

師が教え説くほうが効果的である。この場合の教

育訓練費用は、教育のために拘束した時間分の人

件費（機会費用）が中心になる。このあたりの事

例やノウハウは、前出のBSC関連文献に詳しい。

それでは本稿のまとめに入ろう。私たちが陥り

やすい判断ミスは、不況期に「長期の人材育成」

を簡単に中断してしまうことである。その弊害を

実務者に分かりやすく示せるよう、研究者は一層

努力しなければならないが、「今年度に行うべき

人材育成を具体的に捉え、その必要性を洞察して

訴える」ことは人材育成の現場にいる部門長の最

大の職責である。そして、「その訴えと向き合う」

こと、そして現場とともに「最適な予算を導く」

ことは、シニアマネジャーの責務に他ならない。

人材育成の高度化のためには、人材育成部門長

の気概と、人事部門長の傾聴姿勢の両輪の上で全

うされる「真の費用責任」が欠かせない。
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