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はじめに 

 ビジネスゲームは近年教育の場で盛んに利用されている1。その教育上の効果

には様々なものがある2が、最も重要なことは学生が楽しみながら、実践的な内

容を習得することが可能なことであろう。 

 筆者は現在勤務している駒澤大学経営学部の演習において、独自にビジネス

ゲームを作成し、それを利用した教育を行っている。開発の動機としては輪読

という教育方法に限界を感じたことと、会計的な側面を重視したビジネスゲー

ムを作成したかったということである。すぐに利用可能な既存のビジネスゲー

ムをいくつか調べてみたが、会計的な内容を必要十分な程度まで備えているも

のは見当たらなかった。 

 筆者が本格的に演習でビジネスゲームを利用し始めてから、本稿執筆時点で

3 年目となるが、ビジネスゲームを利用して会計教育を行う上で感じた有用性

と問題点について、本稿では論じていく。本来であれば、教育内容の定着程度

や学生へのアンケート調査などもする必要があると思われるが、演習という性

質上、サンプル数が少なすぎるため、そのような調査は行っていない。 

                                                           
1 たとえば、BG21（野々山、2002）、横浜国立大学の YBG、青山学院大学の MBABEST21
（岩井他、2010）、麗澤大学のビジネスゲーム（田中・藤野、2015）など。 
2 ビジネスゲームの教育効果については、岩井(2009)、黒澤(2014)、田中・藤野(2015)な
ど。 
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1．開発の経緯とシステムの概要 

(1)開発の経緯 

 筆者が勤務する駒澤大学経営学部では、2 年生から 4 年生まで演習を履修す

る。2 年生の演習Ⅰは選択科目、3，4 年生の演習Ⅱおよび演習Ⅲは選択必修科

目である。学生は 1 年生の秋に演習に応募し、合格した演習を 3 年間履修する。

2 年生から 3 年生に上がるときに演習を移ることはできるが、少数であり、ほ

とんど学生が演習Ⅰから演習Ⅲまで同じ教員のもとで学習することになる。 

 筆者は原価計算論の講義を担当しているため、演習のテーマは「企業経営と

会計情報」として原価計算および管理会計に関するテキストの輪読を行ってい

た。輪読ではグループごとにレジュメを作成、報告をさせ、報告をしたグルー

プ以外は事前にテキストを読み、質疑応答を行うという形で行っていた。しか

し、報告するグループ内で担当範囲を決め、自らの担当範囲以外はほぼ関知せ

ず、個々人が非常に狭い範囲のみを要約してくるというスタイルが毎回定着し

てしまい、十分な理解がないまま報告が行われていた。また、報告しない学生

も事前にテキストを読み込んでいないため、質問できないことがほとんどであ

った。結局、教員が質問をすることになり、さらにその質問に報告者が答えら

れないため、教員が自分でした質問に自分で答えるという形態になってしまっ

ていた。このような状態では十分な教育効果が得られているとは言い難く、演

習における教育方法の改善を模索していた。 

 そこで 2011 年に行った演習の夏合宿において、試行的にビジネスゲームを

行った。ここで行ったビジネスゲームは筆者が独自にルールを設定して作った

ものである。製造業を模したものであり、工場の新設や製品開発などの要素も

ある、複雑なルールのものであった。このゲームは基本的には紙ベースで行う

ものとして作成した。学生は意思決定を行ったら、所定の様式にしたがい、教

員に提出する。提出された用紙にしたがって、事前に Excel で作ったツールに

教員が入力すると、販売結果が表示される。学生はその結果にしたがって、会

計処理を行い、1 年が終わったら決算をし、次の年度に入る。 

 

 この試行は結果として、あまりうまくいかなかった。ルールが複雑であるに

もかかわらず、紙ベースであったため、学生は自社の状況を正確に把握するこ

とができず、会計処理に非常に時間がかかってしまい、またデータを元にした

合理的な意思決定もできていたとは言えなかった。 

 そこで 2012 年の夏合宿ではルールはほぼ前年度から変えずに、Web ベース

でシステムを組み3、オンラインのビジネスゲームとして行った。その結果、学

生が情報を理解しやすくなり、前年度にはあまり理解できていなかった学生も、

意思決定にまじめに取り組み、その結果に一喜一憂するなど、ゲームとしての

楽しさを感じているようであった。 

 この結果を受けて、2013 年度の 2,3 年生の通常の演習から、本格的にビジネ

スゲームを利用することとした。ただし、夏合宿で行ったような投資意思決定

を含むルールではあまりにも複雑すぎ、段階的な学習には適さないと考え、通

常の演習用に新たに小売業を模したゲームを開発し、2013 年度の演習から利用

している。 

本稿では通常の演習において利用している小売業のゲームを利用した会計教

育について論じる。 

 
(2)システムの概要 

 本ゲームの本稿執筆現在における開発・運用環境としては図表 1 の通りであ

る。基本的にフリーの開発・運用環境を利用し、極力費用をかけずに開発・運

用している。Ruby を選択した理由は筆者が慣れていたこともあるが、Ruby on 

Rails という優れたフレームワークが存在していたことが大きい。またオブジ

ェクト指向のスクリプト言語でもあるため、コードを書いてすぐにテストする

ことができ、拡張も容易である。Ruby on Rails は OS としては Linux を利用

した方が使いやすいが、学生に Excel の使い方もあわせて教育するため、

Windows を利用している。 

                                                           
3 この時は PHP を使いシステムを組んでいた。その後 Ruby でシステムを組み直した。 
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図表 1 開発、運用環境 

OS Windows 8.1 

言語 Ruby 2.1.6 

フレームワーク Ruby on Rails 4.2.0 

Web サーバー WEBric 

RDBMS MySQL Community Server 5.6.10 

 

図表 2 ゲーム画面 

 
 
 教員は事前にゲームの設定を行っておく。学生および教員は個々にノートパ

ソコンを持参し、無線 LAN により、ルータと接続する。教員が Web サーバー

を起動し、学生がブラウザからサーバーのアドレスにアクセスすると、ゲーム

画面が表示される（図表 2）。 

本ゲームは Web ベースのゲームであるため、インターネット上のサーバーに

アップロードし、どこでも行うようにすることもできるが、そのようにはして

いない。これは不便な点もあるが、以下のようなメリットがある。 

① インターネット上に公開しないため、セキュリティについて考える必要

がほとんどなく、開発リソースをセキュリティに割く必要がない。 

② ルータは LAN 内のルーティングだけに利用し、インターネットに接続

していないため、学生のノートパソコンは必然的にインターネットにア

クセスできない環境になる。そのため、学生が他のサイトをブラウジン

グし、ゲームに集中しない状況を排除できる。 

 学生が行った意思決定やその結果はすべて教員のノートパソコンのデータ

ベースに保存されており、学生側のパソコンではゲームの進行に必要なデータ

は保存していない。したがって、ゲームの途中で授業時間が終了した場合でも、

学生側は特に何の作業もすることなく、ノートパソコンの電源を落とし、ゲー

ムを終了することができ、次回の演習時には前回の続きからすぐに始めること

ができる。 

 このことは大きな利点であるが、学生がデータを持っていないため、学生が

すべての処理を演習の時間内に行わなければならず、終わらなかった処理を自

宅学習により行うことができないというデメリットもある。必要なデータを

CSV 出力し、学生が保存することで自宅学習を行わせるということもできるが、

まだそのような実装は行っていない。 

 また、学生がファイルをアップロードする機能を実装している。本ゲームは

後述するように Excel 教育を一つの目的として設計している。そのため、すべ

ての学生が Excel で作成した複式簿記帳簿で仕訳をしながら、ゲームに参加す

るようにしている。演習中はすべての学生に目を配ることはできないため、ど

うしても目の届かない学生が面倒な仕訳を行わずに、他のメンバーの努力にフ

リーライドする事態が発生してしまう。このような事態を極力避けるため、

Excel ファイルをアップロードできる機能を実装している。 

学生は自分の作業した Excel ファイルを簡単にアップロードすることができ

る（図表 3）。教員はどの学生がどのファイルをアップロードしたかがわかるた

め（図表 4）、学生が仕訳を行っているかを確認することができる。また、学生

の行った仕訳を見て、間違っている箇所があれば、修正したファイルをアップ
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いない。これは不便な点もあるが、以下のようなメリットがある。 
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ロードすることができる。教員がアップロードしたファイルは対象学生のみが

見ることができる（図表 5）。 

 
図表 3 ファイルのアップロード画面 

 

 

図表 4 学生がアップロードしたファイルの確認画面 

 

 

図表 5 教員からのファイルのダウンロード画面 
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(1)ゲームの目的 
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 ビジネスゲームでは自らの行った意思決定とその結果をすべて帳簿に記帳す

る必要があるので、自然に簿記一巡を教育することが可能である。また、記帳

には Excel を使っており、瞬時に合計残高試算表の集計ができるようにしてあ

る。演習の終わりに学生に帳簿ファイルをアップロードさせ、次の時間までに

添削しておくことが可能である。このような工夫により、学生に日常の記帳を

基にした決算という簿記一巡を教育することが可能になるように設計している。 

② Excel を活用できるようになること。 

Excel の活用能力は社会に出るとほぼ必須といっていいほどのスキルである

が、学生のうちに Excel の使い方を身に着けることは困難である。その最大の

理由は学生生活において、Excel を利用する目的がないことである。Word であ

ればレポートの作成や卒論の作成、PowerPoint であれば、演習などでの発表

に利用するが、Excel にはそのような場面がほとんど存在しない。 

駒澤大学経営学部では 1 年次から履修できる情報処理基礎 A・B を設置し、

そこで Excel についても教育しているが、当該科目で Excel の基礎を習って以

降は、Excel を使わずに卒業していく学生がほとんどである。また、情報処理

基礎で学習するのは基礎的な部分だけなので、基本的な機能を組み合わせて、

応用的なアプリケーションを作るといったことは学習していない。 

そこで、本ビジネスゲームでは Excel を活用できるように、設計している。

前述したように複式簿記帳簿は Excel によって作成している。またその他にも

商品有高帳や仕訳を効率的に行うためのツール、販売数量や利益を予測するた

めのツールを学生に作らせている。その中で必要なツールをどのように作れば

よいか、基本的な機能を組み合わせることによって、どのような機能が実現で

きるかを教育している。 

③ 会計データを使った合理的な意思決定ができるようになること。 

会計処理ができるようになるだけでは不十分である。会計データを読み取り、

合理的な意思決定ができるようになることが重要である。そのため、販売数量

を予測したうえで、その結果得られる利益を計算するツールを作り、価格を変

更することにより、利益がどのように変化するかを予測した上で意思決定を行

うようにしている。また、ゲーム終了後のデブリーフィングでは、全社の取引

データをもとに、どのような要因が結果に影響を与えたのかを分析することで、

次回のゲームにつなげるようにしている。 

3 年生ではさらに予算管理をゲームに取り入れている。予算編成をしたうえ

で、その予算目標を達成するための予算統制を体験することで、現代の企業経

営に必要な企業予算の体系的な習得を目指している。 

(2)ゲーム進行のプロセス 

 ゲームは図表 6 のように進行する。チームの編成はくじ引きで行う4。チーム

が決定したら、チームごとに会社名を決定する。 

 ブリーフィングでは簡単なルールの説明と市場の状況についての簡単な説明

を行う。市場の状況としては、全体での需要がどの程度あり、1 社あたりの平

均販売個数がどの程度になるか、また、最大でどの程度の商品を仕入れること

ができるかなどを説明する。 

 ブリーフィングが終わったら実際のゲームがスタートする。四半期ごとに意

思決定を行い、すべてのチームが意思決定し終わると、販売結果が表示される。

販売結果を見ながら、記帳を行い、次の四半期へ移行する。4 四半期を終える

と、決算フェーズとなり、決算整理仕訳を行った上で、損益計算書と貸借対照

表を作成する。ゲーム期間は年単位で事前に設定されているので、設定した年

数が終了した時点で、ゲームが終了する。 

 ゲームが終了したら、デブリーフィングを行う。デブリーフィングでは順位

の発表および、ゲーム中の全チームの意思決定およびその結果を示した CSV

ファイルを全員がダウンロードし、その内容を分析することにより、どのよう

な要因がチームの業績に影響を与えたかを理解できるようにしている。意思決

定項目は価格、広告宣伝費、仕入数量の 3 つであるため、それぞれの要因が利

益に対してどのように影響を与えたのかを個々に分析していく。 
 
                                                           
4 本稿執筆時点における演習履修者は演習Ⅰ16 名、演習Ⅱ16 名である。3～4 人で 5 チー

ムを作って、ゲームを行っている。 
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図表 6 ゲームの進行 

 

チーム分け・CEO 決定・チーム名決定

四半期フェーズ 

意思決定（価格、広告宣伝費、仕入数量）

結果表示 

記帳 

決算フェーズ 

決算整理仕訳 

財務諸表作成 

開始仕訳 

ゲーム終了 

デブリーフィング 

(3)ゲームのルール 

 前述の目的を果たすようにゲームのルールを設定するべく努めている。 

① ゲームの基本設計 

 本ビジネスゲームの特徴はチーム間での競争的な需要配分、同時的意思決定

である。すなわち、事前に決定された需要を、それぞれのチームの意思決定に

よって分け合うことによって、販売数量が決定する。意思決定はすべてのチー

ムが同時に行い、すべてのチームの意思決定が終わると、販売数量が表示され、

次の期へと移行する。 

 学生の意思決定項目は「価格」、「広告宣伝費」、「仕入数量」の 3 つのみであ

る。扱う商品の種類は事前に教員が設定しておくことができる。商品の設定と

しては、売れ残った商品を次期に繰越が可能か否か、必要販売スペース、仕入

価格がある。また何種類でも商品を扱うようにすることも可能である。しかし、

3 種類以上にすると毎回の意思決定に時間がかかってしまい、ゲーム進行があ

まりにも遅くなってしまうため、2 種類までが限度であると考えている。なお、

商品はすべてのチームが同じものを扱う。 

② 販売スペースと仕入数量 

一四半期に仕入れることができる数量は販売スペースと各商品に設定された

必要販売スペースによって決定される。販売スペースと各商品の必要販売ス

ペースは教員が設定する。たとえば、200m2の販売スペースがあるときは、四

半期を 90 日として計算するため、のべ 200m2×90 日=18,000m2の販売スペー

スがあるものと考える。ある商品の必要販売スペースが 4m2の場合、仕入れる

ことができる限度は 4,500 個である。前期からの在庫の繰越がある場合は、そ

の在庫分の販売スペースはすでに使われているものとして計算する。 

仕入数量は販売可能な数量の上限となる。価格を安く設定しても期首在庫＋

仕入数量（以下、販売可能商品数量）以上に売ることはできない。この場合は、

機会損失が発生する。 

③ 基本的な販売数量の決定方法 

 販売数量の決定には様々な方法が考えられるが、基本的な考え方としては価
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格を安くすれば多くなり、高くすれば少なくなり、また広告宣伝費に関しては、

多く費やすほど多くなり、少なく費やせば少なくなるということである。問題

はこれをどのような計算式によって実現するかである。ゲームに勝つための最

適価格や最適広告宣伝費が存在してしまうと、それを見つけたチームが常に勝

ってしまう上、その情報を全員が共有してしまった場合は、ゲームとして成り

立たなくなってしまう。 

 本ビジネスゲームでは以下の①の計算式により各チームのシェアを計算する。 
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sharei ：各社のシェア 

pi  ：各チームの設定した価格 

Sharevalue ：シェアに占める価値の割合 

advi  ：各チームの広告宣伝費 

shareadv ：シェアに占める広告宣伝費の割合 

n  ：チーム数 

i  ：チーム番号 

 
 ここで、各チームが設定した価格の 3 乗で 1,000 の 3 乗を割った数値を価値

としている。たとえば、価格を 900 円とした場合、価値は 1.3717 と計算され

る。価格を高くすると急激に価値は低下し、価格を低くすると価値は急激に増

加する5。 

 シェアに占める価値の割合とシェアに占める広告宣伝費の割合は教員が自由

に設定できる。たとえば、シェアに占める価値の割合を 75%、シェアに占める

広告宣伝費の割合を 25%というように設定する。 

                                                           
5 この計算により販売数量を決定すると、他社よりも少し安い価格で販売すると、最も利

益額が大きくなり、低価格競争を引き起こすきっかけとなる。 

 このようにして求めた各社のシェアと需要からシェアによる最大販売数量を

決定する。需要は数量と金額に分かれている。需要数量は価格がいくらであろ

うが必ず欲しいという一定の数量を示しており、価格が高ければ、その分多く

の利益が見込める。需要金額は購入する予算を決めて、購入数量を決定する消

費者を想定している。シェアによる最大可能販売数量は以下の②の計算式によ

り決定する。 

  ･･･② 

  
 demandnum ：需要数量 

 demandamount ：需要金額 

 
 「シェアによる販売可能数量＜販売可能商品数量」の場合、シェアによる販

売可能数量がそのまま販売できるが、「シェアによる販売可能数量＞販売可能商

品数量」の場合、販売可能商品数量が販売数量となり、需要を満たせないこと

になる。 

 需要を満たせないチームがあった場合、購買したい客が来店したが、その店

舗に商品がなかったため、他の店を回って購買することになる。そのため、販

売可能な商品が残っているチームに価値の割合で分配される。販売数量決定の

例は図表 7 の通りである。 

④ 極端な高値と安値への対策 

 極端な安値と極端な高値への対策も必要である。どんな価格を設定しても必

ず一個の販売数量が見込めるのであれば、極端な高値を設定することで簡単に

利益を水増しすることができる。また、極端な安値を設定することにより、他

社のシェアを完全に奪うことができるのであれば、例え、自分のチームに損失

がでても、他のチームはそれ以上の損失となるために、1 位となることはでき

る。このようなことが可能であれば、ゲームとしては成立しなくなる。
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ず一個の販売数量が見込めるのであれば、極端な高値を設定することで簡単に

利益を水増しすることができる。また、極端な安値を設定することにより、他
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図表 7 販売数量の決定 

 

 

E: C+D 
F: 10003÷A3 

G: F÷ΣF×75%+E÷ΣF×25% 

H: 10,000×G+30,000,000×G÷A 

I: E>H なら H、E<H なら E 

J: H－I 

K: E>H なら E－I、E<H なら 0 

L: K>0 なら F 

M: L÷ΣL 

N: ΣJ×M 

O: K>N なら N、K<N なら K 

P: I+O 
Q: E－P 

  

数量 10,000 個 価値 75%
金額 30,000,000 円 宣伝広告費 25%

A B C D E F G H I
チーム

価格 広告宣伝費 仕入数量
1 1,000 50,000 8,000 0 8,000 1.0000 19.65% 7,860 7,860
2 950 80,000 7,000 2,000 9,000 1.1664 24.73% 10,281 9,000
3 1,100 60,000 6,000 500 6,500 0.7513 16.63% 6,199 6,199
4 1,050 20,000 6,500 0 6,500 0.8638 15.04% 5,802 5,802
5 980 90,000 8,800 1,000 9,800 1.0625 23.95% 9,727 9,727

Σ 300,000 36,300 3,500 39,800 4.8440 100% 39,869 38,588

J K L M N O P Q
販売機会
喪失分

販売残 価値 シェア
シェアによる
販売数量

販売数量
2回目

販売数量
合計

期末在庫

1 0 140 1.0000 27.19% 348 140 8,000 0
2 1,281 0 9,000 0
3 0 301 0.7513 20.43% 262 262 6,461 39
4 0 698 0.8638 23.49% 301 301 6,103 397
5 0 73 1.0625 28.89% 370 73 9,800 0

Σ 1,281 1,212 3.6776 100% 1,281 776 39,364 436

チーム

価値
販売可能
数量

需要 重み付け

シェアによる
販売数量

シェア
販売数量
1回目

意思決定
期首在庫

 そこで全チームの価値の中央値の 2 分の 1 以下の価値となってしまった場合

には、販売数量が 0 となるようにルールを設定している。このルールにより、

極端な高値で販売した場合は、販売できなくなり、損失を被ることとなる。な

お、過去には販売数量が 0 になる価値を、市場価値の平均の 2 分の 1 以下とし

ていたが、平均値は安値に対して脆弱性があるため、中央値とした。 

 また、極端な安値をつけた場合は、市場の大半のシェアを奪うことが可能で

あるが、仕入数量に限度があるため、販売機会を喪失した分がより高値をつけ

た他のチームに回ることになり、順位が下がることになる。 

 このようなルールにより極端な値付けは不可能となっている。 

⑤資金ショートへの対策 

 高値対策があるため、高値をつけたチームは全く販売できなくなることがあ

り、その場合、資金ショートしてしまう場合がある。資金ショートによって倒

産ということにしてしまうと、途中で離脱するチームが出てしまうことを意味

する。離脱後、当該チームは何もしないで時間を過ごすことになってしまい、

教育上望ましくない。そのため、資金ショートした場合には、期首に借入を行

ったことにして、資金ショートがなかったこととし、倒産が起こらないように

している。 

⑥会計ルール 

 ゲームで使用する勘定科目は図表 8 の通りである。なるべく勘定科目は少な

めに設定することにより、会計処理の手数を減らし、簿記一巡を理解しやすい

ようにしている。 

 売上原価は先入先出法により計算する。ただし、商品は繰り越しできないよ

うにも設定できるので、その場合は販売できなかった商品は廃棄することにな

り、商品廃棄損が計上される。売上原価の計算は学生がもっとも苦手とする部

分であるので、最初は繰り越しできない商品のみを扱い、売上原価の概念をし

っかりと理解させた後に繰越可能な商品を扱い、商品有高帳による売上原価の
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 そこで全チームの価値の中央値の 2 分の 1 以下の価値となってしまった場合

には、販売数量が 0 となるようにルールを設定している。このルールにより、

極端な高値で販売した場合は、販売できなくなり、損失を被ることとなる。な

お、過去には販売数量が 0 になる価値を、市場価値の平均の 2 分の 1 以下とし

ていたが、平均値は安値に対して脆弱性があるため、中央値とした。 

 また、極端な安値をつけた場合は、市場の大半のシェアを奪うことが可能で

あるが、仕入数量に限度があるため、販売機会を喪失した分がより高値をつけ

た他のチームに回ることになり、順位が下がることになる。 

 このようなルールにより極端な値付けは不可能となっている。 

⑤資金ショートへの対策 

 高値対策があるため、高値をつけたチームは全く販売できなくなることがあ

り、その場合、資金ショートしてしまう場合がある。資金ショートによって倒

産ということにしてしまうと、途中で離脱するチームが出てしまうことを意味

する。離脱後、当該チームは何もしないで時間を過ごすことになってしまい、

教育上望ましくない。そのため、資金ショートした場合には、期首に借入を行

ったことにして、資金ショートがなかったこととし、倒産が起こらないように

している。 

⑥会計ルール 

 ゲームで使用する勘定科目は図表 8 の通りである。なるべく勘定科目は少な

めに設定することにより、会計処理の手数を減らし、簿記一巡を理解しやすい

ようにしている。 

 売上原価は先入先出法により計算する。ただし、商品は繰り越しできないよ

うにも設定できるので、その場合は販売できなかった商品は廃棄することにな

り、商品廃棄損が計上される。売上原価の計算は学生がもっとも苦手とする部

分であるので、最初は繰り越しできない商品のみを扱い、売上原価の概念をし

っかりと理解させた後に繰越可能な商品を扱い、商品有高帳による売上原価の
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計算方法を教えるような段階的な学習が必要である6。座学では商品有高帳の記

帳の方法を知っていても、実際に行うことができない学生が多い。 

 
図表 8 利用する勘定科目 

現金 建物 減価償却累計額 未払法人税等 借入金 

未払利息 資本金 繰越利益剰余金 売上 仕入 

売上原価 広告宣伝費 商品廃棄損 変動販売費 固定販売費 

一般管理費 減価償却費 支払利息 損益  

 

 変動販売費は販売数量に比例して発生する。固定販売費はキャパシティに応

じて毎期同額が発生する費目である。一般管理費は事前に教員が設定した額が

毎期発生する。また、減価償却は建物のみで発生するが、定額法により計算す

る。 

 決算は財務諸表のいくつかの項目をフォームに入力する。数値は自動的に答

え合わせがなされ、○と×が付くので、間違った数値をもう一度計算し直し、

再入力し、すべての答えが合うまで続けていく。どうしても数値が合わない場

合は、教員が仕訳の間違いを指摘し、修正することが可能である。 

 
3．予算管理 

 2 年次の演習ではビジネスゲームのルールを理解しながら、記帳の方法やそ

の効率化、合理的な意思決定の方法などを学習させている。しかしながら、予

算をもとにした計画経営ではなく、成行経営である。現在の企業経営では予算

を編成したうえで、それを着実に実行してく計画経営が基本である。そこで、

3 年次の演習ではビジネスゲームを利用して予算編成および予算統制を学習し

ている。まず、予算管理に関する文献を輪読して、予算管理の意義やその方法

を学習する。その後、ビジネスゲームを利用して予算管理を行っている。 
                                                           
6 岩井他(2010)で指摘されているように、在庫費用を扱うことで、在庫のバッファとして

の利点と在庫を抱えることのリスクを学習することができる。本ビジネスゲームでは在

庫費用を扱っていない。したがって、在庫を抱えるリスクを学習させることはできない。 

 予算管理を行う場合は利益額と予算差異を 1：1 で評価することにより、順

位を決定している。予算差異は絶対額で評価する。したがって、予算目標より

も高い利益を獲得した場合でも予算差異の点数は低くなる。このルールによっ

て、他チームに勝つためにはある程度の高めに予算目標を設定した上で、その

目標を達成することが必要となり、現実に近い経営を行えることになる。 

(1)予算編成 

 本ゲームでは他のチームの価格水準を見ながら、次の期の自チームの価格水

準を決めていく。そのため、特に第 1 年度第 1 四半期は他チームの前期の価格

が存在しないため、価格水準の設定が安定せず、将来を予測することが難しい。

したがって、ゲームの最初から予算を編成することは難しい。そこで、1 年目

は予算編成をせずにゲームを行い、2 年目から予算編成を行うこととしている。 

 予算編成においては、予算の当期純利益が 1 年目の当期純利益の全チーム平

均以上になるように編成することを義務づけている。予算編成は Excel を使い、

以下の手順で行う。 

 まず、需要にもとづき、価格、広告宣伝費、販売数量を決定する。需要は 1

年分の需要を特に加工することなく、学生に提示している。次に仕入価格と仕

入数量を決定する。仕入価格は第 2 年度第 1 四半期の仕入価格が提示されてい

るので、それをもとに今後 1 年間の仕入価格を予測し、決定する。仕入数量は

販売数量から決定する。繰越のできない商品の場合は予想廃棄率を決定し、販

売数量×（1+予想廃棄率）により仕入数量を計算する。繰越ができる商品の場

合には、期末所要在庫数量＋販売数量－期首在庫数量により決定する。 

 以上の結果から、予算損益計算書を作成する。最後に予算損益計算書の利益

額を見ながら、価格や広告宣伝費を調整する。セル参照により計算しながら予

算損益計算書を作成するため、数値を変えることにより、簡単に利益の変動を

見ることが可能である。最終決定した予算はアップロードし、教員に知らせる。 

 なお、本ビジネスゲームでは投資ができない仕様のため、予算貸借対照表は

作成しない。 
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計算方法を教えるような段階的な学習が必要である6。座学では商品有高帳の記

帳の方法を知っていても、実際に行うことができない学生が多い。 

 
図表 8 利用する勘定科目 
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一般管理費 減価償却費 支払利息 損益  
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再入力し、すべての答えが合うまで続けていく。どうしても数値が合わない場
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3．予算管理 

 2 年次の演習ではビジネスゲームのルールを理解しながら、記帳の方法やそ

の効率化、合理的な意思決定の方法などを学習させている。しかしながら、予
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以下の手順で行う。 

 まず、需要にもとづき、価格、広告宣伝費、販売数量を決定する。需要は 1
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入数量を決定する。仕入価格は第 2 年度第 1 四半期の仕入価格が提示されてい

るので、それをもとに今後 1 年間の仕入価格を予測し、決定する。仕入数量は

販売数量から決定する。繰越のできない商品の場合は予想廃棄率を決定し、販

売数量×（1+予想廃棄率）により仕入数量を計算する。繰越ができる商品の場

合には、期末所要在庫数量＋販売数量－期首在庫数量により決定する。 

 以上の結果から、予算損益計算書を作成する。最後に予算損益計算書の利益

額を見ながら、価格や広告宣伝費を調整する。セル参照により計算しながら予

算損益計算書を作成するため、数値を変えることにより、簡単に利益の変動を

見ることが可能である。最終決定した予算はアップロードし、教員に知らせる。 

 なお、本ビジネスゲームでは投資ができない仕様のため、予算貸借対照表は

作成しない。 
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(2)予算実績差異分析 

 予算の作成後、ゲームを進行する。学生には予算目標を守れるように意思決

定を行うように指示する。1 年が終わったら予算実績差異分析を行う。予算実

績比較損益計算書を作成し、売上高差異、売上原価差異、販売費・一般管理費

差異を算出する。 

売上高差異はさらに販売価格差異と販売数量差異に分析する。本ゲームでは

1 年間の需要を正確に伝えているため、市場規模差異は存在しない。また、商

品間に相互関係はないため、セールス・ミックス差異も存在しない。したがっ

て、販売数量差異はそのまま市場シェア差異である。売上原価差異は仕入価格

差異、販売数量差異、廃棄数量差異に分析する。販売費・一般管理費について

は、変動販売費差異と広告宣伝費差異に分析する。変動販売費は商品を販売す

るたびに発生するが、1 個あたりの発生額は事前に設定したとおりに発生する

ため、予算差異は生じない。したがって、変動販売費差異はすべて販売数量差

異として発生する。固定費は毎年同額が発生するため、実績と同額が予算に計

上されているため、差異は発生しない。 

これらの差異は図表 9 の関係にある。学生はこの関係を理解した上で、自チー

ムの差異分析の結果とその要因を全員の前で報告する。 

(3)予算統制 

 予算編成と予算実績差異分析に慣れたら、次は予算統制を行う。1 年分の予

算を一括して編成するのではなく、四半期予算を編成し、それをまとめて年度

予算を編成する。 

 予算編成の後、ゲームを進行し、1 四半期が終わるたびに差異分析を行う。

予算と実績の差額を把握し、差異分析を行いながら、次の四半期の意思決定で

は予算目標により近づくように調整を行っていく。 
  

意思決定 

図表 9 差異の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．Excel によるツールの作成 

 ビジネスゲームでは Excel を利用することで、学生が Excel の応用的な利用

方法を学べるようにしている。本ビジネスゲームでは複式簿記帳簿、商品有高

帳、販売数量および利益の予測ツールを作成させている。これらのツールを作

成しながら、基本的な機能を組み合わせることにより、複雑なツールを作成す

る方法を学ばせることが可能となる。 

 VBA を利用したツールは作成していない。VBA は習得すれば非常に応用範

囲が広く、有用であるが、演習に必要な部分だけを習得するだけでも相当な時

間が必要となるためである。 

 したがって、作成しているツールはすべてワークシート関数やピボットテー
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ブルなどを利用したものである。 

(1)複式簿記帳簿 

 複式簿記帳簿は仕訳帳（図表 10）と合計残高試算表（図表 11）から成り立

っている。総勘定元帳を作成しようとすると VBA を使わなければならないた

め、総勘定元帳は設けず、仕訳帳から合計残高試算表を直接作成することで代

替している。仕訳帳からピボットテーブルを利用して、勘定科目ごとの合計額

と残高を集計している。簡単なマクロを使うことにより、集計の更新が簡単に

行えるようにしている。 

 また、商品の種類が増えてくると仕訳の行数が多くなり、非常に手間がかか

るため、価格や販売数量などを入力することで自動的に仕訳が終わるツールも

作成している（図表 12）。 

 

図表 10 複式簿記帳簿（仕訳帳） 

 

  

図表 11 複式簿記帳簿（合計残高試算表） 

 

 

図表 12 自動仕訳ツール 

 

 

(2)商品有高帳 

 商品有高帳は特に大がかりな仕掛けをほどこすことなく、ほぼ手動で記帳を

行っていく形態をとっている。長坂(2009)では、VBA を利用した材料元帳を作
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成しているが、VBA を学習していない学生にとっては、その仕組みがわからな

い。仕組みのわからないツールを利用することで、商品有高帳の使い方を理解

できない可能性を考慮し、利用していない。 

 商品有高帳は学生にとって理解の難しい売上原価の概念を学習させるために

非常に重要である。座学で簿記を勉強するだけではなかなか理解が難しい売上

原価も、商品有高帳を作成していく過程で、理解が可能となっていくと考えら

れる。 

(3)販売数量予測ツール 

 本ビジネスゲームでは価格設定よりも仕入数量が大きくゲームの結果に影響

を与える。そのため、ゲームで勝つためには、これから設定しようとする価格

でどの程度の販売数量が見込めるかを予測することが重要である。 

 販売数量の決定関数を学生に知らせないで運用しているゲームもあるが、本

ビジネスゲームでは販売数量の決定方法を事前に学生に知らせている。前述し

たように販売数量の決定は三乗の計算も入ってくるため非常に複雑であり、手

計算では販売数量の予測は難しい。そこで Excel を使うことにより、この計算

を簡単に行えるようにしている。 

 また、貢献利益も同時に計算し、設定しようとしている価格を中心とした利

益のグラフを作成することにより、もっとも利益を獲得できるような意思決定

ができるようにしている（図表 13）。 

 ルール上、他のチームの意思決定が自チームの販売数量に影響を与えるため、

完全な予測は不可能であり、最適解は存在しない。そのため学生は、他のチー

ムがどのような価格に設定してくるかを予測しながら、本ツールを利用し、意

思決定を行うことになる。 
  

図表 13 販売数量予測および貢献利益予測ツール 

 

 
5．ビジネスゲームを利用した会計教育の有用性と問題点 

(1)有用性 

①簿記一巡の理解 

 本ビジネスゲームの第一の目的はなんといっても簿記一巡を学生に理解させ

ることである。ビジネスゲームはその意味で最良のツールであるいえる。既述

のように座学で簿記一巡を理解させることは至難の業である。実際、本演習は

日商簿記検定の 3 級や 2 級に合格している学生も履修しているが、そういった

学生でもゲームをやってみると、商品有高帳を利用した売上原価の計算や日常

の仕訳を行った上で決算整理仕訳を行い、財務諸表を作成するということはな

かなかできない。 

ゲームを 2 回、3 回と繰り返して行ううちに、仕訳も上達していき、売上原

価の処理もできるようになってくる。現実のビジネスで簿記一巡を理解するた

めにはある程度の年数が必要であろう。また、現実の会社で行われている簿記

は勘定科目があまりに多く、複雑すぎるために、その全容を把握することは難

しい。本ゲームは勘定科目を少なくしているため、理解もしやすいと思われる。 

②会計処理とデータ利用の一体化 
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 会計は情報を作るという側面と、作られた情報を利用するという側面がある。

財務会計や原価計算は情報を作る方法についての学問であり、財務分析や管理

会計は作られた情報をどう利用するかについての学問であるといえる。これら

の講義は通常、別の講義として行われ、相互の関係は希薄である場合が多い。 

 筆者は原価計算・管理会計の研究者である。原価計算は財務会計の用具でも

あるが、一方で管理会計のための情報を作り出すための技法でもある。現実の

経営に役立つ情報を作り出し、それを利用して、合理的な意思決定を行うとい

う点で、原価計算と管理会計は強く結びついている。 

 本ビジネスゲームでは自分たちが記帳を用いて作成した会計情報を用いなが

ら、経営を行っていくという点で、会計情報の作成と利用が一体化されている

といえる。 

③楽しさ 

 ゲームは単なる勉強にはない楽しみを学生に与えてくれることは確かである。

会計の学習は反復練習であり、はっきり言ってしまえばつまらないことが多い。

ゲームはそこにある程度の楽しみを与えてくれる。1 位になるためにいろいろ

と考え、それがうまくいったときや、多くのチームの中でも一つのチームをラ

イバルと定め、そこに勝ったとき、最下位ばかりのチームにいた学生が、最下

位から抜け出せたときなどは成功体験も与えてくれる。ゲームをする楽しみが

あれば、会計の勉強も多少の苦労がありつつもこなしてくれる場合が多い。 

 しかし、楽しみと学習はやはり両立しないことが多い。本ゲームを運用して

いても、そのバランスを見極めることは難しい。楽しくゲームをし続けるため

にはある程度の刺激が必要である。同じ事の繰り返しでは刺激が少なくなって

しまう。たとえばルールの全く違うゲームを次から次へ行うなどである。しか

し、ある程度の反復練習が学習のためには必要である。本ゲームの大きな課題

は、この楽しみと学習をどのようにバランスをとっていくかという点である。 

(2)問題点 

①意思決定や記帳のスピードの違い 

 意思決定にはそれなりに時間がかかるが、チームによってその時間はかなり

まちまちである。本ビジネスゲームではすべてのチームの意思決定が終わって

から、先に進むことになっているため、早めに意思決定が終わったチームは他

のチームが終わるまで、特にすることがなく待っていなければならない。 

 同様に記帳でも終了までにかなりの差が出てしまう。記帳時にすべてのチー

ムの記帳の状況を教員が把握し、間違いを即座に指摘し、修正させることは困

難である。そのため、とりあえず記帳がある程度合っていることを学生に確認

させるために、画面中に表示される現金残高が帳簿の現金残高と一致している

かどうかを確認させている。しかしどうしてもこの金額が合わないチームが出

てしまい、その場合、教員が間違いを探し、修正することにしている。このよ

うな修正作業をしなくとも記帳が終わるチームとは時間差が出てしまう。 

 このようなチーム間の意思決定および記帳の時間差は場合によっては 20 分

程度有ることもあり、大きな問題であると認識している。その解決方法として、

以下の 2 つを考えているが、実装はなかなか困難である。 

 第一の方法は時間制限を設けることである。記帳に時間制限を設けることは

難しいが、意思決定にはプログラムを使い時間制限を設けることができる。た

とえば、15 分で意思決定をしないと、勝手に次に進んでしまうといった制限を

設けることは可能である。しかし、その場合でも、なんらかの意思決定が行わ

れることが必要であるが、それをどのように決定するかという問題点がある。 

 第二の方法は早く終わったチームに何らかの課題を与え、その課題を多く解

くとゲームが有利になるような仕組みを作ることである。たとえば、意思決定

が早く終わったチームには会計学や経営学に関する問題などを出し、正答数に

応じて、ゲーム中の費用を削減するなどの方法が考えられる。この方法の問題

点はそれなりに多くの問題を作らなければならないので、そこに相当な時間が

かかることであろう。 

②役割の有無と負担の偏り 

 本ビジネスゲームでは複数人で一つのチームを作るがチーム内での役割分担

はない。一応、CEO は決定するが、それはチーム内で意思決定内容を入力する

者が一人だけ必要だからであり、それ以上の責任を負わせているわけではない。
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役割分担を設けない理由は、本ゲームの目的の一つが会計処理の学習であるた

めである。たとえば、意思決定に最終的な責任を持つ CEO、商品ごとに価格等

を決定するマネージャー、会計処理を行う経理担当者などといった形で役割を

割り振った場合、会計処理を行うのは経理を担当した学生のみとなってしまい、

すべての学生が会計処理を学ぶことができなくなってしまう。そのため、役割

分担をせず、全員の合議により意思決定を行い、全員がその結果を見て会計処

理を行っていく必要がある。 

 したがって、役割分担を行うことはできない。しかし、役割分担をしないこ

とは負担の偏りという問題を引き起こしてしまう。全員が同じ事をするという

ことは、誰か一人がやればよいということにもなる。演習では少しずつルール

を複雑にしながら意思決定の方法や会計処理の方法を学んでいく。学生の理解

力には差があるので、どうしてもできる学生とできない学生の間にはかなりの

差が開いてしまうことになる。そうなると現実の会社でも同様だが、優秀な学

生に負担が偏ることになってしまう。あまりやる気のない学生や十分に理解で

きていない学生は優秀な学生に任せて、ほとんど何もしないまま時間が過ぎて

いくことになってしまう。 

 このような負担の偏りを避けるために学生がファイルをアップロードする機

能を付加し、会計処理の作業状況については把握するようにしているが、それ

でも負担の偏りを完全に解消することはできていない。役割分担は一つの解決

法ではあるが、履修生全員に会計処理を学習させるという目的が難しくなるこ

とや、学生の欠席に対してさらに脆弱になるという問題があるため、これも難

しい。 

③学生の欠席 

 本ゲームはすべてのチームが意思決定を行うと先に進むようになっているた

め、一つのチームでも全員が欠席してしまうと、ゲーム自体ができなくなって

しまうという問題がある。前述のように役割分担していないため、学生の欠席

に対してはそれほど脆弱ではないが、インフルエンザがはやっているときなど

は一つのチームが全員欠席し、何もできないという事になってしまうこともあ

る。その際は教員が代替し、進行しているが、望ましいことではない。この点

に関する効果的な解決策はいまのところ思いついていない。 

④Excel による会計処理による弊害 

 本ゲームの目的の一つは Excel の利用の仕方を学習することである。会計処

理についてはまず複式簿記帳簿を作成し、仕訳をすれば自動的に合計残高試算

表が作成されるようになる。また、販売数量や価格などを入力すれば、自動的

に仕訳ができるツールも作成している。こういったツールは会計処理を楽にし

てくれるが、一方で簿記を十分に理解していなくとも会計処理ができてしまう

ため、会計的な理解が十分に進まないという弊害があるといえる。 

⑤デバッグが不十分 

 本ゲームはすべて筆者が一人で作成している。そのため、十分なデバッグが

できていない。そのため、ゲーム中にエラー画面が出てしまうことがしばしば

あり、そのたびにゲームの進行が止まってしまう。単一のクラスやメソッドだ

けの問題であれば、その場で修正しているが、いくつかのクラスにまたがって

生じている問題の場合は、その場で原因を究明して、修正することはなかなか

難しい。 

 本来はこのようなエラーは徹底的なデバッグを行い、事前につぶしておくべ

きであるが、筆者一人で作成し、デバッグを行っているため、事前に完全につ

ぶしておくことは不可能である。いわば、演習でデバッグを行っている状態で

あるが、場合によっては深刻なエラーにより先に進めなくなってしまうことも

あった。エラーで進行が止まってしまうことはないに越したことはない。だい

ぶエラーも出尽くしてきたので、最近は深刻なエラーは減ってはきたが、ルー

ルを付け加え、コードを変更するとまた新たなエラーが生じてしまう。この点

に関しても、筆者一人で開発・運用を行っている現状では、改善する手立ては

今のところない。 

 
おわりに 

 本稿で述べた問題点は、演習に用いている小売業のビジネスゲームについて
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とや、学生の欠席に対してさらに脆弱になるという問題があるため、これも難

しい。 

③学生の欠席 

 本ゲームはすべてのチームが意思決定を行うと先に進むようになっているた

め、一つのチームでも全員が欠席してしまうと、ゲーム自体ができなくなって

しまうという問題がある。前述のように役割分担していないため、学生の欠席

に対してはそれほど脆弱ではないが、インフルエンザがはやっているときなど

は一つのチームが全員欠席し、何もできないという事になってしまうこともあ

る。その際は教員が代替し、進行しているが、望ましいことではない。この点

に関する効果的な解決策はいまのところ思いついていない。 

④Excel による会計処理による弊害 

 本ゲームの目的の一つは Excel の利用の仕方を学習することである。会計処

理についてはまず複式簿記帳簿を作成し、仕訳をすれば自動的に合計残高試算

表が作成されるようになる。また、販売数量や価格などを入力すれば、自動的

に仕訳ができるツールも作成している。こういったツールは会計処理を楽にし

てくれるが、一方で簿記を十分に理解していなくとも会計処理ができてしまう

ため、会計的な理解が十分に進まないという弊害があるといえる。 

⑤デバッグが不十分 

 本ゲームはすべて筆者が一人で作成している。そのため、十分なデバッグが

できていない。そのため、ゲーム中にエラー画面が出てしまうことがしばしば

あり、そのたびにゲームの進行が止まってしまう。単一のクラスやメソッドだ

けの問題であれば、その場で修正しているが、いくつかのクラスにまたがって

生じている問題の場合は、その場で原因を究明して、修正することはなかなか

難しい。 

 本来はこのようなエラーは徹底的なデバッグを行い、事前につぶしておくべ

きであるが、筆者一人で作成し、デバッグを行っているため、事前に完全につ

ぶしておくことは不可能である。いわば、演習でデバッグを行っている状態で

あるが、場合によっては深刻なエラーにより先に進めなくなってしまうことも

あった。エラーで進行が止まってしまうことはないに越したことはない。だい

ぶエラーも出尽くしてきたので、最近は深刻なエラーは減ってはきたが、ルー

ルを付け加え、コードを変更するとまた新たなエラーが生じてしまう。この点

に関しても、筆者一人で開発・運用を行っている現状では、改善する手立ては

今のところない。 

 
おわりに 

 本稿で述べた問題点は、演習に用いている小売業のビジネスゲームについて
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のものであるが、小売業のビジネスゲームと合宿で利用している製造業のビジ

ネスゲームの間を埋めるようなゲームがないということも問題としてある。 

小売業のゲームは学生がルールを理解しやすくするために意思決定項目を少

なくしており、投資を行うことができないが、製造業のゲームは設備投資や新

製品開発、あるいは銀行からの借り入れなどを含む非常に複雑なルールである。

本来は設備投資を含めたキャパシティ管理も含めた会計管理を学生に理解して

もらいたいと考えているが、製造業のゲームは小売業のゲームとルールの水準

があまりにもかけ離れすぎており、効果的に教育を行えているとはいえない。

また、夏合宿では、学生に手動で記帳させると、間違いのチェックなどに相当

な時間がかかってしまい、ゲームを進めることがほとんどできなくなってしま

うため、ある程度自動化した形で記帳を行っているが、会計教育という点では

十分ではない。このギャップを埋めるための方策も必要であろう。 

本稿執筆時点で、ビジネスゲームを演習に利用しはじめて 3 年目であるが、

様々な問題点はあるにしても、以前行っていた輪読に比べると、学生に対する

教育効果は高いと感じている。演習に対する学生の姿勢も以前とは段違いであ

る。また、意思決定のスピードの違いを生むという問題はあるが、チームによ

っては意思決定のための白熱した議論が行われており、これは非常に望ましい

ことである。 
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