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【書評】
ド サン ホ

キム ヘ ジン

都相昊（도상호）
・金惠眞（김혜진）著

『예술로 풀어낸 회계―마음으로 이해하기―』
（Artfull Accounting, Accounting in Art）
（
『芸術で解き明かした会計―心で理解する―』）
도서출판 청람（図書出版チョンラム）
，韓国ソウル，2020年，
xiii＋265 pp.
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Ⅰ 本書の目的と特徴
本書は，会計の重要性を理解しているものの，会計を理解することは難しいという先入
観を持つ者と，併せて，この問題を解消してこなかった会計専門家の両者に対して，「文
化芸術作品」を道具とすることで，１つの試みの成果を著わしたものである。
著者たちの言葉を借りれば，「美術と音楽，文学だけではなく映画などの大衆芸術まで
含めた，生活のなかでの多様なメディアを通じて接することができる文化芸術作品を会計
的観点から眺める過程を通じて，〔会計が：引用者〕退屈で難しいという既存の偏見を軽
減しよう」（p. 3）とする試みによる成果である。
芸術は，文芸と美術からなる。その表現技術や表現様式が，たとえ言語や理論，美の追
求や実用的な目的などというように異なるものであっても，人の直感的な創造活動こそが
芸術が備え持つ本質である。絵画，彫刻などの視覚芸術ないし造形芸術，詩，戯曲，小説
などの文学，作曲などの音楽というように，芸術の表現技術や表現様式は多様である。
こうした表現技術や表現様式を駆使して，会計を描写する

美術と会計を超越した，

芸術と会計を射程に入れた，会計を誘う水先案内人の役割を果たすことが本書に盛り込ま
れた目的である。
美術と会計については，かつて，会計史研究者のバジル・ヤーメイ（Basil S. Yamey）が，
Art & Accounting（Yale University Press, New Haven & London, 1989）を出版した。この
著書（Yamey［1989］
）は，1400年から1900年までの芸術作品，とくに16～17世紀のネー
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デルランドの絵画を媒体として，会計帳簿はもとより，そこで描写された商人や簿記係の
肖像画などから会計史を解き明かすことを試みたものであった。会計帳簿に表象された会
計のイメージを紐解くのに大いに役立った。
それに対して，本書は，会計帳簿，商人や簿記係の肖像画などの絵画にとどまることな
く，絵画では数多くの著名な画家の作品に加えて，洋の東西を問わず，古書，詩，音楽，
映画，歴史的遺物など85作品の写真（部分の写真は除く）が掲載され，それらをもとに会
計を語っている。
ただし，直接会計に関わる会計帳簿やその担当者たちの肖像画などを媒体としたヤーメ
イの著作とは違って，本書での研究媒体である文化芸術作品は，必ずしも直接会計を表現
したものではないことには留意すべきである。あくまでも「文化芸術作品を会計的観点か
ら眺める」ことで，会計に関わるトピックを描写することに主眼が置かれている。

Ⅱ

本書の構成と概要

本書は「はじめに」に続き，23章（23のテーマ）からなる。各章の概要は，以下のとお
りである。
まず第１章「会計専門家の役割と＜ラス・メニーナス（女官たち）＞（Las Meninas）」
では，「画家のなかの画家」とも称された，バロック期のスペイン画家であるディエゴ・
ベラスケス（Diego Velázquez）の『ラス・メニーナス（女官たち）』（1656年）の作品を
通じて，多くの人が正確に理解できない会計専門家の役割を説明する。
また第２章から第４章では，世界的に有名な事象や遺物などをもとに，会計の歴史に関
わる話を紹介している。これら３つの章はそれぞれ章の見出しどおり，第２章は「最初の
政府会計報告書とフランス革命」について，第３章は「最古の会計基準：ハムラビ法典」
について，そして第４章「音楽の母ヘンデルと外部監査制度のスタート」では南海会社
（South See Company）やイギリス史上最も悪名高い1720年の南海泡沫事件（South Sea
Bubble）などを取り上げている。ハノーファー選帝侯の宮廷楽長を務めたゲオルク・フ
リードリヒ・ヘンデル（Georg Friedrich Händel）は，ハノーファー選帝侯がグレートブ
リテン王国の王ジョージ１世（King George I）として迎えられた後，イギリスでバロッ
ク音楽の作曲家として長年活躍した。ヘンデルが南海会社株の売買でキャピタルゲインを
獲得したことなどのエピソードとともに，南海会社の会計記録などの調査結果から，世界
で最初の会計監査報告書となることなどが紹介されている。
第５章「傳神寫照と内部統制制度」では，企業と会計専門家がどのような態度で取り組
むべきかを説明した。ここで取り上げられた芸術は，朝鮮時代の肖像画（韓国国宝第240
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ユンドゥ ソ

号「尹斗緒 自画像」）である。朝鮮時代の肖像画は「一毫不似 便是他人」（髪の毛１本で
も似ていなければそれは他人である）を基本精神とし，人物を単純に再現するだけでなく，
ジョンシンサジョ

その人の内面や精神まで表現するという意味での「傳神寫照」という厳しい概念が重んじ
られていた。自画像を描く際に鏡は必須の道具であるが，経営活動に対する結果である会
計報告書を自ら作成する経営者も自らを写し出す鏡を必要とする。その役割を期待して導
入された内部統制制度について説くのである。
第６章「＜バベルの塔＞と企業の言語」では，『旧約聖書』の「創世記」第11章に登場
する「バベルの塔」の物語とブラバント公国の画家のピーテル・ブリューゲル（Pieter
Bruegel）による『バベルの塔』
（1563年頃）という作品を通じて，企業の言語としての会
計の本質を説明する。第７章「＜バジールのアトリエ（ラ・コンダミンヌ通り）＞と財政
状態計算書」，第８章「ピート・モンドリアンが財政状態計算書を作成すると？」，第９章
「
『神聖比例書』」および第10章「＜野猫盗雛＞と損益計算書」では，フランスの印象派画
家フレデリック・バジール（Frėdėric Bazille）が描いた『バジールのアトリエ（ラ・コン
ダミンヌ通り）』
（1870年），独自の抽象絵画を追求したオランダ出身のピート・モンドリ
アン（Piet Mondrian）が，三色からなる四角形の色面をさまざまな間隔で配置して描い
た『赤・青・黄のコンポジション』（1930年），ルカ・パチオリ（Luca Patioli）が著わし
た『神 聖 比 例 論』（De Divina Proportione）（1509年）で の レ オ ナ ル ド・ダ・ヴ ィ ン チ
キムドゥクシン

（Leonardo da Vinci）の原画による正多面体の挿絵や概念，そして朝鮮時代の金 得 臣が
ヤ ミョ ド チュ

登場人物や動物などの動きをカメラで捉えるかのように描いた『野猫盗雛』（18世紀後半
～19世紀初め）の作品などを通じて，会計報告書のなかで最も一般的な財政状態計算書と
損益計算書について説明する。
第11章「＜アンドルーズ夫妻＞と富の誇示」と第12章「会計報告書に盛り込まれた多く
の人々の生活」では，企業の活動と企業の利害関係者を説明し，これを報告書にどのよう
に描くかを記している。ここで用いられたのは，イギリスの画家トマス・ゲインズバラ
（Thomas Gainsborough）の『アンドルーズ夫妻』
（1749～1750年）
，日常的な農村の風景
と農民の姿を描いた先のブラバント公国の画家ピーテル・ブリューゲルによる代表作の
『暗い日』（1565年），
『穀物の収穫』（1565年），『干し草の収穫』
（1565年）
，
『牛群の帰り』
（1565年）
，『雪中の狩人』（1565年），そして江戸時代末期の浮世絵師である歌川國芳によ
る『人かたまつて人になる』（1847年頃）である。歌川のこの作品は，裸の人を寄せ集め
てひとりの人物を描いた，いわゆる「寄せ絵」である。企業と企業の構成員のあり方を考
えるうえでの絶好の作品として取り上げられている。
第13章「エルメス・マーキュリー，ナルキッソス，そしてピグマリオンと会計不正」と
第14章「強欲とバブルのウォール街を美術作品として解き明かしたオリバー・ストーンの
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映画」では，人間の欲望と企業活動についての話を展開する。人間の欲望は，社会発展の
原動力でもあるが，度が過ぎれば人間および共同体を破滅の淵に追いやりもする。まずは，
フランスのバロック・フランス古典主義絵画の画家クロード・ロラン（Claude Lorrain）
の『アポロとメルクリウスのいる風景』
（1645年）
，朝鮮時代を代表する画家である謙齋
ジョンソン

ソ グァトゥ ソ

鄭 敾の『西瓜偸鼠』（18世紀）
，神話などでの女性を描いたイギリスのジョン・ウィリア
ム・ウォーターハウス（ John William Waterhouse）の『エコーとナルキッソス』
（1903年）
（ギリシャ神話での美しいエコーの恋を拒んだナルキッソスが水に映った自分の姿に恋す
る姿を描いた），フランスの画家ジャン＝レオン・ジェローム（ Jean-Lėon Gérôme）の
『ピュグマリオンとガラテア』
（1890年）
，そしてフランスの画家・風刺版画家オノレ＝ヴィ
クトラン・ドーミエ（Honorė-Victorin Daumier）によるギリシャ神話の『うるわしのナ
ルキッソス』（1842年）や『ピュグマリオン』
（1842年）の作品を通じて，欲望の本質につ
いて説明する。また，こうした欲望はわれわれが生きているグローバル経済体制にどのよ
うな否定的な影響を及ぼしているかについて，映画という総合芸術を通じて示したオリ
バー・ストーン（Oliver Stone）監督の映画『ウォール街』（1987年）とこれに関連する芸
術作品を紹介する。とくに，アメリカの政治漫画家ウド・ケプラー（Udo J. Keppler）が
金融家ジョン・ピアポント・モルガン（ JP Morgan）を熱心な投資家にシャボン玉を吹く
雄牛として描写した『ウォール街のバブル―常に同じ』（1901年）の作品は，将来を示唆
するものでもある。
第15章「レンブラント，尹東柱，デューラーと企業の自画像」，第16章「会計専門家の
イメージ」，第17章「会計報告書と偏見からの自由」および第18章「＜アルノルフィーニ
夫妻像＞と実質優先の原則」の４つの章は，企業の実態をどのように伝達するかをテーマ
としたものである。
第15章は自画像をもとにしたもので，光と影の魔術師の異名を持つネーデルランドのレ
ンブラント・ハルメンソーン・ファン・レイン（Rembrandt Harmenszoon van Rijn）によ
る『自画像』
（1628～1629年），
『自画像』
（1640年）や『ゼウクシスとしての自画像』
（1665
年～1669年）
，「死ぬ日まで天をあおぎ／一点の恥じ入ることもないことを／葉あいにおき
ユンドンジュ

る風にすら／私は思いわずらった」（「序詞」
）で有名な詩人，尹東柱の遺稿詩集『空と風
と星と詩』（1948年）に収録された詩「自画像」
，ドイツのルネサンス期の画家アルブレヒ
ト・デューラー（Albrecht Dürer）による『自画像』
（1500年）などの作品を通じて，企
業の自画像である経営活動の情報を開示によって果たされる原理を説明する。第16章では，
2017年の第89回アカデミー賞での作品賞の発表間違いをこの章でのトピックの解題のため
に掲げる。この発表間違いの原因は章末で明らかにされる。あらかじめ２組の封筒を準備
するが，その原因は，投票結果を受けてプレゼンターに手渡される封筒が予備のもので
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あったことによる。この一連の業務を担っていたのが監査法人プライスウォーターハウス
クーパース（PwC）であった。この章では，オランダの画家マリヌス・ファン・レイメル
スワーレ（Marinus Claeszoon van Reymerswaele）による『徴税人』
（1542年）の作品と
ともに，過去の有名な会計専門家であったジョン・ロックフェラー（ John D. Rockfeller）
などについても紹介する。
加えて，会計専門家が登場する映画として，
『アンタッチャブル』
（1987年）
，
『ショーシャ
ンクの空に』（1994年），
『プロデューサーズ』
（2005年）
，『シンドラーのリスト』（1993年）
，
『ザ・コンサルタント』
（2016年），『ラブ IN ニューヨーク』
（1982年）
，『ミッドナイト・
ラン』（1988年）
，
『ゴーストバスターズ』（1984年）
，『人生狂騒曲』
（1983年）
，『月の輝く
夜に』（1987年）
，『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』
（2001年）なども紹介しており，読者
が興味をそそられる構図となっている。
また第17章では，偏見または初印象が及ぼす影響を説明するために，フランスのバルビ
ゾン派を代表する画家ジャン＝フランソワ・ミレー（ Jean-François Millet）の『落穂拾い』
（1857年）
，歌川國芳の『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』（1847年～1852年頃）
，バロッ
ク期のフランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンス（Peter Paul Rubens）の『ロー
マの慈愛（キモンとペロ）
』（1630年）などの作品に示されたテーマを紹介する。第18章で
は，初期フランドル派の画家ヤン・ファン・エイク（ Jan van Eyck）の『アルノルフィー
ニ夫妻像』（1434年）とルネサンス期のドイツの画家ハンス・ホルバイン（Hans Holbein）
の『大使たち』（1533年）の作品を通じて，企業の実態を伝達するための努力のあり方に
ついて説明する。ここでは，美術作品の実際の意味についての理解と照らし合わせて，実
質優先の原則を会計に適用すると会計報告書は企業の経営活動をありのままに示す，より
客観的で有用な情報を提供できることを説いている。
第19章「＜雲海の上の旅人＞と最高経営者」では，ドイツのロマン主義の画家カス
パー・ダーヴィト・フリードリヒ（Caspar David Friedrich）の『雲海の上の旅人』（1818
年）と『月を眺める２人の男』
（1819～1820年），帝政ロシアの海洋画家イヴァン・アイヴァ
ゾフスキー（Ivan Aivazovsky）の『波濤』
（1889年），フランス印象派の画家ギュスターヴ・
カイユボット（Gustave Caillebotte）の『窓辺の若い男』（1875年）およびフランスの新古
典主義の画家ジャン＝オーギュスト＝ドミニク・アングル（ Jean-Auguste-Dominique Ingres）の『スフィンクスの謎を解くオイディプス』（1808年）の作品を通じて，企業の最
高経営者の活動と役割，そして会計専門家のパートナー的関係を説明する。第20章「＜選
ばれざる道＞と意思決定」と第21章「アキレスの武器と会計情報」では，企業と最高経営
者の最も重要な役割である意思決定について考察する。「オランダのダ・ヴィンチ」と称
されるバロック時代の画家ヤン・ファン・デル・ヘイデン（ Jan van der Heyden）の『森
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のなかの交差点』（1660年）とピューリッツアー賞を４度受賞したアメリカの詩人，劇作
家のロバート・フロスト（Robert Frost）の詩集 Mountain Interval（1916年）に収録され
た詩「The Road Not Taken（選ばれざる道）」の作品を通じて，意思決定の本質について
考察し，エッチングのイタリアの画家ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ（Giovanni
Domenico Tiepolo）の『トロイの木馬をトロイ市へと運ぶ』（1760年）などの作品を通じ
て，神話でのトロイア戦争とパンドラの箱を通じて意思決定の過程がどれほど重要かを説
明する。さらに，第22章「風幡問答，〔ヨハネス・フェルメール〕＜真珠の耳飾りの少女
＞とメンタル・アカウンティング」では，会計および経営の意思決定がテーマとなる人間
の心がどのような役割を果たすかを説明する。ここで用いられるのは，風幡問答として知
られる，次の禅語の「非風非幡 仁者心動」（風に非ず

幡に非ず，仁者が心動く）であ

る。
せっぱん

あ

六祖，因みに刹幡を颺ぐ。二僧有り，対論す。一は云わく，幡動く。一は云わく，風
かな

動くと。往復して曾て未だ理に契わず。
しょう

祖云わく，是れ風の動くに非ず，是れ幡の動くに非ず，仁者の心動くのみと。二僧 悚
ねん

然たり。

われわれが物事の道理を認知する際，心に応じて左右される。それを例示する絵画とし
て，ネーデルランドの17世紀の黄金時代の代表画家のひとりで，「フェルメール・ブルー」
と呼ばれる鮮やかな青色を使用するヨハネス・フェルメール（ Johannes Vermeer）の
『真珠の耳飾りの少女』（1665年）の作品を紹介する。
最後の第23章「＜雨，蒸気，速度―グレート・ウェスタン鉄道＞と新たな産業革命時代」
では，イギリスのロマン主義の画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー（ Joseph
Mallord William Turner）の２点の作品（『雨，蒸気，速度―グレート・ウェスタン鉄道』
（1844年）と『解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号』
（1838
年））を通じて，われわれがいかなる姿勢で第４次産業革命の時代を迎えるべきかについ
て説く。

Ⅲ

本書での記述の一断面

本書は，その目的を達成するために，文化芸術作品のなかでも絵画が多く用いられてい
る。併せて，歴史的事実に関わる絵画や風刺画などとともに，歴史学と会計学の専門分野
での研究成果からも論を展開する。たとえば，第２章「最初の政府会計報告書とフランス
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革命」，第３章「最古の会計基準：ハムラビ法典」などは，このアプローチによるもので
ある。
ここでは，本書の記述の一断面を紹介する意味からも，第２章の内容について少しみて
おこう。
第２章は，冒頭に作家未詳の絵画『第三身分』（1789年）の下部に記されている言葉の
「願わくば，この状況がうまく終わるように」
（A faut esperer q’eu se jeu la finira bentot）
の引用から始まる。この絵画は，カトリック聖職者の「第一身分」，貴族階級の「第二身
分」，そして平民の「第三身分」による当時のフランスの身分社会と，第三身分の状況を
描き切ったものである。
1789年のフランス革命勃発の本質は，第一身分・第二身分の特権階級と第三身分の対立
にある。直接的には，ルイ16世（Louis XVI）が1789年に召集した三身分の代表が集う身
分制議会である「三部会」での採決方法の対立にある。三部会での議論はまとまらず，第
三身分議員は自らの「国民議会」を結成（６月17日）し，憲法制定までは解散しないこと
を誓った（「球戯場（テニスコート）の誓い」：６月20日）。ルイ16世は，身分社会の基本
構造の否定を意味することから抵抗し，国民議会を解散させるため武力を行使している。
当時，宮廷内で自由主義的改革を進めていた財務長官のジャック・ネッケル（ Jacques
Necker）の罷免を王妃が国王に要求したことが理由で，パリ民衆によるバスティーユ牢
獄の襲撃（７月14日）でフランス革命の火ぶたを切ったのは，周知のとおりである。
このフランス革命とネッケルとの結びつき，ネッケルと会計などを説いたものが，本書
の第２章「最初の政府会計報告書とフランス革命」である。
この最初の政府会計報告書とフランス革命との結びつきについては，ジェイコブ・ソー
ル（ Jacob Soll）の The Reckoning : Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations
（『帳簿の会計史』）
（ソール著，村井訳［2015］）の第９章「フランス絶対王政を丸裸にし
た財務長官」で詳しく論じられたものにきわめて近い。このソールの著書は，「一国の浮
沈のカギを握るのは政治の責任と誠実な会計」
（ソール著，村井訳［2015］，12頁）であり，
国家の繁栄は会計によって決まり，会計責任を果たすことがいかに難しいかを説いたもの
である。
この著書の第９章でソールが明らかにしたのは，端的に，「ルイ16世から財務長官に任
命されたスイスの銀行家・ネッケルは，それまで秘密のベールに包まれていた国家財政を，
国民へ開示した。そのあまりにも偏った予算配分に国民たちは怒り，フランス革命が起き
た」（ソール著，村井訳［2015］，221頁）ということである。
そもそもソールが「帳簿の力」に着目して『帳簿の世界史』を著わしたのは，The Information Master : Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System（University of Michigan
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Press, 2010）を通じて，太陽王ルイ14世（Louis XIV）の財務総監を務めたジャン＝バティ
スト・コルベール（ Jean-Baptiste Colbert）が近代国家を建設するためにどのような改革
を行なったかを明らかにしたことにその端緒がある。この研究で，コルベールを通じて，
ルイ14世が年に２回，自分の収入・支出・資産が記入された帳簿を受け取っていながらも，
やがてその習慣を打ち切り，フランスを破綻させてしまったという事実を知ったことによ
アカウンタビリティ

るものである。「近代的な政治と会計責任の始まりだったように見えた」（ソール著，村井
訳［2015］
，9 頁）のである。
残念ながら，コルベールの死後，ルイ14世は会計報告の習慣を打ち切っている。「帳簿
は国家運営の道具ではなく，統治者としての自分の失敗をあからさまに示す不快な代物に
なっていたのだろう」
（ソール著，村井訳［2015］
，9 頁）というのは，ソールの推察であ
る。戦争とヴェルサイユ宮殿建設などが財政的に重くのしかかっていた。
その後，1774年にルイ16世が即位し，アメリカ独立戦争に伴い債務がますます膨れ上が
り，もはや借金もできず税収も増やせないことに気づく。フランスの国家財政の内情，と
くに公的債務の正確な額を知ることは，フランスの民意となる。開示の重要性が認識され，
そのあり方が問われ始めていたとも解し得る。
ネッケルと会計との結びつきについて話を戻そう。
ネッケルは，1777年にルイ16世によって財務長官に任命される。ネッケルはジュネーブ
出身で金融界に顔が利き，国王のために金の工面ができたことも背景にあるが，行政官と
して有能な働きを示した。
本書の第２章での「最初の政府会計報告書」とは，1781年にネッケルが公表した『国王
への会計報告』（Compte Rendu au Roi）である。この『国王への会計報告』は，フランス
絶対王政の歴史において初めて国家予算を公表したものである。財務担当大臣が自ら財政
運営の報告責任を果たすとともに，その計算結果を国民に公表したものであるが，この公
表によって世論を動かし，のちにフランス革命へと展開するのである。
加えて，第２章ではともに1789年作の，ジャン＝ピ エ ー ル・フ ー エ ル（ Jean-PierreLouis-Laurent Houël）による『バスティーユ襲撃』とジェームズ・ギルレイ（ James Gillray）による風刺画『フランス。英国。自由。奴隷制』が，ネッケルがフランス革命に及
ぼした影響とイギリスの政治家のウィリアム・ピット（William Pitt）が及ぼした影響を
描いた対照的な作品であることを紹介する。
こうした絵画とともに，歴史学と会計学からの会計の歴史に関わる研究成果をもとに，
最初の政府会計報告書とフランス革命が，巧緻な筆致で描かれている。

ド サン ホ

キム ヘ ジン

都相昊（도상호）・金惠眞（김혜진）著『예술로 풀어낸 회계⋯⋯
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芸術と会計の知見を得る名著

以上のように，本書は，文化芸術作品を道具として用いながら，会計の専門用語，原理，
基本思考などを説明した，従来にはみられない優れた著書である。芸術と会計の両分野に
関わる多くの知見を学ぶことができる名著である。
ケミョン

著者のひとりである都相昊教授（啓明大学校（Keimyung University）経営大学教授）に
初めてお会いした際，どこか文化人・詩人であるように感じ入った。韓国管理会計学会会
長や韓国会計学会副会長などを歴任された会計学者ではあるが，芸術家としての雰囲気を
も醸し出していた。
ヨン セ

実は都教授は，筆者が1986年に留学した韓国の延世大学校（Yonsei University）商経大
学大学院での先輩であり，当時，すでに大学院を修了してアメリカの University of Pittsヨン セ イン

burgh に留学中であった。「延世人」の結びつきや結束は強く，その後お目にかかる機会
があり，笑顔でとても優しく接してくださったことは忘れられない。
昨冬にソウルで開催された学会でお会いした際に，「杉本先生，文化芸術作品を道具と
して会計を書いた本を近く出版するのでお届けします」とお声掛けいただき，本書を楽し
みにしていた。
しかし，その後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大によるパンデミッ
クは，世界的規模で各方面に影響を及ぼした。運輸・交通や郵便，とくに海外の郵便事業
は厳しい制約が伴い，国際便での本書を手にしたのは出版から６か月以上が過ぎてのこと
だった。装丁や随所に掲載された絵画をはじめとする文化芸術作品の美しさはもちろん，
頁を繰ったときの驚きは凄まじかった。都教授が高い教養を備えた文化人でもあり，会計
学者であることを，本書は証明している。
サミル

都教授は，韓国会計学会による2020年度三逸会計法人著名教授（著述分野）に選任され
た。
この三逸会計法人著名教授の選定制度は2005年から始まり，研究，奉仕および著述の３
つの分野に区分して選ばれる。このうち，著述分野は，「会計学に関する著述の業績に卓
越し，学会で長年にわたり学術および奉仕の活動を行なった国内の大学の現職教授で，こ
れからも会計学と会計業界の発展に輝かしい貢献を果たすものと期待される者」と規定さ
れている（「韓国会計学会 三逸会計法人 著名教授 選定規程」第４条）。
著名教授としての選任は，これまで多くの会計学の研究書，テキストおよび国内外での
論文に加え，すでに公刊が確定した本書の評価の高さによるものであることは明らかであ
る。本書の冒頭に収録された韓国会計学会会長と国立現代美術館学芸員からの推薦の辞か
らも窺える。

156
セジョン

なお，本書は「2020年度世宗図書＜学術部門＞」の１冊に選定されている。

参

考

文

献

Soll, Jacob［2014］, The Reckoning : Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations, Basic
Books, New York（ジェイコブ・ソール著，村井章子訳［2015］，『帳簿の会計史』文藝春秋）.
Yamey, Basil S.［1989］, Art & Accounting, Yale University Press, New Haven & London.

