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岐阜県
歴

平成 7 年

3月

岐阜県立大垣商業高等学校 経理科 卒業

平成 7 年

4月

朝日大学 経営学部 情報管理学科 入学

平成 11 年

3月

朝日大学 経営学部 情報管理学科 卒業

平成 11 年

4月

朝日大学大学院 経営学研究科 情報管理学専攻 博士前期課程 入学

平成 13 年

3月

朝日大学大学院 経営学研究科 情報管理学専攻 博士前期課程 修了

平成 13 年

4月

朝日大学大学院 経営学研究科 情報管理学専攻 博士後期課程 入学

平成 17 年

3月

朝日大学大学院 経営学研究科 情報管理学専攻 博士後期課程 修了 博士（情報管理学）取得

年

月

職

平成 13 年

4月

岐阜県立山県高等学校 常勤講師

平成 14 年

3月

岐阜県立山県高等学校 常勤講師 任期満了退職

平成 14 年

10 月

岐阜県立山県高等学校 非常勤講師

平成 14 年

12 月

岐阜県立山県高等学校 非常勤講師 任期満了退職

平成 16 年

9月

岐阜県立揖斐高等学校 非常勤講師

平成 16 年

9月

岐阜県立揖斐高等学校 非常勤講師 任期満了退職

平成 16 年

10 月

岐阜県立揖斐高等学校 常勤講師

平成 17 年

3月

岐阜県立揖斐高等学校 常勤講師 任期満了退職

平成 17 年

4月

岐阜県立岐阜商業高等学校 常勤講師
現在に至る
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年

月

学会ならびに社会における活動等

平成 13 年

2月

日本創造学会会員 （現在に至る）

平成 14 年

6月

プロジェクトマネジメント学会会員 （現在に至る）

平成 14 年

6月

日本原価計算研究学会会員 （現在に至る）

平成 14 年

8月

経営情報学会会員 （現在に至る）

平成 14 年

4月

社団法人日本 VE 協会中部支部主催 「21 世紀の原価企画と VE 研究会」に参加 （平成 16 年 3 月まで）

年

月

賞

罰

なし
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平成 17 年 5 月 29 日
氏名
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平成 17 年 5 月 29 日
氏名 河 合 龍 憲
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発行又は発表の

発行所、発表雑誌等又

著の別

年月日

は発表学会等の名称

共 著

平成14年2月

ASI PRESS
(American
Supplier Institute)
（米国における田
口メソッドの教育
センター）

著書、学術論文等の名称

概

要

Ⅰ 著 書
（ 1 ） ADVANCED PROJECT
MANAGEMENT
METHODOLOGY
with Method for changing Knowledge
to wisdom in wisdom management era

（英文）

（著者）江崎通彦、河合龍憲
（概要）
「参加者の価値観合わせ」から入る
「プロジェクトの段階的手順」と「値打の
ある何をの構成、構造」を創り出す考え方
とその手順を述べた江崎通彦（担当教授）
オリジナルな著書（文部省の科研費の助成
を得て出版 940 ページ）
（担当）付録の一部分である Appendix J
及び Appendix K を担当。
・Appendix J
「The relationship between QFD, VA/VE and
DTCN/DTC methodology」
（p.883－892）
・Appendix K
「The Method of Project
Management/Accounting Using Reversed
Journal Position Format
–The Method to Create a Co-operative thinking
and Working Place Among
Science/Engineering and
Management/Accounting people-」
（p.893－
906）

Ⅱ 博士論文
単著

平成17年1月

朝日大学 大学院

学位論文内容の要旨
従来の企業、官庁などの組織において、マ
ネジメント上の問題点に次のものがあっ
た。
（１） 技術者、科学者の中には、会計（財
務会計、管理会計）のことをよく理解し、
それを有効に利用できる人が少ない。
（２） また、財務担当の専門家は、会計
のことはよく理解できている一方で、その
会計数値の技術的、科学的な意味、作業内
容と手順、その詳細で微妙な因果関係につ
いて関心を持つ人が少ない。
（３） 管理会計の分野において、プロジ
ェクト管理会計という言葉が使われてい
るが、その内容についてはまだ十分確立さ
れていない。
本論文は、上記の問題点を解決するため
の視点、プロセスおよびその考え方と手順
を示し、それで得られる、新しい効果につ
いての研究の結果を述べたものである。

これらの問題点を解決する糸口となる着
想の視点は、従来会計において利用してい
る仕訳表現である「借方－貸方」を、内容
は全く同じでも、左から右へインプット、
アウトップットの順序で手順などを、読ん
だり書いたりすることに慣れている技術
者、科学者に理解しやすい表現にするため
に、便宜的にコンピュータなどの助けを借
りて、
「貸方－借方」の仕訳表現に置き換る
と、その流れの理解を広げることができる
ことに着眼している。そして、技術者、科
学者が、慣れている左から右へインプット
とアウトプットの流れの各作業内容と仕訳
表現が一対一で対応できることを確認する
とともに、それを使って、技術者、財務担
当が共に、視考（見て理解し、見て考える）
できるようにすることを、論文の中で、確
認している。
また、本論文は、実務で利用されている
「新プロジェクト管理の方法（DTCN/DTC
手法：Design To Customers’ Needs/
Design To Cost）
」と「知識を知恵にかえる
方法」の考え方とその手順に基づき、
「帰納
アプローチ段階」と「演繹アプローチ段階」
という用語定義を用いてその内容の展開を
している。本論文におけいて「帰納アプロ
ーチ段階」とは、
「いろいろ考えてこうしよ
うと決める段階」を指し、また「演繹アプ
ローチ段階」とは「いろいろ考え、決めた
ことを具体化する段階」を指すとしてる。
そして、本論文の論ずる範囲は、帰納アプ
ローチ段階であるとしている。この段階は、
「何事も、その実現のためには、まず１案
しかありえないことは極めて稀で、必ず 2
案以上がある」という考え方から、その比
較案の創出、比較、評価、選択をする段階
であると認識し、これにより価値が高く、
しかもそれができるだけ低いコストで実現
できるプロジェクトの結果の内容の創出と
選択ができる原点となる段階でもあると説
明している。
そして、この「帰納アプローチ段階」で選
択した価値とその内容にもとづいて実施さ
れる「演繹アプローチ段階」の生産、商売、
サービスなどについての具体的な予算と実
績の管理については、従来の VE、IE、QC
手法から始まる管理手法の考え方と手順に
したがって行えばよいとしている。従って、
本論文ではその段階の範囲の管理について
は、それらに関する従来に方法によればよ
いとしている。

Ⅲ 学術論文

（1）VE/VA,QFD,DTCN/DTC 手法
と管理会計手法との新しい関係
（査読済み論文）

共 著

平成 13 年 12
月

朝日大学大学院経
営学研究科紀要第 3
号

（著者）江崎通彦、河合龍憲
（概要）VE/VA 手法の発展型として、
VE/VA 手法の考案者であるローレンス.D.
マイルズの了承を得て、江崎通彦が考案し
た DTCN/DTC 手法の歴史及び VE/VA、
QFD、DTCN/DTC 手法の相互の関係を明
らかにし、それらの各手法と管理会計手法
を繋ぐことにより新しい関係が見えてきた
ことについての論文である。
（担当）管理会計に関連する部分の執筆
（p.75－88）

（2）技術者にもわかり易い「知恵を
創り出す管理会計理論」の着想
（査読済み論文）

単 著

平成 14 年 12
月

日本創造学会論文
誌 Vol.6

（概要）江崎通彦が考案した「知識を知恵
にかえる方法」を利用して、創造学の観点
から、効果のある企業経営をするために、
技術者の協力の得やすい管理会計理論の着
想について述べたものである。
本論文により、財務面と技術面からの創
造的で知恵のある協力関係を引き出すこと
ができる管理会計の原点ができあがった。
（p.89－98）

（3）知恵を創り出す管理会計手法の
考え方とその手順－その 1－
（査読済み論文）

単 著

平成 14 年 12
月

朝日大学大学院紀
要第 4 号

（概要）
「新しい管理会計の考え方」と「手
順の場と共創の場」を創り出すことができ
る「知恵を創り出す管理会計手法」の考え
方とその手順の概要を述べたものである。
（p.17－29）

（4）従来の会計の仕訳の左右の位置
を逆にして使うプロジェクト管理/会
計の方法
－技術系、事務系の人達の共創、共同
作業の場を創り出す方法－
（査読済み論文）

共 著

平成15年2月

プロジェクトマネ
ジメント学会誌
Vol.5 No.1

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）技術系、事務系の人達が効果的・
効率的に価値の高いプロジェクトの結果を
共同で創り出すために、共に考え行動ので
きるプロジェクト管理と管理会計上におけ
る仕訳の表現の考え方、メカニズム、手順
創りへの道をひらく可能性の原点を示す論
文である。
（担当）全文を担当。
（p.29－35）

（1）従来の会計の仕訳の左右の位置 共 著
を逆にて使うプロジェクト管理/会計
の方法
－理工系、
経営・事務系の人達の共創、
共同作業の場を創り出す方法－

平成13年9月

2001 年度秋季研究
発表大会予稿集
（プロジェクトマ
ネジメント学会）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）従来の仕訳の表現である「借方‐
貸方」の位置を「貸方‐借方」に置き換え
ることにより、理工系の人達に理解のしや
すい仕訳の表現となる。その結果、理工系、
経営・事務系の人達が同じ場とフローで共
創、共同作業ができるようになることにつ
いての発表をした。
（担当）全文を担当。
（p.117－123）

Ⅳ 学会発表論文

（ 2 ） The Relationship between
QFD, VA/VE and DTCN/DTC
methodology
（査読あり）

単 著

平成 13 年 10
月

Proceedings of The
7th International
Symposium
on
Quality Function
Deployment
（品質機能展開国
際シンポジウム）

（概要）QFD 手法の考案者である赤尾洋二
は、彼の著書『品質展開』
，日科技連，1978
年の中で、
「VE 手法とどのように結合させ
るか、どの時点から導入すればよいかは、
いまだ確立されたものはない。
」と述べてい
る。
本論文は、今まで明らかにされていなか
った QFD 手法、VA/VE 手法の関係に、
DTCN/DTC 手法（江崎通彦考案）を加え、
それらの相互の関係と補完手順を英文で発
表をした。
なお、
本論文の内容は、
赤尾（QFD 手法）
、
江崎（DTCN/DTC）の両氏の立会いのもと
による内容確認、調整済みのものである。
（p.95－99）

（3）QFD 手法、VA/VE 手法、
DTCN/DTC 手法の創造的関係

単 著

平成 13 年 11
月

日本創造学会第 23
回研究大会論文集
（日本創造学会）

（概要）前記学会発表論文（2）の内容を創
造学からの視点を加え、日本語で発表をし
た。
（p.126－130）

（4）理系の人にもわかり易い知識を
知恵にかえる方法とそのツールによ
る会計理論の着想

単 著

平成 13 年 11
月

日本創造学会第 23
回研究大会論文集
（日本創造学会）

（概要）従来、企業や官庁の組織の中で、
文系（経営/財務担当者）の人と理系（技術
系）が、お互いの仕事の内容を同じ場/紙（書
式などのことを指す）の上で、それぞれの
専門的な表現をして、共創的な作業のでき
る場が欲しいというニーズがあった。
本論文は、理系の人にもわかり易い管理
会計上における仕訳の表現と江崎通彦が考
案した「知識を知恵にかえる方法」の考え
方とそのツールを結合することによりその
ニーズに答えることができることについて
創造学からの視点からまとめたものであ
る。
（p.115－120）

（5）知恵を創り出す管理会計手法の
確立（考え方とその手順）

共 著

平成14年8月

日本原価計算研究
学会第 28 回全国大
会研究報告要旨集
（日本原価計算研
究学会）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）前記学会発表論文（1）
、
（4）の内
容と、
「知識を知恵にかえる方法」
（江崎通
彦考案）を繋ぎ合わせることにより、
「知恵
を創り出す管理会計手法」として展開する
ことができることについて管理会計分野の
学会において発表をした。
（担当）全文を担当。
（p.17－18）

（6）評価をするということはどうい
うことか
－評価とは何をしさえすれば評価を
したことになるのか－

共 著

平成14年9月

日本創造学会第 24
回研究大会論文集
（日本創造学会）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）
「評価をする」という言葉と「評価
基準を持つ」という言葉の内容について、
「何をどうしさえすれば評価をしたことに
なるのか？」
「評価をするための評価基準と
はどのようなものを持ちさえすればよいの
か？」について多くの論文が見られるが、
その決め手になるものはまだほとんど見あ
たらない。
本論文は、江崎が先に開発、実用化した

『新プロジェクト管理の方法（DTCN／
DTC ： Design
To
Customers’
Needs/Design To Cost）』の中の PMD
（Purpose Measure Diagram）手法を利用
して、
「意思決定のために評価をする」とい
うことは、
「何を基準に何をすればよいか」
について整理を行い発表したものである。
（担当）全文を担当。
（p.99－104）
（7）評価をするということは何をど
うすることか

単 著

平成 14 年 11
月

2002 年度秋季全国
研究発表大会予稿
集
（経営情報学会）
2002 年度秋季全国
研究発表大会予稿
集
（経営情報学会）

（8）理工系の人にわかりやすい新し
いパラダイムを開く管理会計の方法

単 著

平成 14 年 11
月

（9）知恵を創り出す管理会計手法の
着想

共 著

平成15年6月

2003 年度春季全国 （著者）河合龍憲、江崎通彦
研究発表大会予稿 （概要）
「知恵を創り出す管理会計手法」で
集
利用する PMD 手法（目的手段ダイアグラ
ム手法）を使って、
「バランス・スコアカー
（経営情報学会）
ドの 4 つの視点」の整理を行い、その PMD
をもとに、ステップリスト手法を利用して、
手順を作成し、
「知恵を創り出す管理会計」
と「バランス・スコアカード」の関係を明
らかにしたことについての発表をした。
（担当）全文を担当。
（p.146－149）

（10）知恵を創り出す管理会計手法
と日本的なバランス・スコアカードの
考え方の結合

共 著

平成15 年9 月

日本原価計算研究
学会第 29 回全国大
会研究報告要旨集
（日本原価計算研
究学会）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）昨年、日本原価計算研究学会で発
表した内容（前記学会発表論文（5）
）を踏
まえて、
「知恵を創り出す管理会計手法」の
視点から、
「バランス・スコアカードの 4 つ
の視点」の整理を行い、その整理した視点
にもとづき、それを具体化する手順を作成
して、
「知恵を創り出す管理会計手法」によ
る費目の考え方について発表をした。
（担当）全文を担当。
（p.15－16）

（11）段階的作業に創造性を発揮さ
せるための予算を強制的に割り付け
実施させる考え方とその手順

共 著

平成 15 年 10
月

日本創造学会第 25
回研究大会論文集
（日本創造学会）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）従来、企業のプロジェクトの各段
階的作業において、各種創造技法を有効か
つ効果的に使い、効果的で効率的なプロジ
ェクトの成果を予算、管理会計の面から強
制的に関係者に行なわせる方法（考え方と
その手順）がなかった。
本発表は、創造学会論文誌 vol.6 におい
て江崎通彦が発表した『
「知識を知恵にかえ
る方法」の基礎理論と「ウィズダム・エン
ジン」
』
、および河合龍憲が発表した『技術
者にもわかり易い「知恵を創り出す管理会
計理論」の着想』
（前記学術論文（2）
）の考
え方とその手順を基礎として、その問題を
解決できるようになることについての発表
をした。

（概要）前記学会発表論文（6）の内容を更
に充実させ、発表をした。
（p.90－93）
（概要）前記学会発表論文（7）の評価につ
いて整理した内容を踏まえた上で、理工系
の人にわかりやすい管理会計上の仕訳の表
現を利用すると管理会計の新しいパラダイ
ムを開くことができることについての発表
をした。
（p.94－97）

（担当）全文を担当。
（p.132－135）
（12）バランス・スコアカードの方
法に直結する
「知恵を創り出す管理会
計理論」の考え方とその実施手順

共 著

平成 15 年 10
月

日本創造学会第 25
回研究大会論文集
（日本創造学会）

（13）知恵を創り出す管理会計手法
の構造・構成

共 著

平成 15 年 11
月

2003 年度秋季全国 （著者）河合龍憲、江崎通彦
研究発表大会予稿 （概要）前回、経営情報学会 2003 年春季
集
全国研究発表大会において「知恵を創り出
す管理会計手法の着想」
（前記学会発表論文
（経営情報学会）
（9）
）の発表を行なった。
本発表は、その着想を構造・構成の段階
まで進めた成果の発表をするものである。
本発表により、各種の創造技法、管理技
法及び知恵を創り出す管理会計手法をつな
ぎ合わせた統合手法の位置付けができたと
考えている。
また、これにより戦略的な技術と管理会
計が結びつく戦略 ABC 会計の基本の枠組
みを与えることについての発表をした。
（担当）全文を担当。
（p.350－353）

（著者）河合龍憲、江崎通彦
（概要）上記学会発表論文（9）
、
（10）の内
容を創造学の観点から考察してまとめたも
のを発表した。
（担当）全文を担当。
（p.136－139）

