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(要旨) 

○内部統制の整備は会社法・金融商品取引法という別々の法令により求められる。両者が求める内容

は、見かけ上著しく異なっており、金融商品取引法が求める内部統制の要素は、会社法に比べると

かなり詳細となっている。 

○世界的にみれば、内部統制の枠組みはひとつではなく、したがって唯一絶対のものは存在しない。

それらをもとに内部統制概念のエッセンスと思われる意義を抽出すると、「経営による目的達成を

支える手段としての仕組み・プロセス」になる。これは、目的のない内部統制はなく、また目的が

異なれば、その手段である内部統制も異なることを意味している。 

○法令にはそれぞれ制定の目的があり、異なる目的を持つ法令が求める内部統制の内容が、異なる見

かけとなるのはこのためだ。見かけや詳しさが異なっていても、求める目的は、企業が本来実現す

べき目的と同一のはずであり、したがって、法令で求められる内部統制の整備を図ることと、企業

が本来行うべきことの間に本質的な齟齬は生じない。 

○今後、企業が実効性ある内部統制の整備を図る上では、その「目的達成を支える手段」という特質

をしっかり理解しておく必要がある。 

 

１．求められる２つの内部統制の内容 
会社法、金融商品取引法という２つの制度改革によって、日本の主要企業がすべて内部統制の整備

を求められるようになったことは前回述べた。 
会社法では取締役会による内部統制システム構築の基本方針の決定などが、また金融商品取引法で

は財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価などが求められる。そのうち会社法で

整備が求められる内部統制の内容は法務省令で定められており、前回示したとおりだ（資料１、再掲）。

では、金融商品取引法で

はどのような内部統制

の構築が求められるの

だろうか。 

資料１ 会社法が求める内部統制の整備（再掲） 

取締役会決定事項

業法53条の14 4項6号
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　その他相互会社の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令
　で定める体制

1号 ・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
2号 ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
3号 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
4号 ・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
5号 ・当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務

　の適正を確保するための体制
1号 ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

　当該使用人に関する事項
2号 ・前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
3号 ・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

　報告に関する体制
4号 ・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

事業報告での開示
施行規則条号 ・上記についての決定・決議の内容

監査役等による監査
施行規則条項号 ・上記が相当でないと認める時は、その旨及びその理由

施行規則条項

施行規則条項

  
（出所）「会社法」「同施行規則」「平成 18 年３月 29 日付官報号外第 70 号」よりＤＬＲＩ作成。 

金融商品取引法にお

ける内部統制の有効性

の評価は、「内部統制が

適切な内部統制枠組み

に準拠して整備・運用さ

れ、かつ重要な欠陥がな

いことを経営者が評価

すること」によって行わ

れるとされる。 
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ここでいう適切な内部統制枠組みとは、企業会計審議会内部統制部会の「財務報告に係る内部統制

の評価及び監査の基準のあり方について」の「内部統制の基本的枠組み」（「内部統制基本枠組み」）

のことだ。そこでは内部統制は、「業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる

法令等の遵守並びに資産の保全の４つの目的が達成

されているとの合理的な保証を得るために、業務に組

み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプ

ロセス」と定義され、また、統制環境、リスクへの評

価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング（監

視活動）、ＩＴ（情報技術）への対応の６つの基本的

要素から構成されるとされる。 

資料２ 内部統制の基本的枠組みの図解 
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この定義をわかりやすくするため、内部統制基本枠

組みが大きな影響を受けた米国ＣＯＳＯの内部統制

枠組みに倣い、三次元のキューブの形で図示してみた

（資料２）（注１）。 
キューブの上の面は内部統制の４つの目的、手前の

面は６つの基本的要素を表している。右側の面は、内

部統制基本枠組みでは明確に示されていないが、ＣＯ

ＳＯキューブで「内部統制が関

係している事業体の単位または

活動」とされる面に相当するも

のとして示した（注２）。この

面は、実質的には、「特定の目

的により識別しうる組織の範

囲」を表している。 

（出所）企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部

統制の評価及び監査の基準のあり方について」

（2005 年 12 月８日）をもとにＤＬＲＩ作成。 

資料３ 内部統制の基本的要素の内容 

基本的要素 内容
・組織の気風を決定し、組織内のすべての者の統制に対する意識に影響を
　与え、他の基本的要素に影響を与える基盤
①誠実性及び倫理観
②経営者の意向及び姿勢
③経営方針及び経営戦略
④取締役会及び監査役又は監査委員会の有する機能
⑤組織構造及び慣行
⑥権限及び職責
⑦人的資源に対する方針と管理
①ﾘｽｸの評価
・組織目標の達成に影響を与える事象を認識
・目標達成を阻害する要因（ﾘｽｸ）を識別
・ﾘｽｸを内外要因、全社・業務別に分類
・ﾘｽｸの大きさ・発生可能性・頻度等を分析
・目標への影響を評価
②ﾘｽｸへの対応
・回避・低減・移転・受容等適切な対応を選択

統制活動 ・経営者の命令・指示が適切に実行されるようにする方針・手続
・権限・職責の付与、職務分掌等

情報と伝達 ・必要な情報の識別・把握・処理、組織内外・関係者相互への適切な伝達
①情報
・組織目標・内部統制目的達成のため、識別・把握・処理が必要
②伝達
イ.内部伝達：組織内の伝達（特にﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝとﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ）
ロ.外部伝達：外部への開示、外部からの情報の識別・把握・処理

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ・内部統制の有効性の継続的評価・是正ﾌﾟﾛｾｽ
①日常的ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
・経営管理・業務改善等通常業務に組み込まれた活動
②独立的評価
・通常業務から独立した、監査役・監査委員会等による定期・随時の評価
③評価ﾌﾟﾛｾｽ
・内部統制評価自体もﾌﾟﾛｾｽ
④内部統制上の問題についての報告
・問題の程度に応じ、経営者、取締役会、監査役等適切な者に報告

ITへの対応 ・業務実施において組織内外のITに適切に対応
①IT環境への対応
・浸透度・利用状況等のIT環境に対し、適切な方針・手続・対応
・内部統制の他の基本的要素と一体となって評価
②ITの利用及び統制
・他の基本的要素の有効性確保のためのITの有効・効率的な利用
・業務に組み込まれているIT利用の適切な方針・手続を定め、他の基本的
　要素を有効に機能

ﾘｽｸの評価と
対応

統制環境

 
（出所）資料２に同じ。 

このキューブ全体が表してい

るのは、企業は、組織の全体で

あれ一部分であれ同じように、

目的を持って運営され、またそ

こにはその目的の達成を図るた

めの内部統制が存在するという

ことだ。上と手前の面は、内部

統制の各目的の達成にはすべて

の基本的要素が関連しあいなが

ら有効に機能していることが必

要であり、また各基本的要素は

内部統制の目的のすべてに必要

という双方向の関係を示してい

る。また、右側の面は、それら２

つの面の関係が、会社全体（右

の面全体のこと）についても、

あるいは会社内の個々の職能や

活動単位についても同じように
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あてはまることを示している。 
内部統制の有効性評価に当たっては、具体的実務指針として実務基準（内閣府令）が制定される予

定だが、内部統制構築の基礎となる考え方はあくまでこの内部統制基本枠組みである。そして、構築

すべき内部統制とは、６つの基本的要素のすべてを、目的達成のため関連付けて整備し、有効に機能

させることとなる。その基本的要素がどのようなものであるかは、内部統制基本枠組みの中で、それ

ぞれの要素ごとに詳しく説明されている。その概要をまとめたものが資料３だ。

これを会社法が求める内部統制を示す資料１と比べると、一見しただけでも、その項目・分量・内

容に、少なくとも外見的には著しい相違があることは明らかだ。金融商品取引法が求める内部統制の

要素は、会社法に比べればかなり詳細なものとなっている。 
この違いはどう考えればよいのだろうか。 
 

（注１）ＣＯＳＯ（コーソー）とは、トレッドウェイ委員会支援組織委員会の略称。ＣＯＳＯが 92 年に採択した内部

統制枠組みでは、その概念がキューブで表現されている。なお、ＣＯＳＯ内部統制枠組みの詳細は、鳥羽・

八田・高田「内部統制の統合的枠組み 理論篇」1996 年参照。 
（注２）日本の内部統制基本枠組みでは、「リスクの評価」に際し、リスクを「組織全体の目標に関わるものと、組

織の職能や活動単位の目標に関わる業務別のリスクに分類して行う」とされている。つまり、組織の範囲に

よって、対応する目標が違うことが前提となっている。ＣＯＳＯキューブの右側面は内部統制が関わる組織

単位を表していることから、ここでは、日本の枠組みでいう職能・活動単位を、「特定の目的で識別しうる

組織の単位」と位置づけてキューブの右側面に対応させている。 
 

２．内部統制枠組みはひとつではない 
世界的にみれば、内部統制の枠組みはひとつではなく、したがって唯一絶対のものは存在しない。 
例えば、日本の内部統制基本枠組みは、ＣＯＳＯ枠組みを参考に作られたこともありそれと極めて

似通っているが、それでも全く同一ということはない。すぐにわかる違いとして、内部統制の目的の

数が、ＣＯＳＯでは３つだが日本では「資産の保全」を加えた４つ、要素は、ＣＯＳＯでは５つだが

日本では「ＩＴへの対応」を加えた６つとなっている点が挙げられる。また、それ以上に重要な相違

として、日本の枠組みには、「リスクへの対応」すなわち「評価されたリスクについて適切な対応を

選択すること」が取り入れられた点を指摘できる。ＣＯＳＯでは、これに当たるプロセスは「リスク

資料４ 内部統制の様々な定義 

内部統制基本枠組み COSO内部統制枠組み ﾀｰﾝﾊﾞﾙ･ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
内部統制とは、業務の有効性
及び効率性、財務報告の信頼
性、事業活動に関わる法令等
の遵守並びに資産の保全の4
つの目的が達成されていると
の合理的な保証を得るため
に、業務に組み込まれ、組織
内のすべての者によって遂行
されるﾌﾟﾛｾｽをいい、統制環
境、ﾘｽｸの評価と対応、統制
活動、情報と伝達、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
及びITへの対応の6つの基本
的要素から構成される。

内部統制は、業務の有効性と効率性、財務
報告の信頼性、関連法規の遵守という目的
の達成に関して合理的な保証を提供するこ
とを意図した、事業体の取締役会、経営者
及びその他の構成員によって遂行されるﾌﾟ
ﾛｾｽである。内部統制は、統制環境、ﾘｽｸの
評価、統制活動、情報と伝達、監視活動と
いう5つの、そして相互に関連のある要素
から構成されている。これらの構成要素
は、経営者が企業を経営する方法から導き
出されたものであり、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌﾟﾛｾｽと統
合されている。

内部統制ｼｽﾃﾑは、方針、ﾌﾟﾛｾｽ、任務、態度並びに、
一体となって次のようなことを可能にする会社の様
相を含む。①会社の目的の達成に向け、重要な事
業、業務遂行、財務、法令遵守並びにその他のﾘｽｸに
会社が適切に対応できるようにすることによって、
効果的かつ効率的な業務運営に資すること。これに
は、不適切な使用もしくは喪失・詐欺から資産を保
全すること、並びに負債が認識され、管理されるよ
うにすることを含む。②内部・外部報告の質の確
保。ここでは、適正な記録の保持と適時、重要かつ
信頼性のある組織内外からの情報の流れを生み出す
ﾌﾟﾛｾｽが求められる。③適用される法令並びに業務遂
行に関する社内方針への遵守の確保。

法務省「会社法」の概要 経済産業省指針 CoCo
内部統制ｼｽﾃﾑ（取締役の職務
執行が法令・定款に適合する
こと等、会社の業務の適正を
確保するための体制）の構築
の基本方針の決定を義務付け
ています。

内部統制は、「企業経営者の経営戦略や事
業目的等を組織として機能させ達成してい
くための仕組」とする。また、企業がその
業務を適正かつ効率的に遂行するために、
社内に構築され運用されるﾌﾟﾛｾｽともいえ
る。

組織の目的、目的達成にとってのﾘｽｸおよび統制の構
成要素の相互関係を考慮に入れて、組織の統合的部
分として統制活動を設計しなければならない。
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（出所）企業会計審議会内部統制部会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」、鳥羽・八田・高田前

掲書、Financial Reporting Council 「Internal Control  Revised Guidance for Directors on the Combined Code」

2005 年 10 月、法務省ウェブサイトトピックス、経済産業省「コーポレート・ガバナンス及びリスク管理・内部統制に関

する開示・評価の枠組みについて－構築及び開示のための指針－」2005 年 7 月、眞田光昭訳「ビジネス・リスク評価の

実務」2005 年をもとにＤＬＲＩ作成。 
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管理」と呼ばれ、広義のマネジメント・プロセスの一部ではあっても内部統制ではないとされている

からである（注３）。これを入れたことにより、日本の内部統制基本枠組みは、ＣＯＳＯの内部統制

枠組みと、同じＣＯＳＯが 2005 年に公表した全社的リスク管理（ＥＲＭ）の枠組みのちょうど中間

に位置する内容になったということができる（注４）。 
また、内部統制の枠組みは、世界的にみても、日本の内部統制基本枠組みやＣＯＳＯ枠組みだけに

限定されるものではない。よく取り上げられるものだけでも、例えばイギリスのターンバル・ガイダ

ンスやカナダのＣｏＣｏがある（注５）。日本でも、強制されるものではないが、経済産業省から「コ

ーポレート・ガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組みについて－構築及び

開示のための指針－」が公表されているし、その指針をまとめた報告書の中では、これまで示した以

外の複数の枠組みも例示されている。このように様々な内部統制枠組みが併存している状況からみれ

ば、内部統制とは、同じ内部統制（あるいは“Internal Control”）という言葉を用いながらも、一

義的に定義される性質の概念ではないといえる。 
しかし、現在の日本のように内部統制に関する２つの異なる制度が導入される現状の中、内部統制

をどう捉え、どう対応すべきかについて考えようとした時、「内部統制にもいろいろある」だけでは

議論を進められない。複数存在する内部統制の定義の中から、何らかの中核的な意義もしくはエッセ

ンスを抽出し、それを基礎として考察を進める必要がある。そこで、資料４に、比較のために主要な

ガイドライン等における内部統制の定義を示した。 
これをみると、内部統制概念のエッセンスは、「目的を前提とし、経営によるその達成を確保する

ための手段としての仕組み・プロセス」という点にあるように思われる。内部統制の目的（業務の有

効性・効率性など）や要素（統制環境など）は定義により相違があるが、「目的達成を支える手段」

という特徴は、どの定義においても概ね共通しているからだ。このエッセンスを言い換えれば、目的

のない内部統制はないということであり、また目的が異なれば、その達成を支える手段である内部統

制も当然異なるということである。 
 

（注３）鳥羽・八田・高田前掲書参照。 
（注４）ＥＲＭ（Enterprise Risk Management）とは、ＣＯＳＯが、内部統制枠組みではリスク管理の視点が限定的

にしか捉えられていなかったという指摘に対応し、その側面を重視して発展させた事業リスク管理の枠組み

である。日本の枠組みは、内部統制枠組みでありながら、「リスクの対応」を要素として取り入れたことに

より、事業リスク管理への応用が効きやすいものとなった。 
（注５）英国の公開企業は、上場規則により、コーポレート・ガバナンスに関する統合規範（Combined Code）につい

て「遵守するか、遵守できない場合は説明する」ことを求められるが、ターンバル・ガイダンス（Turnbull 

guidance）は、その統合規範に含まれる内部統制原則履行のためのガイダンスである。財務報告評議会（Ｆ

ＲＣ）により 2005 年に改定された。ＣｏＣｏは、カナダ勅許会計士協会（ＣＩＣＡ）の統制規準審議会（Ｃ

ｏＣｏ：Criteria of Control Board）が定める統制ガイダンスである。 
 

３．目的に即した合理的手段であることが必要 
内部統制概念のエッセンスを、「経営による目的達成を支える手段としての仕組み・プロセス」と

整理した上で、改めて、会社法と金融商品取引法が求める整備すべき内部統制の内容を考えてみたい。 
２つの制度が求める内容を比較するため、枠組みとしての形がはっきりしている「内部統制基本枠

組み」に、会社法が求める事項を対比させてみた（資料５）。その際、会社法で「～のために」と表

されている事項（例えば、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）はそ

れを基本枠組みの「目的」に対応させ、そうでない事項（例えば、取締役の職務の執行に係る情報の

保存及び管理に関する体制）は同じく「要素」に対応させた。内部統制が、目的達成を支える手段と

いう特質に着目しこのような区別を行っている。なお、会社法の事項のうち、「企業集団の業務の適

正」と「監査役監査の実効性」は、いずれも「～のために」となっているので目的と位置づけられる



資料５ ２つの内部統制の比較 が、基本枠組みの４つの目的とは個別

に対応させられないため、資料５では

全体にまたがるように示した。 
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このように、会社法が求める事項を

内部統制基本枠組みの目的・要素に対

比させてみると、対応しない事項や内

容の相違があることが改めて確認で

きる。

だが、内部統制が持つ「目的達成を

支える手段としての仕組み・プロセ

ス」という特質を踏まえれば、このよ

うな状態は特段おかしなことではな

いといえよう。なぜなら、法令は、それ自体、目的があって制定されるものであり、したがって、法

令の目的が異なれば、それぞれの規制目的達成に関連する内部統制の内容を着眼点・重視点として規

定することは当然といえるからだ。金融商品取引法では財務報告の信頼性確保、会社法では取締役等

が善管注意義務を果たすことを確保するための内部統制の整備を求めているのであり、法令の表現は

それに沿った内容となっているに過ぎない。つまり、会社法と金融商品取引法が、それぞれ見かけの

異なる内部統制の枠組みを提示していることには合理的な意味があるということだ。 

職務執行の効率性

職務執行の法令・定款適合性

損失の危険の管理

職務執行の情報の保存・管理
事業報告での開示
監査役等による監査
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単
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活
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単
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内部統制基本枠組み 会社法

目
的

業務の有効性・効率性
企業集団の業務の適正

監査役監査の実効性

財務報告の信頼性
法令等遵守
資産の保全

要
素

統制環境
ﾘｽｸの評価と対応
統制活動

情報と伝達

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ITへの対応

  
（出所）資料１、資料２をもとにＤＬＲＩ作成。 

対象となる企業にとって、それぞれの法令は遵守しなければならないものであることはいうまでも

ない。そして、規制の書き振りが異なることから、それぞれについて過剰に厳格に受け止めて対応し

てしまう可能性や、あるいは両方に厳密に対応しようとすることへの負荷の懸念から、却って形式的

対応に流れてしまう可能性も否定できない。そうした混乱や危険は、場合によっては、内部統制の整

備を求めることに対し好ましくないイメージをもたらすことにもなりかねない。 
この点については、いずれの規制も、現状とかけ離れた目的の達成を求めているのではなく、むし

ろ、企業にとってはいわば当たり前のことが確保されることを求めているに過ぎないということを認

識する必要がある。企業が、法令で新たに明示的に求められることになった内部統制の整備を図ろう

とする場合に、その目的が企業の目的と同一なのであれば、企業が本来行うべきこととの間に本質的

な齟齬は生じないはずである。あるとすれば、達成すべき目的についての理解に乖離があることや、

あるいはどの程度まで整備することがその目的の「合理的な」達成を確保しうる状態であるかについ

てのコンセンサスの欠如ということになろう。これらの点については、今後充実する内部統制に関す

る開示情報や、経営者による内部統制評価とそれに対する監査の経験の積み重ねを通じ、共通の目的

の理解と合理的な整備水準を探っていくしかない（注６）。 
いずれにせよ、忘れてならないのは、内部統制は「目的達成を支える手段」というそのエッセンス

だ。企業が、今後実効性のある内部統制の整備を図る上では、内部統制の持つこの特質をしっかり理

解しておくことが極めて重要と考えられる。その上で、内部統制の整備・評価に当たり、何のために

やっているのか（目的）を明確に意識すること、そして取ろうとしている手段が、その目的の達成を

図る上で合理的なものかどうかについて常に問い直すことが重要といえよう。 
 

（注６）内部統制の整備状況については、現在の証券取引法に基づく開示に加え、今後、会社法や東京証券取引所有

価証券上場規程に基づく開示も行われる。 
（続く） 

やまもとしょうじ（主任研究員） 
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