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(要旨) 

○企業にとって望ましい内部統制が整備されているかどうかの評価の軸は、「目的達成に向けた実効

性」と「対外的な説明力」の２つが確保されているかどうかだ。これらの軸は、制度化により、内

部統制がコーポレート・ガバナンスの実効性を企業内において支える手段として位置付けられたこ

とに伴い重要となった。 

○目的達成に向けた実効性とは、内部統制が、設定された目的の達成に効果のあるものとなっている

か、そして、対外的な説明力とは、整備された内部統制の有効性が客観的にみて納得しうるものか

を意味する。両者は表裏一体であり、合目的的で効果の高い整備をすることと、その内容が「外部

の眼」に耐えうることが求められる。 

○内部統制整備にあたってこれらの評価軸を満たすには、リスクと統制の現状を考えて書き出し、眼

に見えるようにすることに加え、それらの重要性、関連性あるいは効果につき、論理的・合理的に

説明できるようにすること（「わかる化」）と、それに対する第三者のダブルチェックが作業のカ

ギとなる。 

 

１．望ましい内部統制の評価軸は２つ～内部統制がガバナンスと関連付けられた意味 
前号までは、内部統制の制度化について、エッセンスは何か、あるいは何が変わるかといったそも

そも論について概観してきた。今回は、前号までに示したことを踏まえ、企業が今後内部統制の整備

を永続的に進めていくにあたり押さえておくべきポイントは何なのかという点について整理する。考

え方を示すものであるためやや抽象的な表現にならざるを得ないが、より具体的な取組みについては

次号以降で示したい。 
最初に、前号までに示したことをまとめておく。 

①内部統制が制度化され、その整備・評価・監査・開示が求められることになった。 
②内部統制はこれまでも企業内に存在していたが、制度化により、経営管理機構が上記の役割

を担うことが明確化された。 
③これにより内部統制は、コーポレート・ガバナンスの実効性を企業内において支える手段と

して位置付けられた。 
④その結果、企業の内部を、外部とつながったものとして捉えることが重要となった。 
⑤内部統制の枠組みはひとつではないが、いずれにも共通するそのエッセンスは「目的達成を

支える手段」という点にある。 
⑥内部統制の整備は、企業にとって今後も永続的に続く取組みであり、今はまだ制度化当初の

試行錯誤期に過ぎない。 
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これらはすべて内部統制の制度化に伴って生じた事象である。内部統制の制度化の様々な断面が表

れているともいえよう。したがって、企業が内部統制の整備を進めていく上では、これらの事柄に留

意しておくことが非常に重要である。では、これらを踏まえた上で押さえておくべきポイントとは何

だろうか。 
それを導き出すには、制度化がもたらした最も重要な変化を特定し、その変化が企業に何を求めてい

るかを明らかにすることが有用と考えられる。具体的には、その変化とは上記①～④、とりわけ、内

部統制がコーポレート・ガバナンスの実効性を企業内で支える手段と位置付けられた点（③）にある

とみることができる。企業の内部が外部とつながったものとして捉えられるようになったことや、そ

の論理的帰結として、企業の内部も規律付けの対象となったと考えざるを得ないことも同様に重要で

はあるが、これらのことも結局上記③に起因しているからだ。 
この変化、すなわち内部統制がコーポレート・ガバナンスと関連付けられたことにより、従来も企業

内に存在したはずの内部統制に新たに求められることとなった要素としては、次の２つが挙げられよ

う。 
ひとつは、「目的達成に向けた実効性」だ。これは、そもそも目的達成を支える手段である内部統制

が、設定された目的の達成に実際に効果のあるものとなっており、かつ意図したとおりに稼動してい

るかということだ（注１）。このような表現をすると、制度化以前の内部統制に実効性は不要だった

のかとの疑問が湧くかもしれないが、そういう意味ではない。コーポレート・ガバナンスと関連付け

られた内部統制においては、実効性を確保することが今まで以上に必要・重要となったという趣旨だ。

企業不祥事を例にとると、そのダメージが企業の内部に留まる程度のものに過ぎなければ、実効性確

保のために開示までさせる必要性は乏しかろう。だが、その影響が、株主、社会あるいは証券市場に

まで及ぶ広範囲かつ重大なものだとすると、求められる実効性の水準は高くなるはずだ。このように、

単に企業内に止まらず、外部とつながったコーポレート・ガバナンスの視点に立つからこそ、「起き

てしまった」では済まされない問題を起こさないようにすること（目的）の確保（実効性）が、より

高い水準で求められるわけだ。合目的的で効果の高い整備が求められるということだ。 
ふたつめは、「対外的な説明力」だ。これは、整備されている内部統制が有効なものであることが、

客観的にみて納得しうるものかどうかということだ。このことは、例えば、財務報告に係る内部統制

において、経営者が有効と評価するだけでは不十分で、外部監査人からみても納得しうるものでなけ

ればならないという点に明確に表れている。会社法に基づく内部統制については、開示された基本方

針の決議の概要からだけでは客観的な有効性を判断することは難しいかもしれないが、少なくとも企

業内部では業務執行以外の機能の視点から客観的な判断を行っておく必要がある（注２）。制度化以

前の内部統制では、その有効性が第三者からみて納得性あるものであることを確保することは明確に

は求められていなかった。このこともまた、内部統制がコーポレート・ガバナンスと関連付けられた

ことによる変化といえよう。企業に求められるアカウンタビリティあるいは透明性のひとつの要素と

して、最終的に「外部の眼」に耐えうるものであることが必要となったとみることができる（注３）。

また、外部への開示を通じ、フィードバックとしての規律付けが働くことが期待されているともいえ

よう。 
こうして、内部統制がコーポレート・ガバナンスの実効性を企業内で支える手段と位置付けられた

ことにより、内部統制には、「目的達成に向けた実効性」と「対外的な説明力」の２つの性質が備わ

っていることが必要となった。裏返せば、これら２つが確保されているかどうかが、企業にとって望



ましい内部統制が整備されているかどうかの評価の軸になるともいえよう。実効性があれば説明力も

あり、その逆もいえることから、両者は表裏一体と位置付けられよう。 
 

（注１）「目的達成を支える手段」ということの意味は、「望ましくないことの発生を抑制するためのプロセス、あ

るいは、望ましいことの実現を妨げる要因を管理するためのプロセス」とも言い換えられる。 
（注２）業務執行以外の機能とは、例えば監査役や内部監査部門など、業務執行の責任を負わない機能を指す。会社

法では、内部統制決議の内容を監査役が監査することとされている。 
（注３）求められるようになったのは説明力ではなくアカウンタビリティ（説明責任）ではないかという見方もあろ

うが、ここでは、アカウンタビリティはコーポレート・ガバナンスにおいて当然求められる要素のひとつと

捉えている。内部統制についていえば、単に説明してアカウンタビリティを果たすだけでなく、その内容の

納得性も求められるということである。 

 
２．内部統制整備のカギとなる作業、「わかる化」 

望ましい内部統制には実効性と説明力が必要であることがわかった。ところで、財務報告に係る内

部統制の整備並びにその有効性の評価については、今後、内閣府令等を通じ実務基準の具体化、明確

化が進められることになっており、これら２つの要素を実現するための制度整備が進むと思われる。

だが、それはあくまで財務報告の信頼性確保のためであって、会社法が求める内部統制と同じではな

い。では、会社法が求めるものも含め、２つの評価軸を満たしうる内部統制の整備を図ろうとする場

合、企業にはどのような作業が求められるのだろうか。 
そのことを考えるため、内部統制の実務のうち財務報告の信頼性確保に係るものを取り上げ、その

作業が持つ意味を探ってみたい。 
資料１に、財務報告に係る内部統制の評価にあたって用いられるツールの例を示した。一般に「リ

スク統制マトリックス（ＲＣＭ）」と呼ばれることのあるこのツールは、財務諸表の適正性を阻害す

る事象（起こりうるエラー、すなわちリスク）と、そのリスクをなくすための手立て（統制）を一覧

表にしてリストアップするものだ。 

資料１ 財務報告に係る業務プロセスのリスク統制マトリックス（ＲＣＭ）の例 
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（出所）ＤＬＲＩ作成。 
（注）アサーションとは、「経営者の主張」のこと。財務諸表が適正であるためには一定の要件（例えば、当該取引は実在する）が

充足されていなければならないが、経営者による財務諸表の適正性の表明は、それが充足されていることを主張していること

になる。監査人は、財務諸表監査の際、立証すべき目標である監査要点として経営者の主張を利用する。実在性、網羅性、権

利と義務、評価と期間配分、分類の妥当性などがある。 

例えば、１行目をみると、販売という大きな業務区分の中の商品申込受付というプロセスにおいて、

申込があったにもかかわらずその記録漏れが起きることをリスクと認識していることが示されてい

る。これは、適正な財務報告にはすべての取引が反映されていなければならない（網羅性）にもかか

わらず、エラー（事務ミス）によりその実現が阻害されるからだ。このリスクに対し、ここでは受付
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時に申込書内容をシステム入力させ、それにより機械的に受付番号を連番で付与することによって漏

れをなくすという事務手順を統制と認識していることも示されている。その他、この統制が予防的統

制・マニュアル統制であること、統制頻度は受付のタイミングに応じ随時であることといった補助的

情報や、統制の有効性テストの内容と結果を表示する欄も設けられている（注４）。 
こういったマトリックスの作成は、財務報告に係る内部統制の評価はもちろん、それ以外の内部統

制の評価においても最も基本となる作業のひとつである。もちろん、ここで示した資料は、内容もフ

ォームも定まったものがあるわけではない。また、作成する資料はこれだけに限られるものではなく、

例えば業務プロセスのフローチャートや統制の取組みの優先順位を判断するための図表を作成する

こともある。 
では、こうした作業は、「目的達成に向けた実効性」と「対外的な説明力」という２つの評価軸の

実現との関連でみた場合、どういう意味を持っているのだろうか。 

まずいえるのは、これらの作業は、リスクとそれに対する統制の現状を考えて書き出し、眼に見え

るようにするものだという点だ。こうすることで、適切な管理を行う上での様々なメリットが生じる。

例えば、対応すべきリスクの発見に漏れがないようにすることや、統制に不十分な点があった場合の

改善を容易にすることなどだ。その他、統制の設計や運用の実効性のテストをこれをもとに行うこと

や、他の資料と一緒に用いて、リスクの大きさや統制の重要性なども含めた、取組みの優先順位の管

理ツールとして活用することもできる。つまり、考えて書き出し、眼に見えるようにするということ

は、実効性の確保とその確認、あるいは第三者への説明を行う上で、非常に効果の大きい要素となっ

ているということだ。 
だが、実効性と説明力を確保する上では、実はもっと重要と思われる要素がある。それは、こうし

た考えて眼に見えるようにする作業が、内部統制の整備を図る上で用いている考え方や論理が合理的

なものかあるいは筋道が通っているかなどを確認する意味も持っているという点だ。例えば、本来重

要であるはずのリスクを重要と認識しているか、そのリスクに対する統制手段は合理的なものか、あ

るいは統制の効果は期待通りとなるかといった判断基準の適切性の確認がそこには含まれる。また、

それらの理由についての説明が納得性あるものかどうか、あるいはリスクの発生やその統制との因果

関係の合理性についての確認なども含まれよう。こうした確認は、リスクと統制の現状を眼に見える

ようにする作業だけでなく、その他も含めどのような種類の作業を選択するかという判断や、作業の

結果に対する解釈や対応の選択などを通じ全体として行われることになる。こうして、リスクと統制

についての論理の構築、合理性の向上、それらを通じた納得性の向上を図ることは、とりもなおさず

実効性と説明力の確保につながり、しかもより実質的な効果をもたらす作業といえる。資料１で示し

たマトリックスだけでここまでの意味があることを読み取ることは難しいかもしれないが、財務報告

に係るものに限定されない、より広い内部統制の実務にはこうした点も含まれていると理解すべきだ。 
以上をまとめると、実効性と説明力の両方を確保するには、リスクとそれに対する統制の現状を考

えて眼に見えるようにするだけでなく、それに加え、なぜそのリスクあるいは統制が重要なのか、あ

るいはどの程度効果があるかといった点などにつき論理的・合理的な説明ができるようにすることが

必要ということだ。そのための作業は、リスク・統制の現状を自ら認知し、評価・改善につなげるだ

けでなく、その作業を通じ、外部に対する説明力を確保し、納得を得るための論理・考え方の確認を

するという意味も含んだものである必要がある。このようなプロセスは、第三者に実効性を「わかっ

てもらう」ために、自ら「わかる」ようにするためのものであることから、ここではこの作業を「わ



かる化」と呼びたい（注５）。企業内だけでなく、外部の視点が常にそこにはある。 
 

（注４）予防的統制とは、リスクが発生しないように設計されたプロセスのこと。これに対する用語は、発見的統制

（顕在化したリスクを発見するためのプロセス）である。マニュアル統制とは、人間の手による統制（ダブ

ルチェックなど）のこと。これに対する用語は、ＩＴ統制（プログラム化された統制）である。 
（注５）この作業では可視化が重要な要素となっていることから、『見える化』（遠藤功（2005 年））でいう「見え

る化」と重なる部分も多いと思われるが、対外的説明力の確保とそれを裏付ける実効性に着目していること

から、ここではこのように呼んでいる。 

 
３．内部統制整備のサイクル～「わかる化」・「改善」・「検証」 

資料２ 内部統制の整備のサイクル 実効性と説明力の確保には、もうひとつ忘

れてはならない作業がある。それは第三者に

よる「検証」だ。これは、対外的な説明力の

確保のため欠かせない要件である。検証の主

体は制度間で差異があるが（内部統制監査に

おける外部監査人、会社法における監査役な

ど）、根本的な意味は共通している。それは

「ダブルチェック」だ。複数の眼で検証する

ことで、実効性と説明力の確認をより確かな

ものとし、「外部の眼」に耐えうるようなも

のとするためのプロセスといえよう。 
ここまで述べてきたことをもとに、制度化

された内部統制の整備において基本となるプロセスをまとめると、資料２のようになる。ここに示し

たものが、内部統制の整備において、「目的達成に向けた実効性」と「対外的な説明力」の２つを確

保する上でのキーワードといえる。以下、順を追って説明する。 

内部統制の整備

わかる化

現状：これまで存
在した内部統制

改善

検証 制度化後の内部統制

目的達成に向けた実効性

対外的な説明力

開示

 
（出所）ＤＬＲＩ作成。 

まず、現状とは、これまで存在した内部統制だ。この段階ではまだ、コーポレート・ガバナンスと

結び付けられた内部統制に必要な実効性と説明力が十分確保されているとはいえない可能性がある。 
これについて、「わかる化」を行う。繰り返しになるが、ここでは、リスクを把握し、その管理に

効果のある統制は何か、それが整備されているか、あるいは有効に機能しているかについて、目に見

えるようにしてそれらを認識し、さらに、それらの重要性、因果関係や効果について、論理的・合理

的であることを確認することで、内部統制の実効性と説明力を納得するというプロセスを踏む。 
ここまでの段階で何らかの不備が発見されれば、「改善」を行う。 
最後に、その作業を行ったのとは別の第三者が、その内容を「検証」し、同じ結論に至る。 
以上のプロセスを経ることで、制度化後の内部統制として求められる実効性と説明力の確保を図る

ことができると考えられる。そして、このプロセスを繰り返すことにより、永続的な内部統制の整備

を効果的・効率的に実現できよう。このプロセスは、最初に示した、前号までのまとめである①から

⑥をすべて満たしている。 
どのようにして「わかる化」を実現していくかの基礎となる手順については、次回以降説明したい。 

（続く） 
やまもとしょうじ（主任研究員） 
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