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他人任せにしてはいけない内部統制整備・評価 
～内部統制をどう捉えるか⑤～ 

 
                                                           総合研究部  山本 祥司 

(要旨) 

○内部統制の整備・評価は経営者が行うべきものだが、それは、自分自身のために、指示して作業さ

せ、結果を自ら判断しその判断の責任を負うことを意味する。その選択肢は限られるが、永続的で

かつ「わかる化」・「第三者の検証」を共に可能にするには、業務執行部門における自己評価と企

業内監査の組み合わせが最も望ましい。その体制が実現するよう、当初から意識的に取り組む必要

がある。その際、統制自己評価（ＣＳＡ）の活用が有効である。 

○ＣＳＡは「業務に携わる者が自ら行う統制の評価」で、目的実現に向けた当事者の気づきを促す手

段だ。当事者を巻き込み、重要なリスクの発見・統制の改善に大きな効果を発揮しうる。客観性に

欠けるなどの短所もあるが、企業内監査と組合せることや適切な手法の選択により軽減できる。 

○ＣＳＡには多様な手法がある。実施の目的や、組織文化、求められる内部統制の水準、経営資源な

どを考慮して適切な手法を選択し、随時修正していくことがＣＳＡの有用性を引き出す。段階的に

実施し成功体験を積み重ねることが円滑な定着には有効だ。 

 

１．「わかる化」は業務執行部門が行うべきこと 
内部統制の制度化を経営者の視点からみると、①自ら内部統制を整備・評価する、②その作業を永

続的に行う、③有効な内部統制が整備されていることを第三者に納得させる、④そのことを開示し世

の中の納得を得る、の４点に整理できよう（注１）。この中では、①がすべてのスタートラインであ

り基礎となる。制度上は、経営者が内部統制の整備・評価の責任を負うことになっているからだ。で

は、経営者が「自ら」整備・評価するとは、実際には誰が何をすることなのだろうか。 
財務報告に係る内部統制の有効性の評価を例にとって考えてみたい。前号で説明した資料１（財務

報告に係る業務プロセスのリスク・コントロール・マトリックス）のように、実際に行うべき作業は、

社業のあらゆる面にわたる重要なリスクと統制の識別（例えば、受付漏れの発生を防ぐための統制や

架空申し込みを受け付けないための統制など）や、その設計の有効性検証あるいはそれが稼動してい

るかどうかのテストなど、時間のかかる細かい作業だ。つまり、制度上は経営者自ら評価することに

なっているとはいえ、現実には直接そうした作業を行うことは不可能だ。したがって、「経営者自ら」

の意味は、自分で作業することでは

なく、内部統制の実効性確保を「現

実化させる」ためその力を行使する

ことといえる。言い換えれば、経営

者としてなすべきことを果たすこと、

すなわち、上で述べたような作業を

指示して実行させ、結果報告を受け、

資料１ 経営者が内部統制を評価する際の選択肢 

内外区分 企業外
役割区分 業務執行機能

業務執行部門 監査役・監査委員会 外部監査人
(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組成) 内部監査部門 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
(担当組織・ｽﾀｯﾌ設置)
(統制自己評価：CSA)

企業内
監査・ﾁｪｯｸ機能

検証主体
・手段

 
（出所）ＤＬＲＩ作成。 
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それが「わかる」もので説明力があるかどうか判断し、そしてその判断の 終的な責任を引き受ける

ことだ。 
では実際に自社の内部統制（財務報告に係るものに限らない）を評価しようとする際、その担い手

としてどのような選択肢があるだろうか。資料１には考えられるものを列挙している。まず社内では、

業務執行部門と、監査・チェック機能を果たす役割を持つ機関・組織の２者がある。そのうち前者に

は、内部統制整備のプロジェクト・チーム組成、内部統制を担当する組織・スタッフの設置、あるい

は部門自ら統制の評価を行う「統制自己評価（Control Self Assessment：ＣＳＡ）」の実施といっ

た手段がある。後者には、監査役・監査委員会による監査、あるいは内部監査部門による監査が含ま

れよう。社外では、外部監査人による会計監査と、コンサルタントなどに依頼する２通りが考えられ

る。これでわかるように、経営者の選択肢はいろいろあるようで意外に少ない。これらのうちから、

望ましい手段を選ぶことになる。 
その際考慮すべき要件は、２つある。ひとつは永続的に実行可能であること、もうひとつは前号で

指摘した「わかる化」と「第三者による検証」を可能にするものであることだ。この点からは、プロ

ジェクト・チーム組成やコンサルタントへの依頼による取組みは、通常一時的なものであり、永続的

という要件は満たさない。 
次に、「わかる化」すなわち「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こ

とに加え、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のかといった点

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」については、業務執行部門で行うことも、

あるいは監査・チェック機能の中で担うことも可能だが、本来は業務執行部門が行うべきことといえ

る（注２）。なぜなら、自分たちが抱える重要なリスクやその統制状況、すなわち「何が本当に大事

なことか、そしてそれができるようになっているか」は、他人に指摘されるまでもなく、まず業務執

行を担う自分たち自身がわかっていなければいけないことだからだ（注３）。内部統制制度化の引き

金となった様々な不祥事を思い返せば、このことの意義や重要性は理解されよう。経営者が も恐れ

なければならないのはそれができていないこと、あるいはできていないという事実を経営者自身がわ

かっていないことだ。 
そうすると、 も望ましい手段は、業務執行部門における自己評価を前提とし、これに検証機能と

しての企業内監査を組み合わせることといえよう（注４）。これにより、財務報告に係るものに限ら

ないすべての範囲の内部統制について、「わかる化」と「検証」のための

手段の両立を図ることができる。 
資料２ 自ら整備・評価する

ことの意味 

ここまでに述べた関係をイメージ化したのが資料２だ。この図の意味は、

経営者が自ら（かつ永続的に）内部統制を整備・評価することとは、業務

執行部門における自己評価を通じた「わかる化」の実践と企業内監査によ

るその検証を、持続的に行える体制を社内に構築することが基礎になると

いうことだ。このことは、決して内部統制の整備・評価を他人任せにする

ことを意味しない。経営者から見えていないことが見え、わかっていなか

ったことをわかるようにする、自分自身のためのプロセスなのである。 

経営者が自ら整備・評価

業務執行
部門にお
ける「わ
かる化」

第三者
による
検証

開示

 
（出所）ＤＬＲＩ作成。 

内部統制の整備は、永続的なサイクルであり、定着には時間がかかる。

したがって、例えば現在プロジェクト方式などによる内部統制構築・評価

に着手している企業であっても、その終了後はここで描いたような姿を自
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社内で実現できるよう、当初から内部統制が「わかる人」の育成と継続的な確保にむけ意識的に取り

組む必要があるといえよう（注５）。 
以上を踏まえると、業務執行部門における自己評価をどう行うかが課題となる。その際、欧米で一

般的となっているＣＳＡを活用することが有効と考えられる。ＣＳＡの理解・実践は内部統制の理

解・実践に直結するものであり、また、うまく運用できれば、「わかる化」の実現、その柔軟性を生

かした内部統制整備、経営ツールとしての発展可能性といった極めて大きなメリットが期待できるか

らだ。そこで以下ではＣＳＡについてその概要を説明し、内部統制の実効性確保に向けた意義につい

て考えたい。 
 

（注１）ここで経営者とは、執行機能のトップあるいは取締役会を指す。一義的に定めにくいのは、監査役設置会社

と委員会設置会社の機関の違いや、金融商品取引法・会社法が求める内部統制の違いによるが、ここではそ

うした違いを議論するのではなく、実質的に効果のある内部統制のあり方を考えたい。 
（注２）このことを考える必要があるのは、内部統制評価の一義的な担い手が業務執行部門なのか監査部門なのかを

明確にしておくためだ。会社法では、金融商品取引法と異なり、経営者による内部統制の評価が明示的に求

められているわけではなく、取締役会決定事項に対する監査役等の監査も、経営者の評価へのダブルチェッ

クと明確に位置付けられているわけではない。つまり、監査役等による監査の判断をもって有効性の評価に

当たるとみることも可能だからだ（いわゆるダイレクト・レポーティング）。 
（注３）ここでは法的な解釈論に立ち入るつもりはないが、会社法において、業務を執行する者と監視機能を有する

者の役割分担が現に存在すること、加えて、業務を執行する者が、現に構築されている内部統制が有効であ

るかどうか全く関知しない（つまり「わかっていない」状態である）ことが許容されているとは考えにくい

ことから、本文で述べたように考えている。金融商品取引法の考え方も基本的には同様と思われる。 
（注４）ここでいう企業内監査が、監査役・監査委員によるものか内部監査部門によるものかについても、機関設計

の違いや議論の視点により相違が生じるが、ここでは（注１）同様、違いに拘らない考察をしたい。 
（注５）内部統制がわかる人は監査部門にいることが多いが、業務執行部門にいても構わない。したがって、既存の

組織を生かすなどにより、業務執行機能の中に内部統制を担当する組織・スタッフを設置することも有効な

手段と考えられる。ただし、それだけでは十分でなく、検証のための第三者も必要である。 

 
２．ＣＳＡ（統制自己評価）の概要～目的実現に向けた「気づき」を促す手段 

ＣＳＡとは、米国内部監査人協会（ＩＩＡ）の定義によれば、「内部統制の有効性が検証され評価

されるプロセスである。その目的は、すべての事業目的が達成されるであろうという合理的な保証を

与えることである」とされる（注６）。また、ＣＳＡにおける「Self：自己」とは、経営者や実際に

業務に携わっている者とされる。つまりＣＳＡとは、統制評価ツールであり、それも「業務に携わる

者が自ら行う統制の評価」だ。以下で説明するＣＳＡのメリットや特徴は、すべてこの定義、つまり

「自ら行う」ということと「統制の評価」という点に由来している。 
ＣＳＡは、もともと 1987 年に、カナダの民間石油会社であるガルフ・リソーシズ社で、内部監査

部門が行う統制評価の補完あるいは代替手段として開発されたものだ。その後、その有用性が評価さ

れる一方で、大きな企業不祥事発生のたびにコーポレート・ガバナンスの強化が叫ばれたこともあり、

内部監査の実効性を高めるためのツールとして他の企業にも急速に普及した。90 年代前半になると、

ＴＱＣなどの品質管理手法とＣＳＡの共通点の側面に着目されるようになり、現在では、内部統制の

評価ツールとしてはもちろん、上記定義に示されている通り、より広範囲に、「組織が目指すすべて

の事業目的達成のための能力の改善を支援する手法」として活用されるようになっている。 
ＣＳＡは元来内部監査の補完ツールとして普及したものだったことから、両者の長所・短所を比較

することによりその特徴が浮き彫りになる（資料３）。重要なメリットとして、①業務をよく理解し

ている者が評価するので、どこに不備（リスク）があるか発見しやすい、②ＣＳＡのプロセスに参加

することを通じ、リスクと統制に関する参加者の理解が深まる、③参加者が自分たちで評価し結論を



出すので、当事者意識が高まり、不備の

是正行動（統制）が効果的になる、とい

った点があることがわかる。目的実現に

向けた当事者の「気づき」を促し、さら

に自分で気づくことによる改善へのモ

チベーションを高める手段といえる（注

７）。 

資料３ ＣＳＡと従来型内部監査の違い 

一方、 大のデメリットは、自分で評

価するものであるため客観性に欠ける

点だ。要するに、業務に携わる者は、よ

くわかっているがゆえに危ないところ

やツボに気づきやすいが、それを正直に

申告することがなければゴマカシが効

くということを表している。コインの裏表のようなものだ。 

従来型内部監査 CSA

長
所

・客観性と独立性が高いため、中立な監
　査意見が期待できる
・監査対象部署に大きな負担を強いない
・「監査」に対する専門家が従事する

・業務をよく知る者がﾘｽｸを含めた問題
　点を整理できる
・議論の結果としての結論に現場が納得
　し易い
・参加者同士の意見交換による「気づ
　き」が期待できる
・決定について、参加者にも自分が決め
　たこととしての自覚が発生する
・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀを育成すれば対象範囲を拡大

できる

短
所

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ環境の変化が激しいと監査人が
　監査対象業務を把握しきれない
・少ない監査資源でのｶﾊﾞﾚｯｼﾞが心配
・被監査対象者のみからの情報に影響さ
　れ、偏った監査意見を形成する可能性
　がある
・監査計画が順繰り（ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）に陥り
　易い
・一方的な意見として現場から軽視され
　る傾向がある

・客観性と独立性に欠ける
・監査対象部署に負担を強いる
・ﾙｰﾙ遵守型組織では活発な意見交換が
　なされず、なかなか馴染みにくい
・地位や性格の強い者が議論を支配し、
　意見が偏る可能性がある
・匿名性の確保が困難なため、正直な意
　見が提示されない可能性がある
・結果がﾌｧﾘｼﾃｰﾀの技量に大きく依存す
　る    

（出所）トーマツ企業リスク研究所ウェブサイト「キーワード」。 

しかし、いずれにせよ内部統制の評価が求められる以上、短所を 小化する工夫を施しつつ運営す

ることにより、当事者を巻き込み、重要なリスクの発見・統制の改善に大きな効果を発揮しうるとい

うＣＳＡの有用性を 大化できるようにすることが望ましい。例えば客観性に欠ける点については、

先に述べたように、企業内監査と組合せ、検証させることでそれを補うことができる。その他の短所

については、次に述べるＣＳＡの手法を適切に選択することにより軽減することが可能である。 
 

（注６）Larry Hubbard 著、眞田光昭訳「統制自己評価 実践的ガイド」2001 年。ただし、ＣＳＡにも内部統制同様

多様な定義があるので、ここでは代表的なものとして米ＩＩＡのものを示している。 
（注７）資料３で示されているＣＳＡの特徴は、後述する相互作用型ワークショップ方式において も顕著に表れる

ものだ。 

 
３．ＣＳＡの主な手法～最も効果の上がる手法を選ぶことができる 

ＣＳＡには多様な手法がある。理由は単純で、「組織が目指すすべての事業目的達成のための能力

の改善を支援する手法」には、どの組織にも一様にあてはまる正解がないからだ。多くの企業（とり

わけ内部監査部門）やコンサルタントは、様々な組織に適した多様な手法を、時間をかけて開発して

きた。そこで、組織に適した手法を選択する上での参考とするため、以下がすべてということではな

いが、主なものを示すこととする。 
適切な手法の選択に当たっては、いくつか考慮すべき要素がある。例えば、ＣＳＡ実施の目的（リ

スクと統制の全てを識別するか、あるいは既に存在する統制の設計の有効性を確認するかなど）、組

織内の内部統制評価の成熟度（初期段階か、一定の評価・改善の積重ねがあるか）、組織文化（率直

な意見表明がしやすい開放的なものか、あるいはそうでないか）、求められる内部統制の水準（特別

に高度な統制が必要とされているか）、組織内の内部統制への共感（ＣＳＡの効果への支持・納得が

あるか）、内部統制に振り向けうる経営資源（執行部門の負荷や内部監査部門スタッフ数）などだ。

これらを踏まえ、その組織に適した手法を選択することが重要であり、またその方が効果が上がる。

したがって、当初はコンサルタントなどの意見や先行事例を参考にしてスタートするにしても、以降

はそれにこだわらず、導入後の実態と何のためにやろうとしているのかをよく見極め、随時手法を修

正していくことが、 終的にＣＳＡの有用性を 大限に引き出すことになると考えられる。 
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資料４ ＣＳＡの種類 ＣＳＡのタイプ分けにも決まったものがあるわけではないが、ここで

は６つに区別された手法を示す（資料４）。上から下にいくほど、機械

的な作業から、ＣＳＡのプロセスの中で人間が関与する割合が増してく

ることを表している。 

統制ﾓﾃﾞﾙ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

相互作用型ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

質問状自己監査方式

専用質問状方式

統制ｶﾞｲﾄﾞ方式

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ･ﾃｸﾆｯｸ方式

機械的

行動的
 

① 質問状自己監査方式：経営者や部門スタッフが、統制活動の現状

に関する比較的簡単なチェックリストに回答するもの。作業負荷

は軽く容易に実施できるが、ボックス・ティッキング（形式的回

答）に流れやすい欠点がある。ワークショップ形式・インタビュ

ー形式のＣＳＡ実施の準備段階で行われることもある。 
② 専用質問状方式：①のチェックリストを発展させたもので、高度

の統制が求められる組織（例えば軍）や、特定の法令遵守に関す

る統制の評価（例えば個人情報保護法）などで用いられる。質問

の内容も量も高水準となる。回答部門の負荷も責任も重いが、あ

くまで質問状形式であり、識別済みの統制を形式的に検証するに

留まる。なお、①と②を合わせてサーベイ方式と呼ぶこともある。 

（出所）David McNamee 「Control 

Self Assessment」より

ＤＬＲＩ作成。 

③ 統制ガイド方式：業務に関連する一連のリスクの詳細な記述書（冊子）を用いるやり方で、リ

スクや統制要点が明確な財務報告に係る内部統制の評価に用いられることが多い。内部監査目

的で用いられることもあるが、ＣＳＡ目的の場合は、監査部門スタッフの質問に答える形で、

実務部門がリストアップされているリスクに対応する統制の評価を記述し、冊子を完成させて

いく。つまり、専門家の助言と客観的検証を同時に受けつつ、しかし、評価の責任は実務部門

にあるという形式になる。 
④ インタビュー・テクニック方式：監査部門による、主として上級経営陣への一連のインタビュ

ーである。統制環境の評価などに用いられる。 
⑤ 統制モデル・ワークショップ：統制評価、運営、報告などのやり方について、経営陣や部門ス

タッフの知識・能力の向上を図る一種のトレーニング・セミナーである。通常、統制の評価に

なじみの薄い組織において実施され、ＣＯＳＯの内部統制枠組みなどを用いて実際に課題に取

り組むことを通じ、知識面と実践面での能力を獲得する。複数の日数を要する場合もある 
⑥ 相互作用型（インタラクティブ）ワークショップ：経営陣や部門スタッフが自ら統制の状況を

描き出すことを支援する目的で行われる。監査部門スタッフなど外部者の同席により、運営の

効率化（気づきの促しなど）と客観性確保が図られる。通常は半日から１日程度で完了する。 
 
相互作用型ワークショップには、さらに細分化すると、次の５種類のアプローチがある（資料５）。

資料５ 相互作用型ワークショップの様々なアプローチ 

CSAの目的 CSA実施の前提 実施範囲

目的ﾍﾞｰｽ
統制が有効に機能し、残余ﾘｽｸが受容範囲に
あるかどうか判定

ﾘｽｸ識別と統制設計は既に完了
（既存の統制は最適という前提）

目的毎

ﾘｽｸﾍﾞｰｽ ﾘｽｸと統制の徹底的かつ包括的な識別 ﾘｽｸ評価はまだ行われていない 目的毎

統制ﾍﾞｰｽ
稼動している統制がいかにうまく機能して
いるかの確認

ﾘｽｸと統制は既に識別済み 統制毎

ﾌﾟﾛｾｽﾍﾞｰｽ
ﾌﾟﾛｾｽ内の個々の活動とﾌﾟﾛｾｽ全体を検証する
ことで、ﾌﾟﾛｾｽを更新・検証・ｽﾘﾑ化

ﾌﾟﾛｾｽの目的は予め設定
ﾌﾟﾛｾｽ、事業領域毎
（部門をまたぐ）

部門・状況別 生ﾃﾞｰﾀの作成と整理 特定の目的を識別する必要なし
目的・ﾌﾟﾛｾｽでなく、
部門全体に焦点

ｱﾌﾟﾛｰﾁ

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ

プ

  
（出所）Larry Hubbard 著、眞田光昭訳「統制自己評価 実践的ガイド」（2001 年）よりＤＬＲＩ作成。
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それぞれに実施方法やそのアプローチを実施するのに適した前提条件が異なっている。手順や所要時

間、運営方法なども異なる。 
Ａ．目的ベース：リスクの識別と統制の設計が既に完了した段階で用いられる。既存の統制の設計

には問題がないという前提のもと、むしろ統制が有効に機能しているか、そして残余リスクが

受容範囲内にあるかを判定するために用いられる（注８）。 
Ｂ．リスク・ベース：リスク評価がまだ行われていない段階で用いられる。手順が、①目的達成を

妨げるかもしれない障害（固有リスク）の識別、②統制の識別とその有効性の検証、③残余リ

スクの評価となっていることから、リスクと統制の も徹底的な識別が目的である場合に適す

る。 
Ｃ．統制ベース：リスクと統制は既に識別されているという前提のもと、稼動している統制が意図

した設計どおりとなっているかどうか検証するものである。Ａとの違いは、Ａが目的毎に実施

されるのに対し、Ｃは統制毎に実施される点である。ワークショップ形式でなくインタビュー

形式で実施されることもある。 
Ｄ．プロセス・ベース：例えば購入プロセスといった、部門をまたぐ一連のプロセスにおける個々

の活動及びプロセス全体を検証し、プロセスの改善を図る目的で実施される。内部統制という

よりは、リエンジニアリングや品質向上活動に も適している。 
Ｅ．部門・状況別アプローチ：目的やプロセスでなく、ある特定の部門に焦点を当て、部門の目的

達成に役立つこと、またはそれに対する障害を議論して識別するために実施される。解決策を

議論することもあるが、主として現実把握のための生情報の収集と整理のために行われる。 
 
繰り返しになるが、ＣＳＡの手法は以上がすべてというわけではなく、またその説明の通りでなけ

ればならないということもない。ここに示した例を参考にするなどして、ＣＳＡ実施の目的と組織の

特性などに応じた手法を選択することが必要だ。その際、内部統制評価の必要性や緊急度が も高い

組織や、その中でもＣＳＡ実施への共感度の高い組織から段階的に実施し成功体験を積み重ねること

が、ＣＳＡへの理解と支持を増し、円滑な定着に有効であろう。そうした柔軟性を生かすことこそ、

本当の意味での内部統制の整備につながるものといえよう。 
次号では、ＣＳＡの中核となるプロセスを説明したい。 
 

（注８）残余リスクとは、目的達成を妨げるかもしれない障害（固有リスク）を内部統制で統制した後に残るリスク

のこと。 

（続く） 
やまもと しょうじ（主任研究員） 


