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内部統制をどう捉えるか 

「わかる化」の基礎を築くＣＳＡ（統制自己評価） 

～内部統制をどう捉えるか⑥～ 

総合研究部 山本 祥司 

           

(要旨) 
 

○ＣＳＡには「目的」「リスク」「統制」の３つの基本要素がある。目的の達成を妨げるものがリスク、

リスクを管理する手段が統制という関係にあるので、ＣＳＡの実践は目的の設定がスタートラインと

なる。目的設定に際しては、大目的がより具体的な小目的に分解できること及び組織により目的が異

なることへの留意が必要だ。リスク識別では漏れがないこと、リスク評価では重要性の判断がポイン

トとなる。統制の識別は、分類にこだわらず、最も効果のある手段を見出すことが重要だ。 

○ＣＳＡにこれから取り組む企業は、リスクと統制の徹底的な識別が可能なワークショップ形式を基本

スタイルとし、状況に応じ簡易な手法をとるのがよいだろう。こうすることで３つの要素の取扱いに

習熟できる。 

○ＣＳＡは内部統制の実効性を高め、「わかる化」の基礎を築く作業である。運営に当たって最も重要

なことは、目的の設定とオープンな議論を含む自発的側面の重視だ。その他、適切な手法の選択、責

任と知識ある者の招集、ファシリテーターの重要性、忍耐強い取組みにも留意すべきである。 

 

 

１．ＣＳＡの基本となる３要素 
組織は通常、日々ちゃんと運営されている。

まして無秩序な状態になるようなことはない。

そうならないような仕組みやしきたりが、組織

運営の中に意図的に組み込まれているからだ。

これには、例えば、明文化されたルール、事務

手続きといったわかりやすいものから、会議の

持ち方や上司をさん付けで呼ぶかなど、一見そ

れらしくないことまで含まれる。それらすべて

は、組織をちゃんと運営できるようにするため

のメカニズムとして、統制と総称することがで

きよう（注１）。 
組織に所属する者のあらゆる活動は、実は

様々な統制の中で遂行されているともいえる。

組織人は無意識のうちに、半ば空気のような統

制の中で生きているわけだ。 
意識していなくても統制の存在に直面するの

は、入社時、人事異動で異なる職務に就く時、

転職した時など、それまでと異なる統制の中に

身を置く時だ。その組織の運営のされ方に習熟

するまでは、新たにそこに参加した人間はちゃ

んと仕事をすることができない。統制の存在を

一番実感する瞬間といえる。 
では、統制を評価するとはどういうことだろ

うか。組織がちゃんと運営されるのは組織運営

や仕事の進め方に様々なルールや決めごとが組

み込まれているからだが、そのすべてを単に網

羅的に眼に見えるようにしても、それだけでは

項目の羅列に過ぎず意味を持たない。また、効

率的でもない。「評価」というからにはそこに

何らかのモノサシが必要になる。 
ＣＳＡ（統制自己評価）の基本には、「目的」

「リスク」「統制」の３つの要素があるが、こ

れらは、ここでいうモノサシ、あるいは評価を

行う上での枠組みを提供するものと捉えること

ができる（注２）。つまり、ＣＳＡとは、既に

ある統制を、目的とリスクでもって、意味のあ

る「統制」として再確認する作業といえる。 
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目的とは「組織が達成したいと望むこと」、

リスクとは「目的の達成を妨げるかもしれない

もの」、統制とは「そのリスクの管理により目

的達成を支援するもの」と定義される。目的の

達成を妨げるものがリスク、リスクを管理する

手段が統制という関係にあるので、ＣＳＡの実

践は目的の決定がスタートラインとなる。 
以下、これら３つの要素について説明する。 
 

（１）目的 
目的とは、「組織が達成したいと望むこと」

だ。やや身近でないかもしれないが運送会社の

例を用いて説明する（資料１）。 

図の上半分は「目的の階層構造」を表す。例

えば、会社全体の目的が「15％の利益率」とし

よう。それを実現する最終責任は、当然上級経

営陣に帰属している。だが、会社は上級経営陣

だけで動いているわけではなく、それだけで

15％の利益率が達成できるわけでもない。そこ

で、その目的を、今度はより具体的な下位の目

的（「収益の最大化」と「費用の最小化」）に

分解する。すると、「収益の最大化」に責任を

持つのは売り上げに関係する組織であるマーケ

ティングや営業部門であり、「費用の最小化」

は全部門に関係することがわかる。また、費用

のうち「配送コスト」に着目すれば、その最小

化の責任は配送部門という特定の組織に帰属し

ていることがわかる。「配送コストの最小化」

をさらに下位の目的に分解すれば、「最短の経

路使用」「トラックを満載にする」「トラック

を常時稼動状態にする」「供給価格を最低にす

る」「最良のドライバー」となる。それら目標

の達成責任は、別々の部門に帰属しており、そ

の中には購買や人事のように配送部門でない組

織も含まれる。 
このように、目的は、会社全体のものからそ

れをより具体的に分解したものまで、一連の階

層構造をなしている。下位の目的を実現するこ

とで、上位の目的が実現できるようになってい

る。また、各目的の達成に一義的に責任を負う

組織も異なる。 
図の下半分は、目的が持つこの特徴が、後述

する「統制」に深く関連していることを表す。

図では、２つの目的についてワークショップ形

式のＣＳＡ（内容は後述）を開催するとして、

そこにどういう部門の参加者を招集すべきかを

示している。「最低配送コストの確保」を目的

とするなら、購買部の購買担当、車両営繕部の

担当者、配車部の担当者、交通部の担当者、運

転手、人事部の担当者、車両営繕部の現場担当

を招集すべきことが示されている。これらはい

ずれも「配送コストの最小化」の下位の具体的

目的に責任を負う組織のスタッフだ。また、「ト

ラックを常時稼動状態にする」を目的とするな

ら、その目的達成に貢献しうる別の組合せのメ

ンバーとすべきことが示されている。 
ここからいえることは、統制の評価を行う際

は、目的の違いにより関係する組織や人間の範

囲が異なるということだ。目的を決定しなけれ

ば、その目的達成に貢献しうる組織や人間を特

定することができない。そうなると、適切に統

制を評価できる人間を招集できず、ＣＳＡは成

り立たない。結果的に、組織が達成したいと望

むことが達成されない可能性が生じる。ＣＳＡ

の実践に当たっては、目的の階層構造と組織と

の対応関係を踏まえておくことが重要だ。 
 

（２）リスク 
リスクとは「目的の達成を妨げるかもしれな

いもの」すべてである。目的の存在を前提とし

資料１ 目的の階層構造と目的によって異なるワー

クショップ参加者 

目的 帰属先
15％の利益率を維持 上級経営陣

収益の最大化 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞと営業部門
費用の最小化 すべての部門

配送ｺｽﾄの最小化 配送部門
最短の経路を使用 交通部門
ﾄﾗｯｸを満載にする 配車部門
ﾄﾗｯｸを常時稼動状態にする 車両営繕部門
供給価格を最低にする 購買部門
最良のﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 人事部門

「最低配送ｺｽﾄの確保」 「ﾄﾗｯｸを常時稼動状態にする」
購買部からの購買担当 車両営繕部のﾏﾈｼﾞｬｰ
車両営繕部からの人員 ｵｲﾙ交換係
配車部からの人員 ｴﾝｼﾞﾝ機械技師
交通部からの人員 冷蔵車機械技師
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 配車部からの人員
人事部からの人員 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
車両営繕部の現場担当  

（出所）（注２）に同じ。 
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た概念であることを忘れてはならない。ＣＳＡ

の手法の中には、リスクが既に識別された前提

で行われるものもあるが、これから統制の評価

に取り組もうとする企業においては、その識別

と評価をまず行う必要がある。 
リスクの識別には決まったやり方があるわけ

ではない。例えば、事務プロセスを検証してそ

の中に潜む目的達成を阻害する要因（リスク）

を見つけ出すことや、ワークショップ形式であ

ぶりだすやり方もある。財務報告に係る内部統

制の評価においてリスク統制マトリックスを作

成する際は、業務記述書や業務プロセスを同時

に作成しリスク識別に漏れがないようにするこ

とが通常だが、基本的な発想は同じだ。 
リスクの評価とは、組織にとってのその重要

性を判断することだ。その際よく用いられるの

は、識別されたリスクを、影響度と発生頻度に

よってマトリックス上にプロットする手法であ

る（資料２）。影響度が大きく発生頻度の多い

ものが、最も重要かつ対応の優先順位が高いこ

とを意味する。 

注意しておかなければならないのは、リスク

の優先順位の決定と、目的の優先順位の決定の

違いだ。リスクはあくまで目的達成を阻害する

要因なので、重要な目的をまず選定しておかな

ければ、それに対応する重要なリスクは識別で

きない。初めにリスクありきではなく、目的あ

りきなのである。 
影響度には、定量的に把握しやすいもの（例

えば損失額の大きさ）とそうでないもの（ブラ

ンドの毀損など）があり、発生頻度についても、

計測が容易なもの（事務的なミスや機械の故障

など）とそうでないもの（いつ起こるかわから

ない大災害など）があるが、計量化しづらいリ

スクについても定性的にランク付けするなどし

て必ずマトリックス上に記述できるようにする

必要がある。そうしなければ対応の優先順位が

つけられないからだ。 
その上で、各リスクへの対応手段を決定する。

対応の手段には、よく知られたとおり回避、低

減、移転、受容の４種類がある。その決定に当

たっては、どこまでのリスクを許容するかの基

本方針に従い、重要なリスクから優先的に対応

していく必要がある（注３）。 
 

（３）統制 
統制は、「目的達成に影響を与える重要なリ

スクを管理する手段」である。 

例えば財務報告に係る統制には、一般に資料

３のような種類があるといわれる。予防的統制

とはリスクの発生を予防するもので、物品購入

の事前承認やダブル・チェックなどである。発

見的統制とは、顕在化したリスクを発見する手

段で、残高チェックなどが挙げられる。マニュ

アル統制は人間の手で行うものであり、ＩＴ統

制はプログラム化された統制である。 
ただ、こうした分類を行うこと自体に大きな

意味があるわけではない。先に述べたように統

制の内容は、何を目的とし、何がリスクかによ

って様々に異なるべきものだ。例えば、公認会

計士協会の監査基準では、承認、業績の検討、

資料２ 重要性判断のためのマトリックス 

ﾘｽｸA

ﾘｽｸC

ﾘｽｸB

ﾘｽｸD

影響度

発生頻度

小

中

大

大中小

回避
移転

低減

低減

低減受容

ｺｽﾄを考慮して判断

リスク許容領域

リスク要注意領域

リスク要対応領域

回避･低減･移
転･受容はﾘｽｸ
対応(もしく
は統制）

（出所）ＤＬＲＩ作成。 
（注）色の濃い格子はリスク許容領域、網掛けはリスク要注

意領域、無地はリスク要対応領域を示す。 

資料３ 統制の種類 

統制の種類 内容
予防的統制 ﾘｽｸが発生しないよう設計されたﾌﾟﾛｾｽ
発見的統制 顕在化したﾘｽｸを発見するためのﾌﾟﾛｾｽ
ﾏﾆｭｱﾙ統制 人間の手による統制（ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸなど）
IT統制 IT化された統制（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ化された統制）  

（出所）ＤＬＲＩ作成。 
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情報処理、資産の保全、職務の分離が例示され

ている（注４）。この他、方針・規程、組織・

役割と権限の割当て、プロセスの設計、システ

ムへの依存度などシステム関係、管理者の継続

性・専門性、職員の質と能力、経営情報システ

ム、法令遵守を確実にさせる手続き、外部委託

など様々なものが挙げられるが、これだけがす

べてではない。 
統制は、目的とリスクがあって初めて識別で

きるものであり、またその有効性が評価される

べきものだ。したがって、本来的には、何がリ

スクの管理に最も効果があるか（あるいは実際

に効果を上げているか）を個別に検討し、見出

していくことが重要だ。上述した分類や例示は、

そうした識別や有効性評価を行う際の参考とす

べきものといえよう。 
 

（注１）ここでいう統制は、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」の内部統制の基本的要

素のうち「統制活動」に対応するが、ここでは

より広義に捉えている。 
（注２）この３つがＣＳＡの基本であること、あるいは

それらの定義については、Larry Hubbard 著、

眞田光昭訳「統制自己評価 実践的ガイド」2001

年。なお、資料１も同書から作成しているが、

それについての説明は筆者の解釈による。 
（注３）ここでいうリスクは、リスク対応が行われる前

の固有リスクとして表している。 
（注４）日本公認会計士協会「監査基準委員会報告書第

29 号企業及び企業環境の理解並びに重要な虚

偽表示のリスクの評価」2005 年３月 31 日。 
 
２．ＣＳＡ実務の中核プロセス 

ＣＳＡには前号で述べたとおり、リスクや統

制が識別されていない状況から識別済みの状況

まで、局面に応じた多様な手法が存在する。 
しかし、これから統制の評価に取り組もうと

する企業にとっては、リスクと統制の徹底的な

識別・評価が可能なワークショップ方式をＣＳ

Ａの基本スタイルとすべきであろう。なぜなら、

統制が「目的」や「リスク」を前提とした概念

である以上、それらの相互関係を見出す組織能

力を獲得するためには、３つの要素すべてを取

り扱う手法に習熟しておく必要があるからだ。

その上で、必要性・緊急性に応じ、より簡便な

手法を選択することが現実的な取組みといえる

（注５）。 
そこで、そうしたＣＳＡの典型的なプロセス

を資料４に例示した。これは、オランダの多国

籍保険会社エイゴンの英国子会社で行われてい

るもので、①目標・目的の確認、②リスクの識

別と評価、③統制の識別と実効性評価、④不備

改善のアクション、⑤監視とアップデート、⑥

上級経営陣への報告と取締役会への報告という

６つの手順で構成されている。作業のアウトプ

ットとして、リスク・統制マップ（ＲＣＭと類

似）、統制自己評価表、経営報告の３つが作成

されることになっている。 
①のプロセスに３要素の中の「目的」が、②

に「リスク」、③に「統制」がそれぞれ対応し

ている。 

一見して、企業会計審議会内部統制部会の「内

部統制基本枠組み」との類似がみてとれよう。

言い換えれば、財務報告に係る内部統制の経営

者評価もＣＳＡをベースに行うことができると

いうことだ。この場合の目的は「財務報告の信

頼性確保」となる 
資料５には、ワークショップ形式のＣＳＡの

プロセスを例示した。ここでは、内部監査部が

ファシリテーター（ワークショップの議事進行

と内部統制のコンサルタント的役割を担う人）

として参加することを前提としているため、フ

資料４ ＣＳＡの中核プロセス（例） 

1.目標・目的の確認

2.ﾘｽｸの識別と評価

3.統制の識別と
実効性評価

4.不備改善のｱｸｼｮﾝ

5.監視とｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ

6.上級経営陣への報告
と取締役会への報告

ﾘｽｸ・
統制ﾏｯﾌﾟ

統制自己
評価表

経営報告

   
（出所）Vicky Kubitscheck “ CSA in a Financial 

Services Organisation”1999。 
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ァシリテーターが行うワークショップの準備段

階のプロセスも、図の左側にあわせて示されて

いる。この準備段階では、ファシリテーターが

ワークショップを効果的に運営するために、統

制の概要と想定される重要な問題点やその改善

策を事前につかむことを目的として、サーベイ

方式による実態把握を行っていることが示され

ている。 
図の右側はワークショップの手順だが、そこ

では、予め設定された議題をもとに、ビジネス・

統制の目的、その目的に対するリスク、そのリ

スクに対する解決策（統制）が話し合われる。

この例の場合、ＣＳＡ用のツール（匿名で投票・

意見表明ができるソフトウェア）を用いて、リ

スク、統制の重要性の評価に関する参加者の合

意を得られるような運営となっている（注６）。

また合意された重要なリスクや解決策について

のディスカッションも行われる。このように、

参加者がオープンな意見を表明することにより

当事者意識と納得感を持てることがワークショ

ップ形式の強みである。 
資料４で示したＣＳＡの中核プロセスが、フ

ァシリテーター段階の議題絞込みにおいても、

ワークショップにおいてもいずれも行われてい

ることが確認できよう。 
また、単なる自己チェックと異なり、ファシ

リテーターの形で第三者が関与することで、お

手盛りの評価となることを防いでいることがわ

かる。最終的に報告書が作成さ

れ、プロセスと結果が記録・報

告されることにより、次のサイ

クルにつながるようになってい

ることも重要なポイントである。 
 

（注５）統制活動の現状を単純に回

答するだけのチェックリス

ト方式でも、３つの要素は必

ず内在している。「目的」や

「リスク」が表面に表れない

のは、それらが暗黙のうちに

前提とされているか、あるい

はことさら「目的」を明示し

なくても「リスク」が特定し

やすいなどの理由による。 
（注６）ワークショップでは、こうし

たソフトウェアを用いて匿

名の投票を行うことにより、重要性の評価を行

うことが多い。上下関係の影響を排除し個人攻

撃にもならないようにしつつ、正直な意見を出

してもらうための極めて重要な工夫である（資

料５の出所と同じ）。 
 

３．ＣＳＡをうまく運営するには 
ＣＳＡは、組織の目的達成のための能力改善

を支援する手法だ。本連載の第２回で、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」にあることを示したが、Ｃ

ＳＡのこの性質を踏まえれば、その活用は内部

統制の実効性を高める作業そのものといえる

（注７）。とりわけ、制度化された内部統制が

目的・リスク・統制の３要素を含んでいること

からは、ＣＳＡの理解と実践は、内部統制の理

解と実践に直結することを意味する（注８）。 
また、ＣＳＡは「わかる化」の基礎となる重

要な作業のひとつだ。資料４が示す通り、ＣＳ

Ａを適切に実践すれば、経営陣の手元には、「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につき論理的・合理的

な説明ができるようにする」ための判断材料が

届くことになる。これにより、現状と課題が見

えるようになるだけでなく、自社内で行われて

いることが意味のあることなのか経営陣自ら

資料５ ワークショップ形式のＣＳＡのプロセス 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・統制目
的の特定

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・統制状
況の把握

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・統制の
問題の特定

可能な問題解決
方法の特定

重要な問題点及
び解決方法の認

識

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰによる分析

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・統制の目的、ﾘｽｸと問題点の
認識及び解決の優先順位決定

話合い

重要な問題の可能な解決方法の討議及
び詳細な活動計画の決定

ﾌﾟﾛｾｽまたは統制の概略把握のため
の質問書または事前調査

CSA用
ﾂｰﾙの
活用

CSAの話合いのための議題作成

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰによるCSA報告書作成と内
部監査部によるﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

 

（出所）先端内部監査研究会「これが金融機関の内部監査だ」(（株）きんざい）2005 年。 
（注）ここでいう「話合い」は本稿でいうワークショップに相当。「解決」は統制を示す。 
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「わかる」ことが可能になる。そこで納得しき

れれば、それが対外的な説明力のバックボーン

となる。 
このように、ＣＳＡは、内部統制の整備・評

価に当たり有益かつ有効な役割を果たしうる。

資料４に示したとおり、改善を図りながら永続

的に実行できるサイクルにもなっている。 
ＣＳＡの効果的な運営には、いくつか留意点

がある。ポイントは、資料４で経営陣の手元に

上がってくる判断材料に、実態が正しく表れる

ようになっているかどうかだ。そのために重要

なことは、目的の設定と自発的側面の重視の２

つである。 
目的の設定は、中核プロセスの説明で述べた

とおり必ず考慮しなければならない。統制を評

価するモノサシそのものだからだ。目的のない

統制を検討したり行うことは効率的でないばか

りか、意味のない作業を参加者に強いることに

なり、内部統制に対する不信など望まない結果

を招きかねない。 
自発的側面の重視とは、当事者が、ＣＳＡを

自分自身の組織目標・課題の達成に役立つ手段

と捉えるよう促していくことだ。それがＣＳＡ

のメリットを最大限引き出すことにつながる。

そのためには、統制の必要性・緊急性への認識

の高い組織から優先的に導入し、成功体験を積

み重ねることが有効だし必要だ。また、ワーク

ショップ形式においては、特に、当事者として

オープンな意見を表明でき、参加意識を持てる

よう運営することが不可欠である。 
その他の留意事項としては、第一に、組織の

実情に合わせた適切な手法の選択がある。これ

は前号で述べたとおりで、ＣＳＡを何のために

行うか（例えば統制の識別か、統制の機能の評

価か）の明確化を含む。ただし、手法は、組織

における内部統制あるいはＣＳＡの定着度（あ

るいは成熟度）に合わせ随時見直していく必要

がある（注９）。 
第二に、ワークショップ形式の場合は、適切

な人間の招集だ。目的の説明で述べたとおり、

目的達成に責任を持つ人間（あるいは、そのた

めに何をすればよいかわかっている人間）を招

集しなければ、適切な統制の評価ができない。

責任も知識もない人間を招集しても、ワークシ

ョップは成り立たない。 
第三に、ファシリテーターの重要性だ。ファ

シリテーターは、ＣＳＡの社内推進役でありコ

ンサルタントとも言い換えられる。内部統制が

「わかる人」でもある。ＣＳＡの実践には適切

な枠組みや手順に沿った運営が必要であり、実

務的な課題をクリアしていくためにも「わかる

人」の確保は重要だ。ファシリテーターは内部

監査部門が担うことが多いが、そうすれば、第

三者チェックも兼ねることができる（注 10）。 
第四に、忍耐強く取り組むことだ。目的の明

確化、リスクや統制の適切な理解、オープンな

議論、ＲＣＭの作成負荷など、ＣＳＡの円滑な

運用にはいくつもの実務的な課題がある。目的

が違えばリスクも統制も異なることから、ある

組織でうまくいっても別の組織では思うような

結果が出ない可能性もある。したがって、試行

錯誤は当たり前のこととして、時間をかけ、当

事者の共感を得ながら定着させていくことが望

ましい。 
次回は、ＣＳＡを踏まえた内部統制の評価に

ついて考察する。 
 

（注７）ただし、ＣＳＡは内部統制そのものではなく、

統制の評価ツールである。 
（注８）本連載第２回の資料５「２つの内部統制の比

較」で示したとおり、内部統制基本枠組みは明

示的に「目的」「リスク」「統制」を要素とし

て含む。会社法の内部統制に３つの要素は明示

的に表れないが、それらを含むものとして再構

成できる（ここでいう「リスク」「統制」は、

「損失の危険の管理」に含まれるとみることが

できる）。 
（注９）重要なリスクや統制が明確には識別されていな

い初期段階のＣＳＡと、それらが識別され、統

制の実効性の評価や新たなリスクへの配慮だけ

が必要な成熟段階のＣＳＡでは、アプローチが

異なってしかるべきだ。 
（注 10）執行機能の中の内部統制部門がファシリテータ

ーを努めることも可能だが、監査部門のチェッ

クは改めて必要になる。 
 

（続く） 

やまもと しょうじ（主任研究員） 


