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(要旨) 
 

○ＥＲＭ（全社的リスク管理）は、内部統制同様確立した定義はないが、そのエッセンスは、企業がそ

の使命を果たすため設定した目的・戦略を、リスク管理の視点で全社最適を図りながら実現させるた

めのツールという点にある。事業リスクやコンプライアンス・リスクなどを含むあらゆる源泉のリス

クに対応できることや、損失可能性だけでなく利益獲得の可能性にも対応できるなどの特徴がある。 

○ＥＲＭは、内部統制概念が固有に持つリスク管理の側面を重視し発展してきたツールだ。その活用は

義務でなく、手法もまだ確立しているわけではないが、財務報告に係る虚偽表示発生リスクだけでな

く、あらゆるリスクに対応できるというその特質からは、日本では会社法が求める内部統制の整備に

際し、それを補完する形で活用し洗練させていくことが有用と考えられる。 

○その際、内部統制の制度化の趣旨を踏まえれば、ＥＲＭにおいても、通常のリスク管理とは異なり、

目的設定にあたり外部の視点を重視することや、その目的達成に影響を与える重要なリスクから優先

的に取り組むといったことに留意する必要がある。 

 

 

前号で、内部統制には、よく知られている固

有の限界以外にも、複数の目的が競合する際に、

それらすべてを同時に達成させるためのメカニ

ズムが内在していないなど、実効性確保を図る

上での課題があることを指摘した。 
そこで今回は、そうした課題への対処を考え

るため、全社的リスク管理（Enterprise Risk 

Management：「ＥＲＭ」）と呼ばれるツールの

概要を紹介する。ＥＲＭを理解することは、そ

れら課題への対応の足がかりとなるのみならず、

会社法が求める内部統制の評価枠組みとしても

参考にできるのではないかと考えるからだ。 
 

１．ＥＲＭ（全社的リスク管理）とは何か 
ＥＲＭも、内部統制同様様々な定義がされて

いる概念だ（注１）。それらには重要な共通点

もあるが完全に同じというわけではない。以下

では、金融商品取引法が求める「財務報告に係

る内部統制の評価・監査」の内部統制基本枠組

みに大きな影響を与えた米ＣＯＳＯの枠組みと

の関係をわかりやすくするため、同じＣＯＳＯ

が 2004 年に公表した報告書「Enterprise Risk 

Management－Integrated Framework：全社的リ

スク管理の統合的枠組み」に示されたＥＲＭの

枠組みを紹介し、その意義を考えてみたい（注

２）。 
同報告書によれば、ＥＲＭとは、「①企業の

目的達成に関して合理的な保証を提供するため

に、②取締役会、経営陣その他の構成員により

遂行され、③戦略策定時に適用されるとともに、

④企業全体に対して適用され、⑤企業に影響す

る潜在的事象を識別するために設計され、あわ

せて⑥企業が選好する範囲内にリスクを管理す

るよう設計されたプロセス」と定義されている

（番号は筆者が付した）（注３）。 
ＥＲＭ概念の全体像については、内部統制枠

組み同様、キューブで概念図が示されている（資

料１）。 
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キューブの上面に示されているのは、４つに

区分された企業の目的だ。戦略的目的（企業の

ミッションと一貫し、それを支える高水準の目

標）、業務目的（資源の効果的・効率的な活用）、

報告目的（報告の信頼性）、コンプライアンス

目的の４つだが、これらの中では戦略的目的が

一段高次にあるとされる。つまり、企業のミッ

ションやビジョン（要するに存在意義）に沿っ

た戦略的目的とその実現のための具体的戦略を

設定した後に、業務、報告、コンプライアンス

などの全社的目的（「関連目的」と呼ばれる）

が設定されるという関係になっている（注４）。 
手前の面には、ＥＲＭを構成する８つの要素

が示されている。それぞれの内容は以下の通り

だ。 
① 内部環境：「組織の雰囲気」であり、「企

業内の人々がリスクをどう捉え、どう対応

しようとするかの基礎」となるものだ。リ

スク管理哲学、リスク選好、誠実さ、倫理

的価値観などが含まれ、組織内でリスク管

理が実際にどのように行われるかを左右

する（注５）。 
② 目的設定：目的は、その達成に影響を与え

る事象の識別に先立って設定されなけれ

ばならない。つまり、ＥＲＭの活用により、

経営者は、目的設定のプロセスを持ち、か

つ企業のミッションやリスク選好とその

目的との一貫性を確保できることになる。 
③ 事象の識別：目的達成に影響を及ぼす企業

内外の事象は、悪影響を与える「リスク」

と好影響を与える「機会」に区別して識別

されなければならない。 

資料１ ＣＯＳＯ ＥＲＭのキューブ 
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④ リスク評価：識別されたリスクは、どのよ

うに管理すべきか決めるために、発生可能

性と影響を考慮して分析されなければな

らない。その際、固有リスク（リスク対応

がなされなかった場合のリスク）と残存リ

スク（対応後のリスク）に分けて評価する

必要がある。 
⑤ リスク対応：経営者はリスクへの対応（回

避、受容、低減、分担）を決定し、企業の

リスク許容度とリスク選好に沿った具体

的対策を策定しなければならない。 

（出所）ＣＯＳＯ ＥＲＭ報告書。 

⑥ 統制活動：リスク対応が効果的に遂行され

るよう方針・手続きを定め、実践しなけれ

ばならない。 
⑦ 情報と伝達：重要な情報が識別・捕捉され、

組織の構成員がその責務を果たせるよう

な形式とタイミングで伝達されなければ

ならない。伝達は組織内の上下でも横方向

でもなされる必要がある。 
⑧ 監視活動：ＥＲＭの全体は監視され、必要

に応じ修正されなければならない。監視に

は業務の中で継続的に行われるものと、別

途行われるものがある。 
企業経営はさまざまな不確実性に取り巻かれ

ているが、ＥＲＭは、その不確実性が表す「リ

スク」と「機会」を効率的に捕捉し企業価値を

創造する能力の向上に役立つとされる。すなわ

ち、企業価値の 大化には、成長・利益目標と

それに対応するリスクのバランスが取れている

ことや、目的達成のため効果的な資源投入がな

されることが必要だが、ＥＲＭは次のような点

でそのことに貢献しうるとされる。 
第一に、複数の戦略代替案の評価や関連目的

の設定、あるいはリスク管理手段の策定に際し、

リスク選好との一貫性を図れることだ。第二に、

複数のリスク対応策の中からより適切なものを

選び出すことに資する。第三に、業務運営上の

想定外の事象の発生とそれによりもたらされる

損失の削減に資する。第四に、企業内の複数の
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組織にまたがるリスクや複数のリスクに統合的

に対応することに役立つ。第五に、リスクだけ

でなく「機会」にも着目することで、収益機会

を事前に捕捉し対応できる。第六に、必要な資

本を効果的に把握し、資本配賦を改善できる。 
つまり、ＥＲＭとは、企業がその使命を果た

す（存在意義を実現する）ため設定した目的・

戦略を、その達成に影響を与えるリスクを管理

することによって、全社 適を図りながら実現

させるようにするためのツールということがで

きよう。 
 

（注１）例えば、イギリス・アイルランド内部監査人協

会は、「その目的の達成に影響を与える機会お

よび脅威を識別し、評価し、対応および報告を

決定するために、組織全体のすべてにわたって

構築されている、一貫しかつ連続したプロセ

ス」と定義している。（川村眞一訳「全社的リ

スク管理における内部監査の役割」月刊監査研

究 2005 年７月号）。また、米国損害保険アクチ

ュアリー会（ＣＡＳ）は、「あらゆる産業にお

ける組織が、ステークホルダーのため組織の短

期・長期の価値を向上させるべく、すべての源

泉からのリスクを、評価、統制、活用、ファイ

ナンス、監視するためのプロセス」と定義して

いる。 
（注２）したがって、ここでいうＥＲＭはすべてＣＯＳ

Ｏ枠組みに基づくＥＲＭを指す。なお、同報告

書は、要約（Executive Summary）、枠組み

（Framework）、適用テクニック（Application 

Techniques）で構成されているが、ここでは要

約のみ参考とした。 
（注３）ＥＲＭでいうリスクとは、目的達成に悪影響を

与える事象のことである。リスクが少ないとは、

目的達成の確実性が高いことを意味する。ＥＲ

Ｍにおいても、内部統制と同様、リスクには、

リスク対応（統制）がなされなかった場合のリ

スク（固有リスク）と、対応（統制）後のリス

ク（残存リスク）がある。つまり、「固有リス

クーリスク対応＝残存リスク」という関係が成

り立っている。ＥＲＭでいうリスク管理とは、

残存リスクを企業が意図する範囲内に収めるこ

とが基礎となる。 
（注４）目的のうち、報告とコンプライアンスは企業が

統制可能なものなので、ＥＲＭがその達成に合

理的保証を与えることができる。だが、戦略的

目的と業務目的の達成は、企業が統制できない

外部要因にも左右されるので、ＥＲＭは、目的

達成に向けた企業の行動範囲を認識する上での

合理的保証を与えるに留まるとされる。内部要

因と外部要因を区別することの重要性が示され

ていると考えられる。 
（注５）「リスク選好」とは、平たくいえば、ハイリス

クな事業を好むか、安定しリスクの低い事業を

好むかについての企業の態度を指す。 
 

２．内部統制との共通点・相違点 
ＥＲＭ報告書によれば、ＥＲＭという概念は

内部統制の枠組みを置き換えるものではなく、

むしろそれを内部に組み込むものという認識が

示されている。では、内部統制とＥＲＭにはど

のような共通点・相違点があるのだろうか。主

要なものをみてみたい。 
 

（１） 共通点 

第一に、内部統制もＥＲＭも、いずれも目的

達成を支える手段だという点だ。どちらの枠組

みにおいても目的が階層構造になっていること

や、目的達成に影響を与える事象（リスク）と

そのリスクに対する統制（対応）という関係が

前提とされていること、あるいは固有リスク（統

制前あるいは対応前）・残存リスク（統制後あ

るいは対応後）という考え方をもとに管理する

ようになっていることは、両者が目的達成を支

える手段であることがその理由である（注６）。 
第二に、枠組みに共通点が多い点だ。これは、

ＥＲＭが内部統制枠組みの発展形であることか

ら当然ともいえるが、両者ともキューブで表さ

れ、目的・構成要素の内容も類似している。特

に、ＥＲＭの構成要素のうち「統制活動」「監

視活動」は内部統制と全く同じであり、ＥＲＭ

が内部統制の枠組みを取り込んだ（あるいはそ

れを発展させた）ものであることを示している。 
第三に、いずれもプロセスと定義されており、

持続的な改善を図ることのできる構造になって

いる。 
 

（２） 相違点 

第一に、ＥＲＭは、「目的」「リスク」「統

制」の３つの要素の関係をリスクの視点から捉

えている点だ。前回、これら３つのうち所与で

ないのは統制だけであることから、内部統制の

実効性を担保するのは、識別された統制に実際

に影響力を行使しうる組織・人だと述べた。Ｅ

ＲＭにおいても、 終的に管理すべき残存リス

クはリスク対応（統制）後のものであることか



ら、統制が重要であることに変わりはない。違

いは、目的やリスクについても、所与のものと

して捉えていないことだ。リスクについては、

リスク選好やリスク許容度という考え方を取り

入れたことで、引き受け可能なリスク量に可変

性を持たせている（目的については後述）（注

７）。 
第二に、あらゆる源泉からのリスクをポート

フォリオで捉えるという点だ。ＥＲＭが「全社

的」と呼ばれる所以だ。内部統制枠組みは財務

報告の信頼性に係るリスクに限定されていたが、

ＥＲＭは、事業リスクやコンプライアンス・リ

スクなどを含むあらゆる源泉のリスクに対応で

きる。また、リスクを別々にでなく相関のある

もの（ポートフォリオ）として捉えることで、

企業内の複数の組織にまたがるリスクや複数の

リスクに統合的な対応をすることを可能にする。

つまり、個別の目的についてではなく、企業全

体としての 適化を志向するものであることが

示されている。前回指摘した、複数の目的の競

合といった課題はこれにより対処できると考え

られる。 
第三に、目的の見直し機能を内在している点

だ。これは、複数の戦略代替案の評価や関連目

的の設定に際し、リスク選好との一貫性を図れ

るという点に関係している。つまり、「ミッシ

ョン→戦略的目的設定→リスク選好を考慮した

上での戦略・関連目的設定」という関係になっ

ているため、戦略や関連目的の設定は常にミッ

ションやリスク選好との一貫性が確保されるよ

うになっている。 
第四に、損失発生リスクだけでなく、収益獲

得機会への対応も可能となっている点だ。企業

価値という観点からみた場合、リスク対応だけ

なら価値の毀損を抑制するに留まるが、機会へ

の対応を含むことで価値の創造への応用が可能

となる。 
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（注６）目的の階層構造については、連載第６回の資料

１参照。 
（注７）リスク管理は、通常、リスク対応（統制）策の

選定やリスク管理手段の策定により行われるが、

管理すべきリスク目標自体を変更することもＥ

ＲＭにおいては想定される。例えば、残存リス

クの許容度（リスク許容度）を引き上げれば（資

本の投入を増やすことを意味する）、リスク対

応を減らすことができる。また、固有リスクを

引き上げれば（成功の不確実性の高い事業に進

出するようなことを意味する）、リスク許容度

を一定とすると、リスク対応を高度化する必要

が生じる。また、リスク選好により固有リスク

や残存リスクをどの程度取るかという態度が変

化する。そして、いずれの場合でも、目的によ

ってリスク許容度の高低は生じる。ＥＲＭにお

けるリスク管理の構造や内部統制との関係を理

解する上では、こうしたことを理解しておくこ

とが必要である。 
 

３．内部統制にとってのＥＲＭ 
では、日本の制度化された内部統制の実効性

確保を考えるに際し、ＥＲＭをどう捉えればよ

いだろうか。 
そのためには、ＣＯＳＯがなぜ内部統制枠組

みを改訂してＥＲＭを作ったかを振り返ること

が有用だ。その背景には、内部統制枠組みが、

不正な財務報告に対処するための会計監査の領

域における内部統制概念を主に取り扱っていた

という事情がある。このため、目的に「業務の

有効性・効率性」は含まれていたものの、構成

要素中の「リスク評価」の範囲が狭く、関連す

る事業リスクを管理する枠組みとしては不十分

と認識されていた。ＥＲＭは、こうした課題を

解決するための枠組みとして開発されたもので

あり、いわば、内部統制が固有に持っているリ

スク管理の側面（先に共通点の第一、相違点の

第一で指摘した）を重視し、あらゆる源泉から

のリスクを取り扱える枠組みとして発展したツ

ールといえよう。 
日本の制度化された内部統制と対応するリス

クの関係をイメージで描いたものが資料２だ。 

資料２ 財務報告に係る内部統制と会社法の内部統制 

企業の財務
面での現実

の姿
（年度末）

財務報告に
開示された
企業の姿

（年度末）

虚偽記載発生リスク

財務報告に係る
内部統制

企業の財務
面での現実

の姿
（年度始） 会社法の

内部統制

事業リスク・コンプラ
イアンスリスクなど

財務報告に係る内部統制の評価・監査基準
（ＣＯＳＯ内部統制枠組み）

ＥＲＭ枠組み

 
（出所）当研究所作成。 

財務報告に係る内部統制は、虚偽記載発生リ
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スクを管理するための手段である。つまり、企

業の財務面の現実の姿がそのまま財務報告に反

映されることを確保するためのものであり、現

実の姿が例えば赤字であるか黒字であるかは問

わない。これに対し、会社法が求める内部統制

は、各々の企業がその追求する目的に従って収

益を上げ、あるいは効率化を進めるなど、企業

の現実の姿を変えるためのものだ。すなわち、

こちらの内部統制は、企業の実態に関わる事業

リスクやコンプライアンス・リスクなどを管理

するためのものである。 
財務報告に係る内部統制については、資料２

の右側で示したとおり、金融商品取引法に基づ

く評価・監査の枠組みが、既に公開草案として

公表されており、近々確定する見込みだ。だが、

会社法については、業務の適正を確保するため

に必要な体制が列挙されているのみで、その整

備・評価をどうするかは全面的に企業に委ねら

れている。 
ＥＲＭは、その発展の経緯から、考え方や手

法において内部統制との関連性が極めて強い。

他方、対象とするリスクは事業リスクなど会社

法の内部統制が管理対象とするものと同じだ。

こうした特質を踏まえれば、ＥＲＭは、世界的

にも制度化されておらず、手法もまだ確立して

いるわけではないものの、会社法が求める内部

統制の整備・維持・評価に際し、企業によって

自発的に工夫され、活用されるのがふさわしい

といえよう（注８）。 
ただし、その際には、この連載でも既に触れ

たとおり、制度化され、企業の外部とつながる

ものとして捉えられるようになった内部統制に

おいては、重大な企業不祥事の予防がとりわけ

優先されるべきという趣旨を踏まえておく必要

がある。 
筆者は、内部統制概念の も重要な意義は、

目的・リスク・統制を一貫した関係で捉えたこ

とにあると考えている（注９）。その結果、先

に述べたように、リスクと統制を表裏一体の関

係にあるものとして考えることが可能となり、

重要なリスクから対応するというリスク・アプ

ローチの考え方を適用できるようになった。ま

た、リスクが目的達成に影響するものと定義さ

れたことにより、統制を管理してリスクを減ら

すことは、目的達成を支援することと同義とな

った。内部統制概念におけるこの関係は、ＥＲ

Ｍでもそのまま引き継がれている。つまり、制

度化された内部統制において重要な、ステーク

ホルダーなど外部の視点で重要な目的の達成を

支えるという機能は、ＥＲＭでも同様に担うこ

とが可能ということだ。 
ＥＲＭはリスク管理ではあるが、全社的な視

点など通常のリスク管理と異なる特徴を持って

いる。この特徴を生かしながら制度化された内

部統制を補完するツールをして活用する際は、

目的設定にあたり外部の視点を重視することや、

その目的達成に影響を与える重要なリスクから

優先的に対応していくといったことに留意して

おく必要がある。 
ＥＲＭが 終的には事業機会の獲得にまで応

用できるツールであることを踏まえれば、内部

統制を補完する形で活用していくことにより、

将来的にはより洗練されたものに発展させられ

る可能性もあるといえよう。 
 
次回は、内部統制と品質管理との類似性につ

いて考えたい。 
 

（注８）ただし、枠組みとしてＣＯＳＯのＥＲＭのみを

推奨する意図はない。なお、日本内部監査協会

ＣＩＡフォーラムＥＲＭ研究会「使えるＥＲＭ

（全社的リスクマネジメント）導入チェックポ

イント集～一目でわかるＥＲＭと内部統制の基

本的要素の具体例～」（2006 年４月）によれば、

ＥＲＭの具体的事例は日本の各企業でも既に本

来業務として行われていることが多く、特別な

ことをするのではないとされている。今後様々

な取り組みや工夫がなされ、洗練されていくこ

とが望まれる。 
（注９）注３、注７参照。 
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