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第１８７回月例研究会 ２０１３年１１月開催 

記録者：木村裕一（会員番号０１４８） 

講演テーマ： 

2013年版ＣＯＳＯ内部統制フレームワークの概要 

講師：森谷 博之 （もりや ひろゆき）氏   

有限責任監査法人トーマツ 

エンタープライズリスクサービス  シニアマネジャー 

日時：２０１３年１１月１８日(月曜日） 18時 30分～20時 30分 

場所：機械振興会館 地下 2階 ホール 

要旨（講師からいただいた講演骨子）  

2013年 5月、内部統制フレームワークの事実上の

世界標準の設定組織であるCOSOが、その最新フ

レームワークを公表しました。新フレームワークは、

1992年に公表された内部統制フレームワークを最

新化したものであり、1992年当時から現在までに

生じた経営環境の変化や IT技術の進化に対応し

たものです。 

解説においては、まず COSOフレームワークが作成された背景を説明し、今回の改訂の位置づけ、構成、

改定の概要を説明します。特にガバナンス、不正リスク評価など特徴的なトピックに重点を置いた説明をす

る予定です。COSOは、1992年版フレームワークを適用している組織は、2013年版フレームワークにて提

示された諸原則が満たされていることを確認することを推奨しています。本セッションでは、2013年版

COSO内部統制フレームワークの概要を解説します。  

 

講師紹介：森谷博之（もりや ひろゆき）氏は、有限責任監査法人トーマツにてエンタープライズ リスクサービス部署の

シニアマネジャー。公認会計士、公認不正検査士、内部統制評価指導士、公認内部監査人 

2003年公認会計士登録。食品・飲料メーカー、ITシステムベンダー、小売業を始め多くの会計監査や株式

公開支援を担当。 

2004年より現部署にて内部統制構築支援、リスクマネジメント体制構築支援、内部監査支援に従事。 

「内部統制実践ガイド」（ダイヤモンド社）、「内部統制報告制度実務詳解｝（商事法務）等、内部統制関連の

著書多数。その他、「DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー」ダイヤモンド社）等、雑誌への寄稿多数。 

 

講演の内容： まず全体を次の目次で解説します。 

 

 

 

 

 

（注）スライドの注記にも

ありますが、講演者から

「資料中の意見に渡る

箇所は、演者の私見で

あり、演者の所属する

組織の公式見解ではな

いこと」のお断りがあり

ました。 
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１．COSOフレームワークとは何か

3

 1980年代に米国にて粉飾事件が多発。

 その対応のために専門職団体が立ち上

げた不正財務報告全米委員会（いわゆ
るトレッドウェイ委員会）が、1987年に

「不正な財務報告」レポートを上梓。

 同レポートは内部統制の重要性および

評価基準の設定の必要性を勧告。

 同委員会の支援組織たる各専門職団体

は、内部統制基準の設定委員会を設置。

 この委員会がCOSOである。

不正財務報告全米委員会とCOSO

「不正な財務報告」レポート

1.財務報告システムと不正な財務報告の
概要
2.公開会社に対する勧告

3.公認会計士への勧告
4.証券取引委員会その他組織に対する
法規制環境の改善のための勧告
5.教育に対する勧告

勧告の一部
経営者は、不正な財務報告を防止または早期発見す
ることの重要性を認識し、財務報告に関する統制環境を
確立すること。
内部会計統制および内部監査を充実させること。
社外取締役から成る監査委員会を設置し、その機能
を拡大させること。
内部統制に関する経営者の意見等を年次報告書に記
載すること。

（出典：Report of the National Commission 
on Fraudulent Financial Reporting, COSO, p.v)

１．COSOフレームワークとは何か （参照 スライド３、スライド４） 

 

1980 年代に米国にて粉飾事件が多発した。その対応のために不正財務報告全米委員会（いわゆるトレッドウェイ

委員会）が、1987 年に「不正な財務報告」レポートを上梓。同レポートは内部統制の重要性および評価基準の設

定の必要性を勧告。同委員会の支援組織たる各専門職団体は、内部統制基準の設定委員会を設置した。この委

員会が COSOである。 「不正な財務報告」レポートの構成を、スライドの右に示す。 

COSO は「”実社会”において内部統制を遂行する経営者のニーズに応えた」フレームワークを作るべく、

CEO/CFO 等への面接調査やアンケートを多数実施し、その他多数のワークショップ、実地調査、ドラフトへの意

見聴取等を実施し、経営実務を存分に調査・研究して、92 年に内部統制のフレームワークを公表した。これが

COSOフレームワーク(以後、フレームワークを FW と標記します）である。 

COSO-FW とは、簡潔にいえば組織が一定の目的を達成するために設計されるべきプロセスの体系のこと。

COSO-FWは、右図のように三次元のイメージ図で概念化されている。 

 

（スライド３） 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

（スライド４） 

    

１．COSOフレームワークとは何か

4

COSOフレームワーク

オリジナルCOSOキューブ

(出典:INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK,COSO, p19)

 COSOは「”実社会”において内部統制を

遂行する経営者のニーズに応えた」フ

レームワークを作るべく、CEO/CFO等へ

の面接調査やアンケートを多数実施。

 その他多数のワークショップ、実地調査、

ドラフトへの意見聴取等を実施。

 経営実務を存分に調査・研究し、92年に

内部統制のフレームワークを公表。これ

がCOSOフレームワーク(以後、フレーム

ワークをFWと標記します）。

 COSO-FWとは、簡潔にいえば組織が一

定の目的を達成するために設計されるべ

きプロセスの体系のこと。

 COSO-FWは、右図のように三次元のイ

メージ図で概念化されている。
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3. 2013年FWの構成

6

 エグゼクティブ・サマリー

2013年FW全体像の要旨

 FWと補論

2013年FW本体。17の原則、着眼点およ

び用語集や、公表にいたるまでの手続きと
いった複数の補論

 内部統制システムの有効性の評価のための
説明ツール

2013年FWに基づき内部統制の評価行う
際に活用しうる評価ツール類

 外部財務報告に係る内部統制についての
適用方法および適用事例の概説書

2013年FWを外部財務報告に係る内

部統制に適用する際の実践的な適用
方法や例示

ツール篇

1992年

エグゼクティブ・サマリー

外部財務報告に係る内
部統制：適用方法および
適用事例の解説

2013年

FWと付録

内部統制システムの有
効性評価のための説明
ツール

エグゼクティブ・サマリー

外部報告 (94年に追補
発表）

FW

４分冊 92年FWとの対比

 ２．改訂の背景及び目的  （参照 スライド５） 

１９９２年に制定された COSO－FW（９２年版と記す）は、広く内部統制のガイダンスとして実社会で実践的に先進的な

企業を中心に適用され、これまで２０年の利用実績を積み重ねてきた。 

この２０年間、世界中の企業や非営利組織を始め、国連や米国、日本といった公的機関においても、COSO-FWはカ

スタマイズされて内部統制を有効にするために利用されてきた。ただ、制定された１９９２年と比較して IT関係の劇的な

変化やグローバル化など事業環境の在り様が大きく変化したため、92年版の記述は現在の経営環境にそぐわなくなっ

てきた。このような背景から COSOは FWを見直し改訂して公表した。見直しの目的を、スライド右欄に示す。 

（スライド５） 
2．改訂の背景及び目的

5

背景 目的

 1992年と比較し、IT化やグローバル化

など経営環境が大きく変化した。

 有効な内部統制を備えるべき必要事項

の明確化、企業を取り巻く環境変化へ

の対応、そして報告する目的の拡張。
 現在では、ステークホルダーが、企業の

説明責任、コーポレートガバナンス、経

営の透明性、不正の防止と発見を強く

要請している。

 「財務報告の信頼性」を「報告の信頼

性」に範囲拡大し、「業務の有効性・効

率性」目的、および「コンプライアンス」目

的を再強調。

 内部統制FWのコンセプトは時代の影響

を受けないが、記述自体が現在の経営

環境にそぐわなくなってきた。

 有効性評価の効率化および基礎を提供

するため、原則とその適応上の着眼点
（”Points of Focus”）を明示。

 また、COSOは1992年以降、ERM、モ

ニタリングガイダンス、中小規模企業向

け内部統制ガイダンスなどを順次公表
し、COSO-FWの概念的な更新を続け

てきた。

 今回「内部統制FWの現代

（”Refresh”）」は、これらの知見の集大

成としての位置づけを有する。

(出典:Internal Control–Integrated Framework_May 2013, COSO, p10,11要
約)

 

３．２０１３年 FWの構成   （参照 スライド６） 

COSOは、９２年版を発表以降も、利用を促進するために様々なガイダンス等を公表しながら、内部統制に関する様々

なナレッジを蓄積してきた。今回の見直しを機にその蓄積を一気に FWに取り込み、もっと実務的に使えるようにとの観

点で改訂が行われた。ただ、９２年モデルの基本的考え方は依然有効であると考えられている。新しいFWの構成は次

のようになる。  

（スライド６） 

 

 

  

 

 



February 2014                              日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報  15 

4．改訂における変更点

7

変更されない部分 変更される部分

オリジナル
COSO-FW

2013年版
COSO-FW

1. 内部統制の定義

2. 3つの目的と5つの構成要素

3. 5つの構成要素は効果的な内部統制の

必要事項であること

4. 内部統制の整備、運用及び有効性評価

における、主観的判断の重要性

1. 経営環境変化への対応

2. 報告目的の拡張

3. 5つの構成要素と関連する17の原則を

基本的なコンセプトとして明示

4. 適用事例の追加

5. 内部統制の有効性判断の基準

(出典:Internal Control–Integrated Framework_May 2013, COSO, p10,11要約)

5. 報告目的の拡張

8

 1992年FWの内部統制の目的として財

務報告*が挙げられていた

*財務報告とは、信頼しうる外部公表財務諸

表の作成に関するもの

 2013年FWは社内外の別や財務・非財

務の別を問わず、報告全般を対象

1992年FWは財務報告の信頼性を対象

2013年FWでは、報告の信頼性に加え適

時性や透明性なども対象

外部財務報告目的：
年次財務諸表
中間財務諸表
業績発表

外部非財務報告目的：
内部統制報告
サステナビリティ報告
サプライチェーン、資産
報告

内部財務報告目的：
部門別財務報告
顧客別収益分析
コベナンツ条項に係る
計算

内部非財務報告目的：
従業員/資産稼働率
顧客満足度調査
安全衛生調査

財務 非財務

外
部

内
部

出典：Internal Control — Integrated Framework, Framework and Appendices 

p9

報告目的の拡張

1992年版文書は 400ページほどであるが、2013年版は 600ページ（価格 270 ドル）ほどで内容が豊富になっている。

なお、エグゼクティブサマリーは、次の URLから無償でダウンロードできる。 

http://www.coso.org/ 

http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf 

(COSO Internal Control-Integrated Framework Executive Summary May 2013) 

４．改訂における変更点   （参照 スライド７） 

この改訂において、変更されない部分と、変更される部分がある。 

（スライド７） 

 

 

 

 

 

 

５．報告目的の拡張   （参照 スライド８） 

 

スライド８に示すように９２年版 FWが財務報告の外部に対する信頼性を目的にしていたことに加えて、２０１３年版 FW

では企業内部・外部や財務・非財務を問わない報告全般へ拡張し、報告の適時性や透明性を対象にしている。 

 

（スライド８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coso.org/
http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf
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7. ガバナンスに対する期待の高まり

10

 1992年FWでもガバナンスの重要性は

認識され、その中心的存在である取締役会

について様々な記述があった

しかし、2013年FWは、世界的なガバナン

スへの関心の高まりを受けて、ガバナンス

に関してさらに広範囲かつ具体化

 たとえば、付録B「内部統制に関する役

割と責務」にて、取締役会の役割について

次のようにその重要性を強調

取締役会は、CEOの選解任権を通じて、内

部統制に関する責任の履行において期待
される誠実性や倫理的価値観、透明性、説
明責任を決定付ける鍵を握っている

Internal Control − Integrated Framework, Framework and Appendices p147

取締役会は、経営者から独立していることを表明
し、かつ、内部統制の整備および運用状況につ
いての監督を行う。

監督責任の確立−取締役会はその監督責任を
明確にし、受容する。

関連ある専門性の適用−取締役会は、経営陣が
行おうとしている判断に対し鋭い質問を投げかけ、
相応の対応を行う上で必要となるスキルや専門
性を明確にし、維持し、定期的に評価を行う。

独立した運営−取締役会には、経営陣から独立
し、客観的な評価や意思決定が行える取締役が
十分な人数在籍している。

内部統制システムへの監督−取締役会は経営陣
が整備・運用している内部統制に関する監督責
任を保持している

【原則２】監督責任の履行

【着眼点】

取締役会の位置づけ

６． 17原則への再構成  （参照 スライド９ ） 

 

企業の内部統制が COSO－FWに適合しているかを判断する原則（原則主義）を取り入れた。各構成要素に関する記

述を原則と適用上の着眼点として再構成したものである。原則は 17項、着眼点は 75項である。“原則は内部統制が有

効と結論付けるための必須要件”である。また、“着眼点は、原則を満たすための着眼点”である。 

（スライド９） 

 

 

 

 

 

 

 

７．ガバナンスに対する期待の高まり  （参照 スライド１０） 

ガバナンスについて、原則２として取り上げている。これはスライド１０の記述のように、経営者から独立した立場からの

視点で経営をチェックして、その問題点を指摘することが出来るようにしていることが重要である。取締役会は CEOの

罷免、選任をすることが出来る。取締役会が、CEOの行うことの問題を指摘する勇気（意欲）を持つことが必要である。 

原則、つまり内部統制の必須要件の中には独立とは何か、監督とは何か、の意味が明記されていない。これは、各国

の法的あるいは社会的要請が異なるため一律的に必須要件として定義できないことも一因にあるが、しかしより重要な

ことは、法律や社会規範を基礎としつつも、取締役会が備えるべき独立性、監督義務とはどのようなものであるのかを

企業自らが考え、あるべきガバナンス、内部統制を考察することを COSOは求めていると思料されるのである。そのうえ

で、企業の考察に多雨する COSO としての提言が、着眼点の位置づけで記述されている。 

 （スライド１０） 
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8．不正リスクの評価

12

個人の行動は、CEOや管理職の行動が倫理的であったかどうかに大きな影響を受ける。

行動規範への意識が希薄化する状況

経営者からの、規範遵守への期待に関する姿勢が従業員に伝わってこない

適切な監督がなく、現場の状況が経営者に伝達されない組織の分散化

上司等からの不正への参加の強制

従業員が安全に疑問や懸念を表明できるチャンネルの不存在

倫理的行動に妥協する動機やプレッシャーを与える業績目標

不正を発見し報告する能力のない脆弱な内部監査機能

統制環境

(出典:Internal Control — Integrated Framework, COSO, p34要約)

(出典:Internal Control — Integrated Framework, COSO, p36要約)

8．不正リスクの評価

11

これまでの扱い 新FWでの扱い

 そもそもCOSO-FWは1980年代に米国で多発

した粉飾事件を受けて作成されたものである
から、不正リスクをいかに低減するかは
COSOの中心的課題の一つである。

 不正リスクの評価については、新COSO-FW

において初めての概念ではなく、中小規模企
業向けの財務報告に係る内部統制ガイダン
スの中にすでに【原則１０】として登場している。

原則８「不正リスクの評価」の実施に当たり、以

下の点の考慮を求めている。

加えて、上記着眼点の実行にあたり、以下のア

プローチを推奨している。
【原則１０ 】 不正リスク
不正に起因する重要な虚偽表示の可能性が、財務報告
目的の達成を脅かすリスクを評価する際に明示的に検
討されている。

【原則１０ 】 不正リスク
不正に起因する重要な虚偽表示の可能性が、財務報告
目的の達成を脅かすリスクを評価する際に明示的に検
討されている。

【着眼点】
不正な報告や財産の横領、汚職など、様々なタイプの
不正タイプを検討すること
不正の誘引や動機、プレッシャーの存在の有無を評価
すること
不正の機会がどの程度あるのかを評価すること
不正の正当化の余地が生まれやすい土壌があるかど
うかを評価すること

【着眼点】
不正な報告や財産の横領、汚職など、様々なタイプの
不正タイプを検討すること
不正の誘引や動機、プレッシャーの存在の有無を評価
すること
不正の機会がどの程度あるのかを評価すること
不正の正当化の余地が生まれやすい土壌があるかど
うかを評価すること

【推奨アプローチ】
不正リスクアセスメントを実施すること
統制活動を迂回したり無効化する方法がないか検討
すること
内部監査において不正リスクを検討すること
役員報酬や給与・賞与体系において不正意欲を高め
かねない誘引や圧力がないか確認すること

【推奨アプローチ】
不正リスクアセスメントを実施すること
統制活動を迂回したり無効化する方法がないか検討
すること
内部監査において不正リスクを検討すること
役員報酬や給与・賞与体系において不正意欲を高め
かねない誘引や圧力がないか確認すること

(出典:Internal Control over Financial Reporting- Guidance for Smaller 

Public Companies Volume II_Guidance, COSO, p52)

(出典:A Compendium of Approaches and Examples, COSO, p71-73)

(出典:Internal Control — Integrated Framework, COSO, p78)

８． 不正リスクの評価   （参照 スライド１１、スライド１２） 

また、不正リスクの評価の見直しも２０１３年版の重要テーマである。92年版でも取り上げていたが、明示はしていな

かった。今回 COSOが特に重視した項目の一つであり、原則として取り上げることで、不正リスク評価を有効な内部統

制が備えるべき必須要件として位置づけた。 

 （スライド１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （スライド１２） 
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9. ＩＴ技術への対応

13

1992年FW公表以後、IT技術が飛躍的に

発展

内部統制とITとの関連性がさらに深化

2013FWでは、ITに対する内部統制を重

視する姿勢を強めている

ITを適切に利用することの重要性について

多くの紙面が割かれている

その表れの一つとして、ITに関する右図に

ある原則を用意しています。

組織は内部統制の目的の達成を支援するIT技

術に関する全般的統制活動を選択し、整備する

業務プロセスにおいてどの程度テクノロジーおよ
びその全般統制を活用するかを決定する

関連する技術的なインフラおよびセキュリティに
対する統制活動を確立する

テクノロジーの取得、開発、メンテナンスに対する
統制活動を確立する

【原則１１】IT技術への全般統制

【着眼点】

出典：Internal Control−Integrated Framework,

Framework and Appendices p97

ＩＴ技術への対応

10. 内部統制が有効であるとは

14

内部統制が有効であるためには、5つの構成要素および関連する原則が、存在(present)

し、機能(functioning)していなければならない。

 「存在している」…特定の目的を達成するための内部統制システムの設計と導入に際

し、構成要素および関連する原則が存在していると判断されること

 「機能している」…特定の目的を達成するための内部統制システムの実施に際し、構

成要素および関連する原則が存在し続けていると判断されること

5つの構成要素は統合された形で一体的に運用されていなければならない。

 「一体的に運用される」とは、「目的が達成できないリスクを許容可能な水準まで5つの

構成要素全体として軽減していると判断できること」であると定義している。

(出典:Internal Control - Integrated Framework, COSO, p18-20要約)

有効性の判断基準

経営者は次のような場合に構成要素が一体的に運用されていると表明することができる。
「構成要素が存在し、機能している。」
「複数の構成要素にわたって内部統制の不備を集計した結果、一つまたは複数の主たる
不備ではないとの判断に至った。」

「一体的に運用される」…5つの構成要素全体として、リスクを許容可能な水準まで軽減

していると判断できること

９． IT技術への対応   

IT技術への対応は、この２０年の IT技術の発展に対応する見直しであり、スライド１３に示す。 

 （スライド１３） 

 

 

 

 

 

１０． 内部統制が有効であるとは   

COSO‐FW を適用して、その結果企業の内部統制が有効であることを判断することは次のスライド１４のように判断する。

すなわち、“５つの構成要素および関連する原則が、存在し（present）、機能して（functioning）いなければならない。”  

⇒スライド１４ 上の網掛け 

（92年版のデザイン、インプリメンテーション、オペレーションの用語は今回変更した） 

また、“５つの構成要素は統合された形で一体的に運用されていなければならない。” ⇒スライド１４ 中の網掛け 

その判断を踏まえて、経営者が内部統制について、有効であることを表明できることになる。 

 （スライド１４） 
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１１．改訂の概要（17原則・ポイント） 

今回取り入れた原則主義において有効性評価の基礎となる１７原則を次に示す。 

 （当日は後半（スライド 10－18）でこの原則とポイントについて説明されたが、当記録では＜構成要素＞と １７原則 

を表示するのみにとどめ、説明の記述は省略する） 

＜統制環境＞ 

1.誠実性と倫理的価値観にコミットする姿勢の明示 

2.取締役会の経営者からの独立と内部統制の構築・運営についての監督 

3.目的の達成には、取締役会の監督の下に、経営者による組織構造、レポーティングライン、 

権限と責任の確立が一般的に必要となる 

4.能力ある者を採用し、教育し、効用維持することをコミットする姿勢の明示 

5.内部統制に関する責任権限の明確化 

 

<リスク評価＞ 

6.リスクの識別・評価を可能にするための目的の設定 

7.企業目標の達成を脅かすリスクの識別とリスク管理のための分析 

8.不正リスクの評価 

9.内部統制システムに重要な影響を与える変化の識別と分析 

 

<統制活動＞ 

10.企業目標の達成を脅かすリスクを許容可能な水準に低減する統制活動の選択と構築 

11.企業目標の達成に寄与する IT全般統制の選択と整備 

12.方針とそれに対応する手続の整備 

 

<情報と伝達＞ 

13.内部統制の機能を支援する情報の発信と利用 

14.内部統制の機能を支援する情報（その目的と職務を含む）の組織内の伝達 

15.内部統制の機能に影響を与える事項についての外部との情報交換 

 

<モニタリング活動＞ 

16.内部統制の構成要素が存在し、機能していることを確認するための日常的及び独立的 

評価の選択、整備、運用 

17.内部統制の不備を評価し、是正措置を講じる責任を負う者（経営者及び取締役会含む）への伝達 
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13. J-SOX適用企業への影響

21

 2013年FWがJSOXに直接的に影響

を与えるか？

 わが国制度における内部統制フレー

ムワークは、財務報告に係る内部統制

の評価及び監査の基準における「内部

統制の基本的枠組み」

 『企業から「内部統制の基本的枠組み」
を2013年フレームワークに整合させる

べきとの声が多数上がるようであれば、

基準を見直すべきか検討するかもしれ

ない』といった意見あり

 「基本的枠組み」は1992年FWを大いに

参考にして考え出されたもの

 2013年FWは、より現代に適合するよう

最新化されたものだから、自社の内部

統制の位置づけに役に立てることはと

ても有効

 自社と子会社において2013年FWの17

原則が満たされていると自信をもって答

えられるか確認する

 JSOXを単なる形式的な法対応と捉え

るか、より実効的で効率的な内部統制

を構築する契機とするか

影響 対応

１２． 新 COSO-FWへの変更手順について  （スライド１９、スライド２０：略） 

スライドの中で、「COSOは 2013年度版 FWを速やかに導入するように求めており、92年版 COSO-FWを 2014年

12月 15日までを移行期間としている」（廃止する）、としている点は重要である。廃止とは、“存在しなくなる”ことである

ために、移行期間後は 92年 COSO-FWに準じていると宣言が出来なくなる。（以上記録者コメント） 

（当講演記録では、９２年版から２０１３年版 COSO－FWへの変更手順について省略する。） 

 

１３． J―SOX適用企業への影響  （スライド２１：説明は省略） 

 

 

 

 

 

 

 

  今後の COSO-FWの活用について、次のよう考える。（記録者コメント） ＜スライド２１の右欄３項目＞ 

・2013年版 FWは、より現代に適合するよう最新化されたものだから、自社の内部統制の位置づけに役に立てること

はとても有効 

・多くの企業・組織において親会社、子会社の内部監査の評価基準に利用できる。 

・JSOXへの対応のため（という受身）でなく、自社のために実効的で効率的な取組みの契機としてほしい。 

質疑応答： 

質問１：.PCAOB AS5の監査基準との関係はどうなるか。   

（注）ＰＣAＯＢ：Public Company Accounting Oversight Board 公開会社会計監査委員会 

講演者コメント：PCAOBで策定されている US-SOXの監査基準では COSO－FWを使えとは規定していない。しかし、

COSO－FWは US-SOXでのデファクトスタンダードであり、SECや PCAOB も COSO－FWの策定に関与してい

るので、結果として US-SOX適用会社は新 FWをその評価基準として使うものになると考える。 

 

質問２：大手監査法人で使用している３点セット（リスクコントロールマトリックス、フローチャート、業務記述書）のフォー

ムを変更するのか。 

講演者コメント：３点セットとは、内部統制評価の過程を目に見える形にしたもの。原則６＜リスク評価＞の基本の部分

はこれまでと変わらないことを考えると、3点セット自体が修正されることは想定されていないのではないか。原則８
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にて示された不正リスク評価については、これまでに十分な対応をしていない企業も少なくないと思われるため、

そういった企業では不正リスク評価にかかる新しいシートの準備が必要となる可能性がある。 

 

質問３：COBIT と COSOの関係はどのようになっているか。 

講演者コメント：COSOは COBITに比べ、経営全般的なものを扱っていると考えている。その分、COSOのほうが

COBITに比べ IT統制に関する記述が総論的であるとの印象は否めない。したがって、ＩＴ統制に関する有効性、

効率性などＩＴのＦＷに関しては、言葉使い、考え方などにおいてCOBITのほうが使いやすいかと思う。COBITは

COSO との整合性を十分に検討しているとも聞いている。 

 

質問４：コンプライアンスが重要であるが、ＩＴ利用の不正検出についてどのように言及しているか。 

講演者コメント：ＩＴスタッフの離職率についてモニタリングをする立場の者、不正を識別する立場の者などの離職率が

高いのは不正の予兆の可能性があるといった言及があるほか総務部門、退職者、ＩＴの特性の調査、経営者の情

報操作能力、などの調査に言及している。 

以上質疑応答 

 

記録者の感想： 

講師の森谷氏からは 2013年版ＣＯＳＯ－ＦＷの盛り沢山の内容について非常に精力的に講演をいただき、

参加者も終始熱心に聴講していた。講師のＣＯＳＯ－ＦＷ全体に精通された説明は、月例研究会の限られ

た時間内では収まりきれずもっと時間がほしい内容であった。日本においての採用企業はまだ少ないという

ことであるが、このようなＣＯＳＯ－ＦＷあるいは内部統制の考え方（内部統制の充実や透明性の確保）は企

業・組織の規模の大小に関わらず、必要なことである。また、第三者的な立場で物事を見ることも重要である

が、ＣＯＳＯ－ＦＷの原則・着眼点に表されたことが日本では基本認識としてまだ定着していないのではな

いかと、今回の講演を通じて（記録者として）感じられた。 

 

システム監査人は企業の経営にはその情報システムからの切り口で関与することがほとんどであるが、森谷

氏のお話にあったとおり内部統制に関する枠組みの理解と活用は、今後ともシステム監査人として研鑽が

必要であると感じた次第である。有限責任監査法人トーマツのＨＰにもいろいろな情報が提供されているの

で、それらも参考に出来るようである。 

 

当記録は、当日のセミナーの中のごく一部、森谷氏がお話された、２０１３年版のＣＯＳＯ－ＦＷ改訂の特徴

的な点についてスライドを見る導入として紹介しました。インターネットから多くの情報を得ることが出来、エ

グゼクティブサマリーは、誰でもダウンロードできるとのことです。皆様の必要に応じて活用をいただきたいと

のことでした。   （木村 記） 

以上 

 


