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2014.03 

総会特集【第 13期通常総会特別講演を聴講して】 

会員番号 0557 仲 厚吉 （会長） 

 

第13期通常総会特別講演が、2014年2月21日（金）15:20～16:20に、開催されました。会員の方々へ報告します。 

演題：「リーマンシヨツクに立ち向うガバナンス–  

新COSOの簡単な理解 –米国中央政府のGreen Reportを中心として」 

講師：日本ITガバナンス協会会長 システム監査学会会長 松尾 明 氏 

 

 講演のはじめに、講演の目的である新COSOの簡単な理解として、「CLICK, CHANGE or DIE」の理解、即ち、イン

ターネットの時代には、「インターネットから情報をクリック、ダウンロードし、そして利用し変化しなければ、死あるのみ」、

これが新COSOの本質である、とのお話があった。続いて、新COSOと改訂の理由、Green Reportの定義、新COSO の

17の指針、判断規準のデザイン、モニタリング、オブジェクトとCOBIT、COBITの変化、システム監査学会の取り組み、

ISACA・ITGIの予定など、ITガバナンスの全般にわたる方向性について、講演があった。以下に、要約を記載する。 

 

１．新COSOと改訂の理由 

2013年5月14日に最終版が公表され、2014年12月15日までに移行を求めている。米国上場企業は対応を求められ

る。リーマンショツクが2008年9月15日に起きたことからして速い対応である。COSO改訂の理由を次に挙げる。 

(1) ビジネスおよび業務環境の劇的な変化がある。 

(2) テクノロジー主導的で国際的で複雑になることが、 

組織の事業目的の達成可能性を高め、ビジネスおよび業務環境の変化に適応出来るように、 

内部統制システムの有効かつ効率的な構築および維持が出来るように、 

内部統制システムのインテグリテイ（誠実性と訳されているが本講演ではインテグリテイとする）に関する一層の透明性

および説明責任を求めて利害関係者（Stakeholder）が関与度合いを高めている。 

 

２．Green Reportの定義 

COSO本文に無い、Green Reportの定義の幾つかを次に示す。 

(1) Green book 

–米国中央政府の内部統制基準である。州、市町村、NPO、社団等への適用もあり得る。ただし、これらの事業体の

経営者が適切な法規やルールに従い定める。 

(2) 内部統制 

–内部統制（Internal Control）は、有効な内部統制システムを導入するための総括的（overall）なフレームワークを示

すものであリ、事業体の目的の全てをカバーする。事業体の目的には、本業業務運用、報告、法的準拠がある。 

※総括的（overall）には、“全ての責任を持って”、“除外したことも記録に残す”ように運用することが求められる。 

(3) 内部統制システム 

–方針決定者や事業管理者は、事業体のミッションを達成するための説明責任を高めることに努めている。そのため

の成功要因は、有効な内部統制システムの導入である。 

–有効な内部統制システムの導入により、環境変化、ディマンドの展開、新たな優先課題への対応を支援することがで

きる。 
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–事業の変更が行われ、事業体が事業運用のプロセスを改善し、新たなテクノロジーを導入するのであれば、経営者

は、継続的に内部統制システムを評価し、それが有効で最新化（Ｕｐｄａｔｅ）されていることを確かめることが求められ

る。 

(4) ベースライン 

–基準点ラインと訳されているが、ベースラインと本講演では定義する。内部統制システムのデザイン時の判断基準と

ある特定時点の状況との差異である。課題（Ｉｓｓｕｅ）および検出事項（Ｄｉｆｆｉｃｉｅｎｃｉｅｓ）とも言える。 

(5) 経営者（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ） 

–事業体の担当者で、直接的にある組織の全ての活動に責任を負う者である。活動には、内部統制システムのデザイ

ン、導入、有効なその運用も含まれる。 

(6) 指針 

–指針（プリンスパル）とは、法規やルールで従わなければいけないもの、従うことが出来るものである。原則と訳されて

いるが、この講演では、方向性を共有することに、重みを置き、指針とした。 

(7) 組織（構造） 

–組織（構造）（Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎal Structure）には、本業ユニット、本業プロセス、その他の目標達成のための構造マネ

ジメントがある。 

 

３．新COSO の17の指針 

COSOの5要素は変わらない。合計17の指針がある。 

・統制環境 5指針  ・リスク評価 4指針  ・統制活動 3指針  ・情報と伝達 3指針  ・モニタリング活動 2指針 

(1) 統制環境 

1) 組織は、インテグリテイと倫理観に対するコミットメントを表明する。 

2) 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監督を行う。 

3) 経営者は、取締役会の監督の下、内部統制の目的を達成するにあたり、組織構造、報告経路および適切な権限

と責任を確立する。 

4) 組織は、内部統制の目的に合わせて、有能な個人を惹きつけ、育成し、かつ、維持することに対するコミットメント

を表明する。 

5) 組織は、内部統制の目的を達成するに当たり、内部統制に対する責任を個々人に持たせる。 

(2) リスク評価 

6) 組織は、内部統制の目的に関連するリスクの識別と評価が出来るように、十分な明確さを備えた内部統制の目的

を明示する。 

7) 組織は、自らの目的の達成に関連する事業体全体にわたるリスクを識別し、当核リスクの管理の仕方を決定するた

めの基礎としてリスクを分析する。 

8) 組織は、内部統制目的の達成に対するリスクの評価において、不正の可能性について検討する。 

9) 組織は、内部統制システムに重大な影響を及ぼし得る変化を識別し、評価する。 

(3) 統制活動 

10) 組織は、内部統制の目的に対するリスクを許容可能な水準まで低減するのに役立つ統制活動を選択し、整備す

る。 

11) 組織は、内部統制の目的の達成を支援するテクノロジーに関する全般的統制活動を選択し、整備する。 

12) 組織は、期待されていることを明確にした方針および方針を実行するための手続を通じて、統制活動を展開す
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る。 

(4) 情報と伝達 

13) 組織は、内部統制が機能することを、支援する関連性のある質の高い情報を入手または作成して利用する。 

14) 組織は、内部統制が機能するために必要な、内部統制の目的と内部統制に対する責任を含む情報を組織内部

に伝達する。 

15) 組織は、内部統制が機能することに影響を及ぼす事項に関して、外部の関係者との間での情報伝達を行う。 

(5) モニタリング活動 

16) 組織は、内部統制の構成要素が存在し、機能していることを確かめるために、日常的評価および/または独立的

評価を選択し、整備および運用する。 

17) 組織は、適時に内部統制の不備を評価し、必要に応じて、それを適時に上級経営者および取締役会を含む、是

正措置を講じる責任を負う者に対して伝達する。 

 

４．判断規準のデザイン 

 判断規準のデザインには次のようなデザインが求められる。 

(1) 事業情報システムのデザイン –事業体の目的とリスクに対応させる。 

(2) 適切な統制活動のデザイン –情報システムによる統制活動を事業体の目的とリスクに対応させる。 

(3) 情報テクノロジー基盤のデザイン –情報テクノロジー基盤に対する統制活動をデザインする。 

(4) セキュリテイマネジメントのデザイン –情報システムのセキュリテイマネジメントの統制活動をデザインする。 

(5) 情報テクノロジーの調達、展開、維持のデザイン ‐これらのための統制活動をデザインする。 

(6) 事業体の情報システムのデザイン ‐業務処理統制 

• 完全性 • 正確性 • 正当性 

(7) 情報システム活動のデザイン ‐全般統制 

• 完全性 • 正確性 • 正当性 • 効率性 

 

５．モニタリング 

 ベースラインを継続的にモニタリングすることが求められる。 

 (1) あるべき姿のデザインとその現状のリアルタイムに近い把握がグローバルな市場では求められている。TOGAF９

があるべき姿のデザインの国際標準である。 

 

６．オブジェクトとCOBIT 

オブジェクトとは  –Objectは理解すれば、なぜ理解できないかわからなくなる。 

(1) COBITとのかかわり  –1993年パリの会議でのオブジェクトの提案  –2008年LAの会議でのオブジェクトの提案 

(2) 論議１ オブジェクト  –モノとしてのObject  –コンテンツはObjectか  –ソフトは、ネットはObjectか 

 

７．COBITの変化 

 COBIT（Contorol Objectives for Information and related Technology）の変化は次のようなものである。 

‐1996 COBIT1 

‐1998 COBIT2  コントロール 

‐2000 COBIT3  マネジメント 
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‐2005 COBIT4  ITガバナンス 

‐2007 COBIT4.1 VAL-IT RISK-IT 

‐2012 COBIT5  Enterprise ITガバナンス 

‐2013 COBIT5  ビジネスト統合、エンネイブラー 

 

(1) 1993年6月の提案 

1) まとめの方向性のくくり方としてのObject 「 ・目的 ・資源（Object） ・はたらき 」 

(2) COBIT１での対象範囲 

1) 前向き品質の検討  ‐経営の有効性、効率性 

2) データ管理の本質的な検討  ‐情報、知識への取り組み 

(3) 有用性 イノベーションについて 

1) プロダクトイノベーションとプロセスイノベーション 

2) 不確かな、人的創造性と機会の膨大なプロセスの中から生まれる、核となるIntellectual or service competencies 

廻りに戦略を高める。 

 

８．システム監査学会の取り組み 

(1) ドラッカーの遺言の勉強会 –法政大学で開催の予定 

(2) オープングループセミナー –2回目を3月に予定、ソニー 所 氏   –1回目は、藤枝 氏 2月13日 

(3) 30周年記念行事 –2014年に企画、来年度に実施 

 

９．ＩＳＡＣＡ・ＩＴＧＩの予定 

(1) アジアＣＡＣＳ（ＩＳＡＣＡ） –5月に予定、5月30、31日、浅草橋 

1) 基調講演 三浦雄大 氏 （三浦雄一郎 氏 長男） 

2) インド政府情報戦略コンサルタント ビタルラジ 氏 

(2) ＩＴＧＩコンファレンス –10月開催は未定 

(3) 30周年事業 ‐東京支部は、5月29日午後、浅草橋で予定 

 

 

〔第13期通常総会特別講演を聴講して〕 

日本ITガバナンス協会会長 システム監査学会会長 松尾 明 氏を来

賓に仰いで、特別講演をお願いしました。講演は、講師から聴講者への質疑応答や、議論を交え、ITガバナンス全般

の方向性について、初めて聴講する者にとっても、分かり易い講演であったと思います。講演の終わりに会場内から、

「リーマンシヨツクに立ち向うガバナンス– 新COSOの簡単な理解 –米国中央政府のGreen Reportを中心として」は、

日本でも適用されうるのかという質問が出ました。講師からは、金融庁の方も研究に参加しており、日本でも適用されう

るとのお話しがありました。あらためて、来賓特別講演に謝辞を申し上げたいと思います。なお、Green Reportの原文に

ついては、下記のWebサイトを参照するようにとのお話でした。 

http://www.gao.gov/assets/660/657383.pdf 

以上 

 

http://www.gao.gov/assets/660/657383.pdf

