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エグゼクティブ・サマリー

ブロックチェーンが主流になるにつれ、この技術が組織の内部統制と

どのように関わっていくかに着目することが適切です。ブロックチェーン

の慎重な実装と統合により、ブロックチェーンの特徴的な機能を活用

して、組織はより強固なコントロールを作成できます。さらに、ブロック

チェーンが組み込まれた高機能なツールは、業務の効率性と有効性

を高め、財務報告やその他の報告の信頼性と即応性を向上させ、

法律や規制の遵守を改善する可能性があります。一方で、ブロック

チェーンの導入により新たなリスクが生み出され、それに対するコント

ロールが必要となります。

COSOの内部統制の統合的フレームワーク（2013フレームワーク：図1

参照）は、ブロックチェーンに関連する固有のリスクに対処するための

コントロールをデザインし、業務に適用するために活用できる、効果的

かつ効率的なアプローチを提供しています。 

ブロックチェーンの使用を組織がCOSOのフレームワークを通じて評価す

る場合、取締役会と上級管理職は、状況をよりよく理解し、内部

統制に関する技術の可能性と適用可能性について、より多くの情

報に基づいて評価することができます。これにより、組織は詳細なリス

ク分析を実施し、次に、そのようなリスクに対処するための適切なコ

ントロール活動を構築し、ブロックチェーンの効果的な導入と使用を

促すことができます。 

本レポートは、2013フレームワークを用いて、財務報告におけるブロッ

クチェーンの使用に関連するリスクを評価し、そのようなリスクに対処

するためのコントロールをデザインし、業務に適用するための視点を提

供します。本レポートは、組織の監督、リスクおよび財務報告に係る

内部統制（ICFR）に関する意思決定を支援することを目的として

います。このように、本レポートは、財務報告に関わる様々なステーク

ホルダーにとって、それぞれの対象(表2参照)の中で価値あるものとな

ることが期待されます。本レポートの目的は、ブロックチェーンの複雑さ

を説明することでも、主要なプラットフォーム間の技術的な違いを詳

細に説明することでもありません。ただし、付録Appendix 1には、本レ

ポートで使用されている主な概念の一部について説明しています

（Appendix 1の概念は、エグゼクティブ・サマリーおよび本文書の本

文に初めて記載された時点で太字で記載しています。）。補足資

料及び参考資料には追加の資料が含まれています。 

所見と影響 

ブロックチェーンを使用することによって生じるより重要な変化の1つ

は、組織の階層に関連します。図1に示す2013フレームワークで表さ

れている階層の最上位レベルは全社レベルであり、部門、営業単

位、および機能にドリルダウンしますが、ブロックチェーンは分散ベース

で動作する一方で共有データと結合されており（すなわち、分散型

データベース）、異なるエンティティにまたがる新しい共同単位を作成

する機能があります。台帳や記録管理の共有から包括的なガバナン

ス（スマートコントラクトを監督および組織間の内部統制に活用する

ものも含まれるであろう）まで、ブロックチェーンは、内部統制環境に

おける 「組織」 の概念、ならびに関連する責任と要件を変えること

ができます。 

2013フレームワークの3つの目標である業務、報告、コンプライアンス

は、目標の達成方法の観点から、ブロックチェーンによって大きな影

響を受ける可能性があります。特に、多くの提唱者は、記録管理は

完全に変革され、完全な特定の目的のための自動化されたオンデマ

ンドのレポート作成およびコンプライアンス活動につながると考えていま

す。このような変革により、経営陣、経営会計担当者、財務担当

役員、内部監査人および外部監査人の役割とスキルが変わる可

能性があります。

図1 COSO 2013フレームワーク 
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さらに、ビジネス環境へのブロックチェーンの導入は、次のように、2013フレームワークの5つの構成要素に影響を与えます。 

表1. 5つの構成要素に対するブロックチェーンの影響 

構成要素 ブロックチェーンの影響 

統制環境 ブロックチェーンは、効果的な統制環境を促すのに役立つツールです(例えば、人間の介入を最小限に抑えて取引を記録する)。しかし、

この構成要素に含まれる原則の多くは、主に人間の行動に関係しています。例えば、他のテクノロジーであってもそうですが、誠実さと倫

理を促す管理等はブロックチェーンでは評価することはできません。より大きな課題は、ブロックチェーンに参加している他の事業体又は個

人と事業体との結びつきおよびその結果としての統制環境を管理する方法に関連するものです。 

リスク評価 ブロックチェーンは、説明責任を促し、記録の完全性を維持し、反論の余地のない記録(すなわち、個人または組織は、メッセージまたは

記録を承認/送信する役割を否定したり、それに異議を唱えたりすることはできない)を提供することによって、新たなリスクを創出すると

同時に、現存するリスクの軽減を支援します。 

統制活動 ブロックチェーンは、統制活動を容易にするためのツールとして機能します。ブロックチェーンとスマートコントラクトは、（例えば、人為的ミス

や詐欺行為の機会を最小限に抑えることによって）グローバルビジネスを効果的かつ効率的に行うための強力な手段です。しかし、ブ

ロックチェーンの共同的な側面は、特にテクノロジーが分散化されており、財務報告に関連する内部統制（ICFR）に該当するシステム

について説明責任を負う当事者がいない場合、かなり複雑になる可能性があります。 

情報と伝達 ブロックチェーンに固有の特徴は、トランザクションの可視性とデータの可用性の向上を促進し、管理者が主要な利害関係者に財務情

報を迅速かつ効果的に伝達するための新しい方法を作ることができることです。特に、管理者がブロックチェーンを適用する際に考慮す

べき側面は、会計帳簿および記録を支援する情報の利用可能性、およびブロックチェーン上で取引される情報の関連する監査の可能

性です。 

モニタリング活動 多くの話題について、より詳細かつ頻繁に、モニタリングを容易にするブロックチェーンは、実務を大きく変えるかもしれません。スマートコン

トラクトと標準化されたビジネスルールをIoTデバイスと組み合わせて使用すると、モニタリングの実行方法が変わる可能性があります。 

ブロックチェーンの将来とその財務報告および財務報告に関

連する内部統制（ICFR）への影響 

ブロックチェーンの利用は今後も発展を続け、導入の拡大は組織の

運営方法を変革する可能性が高いと見込まれます。多くの組織

が、ブロックチェーンが財務報告や内部統制に及ぼす潜在的な影響

について慎重ながらも楽観的な見方を示しています。あらゆる破壊

的技術と同様に、各組織はそれぞれ固有の状況に応じて、課題を

評価し、関連するリスクをよりよく理解し、最善の行動方針を決定

し、そのリスクを是正するために協力する必要があります。 

ブロックチェーンの導入に起因する変化の多くは、単独のものではな

く、ブロックチェーンと何かを加えた場合に最も大きな成功を納めてい

ます。ブロックチェーンは基盤技術として、世界のデジタルビジネスの

状況を根本的に変える可能性を秘めており、その結果、他のほとん

どすべてのものに大きな影響を与えることになります。 

組織はブロックチェーンの使用を検討するにあたり、次の10のことを

知っておく必要があります（詳細についてはAppendix 2を参照）。 

ニュースやインターネット上のブロックチェーンに関する情報

は、誤解を招くか、間違っていることが多い。 

ブロックチェーンは、デジタルアセットだけでなく、組織にもた

らすメリットは重要なものになる可能性がある 

ブロックチェーンは魔法ではない。ブロックチェーンの使用には

コストもかかり、また、すべてのリスクを排除できるわけでもな

い。事実、新しいリスクをもたらす。 

ブロックチェーンがどのように機能するかを知ることは、ブロッ

クチェーンが内部統制および組織全体に与える影響を評

価し、準備し、管理するために重要である。 

ブロックチェーンには、テクノロジーとガバナンスの両方の意味

がある。 

ブロックチェーンは、マネジメント、会計士、監査人の関連性

を低下させることはないが、彼らの行動に影響を与える。 

ブロックチェーンには、新しいスキルセット（例えば、振り返

り、洞察力、先見性を高めるためのデータサイエンス）と、

組織内および組織間の新しいコラボレーションが必要となる。 

今こそ、組織全体の利害関係者を教育し、関与させる時

である。 

ブロックチェーンはまだ流動的であり、進化し続けている。 

ブロックチェーンの採用は選択肢ではないかもしれない。 

財務報告に対するブロックチェーンの潜在的なメリットは、財務報

告、内部統制、監査を理解し、責任を持つ人々が、ブロックチェーン

に関する議論に積極的に関与し、共同のアジェンダを前進させるた

めに協力している場合にのみ最大の効果があります。 
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I. はじめに

このレポートでは、COSOの内部統制の統合的フレームワーク（2013フ

レームワーク）を使用して、財務報告におけるブロックチェーン1に関連

するリスクを評価し、そのようなリスクに対応する内部統制を整備す

る方法について説明します。本レポートでは、ブロックチェーン（その一

部はAppendix 1で説明しています）に関連する上位概念について

説明しますが、ブロックチェーンまたはブロックチェーンの利用に関連す

るすべての課題、リスクおよび内部統制に関する包括的なガイドを

提供するものではありません。次の表では、このレポートの想定利用

者と使用目的について説明します。

表2. 想定利用者と使用目的 

対象 使用目的 

取締役会 次の事項を理解していること（ガバナンスレベル）: 

・ ブロックチェーンに関連する主要な概念 

・ 監督責任を強化するのに十分なレベルの内部統制にブロックチェーンがどのような影響を与えるか
監査委員会 

経営者 

（CEO、CFO、経理責任者） 次の事項を理解していること（オペレーションレベル／テクニカルレベル）: 

・ ブロックチェーンに関連する主要な概念 

・ 2013フレームワークをどのように活用して、ブロックチェーンの利用に関する考慮事項を評価し、ブロックチェーンの利用につ

いて、より多くの情報に基づいて意思決定を行うか。 

・ 2013フレームワークの各構成要素が、ブロックチェーンを導入する際にどのような影響を受けるかについての具体例 

内部監査人 

組織内会計士およびその他

の内部統制関係者 

外部監査人 次の事項を理解していること（オペレーションレベル／テクニカルレベル） 

・ ブロックチェーンに関連する主要な概念 

・ ブロックチェーンに関するマネジメント・コントロールの評価方法 

学者・研究者 次の事項を理解していること（基礎研究または応用研究の分野に応じて）: 

・ ブロックチェーンに関連する主要な概念 

・ ブロックチェーンが内部統制に与える影響

・ 概念および実務への適用方法をどのように学生へ共有するか。 

このレポートではCOSOの各構成要素について説明し、次の項目につ

いても解説します。 

 構成要素を強化するためのブロックチェーンの利用方法

 ブロックチェーンの利用に伴い生じる新たな脅威やリスク 

 そのような脅威やリスクを緩和する方法の例示

最後に、ブロックチェーンの活用強化の視点から、ブロックチェーンがよ

り広く導入されるようになった際に選択することができる次へのステッ

プを本レポートの結びとします。 

1 このペーパーでの「ブロックチェーン」という用語は、ブロックチェーンおよび分散台帳技術を意図して使用しています。広義では、これらの用語は相互に利用可能で

あり、またある時は、明確に区別されます。このペーパーでの考察は概念レベルで双方に適用可能です。
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II. ブロックチェーンとして知られる変化の波

ブロックチェーンが事業環境およびオペレーション環境にもたらす変革

の可能性を考察すると、ブロックチェーンがイネイブラーであると同時に

ドライバーでもあることから、ブロックチェーンが内部統制に及ぼす影響

を検討することは望ましいことであるいえます。ブロックチェーンの導入

は、存在する内部統制の不備に対処するか、あるいは除去する可

能性があります。また、既存の統制を改善するために使われるかもし

れません。とりわけ、認識されたベスト・プラクティスが存在しない場合

には、実務上新たなリスクや課題が生じる可能性があります。 

ブロックチェーンとは何か? 

ブロックチェーンの定義には多くの議論がありますが、複数の情報源

からの引用で、このレポートでは次のような実務的な定義を使用して

います。ブロックチェーンとは追記専用の台帳であり、チェーンへの追

記に同意する責任を持つユーザー達の分散ネットワークによって維持

され、暗号技術によって保護される連続的なデータベースです2。一般

的に言えば、ブロックチェーンとは、参加者間で共有される安全で透

明性の高い不可逆的なデジタル台帳のことです。多くの異なる種類

のブロックチェーンが存在することに留意が必要です。ブロックチェーン

は単一ではありません。 

2 暗号は、トランザクションがブロックチェーンに記録される前に、コンセンサス・プロトコルを通じて合意されなければならないという点で関連性があります。各ブロックは、一意の識別子

（すなわち、「ハッシュ」）を使用して前のブロックに接続されます。 
3 www.data.gov.

ブロックチェーンの導入によってもたらされる変革の多くは、ブロック

チェーン単独では達成されません。変革を可能にするのは「ブロック

チェーンプラス何か」 (他の新たなテクノロジー)です。これらのテクノロ

ジーは、手作業を補完又は排除することに焦点を当てており、関連

情報をよりタイムリーに報告することにより、財務報告の合理化を進

めています。ブロックチェーンの潜在的な発展を支援するツールおよび

テクノロジーとして、次のものがあります。

人工知能 (AI) 

AIは知能を持った機械が意思決定、問題解決、検知の代替、学

習、プランニング、視覚認知や音声認識などの活動において人間の

ように動作し、反応するコンピュータサイエンスの領域です。これは、パ

ターン認識や異常値を識別する際に特に有用です。AIは、人間の関

与を強化するため又はその代替として利用することができます。例え

ば、AIを使ってリアルタイムの取引データやブロックチェーン上の他の情

報を分析し、分類、記録、分析および意思決定についての人間の

判断をシミュレートすることができます。 

モノのインターネット(IoT) 

モノのインターネット (Internet of Things:IoT) は、インターネットに接

続できるモノのリストが増加していることを示す広義の用語です。ホー

ムオートメーションデバイスでは、オンとオフを切り替えることができるほ

とんどすべてのモノをインターネット対応にすることが可能であり、モノを

ネットワークの一部としてをモニターさせ、報告させ、作動させることが

できます。IoTデバイスは、ブロックチェーン上の情報に書き込みを行っ

たり、または情報に基づいて作動させることにより、監査人の作業を

支援することが潜在的に可能性となります。 

ビッグデータ/オープンデータ 

企業の帳簿や会計記録を超えたデータ（いわゆる外部データ）の

利用可能性は、より広範な業界分析を促進し、高度な監査データ

アナリティクスにより多くのコンテキストを提供します。ビッグデータとは、

IoTやソーシャルメディアなど、従来のアプリケーションで処理するには

巨大すぎたり複雑すぎたりする様々なデータソースのことを指します。

また、オープンデータはビッグデータの一部を構成します。オープンデータ

は大規模かつ通常は構造化されたデータセットであり、通常は政府

によって利用可能となります3。ビッグデータ、IoT、AIおよびブロック

チェーンのすべてが将来的には同時に利用される可能性があり、内

部統制プロセスと連動することで、強力なツールセットになり得ます。 

ブロックチェーンの導入によってもたらされる変革の多くは、ブロックチェーン

単独では達成されません。変革を可能にするのは「ブロックチェーンプラス

何か」（他の新たなテクノロジー）です。これらのテクノロジーは、手作業

を補完又は排除することに焦点を当てており、関連情報をよりタイムリー

に報告することにより、財務報告の合理化を進めています。ブロックチェー

ンの潜在的な発展を支援するツールおよびテクノロジーとして、次のものが

あります。 

人工知能（AI） 

AIは知能を持った機械が意思決定、問題解決、検知の代替、学習、

プランニング、視覚認知や音声認識などの活動において人間のように動

作し、反応するコンピュータサイエンスの領域です。これは、パターン認識や

異常値を識別する際に特に有用です。AIは、人間の関与を強化するた

め又はその代替として利用することができます。例えば、AIを使ってリアル

タイムの取引データやブロックチェーン上の他の情報を分析し、分類、記

録、分析および意思決定についての人間の判断をシミュレートすることが

できます。 

モノのインターネット（IoT） 

モノのインターネット（Internet of Things: IoT）は、インターネットに接続

できるモノのリストが増加していることを示す広義の用語です。ホームオー

トメーションデバイスでは、オンとオフを切り替えることができるほとんどすべ

てのモノをインターネット対応にすることが可能であり、モノをネットワークの

一部としてモニターさせ、報告させ、作動させることができます。IoTデバイ

スは、ブロックチェーン上の情報に書き込みを行ったり、または情報に基づ

いて作動させることにより、監査人の作業を支援することが潜在的に可

能となります。 

ビッグデータ/オープンデータ 

企業の帳簿や会計記録を超えたデータ（いわゆる外部データ）の利用

可能性は、より広範な業界分析を促進し、高度な監査データアナリティ

クスにより多くのコンテキストを提供します。ビッグデータとは、IoTやソーシャ

ルメディアなど、従来のアプリケーションで処理するには巨大すぎたり複雑

すぎたりする様々なデータソースのことを指します。また、オープンデータは

ビッグデータの一部を構成します。オープンデータは大規模かつ通常は構

造化されたデータセットであり、通常は政府によって利用可能となります 

3。ビッグデータ、IoT、AIおよびブロックチェーンのすべてが将来的には同時

に利用される可能性があり、内部統制プロセスと連動することで、強力

なツールセットになり得ます。 
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内部統制への影響 

ブロックチェーンが有効な世界では、統制環境が異なる可能性が高

いです。したがって、ブロックチェーンの機能、属性、リスク、メリットを

考慮し、これらの違いを活用することが重要です。ブロックチェーン特

有の機能を活用して内部統制を強化することで、次のことが促進さ

れる可能性があります。 

 業務の有効性および効率性

 財務報告その他の報告の正確性、一貫性および信頼性

 関係法令の遵守

多くの点で、ブロックチェーン・ソリューションの適用と運用に関する統

制の考慮事項は、新たなエンタープライズリソースプランニング

（ERP）や文書管理システムの考慮事項と似ています。財務報告

に係る内部統制を検討する際には、中心となる主要な財務統制

（例:照合）とプロセス(財務報告の作成等)が根本的に変更され

る可能性があります。また、新たなリスクが発生する可能性があり、

新たな統制が必要となります。財務報告に係る内部統制とプロセス

がどのように変化するかの具体例については、右記をご参照ください。 

財務報告に係る内部統制とプロセスがどのように変化するかの具

体例 

統制環境に関連する内部統制 

異なるブロックチェーン環境において企業が整備することのできる統制

の数は変わります。多くの場合、統制はもはや企業内に残らなくなり

ます。このことは企業が統制環境内の問題をどのように考慮し、評

価するかに影響を与えます。 

照合 

照合の多い領域(連結会社間取引等)に対応するためにブロック

チェーン・ソリューションを利用すると、照合は非常に合理化され、効

率的になり、取引におけるすべての当事者の可視性が向上します。

確認

ブロックチェーン上のトランザクションを再計算する機能により、もはや

特定の種類の確認が必要なくなる場合があります。しかしながら、

潜在的に新たなサービスプロバイダーとの別の確認の必要性が増加

する可能性があります。

ベンダーとサプライヤーの承認

ブロックチェーンを利用することにより、企業とベンダーやサプライヤーと

の関係性が変わることがあります(例えば、どのように取引を処理する

か、プライシングの可視化、情報の報告と透明性など)。

サードパーティ・サービス・プロバイダー

他のテクノロジー・ソリューションと同様に、ブロックチェーン・ソリューショ

ンは内部で管理される場合もあれば、外部から提供される場合もあ

ります。ほとんどの外部から提供されたシステムは、通常、特定の第

三者、つまりサービス提供元によって管理されます。経営者はタイプ2 

SOC 2 ® シ ス テ ム を 要 求 で き 、 提 供 元 は 「 [third party ’ s] 

management’s description of the serice organization’s system and 

the suitability of the design and operatinog effectivenss of the 
controls to achieve the related control objectves includend in the 

description throughout a specified period」に関する情報を提供す

るレポートを管理します4。結果として、これらの環境における何らかの

形のSOCレポートに対する需要は増加する可能性が高くなります。 

分散化された外部システム 

ブロックチェーンの世界では、特定のブロックチェーンをモニタリングする

ための単一の中央集権的な管理者が存在しない場合があります。

設計者によって事前に作成されたルール (プロトコル) や利害関係

者の合意によってもたらされた変更は共有できますが、統制目標の

達成について説明責任を負う又は問題が発生した場合に責任を負

うべき唯一の外部責任主体が存在しないことがあります。この説明

責任の不存在は深刻な課題を引き起こします。中央集権的な管

理者が不在であれば、SOC監査人と契約するための簡潔で容易な

方法はなく、SOCレポートがなければ、企業は代替案を検討する必

要があります。 

4 www.aicpa.org/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/sorhome.html

財務報告に係る内部統制と 

プロセスがどのように変化するかの具体例 

統制環境に関連する内部統制 

異なるブロックチェーン環境において企業が整備することのできる統制の

数は変わります。多くの場合、統制はもはや企業内に残らなくなりま

す。このことは企業が統制環境内の問題をどのように考慮し、評価する

かに影響を与えます。 

照合 

照合の多い領域（連結会社間取引等）に対応するためにブロック

チェーン・ソリューションを利用すると、照合は非常に合理化され、効率的

になり、取引におけるすべての当事者の可視性が向上します。 

確認 

ブロックチェーン上のトランザクションを再計算する機能により、もはや特

定の種類の確認が必要なくなる場合があります。しかしながら、潜在的

に新たなサービスプロバイダーとの別の確認の必要性が増加する可能性

があります。 

ベンダーとサプライヤーの承認 

ブロックチェーンを利用することにより、企業とベンダーやサプライヤーとの

関係性が変わることがあります（例えば、どのように取引を処理する

か、プライシングの可視化、情報の報告と透明性など）。 

サードパーティ・サービス・プロバイダー 

他のテクノロジー・ソリューションと同様に、ブロックチェーン・ソリューションは

内部で管理される場合もあれば、外部から提供される場合もあります。

ほとんどの外部から提供されたシステムは、通常、特定の第三者、つま

りサービス提供元によって管理されます。経営者はタイプ2 SOC 2 ®システ

ムを要求でき、提供元は「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ及

び機密保持に関連するサービス組織での管理」に関する情報を提供す

るレポートを管理します4。結果として、これらの環境における何らかの形

のSOCレポートに対する需要は増加する可能性が高くなります。 

分散化された外部システム 

ブロックチェーンの世界では、特定のブロックチェーンをモニタリングするた

めの単一の中央集権的な管理者が存在しない場合があります。設計

者によって事前に作成されたルール（プロトコル）や利害関係者の合

意によってもたらされた変更は共有できますが、統制目標の達成につい

て説明責任を負う又は問題が発生した場合に責任を負うべき唯一の

外部責任主体が存在しないことがあります。この説明責任の不存在は

深刻な課題を引き起こします。中央集権的な管理者が不在であれ

ば、SOC監査人と契約するための簡潔で容易な方法はなく、SOCレポー

トがなければ、企業は代替案を検討する必要があります。 
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ブロックチェーンの世界の統制の種類 

統制は、特性に応じて予防的（リスク顕在化前）統制および発見的（リスクが顕在化したとき、または顕在化した後）統制に分類されま

す。ブロックチェーンにおいても、これらの統制の種類は引き続き関連しており、適用できます。 

表3 コントロールの種類に対するブロックチェーンの影響 

統制の種類 ブロックチェーンの影響 

予防的統制 ブロックチェーンに記録されるトランザクションの改ざん防止が認められることから、最初にトランザクションを正しく記録することが重要です。 

発見的統制 

ブロックチェーンの世界でのトランザクションの可視性は、必要な情報がオン・チェーンで利用可能であるか又はオン・チェーンの記録からオフ・

チェーンで発見可能である場合に発見的統制のための新しい手段を提供します。さらに、膨大な量のデータが利用可能となるため、ブロック

チェーンはAI、IoT、データアナリティクスといった他の新たなテクノロジーの分析能力と組み合わされ、異常を検出する手段として利用される可

能性があります6。ブロックチェーンの世界では、問題が識別されたときに何をすべきかが課題となります。一般的に修正は可能ですが、ブロッ

クチェーンの追記専用の特性から考えると、修正は、既存のトランザクションに対する直接の修正としてではなく、調整結果を追記として反

映される必要があります。これは、使用されている特定のブロックチェーンの仕様によって異なることに注意してください。 

トランザクションがブロックチェーン上で処理され、記録される速度と、

そのようなトランザクションの不変性および不可逆性とを考慮する

と、発見的統制よりも、むしろ予防的統制の整備のほうが重大な

損失やエラーのリスクを軽減するのに有用であることから多く利用さ

れることになると考えられます。 

また、企業はエラーをより適時に識別するために、発見的統制の頻

度を増やすことを検討することが必要かもしれません。 
5 オン・チェーンとは、ブロックチェーン自体に格納されている情報を指します。対照的に、オフ・チェーンは、ブロックチェーン上に格納されていないが、チェーン上の情報に直接または間接的

に接続されている情報を指します。 

6 たとえば、内部で生成されたデータと外部で生成されたデータの比較は非常に効率的になり、不整合があった場合には即座に検出されて強調表示されます。これはモニタリング活動

の強力な手段になり得ます。4ページの補足もご参照ください。 

財務報告に係る管理および処理がどのように変化するかの具体例（続き） 

デジタルアセットの統合 

ブロックチェーンが従来のテクノロジー・ソリューションと異なるもう1つの点は、デジタルアセットをシステムに統合することです。いくつかのブロックチェーン

は、単一で他には存在せず、他の方法では追跡できない、自らの統合したデジタル決済手段または経済的価値を持っています。従来のシステムでは

銀行システムや他の金融機関のシステムに接続できますが、ブロックチェーンは場合によっては自身がシステムそのものである場合があります。 

電子監査証跡 

ブロックチェーンの重要なベネフィットは、すべてのトランザクションに関する電子記録が自動的に作成され、存在することです (例えば、監査証跡な

ど)。しかしながら、所有と権利の帰属の決定に関してさらなる追加的な課題が存在し、また、ブロックチェーン上のトランザクションは、必ずしも帳簿や

会計記録目的で検証が行われているわけではありません。さらに、監査人が探している証拠は、チェーン（「オン・チェーン」）外で見つけることが可能

です。他の情報源（「オフ・チェーン」）が存在し、容易に入手できる場合には、それらの情報を入手したほうが効率的となる場合があります5。 

内部監査・外部監査業務 

内部統制を整備する上での基盤となるブロックチェーン対応プラットフォームにおいては、外部監査人および内部監査人の双方の業務は、自動化さ

れた内部統制の増加と、他の新たなテクノロジー（AI、IoT等）との相互作用によってより容易になる可能性があります。ブロックチェーンによって促進

される統制環境は、外部監査人がより依拠できる、より信頼性の高い内部監査環境を可能にすることが考えられます。実施される監査手続の調

整や外部監査人および内部監査人によって実施される監査範囲が拡大強化される可能性があります。 

継続的かつリアルタイムの財務報告 

より実証的かつ継続的なリアルタイムの財務報告が可能になり、それが日常的なものとなる可能性があります。利害関係者によっては、企業からあ

らかじめ定められた定期的なレポートを受け取るよりも、ブロックチェーンに直接アクセスし、独自のアドホックなレポート（リアルタイムの情報にアクセス

が可能）を生成することを希望するようになる場合があります。 

モニタリング活動が唯一の「事後統制」になる 

トランザクションがひとたびシステムに取り込まれると最終報告までがあらかじめ定められるように、内部環境が合理化されるようになれば、モニタリング

活動以外のすべては「事前」かつ処理前トランザクションと考えられ、「事後」かつ「処理後のトランザクション」に要求される唯一の統制はモニタリング

活動のみとなる可能性があります。 
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III. 構成要素と原則の概要

ブロックチェーンを導入する場合、各COSO内部統制フレームワークに

おける構成要素と原則（表4参照）を考慮して、ICFRに適用するに

あたっての潜在的な影響を分析する必要があります。その際には、

次の点を考慮することが分析に役立ちます。 

 2013年のフレームワークの原則を達成する上でのブロックチェーン

の有用性

 対応する原則に影響を及ぼすブロックチェーンの導入から生じる

可能性のある新たな脅威またはリスク

 リスクを軽減しつつ、最大の便益を享受する方法

表4. 2013年フレームワークにおける構成要素と構成要素を支える原則の概要 

構成要素 原則 

統制環境 1. 誠実性と倫理観に対するコミットメントを表明する 

2. 監督責任を果たす 

3. 組織構造・権限・責任を確立する 

4. 能力に対するコミットメントを表明する 

5. 説明責任を持たせる 

リスク評価 6. 適切な目的を明示する 

7. リスクを識別し分析する 

8. 不正リスクを評価する 

9. 重要な変更を識別し分析する 

統制活動 10. 統制活動を選択し整備する 

11. 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. 方針と手続を通じて統制活動を展開する 

情報と伝達 13. 関連性のある質の高い情報を利用する

14. 組織内部に伝達する 

15. 組織外部に伝達する 

モニタリング活動 16. 日常的評価および/または独立的評価を実施する 

17. 不備を評価し伝達する 

ブロックチェーンに関連する内部統制の適用機会とリスクは、導入さ

れるブロックチェーンの性質と種類、および異なるブロックチェーン環境

内で組織が課すことのできる影響力、監督、および統制の程度に

よって異なります。2013年フレームワークをブロックチェーンに適用する

際には、以下の点に留意することが重要です。 

 1つの企業内にプライベートブロックチェーン・パーミッションドブロッ

クチェーンを導入することは、いくつかの新しい考慮事項とリスクを

もたらしますが、もし経営者がインプット、処理、アウトプットを含

むブロックチェーンをコントロールする能力を持っているならば、既

存のテクノロジーを採用することとあまり変わらないでしょう。 

 コンソーシアムブロックチェーンや他の組織のプライベートブロック

チェーンに参加することは、リスクや統制が組織間で共有されると

いった組織間の新たな課題をもたらし、より協調的な意思決定

が求められます。 

 パブリックブロックチェーン・パーミッションレスブロックチェーンを財務

報告環境の一部とすることは、意思決定が分権化され、個々

の影響力の余地がほとんどなく、個々の説明責任がほとんどな

いため、全く異質なリスクと課題をもたらします。これは外部委託

業者の利用と比較検討されるかもしれないが、経営者はこれら

の「外部委託」されたプロセスについて、はるかに広範に、そして

恐らくはより詳細に検討する必要があります
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統制環境 

概容 原則 

1. 誠実性と倫理観に対するコミットメントを

表明する 
組織は、誠実性と倫理観に対するコミットメントを表明する。 

2. 監督責任を果たす 
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. 組織構造・権限・責任を確立する 
経営者は、取締役会の監督のもと、内部統制の目的を達成するに当たり、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. 能力に対するコミットメントを表明する 
組織は、内部統制の目的に合わせて、有能な個人をひきつけ、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. 説明責任を持たせる 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 

統制環境とは、主にリスクと統制を意識した文化の在り方、および

企業の誠実性と倫理観に対するコミットメントと整合的な方法で、

あらゆるレベルの人々が責任を果たすための指針となる基準、プロセ

ス、および組織構造に関するものです。ブロックチェーンを (刺激的で

おそらく革命的ではあるが) ありふれたテクノロジーであると評価してし

まうと、ブロックチェーンがもたらす統制環境への潜在的な影響を過

小評価するおそれがあります。ブロックチェーンは、統制環境全体に

大きな影響を与えるガバナンスを担う人々の人間性や行動的側面

を変えるものではありません。これらは、使用されるテクノロジーにかか

わらずほとんど変化しないからです。 

それにもかかわらず、ブロックチェーンを使用する場合、統制環境には

重要な影響があります。経営者は、ブロックチェーンの使用が企業の

誠実性および倫理観へのコミットメントを後押しするものか否かを評

価するために、企業がブロックチェーンをどのように使用することを計画

しているか、および特定のブロックチェーンのガバナンス構造（すなわ

ち、独特のガバナンス構造と、そのような構造の継続的な健全性と

運営の有効性）を十分に理解できる適切な能力を有することが重

要です。また、取締役会が監督責任を果たすために、そのテクノロ

ジーを十分に理解していることも重要です。 

ブロックチェーンを使用した統制環境の強化 

 ブロックチェーンは、最小限の人手でトランザクションの実行・記

録を可能にします。さらに、ブロックチェーンの高度に自動化され

た性質と、共有元帳上で不変のトランザクションを検証および

記録するテクノロジーの機能により、組織にはヒューマンエラーを回

避し、トランザクションおよびレポーティングの不正に対処する機

会が与えられます。 

 ブロックチェーンでは、それぞれのプロセスが一般的に、暗号化技

術により検証可能な不変性および不可逆性を持ちます。した

がって、ブロックチェーンを適切に設計し実装することにより、経営

者はブロックチェーン上の処理結果の信頼性を担保することが可

能となります。

 共有の元帳として運用されて可視性が向上することにより透明

性が向上し、強力な統制環境が促進され、リアルタイムの財務

報告を提供できるようになります。

 AIやデータ分析のような他の新技術の分析能力と相まって、ブ

ロックチェーンは組織の行動規範からの逸脱をよりタイムリーに識

別できる可能性があります。これは、大規模な組織や分権化さ

れた組織において、効果的な監督を実施する際に特に役立つ

可能性があります。 

 場合によっては、ブロックチェーンは、経営者の手作業によるプロ

セスへの介入を排除し、経営者の意思決定、誠実性、倫理性

の影響をほとんど受けないようにできる可能性があります。 

ブロックチェーンの使用がもたらす新たな脅威またはリスク 

 ブロックチェーン上で取引する当事者の擬似匿名性7により、その

開放性と潜在的なガードレールの欠如と相まって、許可のないブ

ロックチェーンが不正に悪用される恐れがあります8。

 各ブロックチェーンには、健全性とその運用の有効性について、

継続的にモニタリングされる必要がある固有のガバナンス構造が

設定されています。 

7 パブリック・ブロックチェーンでは、ブロックチェーン・アドレス間で資産が交換され、認証にプライベート・キーが使用されますが、個人名や組織名はこれらのアドレスやキーに明示的に関連付

けられません。これは、個人を特定できる情報を提供することなく取引することが可能であるため、身分偽装が可能になります。しかし、さまざまな非匿名化の方法によって、身分を明ら

かにすることは可能です。 

8 Legal Entity Identifier（LEI―組織の包括的な一意のシリアル番号）をブロックチェーンに組み込もうとする取り組みが進行中であり、これにより利害の対立を識別し評価することが容

易になることが見込まれますが、疑似匿名性を前提とした現在の環境には、不正な悪用の可能性が依然として存在することに留意が必要です。
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ブロックチェーンのなかには、分権化と、当事者に自らの行動の説明

責任を負わせる主要な仲介者、システムまたは監督機関の欠如

が、文字どおり「誰も店番をしていない」という状況をもたらしているも

のもあります。また、ブロックチェーンのなかには、何か不具合が生じた

場合であっても誰にも遡及することができず、したがって誰も説明責

任を持たないものもあります。これは、ガバナンスに関連する重大な

欠陥となります。 

 一般的に、ブロックチェーンの利用は前向きで積極的であると考

えられていますが、ブロックチェーンを支持し、採用し、受け入れた

り、特定のグループと連携する行為は、組織の従業員、顧客、

アドバイザー、監督者から否定的に見られることがあります。さら

に、ブロックチェーンの性質やブロックチェーンに参加するメンバーに

よっては、参加することによって低いグループの倫理観を共有して

いると認識される可能性があるため、組織は風評リスクに直面

する可能性があります。取り決めによっては、誰が参加するかと、

システムへのコンセンサス変更は経営者にはコントロールできませ

ん。 

 ブロックチェーンは新しくまた複雑な技術であるため、この領域に

精通した人材を見つけるのが困難であり、また精通している事を

保証または評価する事すら困難です。しかしブロックチェーンによ

り広範な自動化を促進する必要があるということは、より多くの

業務が自動化でき、また人々の責任と求められる能力の性質

を、時に劇的に、変えられることを意味します。経営者やガバナ

ンス責任者にとっても、ブロックチェーンの実装と利用を効果的に

モニタリングするための適切なレベルの理解と専門知識を得るこ

とは困難かもしれません。 

ブロックチェーンの実装にあたって生じる新たな脅威とリスクの軽減 

識別された特定のリスクに応じて、経営者および取締役会は以下の

行動を取ることが考えられます。 

 可能な場合は、ブロックチェーンの利用者の行動を規定する行

動規範を策定し、違反に対処するためのガイドラインを確立させ

ます。プライベート・ブロックチェーンの導入またはコンソーシアム・ブ

ロックチェーンの実装を検討している組織は、（1）倫理観およ

び誠実性に対する各メンバーのコミットメントを検証し、 

（2）行動規範に基づく説明責任を持たせ、逸脱を報告/対

処/是正するために、そのような行動規範とメカニズムを策定させ

ることが考えられます。組織はガバナンスのプロセスを明確に理解

し、その効果を積極的にモニタリングし評価する必要があります。

組織はまた、可能であれば、独立した外部者に依頼し、確立さ

れた行動規範の遵守の監督と検証を実施させることを検討する

ことも考えられます。この場合には、外部者がそれぞれの当事者

のガバナンス責任者に直接報告することを担保するように組織が

明確な報告ラインを確立することが重要となるでしょう9。 

 また、外部委託業者の行動規範、責任、権限に関する期待に

ついても検討します。外部委託業者に関連する活動の多くはブ

ロックチェーンの外部で行われますが、これらの関係に関連する信

頼できないデータがブロックチェーンに入ると、困難な結果になりえ

ます。 

 組織の取引相手、組織がブロックチェーンへのアクセスを付与す

る相手、および組織がトランザクションの実行に利用できるパブ

リック・ブロックチェーンを決定するためのガイドラインと要件を確

立する、デュー・ディリジェンスの方針を策定します。これらのガイド

ラインには、ノウ・ユア・カスタマー (KYC) 手続、アンチ・マネーロン

ダリング (AML) 手続、SOCレポートの要求、および取引相手の

身元と誠実性を理解するためのその他のデュー・ディリジェンス手

続が含まれます。そのような手続には、ブロックチェーン参加者の

行動の管理方針を理解することも含まれます。ガバナンスプロセ

スを理解・維持し、その有効性を継続的に監督することが特に

重要です。 

 ブロックチェーン技術の効果的な実装および、実装後の技術の

適切な使用と更新を確実にするために、ブロックチェーン技術に

関する専門知識を取得または構築する必要性を評価します。さ

らに、このような能力は、技術が急速に進化し続けることから、

引き続き再評価され、またモニタリングされ続けるべきです。 

 組織が新しい技術とプロセスを査定し評価できるようにします。こ

れは、社内のリソース、外部委託先のリソース、またはこれらの組

み合わせによって実現される可能性があります。

9 行動規範を確立することは、パブリック・ブロックチェーンではおそらく不可能でしょう。したがって、経営者とガバナンス責任者は、パブリック・ブロックチェーンの使用に伴うリスクと、そのリ

スクに対する許容度を評価する必要があるでしょう。
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 ブロックチェーンの専門家やテクノロジーの実装によって影響を受

けるビジネスの各側面（IT、会計、財務、業務、内部監査な

ど）の代表者を含む、部門横断的なチームを設立します。このよ

うなチームは、計画、開発、実装のプロセス全体に関与する必要

があります。

 必要に応じて、取締役会と監査委員会がブロックチェーンの潜

在的な使用とリスクを理解する能力、およびブロックチェーンの実

装と使用を効果的に監督する能力を評価し、強化します。

 職務分掌に関する問題（例えばアクセスレベルの特権、秘密

鍵のアクセス、トランザクションの承認権限、関連する財務報告

など）を考慮して、ブロックチェーンテクノロジーに関する責任と権

限の程度またはレベルを定義します。内部統制の鍵となるブロッ

クチェーンを取り巻く権限と責任の決定された程度やレベルに応

じた適切な継承プランを作成します。 

 基礎となるプロトコルに組み込まれていない場合でも、ネットワー

クのメンバー間で発生する紛争の処理に責任を持つ個人または

個人のグループを識別し、コンソーシアムまたはプライベート・ブロッ

クチェーンの明確な報告ラインを確立します。これには、紛争解

決の権限と相互に合意した手続を定めること、また、「解決でき

ない紛争」が生じた場合には袂を分かつことができるようにするこ

とが含まれます。

リスク評価

概要 原則 

6. 適切な目的を明示する 
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. リスクを識別し分析する 
組織は、自らの目的の達成に関連する企業全体にわたるリスクを識別し、当該リスクの管理の仕方を決定する

為の基礎としてリスクを分析する。 

8. 不正リスクを評価する 組織は、内部統制の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. 重要な変更を識別し分析する 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。 

リスク評価は、目標達成に対する脅威を特定し評価する反復プロセ

スを伴います。ブロックチェーンは、対処すべき新たな目的とリスクをも

たらす可能性が高いです。組織は、ブロックチェーンに関連する固有

のリスクを理解し、それらのリスクを継続的に識別、評価、対処する

ための適切なスキルとリソースを持つことが重要です。 

ブロックチェーンを使用したリスク評価の強化 

 ブロックチェーンを他の新しいテクノロジーと統合し、経営陣、取締

役会、外部関係者にリアルタイムのレポートを提供することで、

様々な企業目標（例えば、業務報告、外部の財務報告、コン

プライアンス、またはその他の内部目標）の達成を識別して評価

する、よりアジャイルなビジネス環境を構築することができます。 
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ブロックチェーンの使用がもたらす新たな脅威またはリスク 

 従来のリスク評価は企業に焦点が当てられてきましたが、ブロッ

クチェーンの使用により、企業はリスクをより広く考慮する必要が

あるでしょう。例えば、ブロックチェーン・ネットワーク内の他の参加

者のリスクに対する脆弱性、およびこれがそれぞれの事業に与え

る影響を考慮することが挙げられます。さらに、ブロックチェーンの

参加者間でリスク選好度/リスク許容度が異なると、モニタリング

統制をブロックチェーン向けに設計する際にコンフリクトが生じる可

能性があります。個別のブロックチェーンについては、参加者のい

ずれも責任者でない場合には、誰がリスク管理の責任を負うの

か、また、どのようにして適切な説明責任が達成されるのかという

問題もありえます。 

 ブロックチェーンの導入により、企業は新たな不正スキームや従来

の不正スキームを実行する新たな手段に対して脆弱になる可能

性があります。例については、右側のサイドバーを参照してくださ

い。

 ブロックチェーン対応環境内の利用可能なデータの量は管理不

能なほど大きくなりえます。管理するデータ量が多すぎると、データ

の過負荷が発生し、データ・ガバナンスの問題が悪化する可能性

があります。

 スマートコントラクトは潜在的なリスクであると同時に、リスク軽減

ツールの重要な一部でもあります。いったん導入されると、自己実

行し、また停止させることが困難です。したがって、誤って不正確

に開発されたり、改竄されたりした場合、その影響は広範にエラー

または潜在的に重大な損失につながる可能性があります。 

 ブロックチェーンを使用すると、（電子環境でのトランザクションの

監査証跡の消失を原因として）組織の財務記録に記録された

取引を裏付けるのに十分かつ適切な証拠を入手する際に、問

題が生じる可能性があります。

 デジタルアセットは、リスク管理や異常な動きの識別において、

過去の経験がほとんどまたは全くなく、また意味のある類似点が

ほとんどない、新しい種類の資産をもたらします。デジタルアセット

の保有を検討している企業は、市場の不安定性や一部のデジタ

ルアセットについての市場の欠如、秘密鍵の保護に関連するサイ

バーセキュリティリスク、そのような資産の会計および財務報告、

規制要件の変化など、デジタルアセット自体について検討すべき

事項は増え続けています。 

10 Deloitte's 2019 Global Blockchain Survey, Blockchain Gets Down to Business, Deloitte Insights.（訳者注：この脚注は次ページの文章に参照されています。） 

新しいタイプの不正スキームの例 

・ デジタルで共有された元帳に保存される財務情報の信頼性

は、その基礎となるテクノロジーに依存します。ブロックチェーンの

基礎となるコンセンサスメカニズムや他の側面が改ざんされてい

ると、元帳に格納されている財務情報が不正確で信頼できなく

なる可能性があります。 

・ ブロックチェーン上の参加者の擬似匿名性は、共謀の機会を増

加させる、すなわち関連当事者取引を不明瞭にする可能性が

あります。ネットワーク上に多数の未知の参加者が存在する、よ

り擬似的な匿名環境となる可能性を考慮すると、このリスクは

パブリック・ブロックチェーンに関してより当てはまります。 

・ 信頼性の高いブロックチェーンはトランザクションにセキュリティを

提供しますが、アカウント/ウォレットにはセキュリティを提供しませ

ん。したがって、組織の秘密鍵が盗まれたり不正アクセスされた

りした場合には、アカウントに保存されている価値は奪われやす

くなります。 

・ ブロックチェーンに対するサイバーセキュリティのリスクが高まってい

ます。サイバー攻撃の結果、基盤となるテクノロジーが不正アクセ

スされた場合、組織の資産が盗まれる可能性があります。さら

に、サイバー攻撃の影響は、組織だけでなくネットワーク内の他

の参加者にも及ぶ可能性があります。暗号技術やウォレットが

利用されており、また分散化された性質であるために、ブロック

チェーンに影響を及ぼすサイバーリスクには、いくつかの独特な側

面があります。 
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 ブロックチェーンと既存のレガシーシステムとの統合の課題が生じ

る可能性があります。ブロックチェーンは、より大きな基幹インフラ

の一部としてのツールである場合が多く、レガシーインフラとシーム

レスに連携する必要があります。ブロックチェーンと他のエンティティ

システムとの統合が不十分であると、劣悪なクライアントエクスペ

リエンスや法令違反の問題など、望ましい結果が得られない可

能性があります。詳細については、右のサイドバーを参照してくだ

さい。 

 ブロックチェーン、スマートコントラクト、デジタルアセットを取り巻く

規制環境は、進化を続けており、また管轄区域によって異なる

可能性がありますが、そのような状況が規制要件（税金、デー

タ・プライバシー、データ保護、レポーティング、またはその他の規制

要件を含む）に関する不確実性をもたらしています。 

 また、ブロックチェーンのビジネス環境も進化を続け、テクノロジー、

ベスト・プラクティスが改善されており、新しい使用例も日々識別

されています。ペースが速く、急速に進化する環境をモニタリング

するのは、煩雑で困難なものとなるでしょう。

 今日存在する断片的なソリューションはすぐに置き換えられるか

もしれません。テクノロジーとメソドロジーに時間、人材、資金、メ

ディアを大量に投入した結果、ソリューション市場は非常に細分

化され、機能は重複し、相互運用性はほとんどありませんでし

た。ブロックチェーンの開発に対して現在行われている、行き当た

りばったりで調整のとれていないアプローチを考慮すると、ガート

ナーは2019年に実装されたブロックチェーンの90%は、2021年まで

に置換が必要になると予測しています11。 

さらに、高度に自動化されたテクノロジーであるため、IT全般およ

びその他のリスクは、ブロックチェーン環境において例えば次のよう

な領域で悪化または増大する可能性があります。 

 システムやデータへのアクセス権およびプログラムの完全性といった

問題は、他のテクノロジー・ソリューションに共通しているものの、

不適切なアクセス問題の影響がブロックチェーン上の企業間で

共有される問題になる可能性があるため、技術力に関する懸念

が高まっています。 

 ブロックチェーンが多くの参加者から見える状態である場合、その

可視性がサイバーセキュリティの課題とサイバー攻撃をもたらす可

能性があります。

 ほとんどのパブリック・ブロックチェーンでは、ユーザーは実装されて

いるIT全般統制と、これらの統制の有効性について把握できな

い可能性があります。さらに、プロトコルの改訂を管理し、実施す

るための中央機関が存在しない場合には、当該テクノロジーの

開発/保守プロセスの統制活動の確立が困難になる可能性が

あります。

 トランザクションがブロックチェーンに記録されるスピードと、トランザ

クションの不変性と不可逆性を考慮すると、ブロックチェーンの内

部統制の不備が識別されず、適時に是正されない場合、組織

は重大な損失またはエラーの一層のリスクに直面する可能性が

あります。さらに、一元化された監督者や仲介者を排除すること

で、企業はエラーや損失が発生した場合に遡及できず、ガバナン

スに課題が生じる可能性があります。ブロックチェーン・ベースの取

引を行っている企業は、不正が発生した場合に資金を返還する

ために、銀行などの中央仲介機関に依存することはできません。

そのため、企業は内部統制インフラの強化が必要かどうかを検

討する必要があります。

11 http://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain 

ブロックチェーンの相互運用性 

企業が複数のチェーンを統合することが重要であると考えているにもか

かわらず、ブロックチェーンの相互運用性に関連する成功事例は限ら

れています10。Webがプラットフォームにとらわれず、Mac、PC、ポータブ

ルデバイスのすべてが重要なリソースにアクセスできる時代に、今日の

ブロックチェーンのほとんどはスタンドアロンで使用されています。バ

リュー・ネットワークはサービス・ネットワークと、サービス・ネットワークはコ

ンテンツ・ネットワークと情報を交換し、すべてがAIやIoT、あるいは従

来のデータベースやシステムと連携して機能しているので、今後は相互

運用可能でなければなりません。市場は過去にネットワーク効果を証

明してきました。アドプションがより多くのアドプションとエンハンスメント

を引き起こし、それが今度はより多くのアドプションを生み出す、という

ように。 

http://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain
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 組織がブロックチェーンを組み込む場合、移行期間が存在しま

す。この間、レガシーシステム、ERP、またはサードパーティのクラウド

ベースのシステムは、フロントエンドの処理とデータ収集を実行し、

その後、追加の処理または記録のためにブロックチェーンとイン

ターフェースします。データの大部分は一度ブロックチェーンに入れ

ば安全で、改ざんから保護されていますが、ブロックチェーンの外

にある間は、一般的なITリスクに対して脆弱です12。上流のシス

テムからブロックチェーンへのインターフェースによるデータ転送は、こ

のような新しい環境では重要な統制ポイントとなります。 

ブロックチェーンの実装にあたって生じる新たな脅威とリスクの軽減 

識別された特定のリスクに応じて、組織は以下の措置のいくつかを

考慮する必要がある可能性があります。 

 適切な会計処理と財務報告を可能にするために、ブロックチェー

ンの実装が信頼でき検証可能な帳簿と記録をサポートするよう

に、ブロックチェーンの使用目的を設定します。 

 組織のあらゆる側面に対するブロックチェーンの影響を考慮した、

より強固なリスク評価プロセスを開発します。このような評価を策

定する際には、（組織の統制環境、ブロックチェーン、一般的な

不正スキームに関する知識に基づく）潜在的な脅威、リスク領

域、不正スキームの識別を支援するために、ITおよびブロックチェー

ンの専門家を関与させることが有益となる可能性があります。ブ

ロックチェーンを導入する前に、そのようなリスク評価プロセスを実

施することも、テクノロジーに関連する潜在的な便益とコストを評

価するのに役立つでしょう。 

 ブロックチェーンを取り巻くビジネス環境や規制環境の変化に対

応するための手順を策定します。企業の法律顧問および内部

監査部門が技術の導入に早期に関与することは、規制環境の

変化について逐次情報を得ることに役立つ可能性があります。

 ブロックチェーンは、組織の企業情報プロセスに統合されており、

そのような統合は財務報告に影響を与えるため、経営者は、財

務報告、内部統制、適切な会計処理および監査への

影響（例えば、潜在的な監査可能性の課題）に関連する新

たなリスクを識別するために、適切な関係者（内部監査人、外

部監査人など）と協働すべきです。 

 ブロックチェーンがどのように企業の既存のITインフラストラクチャに

統合され、その一部として機能するかを、実装前に評価するた

め、企業の既存のシステムに関する知識を持つ適切なITおよび

ブロックチェーンの専門家に依頼します。 

 新規または既存のスマートコントラクトを導入または修正してブ

ロックチェーンを変更するために、強力なガバナンスおよび変更管

理プロセスを開発します。このようなプロセスでは、インシデント対

応管理、およびスマートコントラクトやブロックチェーンの運用にお

ける不具合を識別して対応する方法も考慮すべきです。 

統制活動については次のセクションで詳しく説明しますが、不正やサ

イバーセキュリティのリスクを軽減するための統制の例としては、次のも

のが挙げられます。 

 ブロックチェーン取引を承認する権限（すなわち、秘密鍵へのア

クセス）と、企業の総勘定元帳内の取引を記録する権限との

間の適切な職務分掌を実施するとともに、基礎となるテクノロ

ジーの変更を承認し実行する権限に関する適切なアクセス・コン

トロールを確立します。

– 業務の分離に関するものを含め、望ましくない結果を回避

するために、ブロックチェーンのプロトタイプと現実的なユース

ケースを通じて、ユーザー受入テストを実施すべきです。 

 ブロックチェーンと企業の総勘定元帳システムおよびその他のオ

フ・チェーンシステムとの間の情報転送に関する統制を確立します。 

 ブロックチェーンに基づくトランザクションを承認する権限を管理す

るためにマルチシグまたは鍵シャーディング13技術を使用します。

12 M.D.Sheldon, “A Primer for Information Technology General Control Considerations on a Private and Permissioned Blockchain Audit,” Current Issues in Auditing, Vol.13, No.1, 

(Spring 2019:A 15~A 29). 

13 鍵シャーディングは、マルチシグと同様に、（例えば、秘密鍵の一部を分割することによって）複数の参加者を必要とすることでリスクと統制を分散する鍵の管理方法です。  



 ブロックチェーンと内部統制:COSO の視点 | 14 

COSO.org 

 情報システムにアクセスする侵入者から保護するための予防的

統制と発見的統制を組み合わせて配備します。つまり、侵入さ

れた場合、最初の防御レイヤーが不正アクセスされた後、迅速に

発見してそれ以上のアクセスを防止します。

 組織およびブロックチェーン・ネットワークの他のメンバーが共有され

ているサイバーセキュリティリスクを識別し対処する方法の評価を

含む、サイバーセキュリティリスクの識別および評価を管理するた

めの体系的なアプローチを開発し、実施します。

統制活動 

概容 原則 

10. 統制活動を選択し整備する 
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. 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 

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. 方針と手続を通じて統制活動を展開する 
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

展開する。 

統制活動は、目標の達成に対するリスクを軽減するのに役立ち、組

織のあらゆる階層で、ビジネスプロセスのさまざまな段階で、テクノロ

ジー環境にまたがって実行されます。統制活動は、予防的または発

見的な性質のものであり、権限移譲と承認、検証、調整、業績レ

ビューなど、手作業および自動化された幅広い活動が包含されま

す。統制活動の目標は、目標の達成に対するリスクを許容できるほ

ど低いレベルまで十分に軽減することです。 

暗号化手法の使用、スマートコントラクトの作成機能、および可視

性を向上させる機能を備えたブロックチェーンは、統制活動を可能に

し、統制の信頼性と安全性を高め、関連して必要な統制活動を実

行するための重要な補助手段となります。同時に、統制活動とIT全

般統制に特化した検討を必要とする新たな課題が出現しています。 

ブロックチェーンを使用した統制活動の強化 

 適切に設計され、実装されたブロックチェーンは、企業に内部統

制をさらに強化する能力を（例えば、説明責任を推進し、記録

の完全性を維持し、反論の余地をなくすことで）提供します。

適切に実装されたブロックチェーンによって、履歴データの記録、

変更、または削除への直接アクセスに関する懸念が軽減される

可能性があります。例えばあるブロックチェーンでは、一度ブロック

が十分に埋め込まれると（つまり、より新しい検証済ブロックが

その上に存在していると）、管理者が変更を実行することに合

意しない限り、または（ブロックチェーンのセキュリティが侵害され

ていないことを前提として）チェーンがフォークしていない限り、履

歴データが変更されるリスクはほとんどありません。

 ブロックチェーンの高度に自動化された性質は、共有された元帳

上で不変の取引を検証し記録するテクノロジーの機能と相まっ

て、企業に取引やレポーティングの不正に対処する機会を提供し

ます。これは、財務報告プロセスにおける人間の介入が減少する

ためです。ブロックチェーンを使用すると、従来のように不正や手

作業によるエラーを犯す機会が減少し、損失のリスクが軽減され

ます。さらに、複数のメンバーがコンセンサス・プロトコルに参加して

いることにより、多くの参加者が記帳前に取引の正確性を検証

するため、エラーが識別される可能性が高くなります。

 ブロックチェーンは、データ喪失のリスクを最小限に抑えることか

ら、特定のIT全般統制を必要としません。したがって、プラット

フォームが放棄されたり使用されなくなったりしない限り、データ

バックアップ、ノード間のバッチ処理、ディザスタリカバリなどの従

来の統制は必要とはならない可能性があります。ブロックチェーン

元帳はネットワーク上の複数のノードで共有されるため、バック

アップへの依存はそれほど重要ではありません。これは、元帳の

最新バージョンがネットワーク上の他の影響を受けていないノード

からリカバリされる可能性があるためです。 

 またブロックチェーンを使用すると、特定のブロックチェーンに応じ

て、組織がトランザクションをほぼリアルタイムで処理および記録

できるようになるため、トランザクションの処理および記録に時間

がかかるリスクが軽減される場合があります。この機能により、エ

ラーを大幅に削減できます。 
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 スマートコントラクトは、統制活動を強化し、（契約条件の実行

の自動化のために）不正の機会を防止する可能性があります。

しかし、スマートコントラクトはツールであるため、スマートコントラク

トで使用されるツールや入力（ブロックチェーンのオラクルからの入

力を含む）を操作して、不正を働くことができることに注意してく

ださい。 

ブロックチェーンの使用がもたらす新たな脅威またはリスク 

 ブロックチェーンの機能の適切性は、基盤となるテクノロジーの信

頼性と、相補的なビジネスプロセスおよびIT全般統制の実装に

大きく依存しています。適切に実装されていないブロックチェーン

や適切な補完統制の欠如は、スマートコントラクト、鍵管理、コ

ンセンサス・プロトコル、チェーンのロールバック、フォークを取り巻く

問題を含む、ブロックチェーンに関連する新たな、あるいはより広

範な問題をもたらす可能性があります。 

 スマートコントラクトは強力ですが、複雑さを増します。他のプログ

ラミング・アプリケーションと同様に、スマートコントラクトにはプログ

ラミング・エラーやバックドアが含まれているなど、他の課題がある

可能性があります。不十分なビジネスロジックを持つスマートコン

トラクトの不適切な設計と実装が、大規模な自動実行と根拠

のないトランザクションの記録につながり、また恐らくは遡及でき

ないということになりますが、これは非常に望ましくない結果です。 

 ブロックチェーンは、経営者に組織の秘密鍵へのアクセスに対す

る保護を提供しないため、そのデジタルアセットの直接管理も提

供しません。秘密鍵に対する適切な統制とブロックチェーンに基

づく取引を開始する能力の欠如は、組織の資産の潜在的な損

失または流用につながり得ます。

エンタープライズ鍵管理ソフトウェアは、鍵管理ガイドラインと同

様、まだ登場し始めたばかりです14。 

 ブロックチェーンのコンセンサスプロトコル（またはメカニズム）は、

合意されたルールに従って、トランザクションを検証するためのルー

ル、前提条件、および要件を設定します。設計と実装が不十分

なコンセンサス・プロトコルでは、合意されたルールに従ってトランザ

クションを適切に検証するテクノロジーの機能が損なわれます。こ

のような場合、共有元帳に記録された情報は無効であり、信頼

できない可能性があります。効果的なコンセンサス・プロトコルの

実装であっても、ブロックチェーン上に記録されたトランザクション

が、多くの理由により、無効である可能性があるというリスクが

依然として存在します。これには、ネットワークのメンバー間の計算

能力の配分が、メンバーの1名以上が、コンセンサス・プロトコルを

操作することができるようなものである場合、 通称「51%攻撃」

が含まれます。 

 コンセンサス・プロトコルによって、システムの更新と変更が行われ

ます。チェーンのロールバックは、ブロックチェーン内の重大なエラー

を「修正」するための主要な方法で、前のポイントから再スタート

することでチェーンの不変性を回避するために使用できます。した

がって、チェーンのロールバックは、経営者にブロックチェーンに記録

されたトランザクションを変更する能力を提供します。 

 組織がオフ・チェーン取引の記録に関与する場合、ブロックチェー

ンに記録される取引の網羅性が問題となる可能性があります。

オフ・チェーン取引はブロックチェーン上ではキャプチャーされず、オ

ン・チェーン取引および関連する財務報告と調整するために、追

加の考慮事項および統制が必要となるでしょう。 

14 NIST Key Management Guidelines 

https://csrc.nist.gov/projects/key-management/key-management-guidelines
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ブロックチェーンの実装にあたって生じる新たな脅威とリスクの軽減 

ブロックチェーンの主要な側面に対する統制 

ブロックチェーンを実装することによって、企業の統制活動の有効性を

強める場合もあれば、損なう場合もありますが、これらのリスクを軽

減し、ブロックチェーンを最大限に活用する、実行可能な特定の手

順があります。 

例えば、改訂された方針および手続は、ブロックチェーンの使用に関

連する新たなリスク、内部統制および会計に対処するとともに、方

針および手続の実施に対する責務および説明責任が規定されてい

なければなりません。さらに組織は、ブロックチェーンの主要な側面に

関連する統制を識別し、適用することを検討すべきです。これには必

要に応じて、次の表に示す統制が含まれます。

表5：ブロックチェーンの主要な側面に対する統制 

ブロックチェーンの側面 統制活動に関する考慮事項 

ノード ブロックチェーン・ネットワーク上の各コンピュータは、「ノード」と呼ばれます。企業は、データベースのコピーを保存したり、トランザク

ションの検証を実行したり、チェーンに追加するデータを準備したり、またはその他のサービスを実行したりするノードのアクティビティを

管理する統制を確立しておくことが重要です。コントロールは、以下の目的に関連する可能性があります。 

・ 何名かが協調してシステムを攻撃する機会を最小限に抑えるために十分な数のノードが稼働していることを確かめます。ま

た、コンセンサス・プロトコルを操作できないように、計算能力がすべてのノードに適切に分散されていることを確かめます。 

・ ネットワーク内の異なるノードからのブロックチェーンデータの可用性をテストします。

・ ネットワーク内の異なるノードから取得したデータの整合性を検証します。

・ チェーンにデータを追加することに同意する前に、ノードが関連する検証を実行していることをテストします。

・ 正しい検証に対するインセンティブと不正確な検証に対するペナルティを追跡し、提供します。 

（注: 組織はパブリック・ブロックチェーンに関してネットワーク上で多数のノードが作動している場合、これらを実行できない可

能性があります。) 

コンセンサス・プロトコル 個別のブロックチェーンに対するコンセンサス・プロトコルを定期的に評価して、次のことを確かめるべきです。 

・ 適切なノードには、コンセンサスに参加する権限が与えられていること。

・ プロトコルは適切に設計され、効果的に運用されていること。

・ プロトコルを遵守するためのインセンティブと遵守しないための罰則は、不正を軽減するために適切に設計されていること。

コンセンサスの主要なカテゴリーには、プルーフ・オブ・ワーク、プルーフ・オブ・ステーク、マジョリティ・ヴォートが含まれます15。 

秘密鍵 企業は、秘密鍵へのアクセスを管理するための手段を講じるべきです。これらの統制は、鍵がどのように保管されているか（例：

ホットウォレット、コールドウォレット）によって異なります。場合によっては、企業が第三者のカストディアンを雇って鍵管理を支援

させたり、資産を直接管理させたりすることもあります。カストディアンは、秘密鍵へのアクセスを複数の関係者に分割することを

要求する可能性があり、それによって、複数の関係者による承認を要求することがあります（マルチシグ）。また、ブロックチェーン

取引を承認する者が組織の帳簿に取引を記録する能力を持たないことを担保するため、組織が適切な職務分掌を考慮したこ

とを確かめることも重要です。 

スマートコントラクト スマートコントラクトに対するリスクを軽減するために、企業は次のことを行う可能性があります。 

・ スマートコントラクトの設計の妥当性と実装の有効性を検証し、変更と更新を管理された方法で追跡し、説明責任を確立

するための適切な文書と履歴記録を担保するための統制を実施すること。 

・ ブロックチェーンのオラクルからの入力を含む、スマートコントラクトへの入力に対する統制を実装すること。

スマートコントラクトの統制は、すべてが意図した通りに動作しており、逸脱や乖離が適切な関係者に迅速に報告されることを担

保するように、タイムリーな警告と例外報告を提供すべきです。 

15 パブリックおよびプライベート・ブロックチェーンの性質に関する詳細は、Ethereumの創設者の一人であるVitalik Buterinによる投稿の“On Public and Private Blockchains,” Buterin, 

V.2015で入手可能です。入手先は、https://ethereum.github.io/blog/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
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情報と伝達 

概容 原則 

13. 関連性のある質の高い情報を利用する 
組織は、内部統制が機能することを支援するたけ、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. 組織内部に伝達する 
組織は、内部統制が機能することを支援するために必要な、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. 組織外部に伝達する 
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。 

2013年フレームワークの情報と伝達の構成要素では、内部関係者

および外部関係者との間で関連情報を識別、処理および伝達する

ことに焦点を当てています。ブロックチェーンは、連携のために組織間

をつなぐことで、効果的かつタイムリーな情報伝達を支援する機会を

得るとともに、新たなリスクや脅威を提示しています。同時に、組織

は、ブロックチェーンの使用を考慮して、必要になると予期される情報

と伝達の変化を検討しなければなりません。たとえば、今日のほとん

どのブロックチェーンの実装には、取引種類、事象、または勘定残高

に関する経営者の主張をサポートするのに役立つすべての情報がオ

ン・チェーンに含まれていません。 

ブロックチェーンを使用した情報と伝達の強化 

 ブロックチェーンは、取引の可視性を高め、経営者が主要な利

害関係者に財務情報を（例えば、随時のリアルタイムの財務

報告を通じて）伝達するための新たな手段となります。

 包括的な共有データベースとして、ブロックチェーンは、財務報告

と意思決定の両方に関連するトランザクションについてのデータ

基盤となり得ます。

 ブロックチェーンが適切に実装されていれば、アクセス可能で、正

確で一貫性があり、最新で、保持された、タイムリーなデータの可

用性を高めることができます。 

 可視性が向上し、出所に関する補足的証拠が提供されるの

で、共通かつ包括的なデジタル台帳に入力または集計する際

に、データが失われる可能性が低くなります。

ブロックチェーンの使用がもたらす新たな脅威またはリスク 

 ブロックチェーンの完全な機能と、ブロックチェーンとは何か、何をし

ているのかについての不確実性により、ブロックチェーン上の情報

が常に正確であり、情報が入手可能であり、人々に通知され、

フィードバックを受け取っているという誤った安心感が存在し得ま

す。実際、ブロックチェーン上の情報は、入力された内容の完全

性のみを維持します。何でもそうですが、「ガベージ・イン、ガベー

ジ・アウト」が実施されているのです。さらに、ブロックチェーンに格

納されたデータの信頼性は、基盤となるテクノロジーの有効性に

依存します。欠陥のあるテクノロジーに支えられたブロックチェーン

は、信頼性の低いデータを提供する可能性があり、また根本的

な欠陥を修復することはできません。 

 ブロックチェーンには大量のトランザクションデータをタイムリーに記

録する能力がありますが、このデータは有用で実用的な情報に

加工される必要があります。 

 財務報告に関して企業は、ブロックチェーン上で処理されたデジ

タルアセットそのもの、またはその取引についてのアサーションを裏

付ける、十分かつ適切な証拠を収集するという課題に直面する

可能性があります。さらに企業は、帳簿や記録が十分に裏付け

られているかどうかを評価するために必要な証拠を、監査人が入

手できるかどうかという問題にも直面する可能性があります（ア

サーションの詳細については、付録3を参照してください）。
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ブロックチェーンの実装にあたって生じる新たな脅威とリスクの軽減 

情報の授受に対する新たなリスクと脅威に対応するために、組織は

以下の措置のいくつかを検討する必要がある可能性があります。 

 主要な利害関係者（ガバナンス責任者を含む）に対し、ビジネ

スでブロックチェーンがどのように使用されるか、また、そのテクノロ

ジーを使用することの利点とリスクについて教育します。ブロック

チェーンは、リアルタイムで検証されたトランザクションを提供するこ

とを目的として、トランザクションの実行と記録プロセスを改善す

るように設計されているが、データの信頼性を低下させるリスクが

依然として存在することを、利害関係者が理解することが重要

です。 

 取締役会および監査委員会が、関連する監督責任を果たすた

めに必要な情報を有しているかを確かめます。

 ブロックチェーン・ネットワークのメンバーが問題を報告する方法を

確立します。この方法には、まだ設置されていなければ、内部告

発ホットラインが含まれる場合があります。

 ブロックチェーンの使用に関連する運用上およびその他の変更/

更新が適切な担当者に確実に伝達され、適切な担当者が内

部統制に関連する責任を理解し、実行できるようにするための

伝達方法を開発します。 

 内部統制の機能をサポートする、適切で質の高い情報を作成

するために、ブロックチェーンの使用を考慮して、必要な新しい情

報要件を決定する。

 データ分析手順を開発して、関連する品質データをブロックチェー

ンから識別して取得し、そのデータを処理して情報に変換すること

で、経営者のビジネスプロセスとレポーティング目標をサポートする

ために使用できます。 

 企業のプロセスで使用されるブロックチェーンの開発または識別の

際に、内部監査人・外部監査人の双方と協議します。これらの

議論の一部として、経営者は、ブロックチェーンの使用に関連す

る一般的な監査可能性の問題と、そのような問題を軽減するた

めに適用可能な対応プロセスを理解し、トランザクションに関す

る適切な情報とサポートを利用できるようにすることが重要です。

情報と伝達 

概容 原則 

16. 日常的および/または独立的評価を実施す

る 

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為に、日常的評価および/または

独立性評価を選択し、整備および運用する。 

17. 不備を評価し伝達する 
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ものに対して伝達する 

モニタリング統制は、各構成要素と原則を含む内部統制が有効で

機能しているかどうかを判断するために用いられます。発見事項が評

価され、適切に伝達されることです。ブロックチェーンは、構成要素お

よび原則が存在し、機能しているか否かを評価する必要性を変える

ものではありませんが、評価の方法は、ブロックチェーンの使用に照ら

して変化する可能性があります（例えば内部統制が企業間で共有

されており、組織間での連携が必要な場合が該当します）。 

ブロックチェーンを使用したモニタリングの強化 

 ブロックチェーンは、人間の介入を最小限に抑えて、より統合され

たフロースルー環境を促進するので、評価自体は、スマートコント

ラクト、AI、および標準化されたルールエンジンを使用して、ブロッ

クチェーンに対応したプロセスに組み込むことができます。さらにブ

ロックチェーンを他のテクノロジーとともに使用して、効果的な監督

のための情報を識別することもできます。例えばIoTデバイスは、

人間の介入が以前は現実的ではなかった場所で動作し、環境

の変化に基づくトランザクションのリアルタイム記録を可能にする

ことができます16。ブロックチェーンは、さまざまなスコープと頻度での

評価を完了できるように、さまざまな方法で要約できる詳細デー

タを保持できます。

16 例えば、輸送用コンテナ内のIoTセンサは、激しい動きや温度変化による可能性のある損害をモニタリングし、保険金やその他の契約上の賠償金に対する適切な請求を導くことがで

きます。
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 情報がリアルタイムで収集またはブロックチェーンに集約されると、

モニタリング活動は不備の発生に近い問題を捕捉し、エクスポー

ジャーを最小限に抑え、修復を早めることができます。 

 効果的に実装されれば、ブロックチェーンの使用は、エラーのよりタ

イムリーな識別と、より総合的に実行されるパフォーマンスレビュー

を可能にします。高度な分析、AI、およびその他のツールを使用

して詳細を分析することで、経営者はより高いリスク領域に集中

することができます。また、内部監査人が実施する個別の評価に

ついては、内部監査人自身の使用に最も関連する情報に焦点

を当てることができます。 

ブロックチェーンの使用がもたらす新たな脅威またはリスク 

 頻繁に更新される大量のデータを操作すると、情報の過負荷に

関連するリスクのレベルが悪化し、またその影響を受けやすくな

り、適切なモニタリングがさらに困難になり得ます。

 統制環境の構成単位について識別された課題と同様に、ブロッ

クチェーンの効果的なモニタリング統制を設計および実行するた

めの有能な人材を見つけることは、困難である可能性があります。 

 ブロックチェーンの使用例は、ブロックチェーンを取り巻く規制や法

律と同様に、数と複雑さが増しています。継続的な変化につい

ていくことは困難であり、モニタリングを含め、必要なテクノロジー

やその他の手順または運用プロセスの適切かつタイムリーな更新

を確実に行うことは困難です。 

 分散化と、個別のブロックチェーンに関連する中央的な仲介機

関の欠如は、モニタリング統制の実施に責任を負う確立された

当事者や機関が存在しない結果となり、ガバナンスの課題とな

る可能性があります。

ブロックチェーンの実装にあたって生じる新たな脅威とリスクの軽減 

新たなリスクと脅威に対応するために、組織は以下を考慮する必要

がある可能性があります。 

 ブロックチェーン上で処理されるデータ量が多く、これらのトランザク

ションが処理される頻度が高いことを考慮し、従来の手動技術

とは対照的に、コンピュータ化された継続的モニタリング技術を使

用して、継続的な評価を実行します。 

 継続的な評価を用いて、テクノロジーに対する変更や更新を識

別し、内部統制の構成要素が存在し、機能しているかどうかを

検証します。

 1）適切なモニタリング統制の設計と適用を支援し、2）そのよ

うなモニタリング活動の結果と効率性を評価するために、企業の

基本的な統制環境、ブロックチェーンテクノロジー、モニタリング技

術に関連するベストプラクティスに関する必要な知識を有する人

材を獲得します。 

 コンセンサス・プロトコル、スマートコントラクト、秘密鍵などのブロッ

クチェーン固有の側面、および使用中のブロックチェーンの継続的

な健全性、ガバナンス、および全体的な信頼性に関連する要因

の評価をします。 

 コンソーシアムまたはプライベート・ブロックチェーン内で、モニタリン

グ統制の実施、不備を伝達するための合意されたポリシーと手

順の策定、および不備が識別された場合の是正措置の実施を

担当する個人を識別します17。

 場合によっては、コンソーシアムのブロックチェーンを評価するために

客観的な第三者を雇います。例えば、それぞれの構成要素が

機能しているかどうかを判断し、不備を評価し、不備を伝達する

ために、個々の企業から各社の固有情報が必要とされる場合、

信頼された仲介者は、そのような情報にアクセスすることができます。 

 外部委託業者とのサービスレベルアグリーメントおよび外部委

託業者からの統制報告をモニタリングします。前述したように、

これらの関係に関連する信頼性の低いデータがブロックチェーン

に入ると、結果はひどく損なわれる可能性があり、破滅的なも

のになり得ます。

17 パブリック・ブロックチェーンに対するモニタリング統制を確立することは、分散化のレベルと、経営者によるテクノロジーの管理と監督に対する統制の欠如を考えると不可能である可能

性があります。 
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結論と次のステップ 

多くの企業、業界、政府が、ブロックチェーンがその目標の達成にど

のようにプラスの影響を与えるかに対し関心を持って調査しています

18。組織がCOSOフレームワークを用いてブロックチェーンの効用を評価

する場合、取締役会と経営陣は状況をよりよく理解し、内部統制

の構築に関連するブロックチェーン技術の潜在的な可能性と適用性

について、より多くの情報に基づいて評価することができます。これに

より、組織内の他のメンバーが詳細なリスク分析を実行し、その結

果、ブロックチェーンの効果的な採用と使用を促進し、識別されたリ

スクに対処するための適切な内部統制を構築することが可能になり

ます。 

もちろん、ブロックチェーンの可能性を活用するには、多くの課題に対

処する必要があります。これらの課題は、 

1）透明でアクセス可能なブロックチェーン・ベースのシステムを持つ動

機を持つ組織、2）ブロックチェーンによって変革されつつある業界に

よって推進される可能性が高いと思われます19。これらの組織は、課

題に対する解決策を決定する負担が大きくなり、将来的にブロック

チェーンを採用する他の企業を支援する新しい道を切り開くことにな

ります。さらに、新しいユースケースを開発するのはこれらの組織であ

り、彼ら自身の組織を発展させるだけでなく、他の人々（規制当局

やその他の利害関係者を含む）がブロックチェーンの潜在的な利点

を理解するのを助けることにもなりえます。 

本章の序文には、利害関係者となる可能性のある人々のリストと、

この文書の使用目的を記載していましたが、次の表に、同じ利害関

係者が取る次のステップを示します。

表6：重要なステークホルダーへの次のステップ 

対象 次のステップ 

取締役会 ・ このドキュメントと関連するブロックチェーン関連の情報、教育資料、Webキャスト、トレーニング・セッション、その

他のリソースを活用して、テクノロジーの基礎を理解する。 

・ 取締役会の内部で専門知識を集約し、組織内のブロックチェーン活動とそれがもたらす潜在的な利益と課題

について、リーダーシップを取って組織内の議論を支援する。 

・ ブロックチェーンに対応したプロセスによって、レポート作成の効率性とリスクがどのように向上または低下するか

を理解する。 

・ 内部・外部の監査人がテクノロジーの将来性をどのように考慮しているかを理解する。

監査委員会 

経営幹部 

（CEO、CFO、コントローラ） 

・ ブロックチェーンの潜在的なメリットと課題について、部門レベルまたは部署レベル（あるいはその両方）で社

内の専門知識を集約し、組織内のディスカッションを促す。 

・ ブロックチェーンが同業他社によってどのように使用されているか、どのような革新的な手法が使用されているか

について理解する。 

・ ブロックチェーンの開発者と協力して、内部統制に対応できるブロックチェーン技術の優先順位付けと設計を

支援する。 

・ 外部監査人と協議し、ブロックチェーンが監査にどのような影響を与えるかを理解する。 (ブロックチェーンが有

効な環境において、いかに適切な監査証拠が得られるかを含む) 

・ ブロックチェーンの使用に関連するリスクを評価し、その影響をコントロールするためのCOSOフレームワークを適用

する。 

内部監査人、組織内会計

士およびその他の内部統制

関係者 

外部監査人 ・ ブロックチェーンに関する知識と専門知識の獲得。 

・ ブロックチェーンが監査にどのような影響を与えるかを理解する。これには、ブロックチェーンが使用可能な環境

で十分に適切な監査証拠が得られるか、監査目的でブロックチェーンがどのように使用されるかなどが含まれる。 

・ 社内および第三者の監査ツール開発者と協力して、必要なツール（例えば、内部統制の理解とブロック

チェーン取引の監査）を開発する。 

学者・研究者 ・ 情報および教材、Webキャスト、トレーニング・セッション、その他のリソースを活用して、受講者の教育に役立てる。 

・ ブロックチェーンと効果的な内部統制の影響を評価するために、ブロックチェーンの導入に関連する潜在的な研

究プロジェクトとその使用事例を検討する。 

・ 進化し続けるこの分野における新しい知識、革新的なプラクティス、標準と規制の調査。 

18 Deloitte's 2020 Global Blockchain Survey, From Promise to Reality. Deloitte Insightsより 

19 ブロックチェーンによって業界が破壊されていると言われると、特定の業界がリストのトップに上がる傾向があります。これらの業界の特徴を定義すると、サプライチェーン、長期的な記録

管理のニーズ、大量の反復的な詳細情報（例えば、金融サービス;ヘルスケア、貿易、サプライチェーン管理）を持つ業界が含まれます。
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日々ブロックチェーン技術が進化している今日では、財務報告の利

害関係者は、この技術がもたらす潜在的な利益が実現されるよう

に、課題とリスク、改善方法、および主導すべき事項をよりよく理解

するために共同で取り組むことが必要となります。利害関係者は、そ

のような活動が行われているかどうかにかかわらず、自組織がブロック

チェーンの採用に向かう可能性が高いこと（関連するリスクを考慮し

ても）を認識しなければなりません。早期に準備を行うことで、テクノ

ロジーの進歩とその技術の採用に伴う課題に柔軟に対応することが

できるようになります。 

財務報告の信頼性に特化したブロックチェーンの利点は、財務報

告、内部統制、第三者による保証を理解している人々が、ブロック

チェーン・エコシステムの発展、ならびに関連する規制やガイダンスに

積極的に関与しているからこそ、その恩恵が大きくなります。そして、

ブロックチェーンが財務報告の利害関係者にもたらす潜在的な利益

は、AIやIoTといった他の技術との連携によって最大化させることがで

きます。
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Appendix 1. 技術的補足 

ブロックチェーンの略史 

最初にブロックチェーンが採用されたのはまずビットコインでした。サト

シ・ナカモトの独創的な論文「ビットコイン:Peer-to-Peer電子通貨シ

ステム」（2008）20で強調されているように、ビットコインは、中央銀

行や仲介業者を必要としないpeer-to-peerの支払い（価値交

換）のために設計されました。このことは、デジタルアセットが伝統的

な金融サービスにとって正当な脅威となり得るという一部の人々の興

奮と懸念を引き起こしました。 

デジタルアセットとその価値の変動性が大きく報道される一方で、市

場参加者は、基盤となる技術であるブロックチェーンと、その当事者

をつなぐ新たな手段としての可能性を調査し始めました。ブロック

チェーンのユースケースが急速に進化していることから、ビットコイン以外

のさまざまな目的のためにこの技術を標準化し利用しようとする世界

的な取り組みが加速しています。ブロックチェーン機能（例えば、ほ

ぼリアルタイムでデジタルアセットの転送を容易にすること）を使用す

ることで、組織は新しいビジネスモデルとバリューチェーンを使用して、

働く方法を変革し、製品やサービス提供の速度を向上させることがで

きます。

20 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

21 例えば「How to Time-Stamp a Digital Document」;www.anf.es/pdf/Haber_Stornetta.pdf 

22 現物の硬貨と紙幣では、一度に一人しか所有することができないが、「二重支出問題」に対処するように設計されていないデジタルアセットの場合、同時に複数の当事者に残高の

利用可能性の証明することができる。ビットコインはこれが引き起こすかもしれない問題を最小化しようとした。 
23 https://bitcoin.org 

24 イーサリアムの開発のきっかけ、そしてトークンやスマートコントラクトによってビットコインのブロックチェーン上でどのように拡大したかについての詳細は、https://ethereum.org/を参照。

ブロックチェーンはいつから始まったのか? 

プロトブロックチェーン 

ブロックチェーンの始まりは、 1990年代初頭にDr.Stuart Haberと

Dr.Scott Stornettaが、ドキュメントメタデータの新しいバッチを既存の

チェーンにリンクすることでドキュメントの整合性を証明するための数学

と暗号化の使用に関連する多くの学術研究論文を発表したときにさ

かのぼります21。この追加しかできない構造では、タイムスタンプとデジ

タル署名を利用し、チェーン全体のデータの整合性を確保することを

目的としています。 

ビットコインのブロックチェーン 

サトシ・ナカモトの論文は、ブロックチェーンという用語を使わず、電子

通貨とpeer-to-peerの交換をサポートするためにHaberとStornettaの

画期的な研究を引用・拡張しています。また論文の目的には、単一

の金融仲介機関の必要性を排除し、二重支払いを防ぎ22、分散型

ネットワークを維持し、新しいレコード追加する作業を行うように分散

型参加者にインセンティブを与えることが含まれていました。「ビットコイ

ンはオープンソースで、そのデザインは公開されており、誰もビットコイン

を所有したり管理したりせず、誰もが参加できる23」ビットコインが、参

加者を信頼せずにシステムに依存できることが、「トラストレス」という

言葉の語源となっています。 

その後のブロックチェーン、トークンの追加およびスマートコントラクト 

ビットコインに続き、他の多くのブロックチェーンが芽吹きました（例え

ば、イーサリアム24）。これらは、トークンと呼ばれるカスタムデジタルア

セットを設計する機能を追加し、スマートコントラクト と呼ばれるプロ

グラミング環境を導入しました。 
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この論文で使用されているブロックチェーンに関連する主な概念には、次のものがあります。 

表7.：ブロックチェーンに関連する主な概念 

コンセプト 解説 

コンセンサスメカニズム

（またはプロトコル） 

ブロックチェーンの分散化されたコントロール下では、1）トランザクションが一定のルールに照らしてチェックされる方法、およびブロック

チェーンに一貫性のあるルールが含まれていることを確認する方法、2）共有され分散された情報内で検証されたトランザクションを

順序付ける方法について、何らかの合意を得る手段が必要です。この合意を得る方法は、コンセンサスメカニズムとして知られてい

ます（ビットコインは、「マイナー」と呼ばれる参加者に報酬を与えることで合意を達成しています。）。 

コンソーシアム・ブロッ

クチェーン

通常、コンソーシアム・ブロックチェーンは許可制ですが、パブリック・ブロックチェーン上に構築されているものもあります。コンソーシア

ム・ブロックチェーンには、ブロックチェーンを共同で使用することに合意したさまざまな組織が参加しています。 

分散型データベース ブロックチェーンは、しばしば「分散型」データベースと呼ばれることがあります。この「データベース」は、通常、検索に焦点を当てて、容

易にアクセス、管理、更新、照会できるように構成された構造化データとして説明されます。ただし、これはすべてのブロックチェーンに

当てはまるわけではありません。一部のブロックチェーンは不透明で、いかなる形の第三者分析もできないように設計されているもの

もあります。 

デジタルアセットを持つブロックチェーンと一般的なデータベースの大きな違いは、ブロックチェーンがデジタルアセットの唯一の記録保

持デバイスとなりうる点です25。さまざまな種類の人々が情報を共有したいが、仲介者としての役割を当事者の一方に頼る必要が

ないような場合、ブロックチェーンは優れています。 

デジタルアセット 本書で使用されているデジタルアセットという用語は、検証およびセキュリティ目的のために暗号を使用して作成された分散台帳上

のデジタル記録として広く使用しています（例:ブロックチェーン）。AICPA26によって定義されるデジタルアセットは、交換手段として、

商品やサービスの提供しもしくは利用を表すものとして、または有価証券のような資金調達手段として、その他の用途を含む様々

な目的のために使用される性質によって、特徴づけられることがあります。デジタルアセットに関連する権利と義務は、それらを記述

するために使用される用語と同様に著しく異なります。 

フォーク フォークは、ビットコインやイーサリアムのようなパブリック・ブロックチェーンで広く使われてきた重要なツールです。名前が示すように、ブ

ロックチェーンがフォークすると、2つの潜在的に異なるチェーンになる決定が行われます。2つの別々のチェーンがフォークの時点まで共

通性を持ち、その後は異なるルール・セット、異なるデータ追加、そして時にはまったく異なるデジタルアセットが適用されます。グルー

プは、ベースとなる「不変な」ブロックチェーンを修正するために、ブロックチェーンをフォークすることを選択できます。 

次の例に示すフォークでは、元のデジタルアセットの所有者は、元のチェーンをフォークして作成された新しいチェーンの別のデジタルア

セットの所有者にもなりました。ビットコインとイーサリアムは、新しいルールを適用するためだけに分岐したこともあります。 

ハッシュ ハッシュは、任意のサイズのデータを取得し、それを固定サイズの一意の情報に変換するための暗号化の一方向アルゴリズムです。

ブロックチェーンでは、各ブロックはそのような一意の識別子を使用して前のブロックにリンクされます。 

不変性と記録の 

完全性 

不変性とは、ブロックチェーンの追加しかできない性質を指します。ブロックチェーンが暗号化を伴い追加しかできないように設計され

ているため、情報がいったんブロックチェーンに書き込まれると、変更することが非常に困難になります。訂正は可能ですが、既存の

取引に対する直接的な訂正ではなく、修正として反映される必要があります。ブロックチェーンは記録の完全性を担保しますが、記

録自体が合法的または適切に分類された取引を反映することを担保できません。 

マイナー ビットコインは、マイナーと呼ばれる参加者に報酬を与えインセンティブを与えることで取引の合意を達成しています。マイナーは、計

算が難しい数学的パズルを解くために努力し、計算力を提供します。これを実施することは難しいが、チェックするのは簡単なもの

で、「プルーフ・オブ・ワーク」と呼ばれる手法です。このようなビットコインのデザインは挑戦的なものでした。また他の合意形成の方法

として、より多くのデジタルアセットを所有している人たちに信頼性を与える 「プルーフ・オブ・ステーク」 と呼ばれる手法も用いられて

います。サトシ・ナカモトのビットコイン論文は次のように指摘しています。「必要とされているのは、信用ではなく暗号証明に基づく電

子決済システムであり、任意の2つの自発的な当事者が、信頼できる第三者を必要とせずに、互いに直接取引することを可能に

することです。」27。 

25 例えば、ビットコインエコシステムは、独立した価値を持つデジタルアセットであるビットコインの追跡に焦点を当てています。イーサリアムプラットフォームには主要なデジタルアセットである

Etherが備わっていますが、カスタマイズもしくはオーダーメイドされた 相互交換可能なトークン（ERC20）およびその他の代替不可能なトークン（ERC721）の作成も可能です。多くのデ

ジタルアセットはイーサリアムを使用して作成されています。 

26 AICPA「Practice Aid:Accounting for and Auditing Digital Assets」December 2019 

27 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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表7. ブロックチェーンに関連する主な概念 

コンセプト 解説 

ノード ブロックチェーン・ネットワーク上の各コンピュータは、ノードと呼ばれます。 

オン・チェーン取引 

オフ・チェーン取引 

オン・チェーン取引は、分散台帳上で実施可能な取引であり、潜在的にはブロックチェーン・ネットワークのすべてのメンバーに表示され

ます。 

オフ・チェーン取引は、ブロックチェーン外での資産の移動または関連情報の記録に関する取引です。

オープンソース オープンソース・モデルは、共同開発および配布のモデルです。これは、共通の開発関心を持つ人々が協力して働き、個々の商業開

発者が自分たちで作るよりも、費用対効果が高く品質を重視したプロダクトを作り出すことを奨励します。 

オラクル オラクルは情報をブロックチェーンに書き込むための手段であり、これによりスマートコントラクトは記録の変更をモニタリングし、それに

基づいて行動することができます。オラクルはスマートコントラクトの条件を実行するために使用される重要な入力を提供するため、そ

のようなオラクルに対する統制活動を実施することが重要となります。サードパーティのオラクルを保全するために使用されるセーフガー

ドがある場合は、組織が定期的にその証拠を取得していることを確認することが重要です。さらに、IoTデバイスを使用し、オラクルの

一部としてブロックチェーン外での活動を行う場合は、追加のリスクと統制活動を検討する必要があります。 

プライベート 

（許可制） 

プライベート・ブロックチェーンを使用するには、所有者または開発者が設定したプロトコルから、読み取り、書き込み、またはその他の

方法でブロックチェーンにアクセスするための許可が必要です。プライベート・ブロックチェーンが許可制でないことは可能ですが稀です。 

パブリック 

（通常は許可なし） 

パブリック・ブロックチェーンでは、ブロックチェーンの読み取りやその他のアクセスに許可は必要ありません。パブリック・ブロックチェーンで

は、誰がブロックチェーンに書き込むことができるかについての特定の規則があり、これはコンセンサスメカニズムとして知られています。

パブリック・ブロックチェーンを許可制とすることは可能です。 

秘密鍵および公開鍵 ブロックチェーンは、1つのブロックチェーン・アドレスから別のブロックチェーン・アドレスへのデジタル資産の移動の許可に公開鍵と秘密

鍵（以下の図を参照）を使用します。そのような鍵の使用はセキュリティ、特に暗号化28の分野ではよく知られていますが、日常の

ビジネス活動では一般的ではありませんでした。デジタルアセットの転送は秘密鍵を使用して承認され、これらの鍵管理はブロック

チェーン環境における新しい重要な責任となっています。銀行取引に複数の書面による署名が必要なのと同様に、デジタルアセット

の取引には複数の鍵（マルチシグ）が必要になる場合があります。また、他人の署名を偽造する人と同じように、他人の鍵にアク

セスできる人は、鍵の所有者の許可なしに行動することができます。 

次の図に示すように、大きな乱数を使用して、標準化された数学的アルゴリズムをシードして秘密鍵を作成します（秘密を保持し

たまま、特定のブロックチェーン・アドレスからのデジタルアセットの移動を承認するために使用されます）。次のアルゴリズムでは公開

鍵を作成し、公開鍵から、デジタル資産残高の追跡番号である、ブロックチェーン・アドレスを作成します。シード情報と鍵情報から

アドレスを判別するのは非常に簡単です。ただし、アドレスから公開鍵、公開鍵から秘密鍵、または秘密鍵からシードへと逆方向に

進むことは事実上不可能です。 

ロールバック チェーン・ロールバックは、データの破損やその他の問題が原因で既存のデータベースを古いバージョンのデータベースにコピーするのと似

ています。後のトランザクションを「元に戻す」ための十分なサポートがある状況が発生すると、チェーンは前の状態に復元され、その

後に必要なトランザクションを書き換えるプロセスが実行されます。 

次の図では、ブロック125,988の後の一連のトランザクションが無効化/削除され、ロールバックが発生しています。ビットコインのような

パブリック・ブロックチェーンでは、これは単純なプロセスではなく、ブロックチェーンが不変であるという設計思想を勘案すると、深刻な

影響があります。中央集権的な管理がされている場合、ロールバックはより簡単に実行できますが、ロールバックが行われたことはオ

ブザーバーには明らかとなります。 

28 暗号化は双方向のプロセスであり、適切な知識またはツールを持つユーザーのみが元のメッセージを再作成できるように情報が変更されます。これは、許可されていないインターセプター

に対して、理解可能なコンテンツを拒否するために使用されます。
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表7. ブロックチェーンに関連する主な概念 

コンセプト 解説 

スマートコントラクト スマートコントラクトは、ブロックチェーン上に格納された「自動執行」されるコンピュータープログラムで、プログラムの実行結果はそのブ

ロックチェーン上に記録されます。これらのプログラムは、法的な契約のように機能するように特別に設計されたものではありません

が、必要な入力に応じて、自動的にトランザクションの記録やデジタルアセットの交換を実行することができます。ブロックチェーン上

で自然に発生するトランザクションや、オラクルと呼ばれる外部ソースによって記述されたトランザクションなどの条件が満たされると、

スマートコントラクトは自律的にトランザクションを作成します。 

トークン トークンはデジタルアセットの一種であり、それ自体が新しいデジタルアセットであっても、無形資産（議決権等）を表していても、

物理的資産に対するデジタルプロキシとして機能していてもかまいません。 

ウォレット ウォレットは鍵の管理に使用されます。インターネットに接続されていないものをコールドウォレットと呼び。インターネットに接続されて

いるものをホットウォレットと呼びます。 

Appendix 2. Key Insights：ブロックチェーンについて知っておくべき10のこと 

組織がブロックチェーンについて知っておくべき10のことには、次のよう

なものがあります。 

ニュースやインターネット上のブロックチェーンに関する情報

は、誤解を招くか、間違っていることが多い。 

ブロックチェーンを理解するには、信頼できるソースを参照して

ください。「ブロックチェーン」は一つではなく、ブロックチェーンを

使用しても、暗号化されたデータが正しいときに正しい人にだ

けオープンになっているような、完全に信頼できる自己監査環

境の中で、即座に魔法のようにすべての組織を一緒に商取

引にリンクすることはできません。実際、多くのブロックチェーン

がありますが、そのほとんどは簡単には相互に連携しておら

ず、誤っている可能性もあり、必要な情報の多くはブロック

チェーン自体にはありません。

ブロックチェーンは、デジタルアセットだけでなく、組織にもたら

すメリットは重要なものになる可能性がある。 

ブロックチェーンテクノロジーは、デジタルアセットを超えたもので

あり、さまざまな業界で使用されています。ブロックチェーンは

ビットコインで最もよく知られるようになりましたが、ユースケース

はずっと広がっています（サプライチェーン、金融、保険などの

分野）。世界経済がデジタルアセットに向かうにつれ、ブロッ

クチェーン技術は、組織が提供する製品やサービスから、それ

らの提供方法、事業体のあり方まで、あらゆるものに影響を

及ぼす可能性があり、内部の記録管理システムおよびデータ

管理システムを管理し、トランザクションの処理を行います。 

ブロックチェーンは魔法ではない。ブロックチェーンの使用には

コストもかかり、また、すべてのリスクを排除できるわけでもな

い。事実、新しいリスクをもたらす。 

ブロックチェーンは、ERPシステムのすべての機能を置き換える

ことによってすべてのリスクに対処するわけではなく、すべての

規則と要件へのコンプライアンスを保証するわけでもありませ

ん。実際、ブロックチェーンの利用により、新しい資産クラスや

プロセスにとって検討すべき新しいリスクがもたらされます。ブ

ロックチェーンに参加する場合、各参加者は、コンソーシアムへ

の参加と脱退の責任、運営とガバナンスモデル、取引ルー

ル、セキュリティプロトコル、インセンティブ、罰則、プロセス

（該当する場合）を理解する必要があります。 

ブロックチェーンがどのように機能するかを知ることは、ブロック

チェーンが内部統制および組織全体に与える影響を評価

し、準備し、管理するために重要である。 

ブロックチェーンは、効率の向上や人為的ミスの削減など、適

切なユースケースに大きなメリットをもたらします。一般的に、

ブロックチェーンは次のような場合に考慮する価値があります。 

・ 1つのプロセスに複数の関係者と仲介者が存在し、すべ

てが同じ情報を記録している

1 

2 

3 

4 
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・ ビジネスとその関係を管理するために、調整の負荷が高

いプロセスがある

・ 手作業によるデータ入力と記録が多い

・ 利害関係者が異なるレポートの集約と頻繁な非定型レ

ポートを必要とする

ブロックチェーンには、テクノロジーとガバナンスの両方の意味

がある。 

新しいブロックチェーンの操作は、本質的にテクノロジーに重点

を置いています。ただし、ガバナンス、ドキュメントとデータの保

存、プライバシーに関する法律、競争優位性、評判、説明責

任、情報の可視性などの問題を考慮することも重要です。 

ブロックチェーンは、経営陣、会計士、監査人の関連性を低

下させることはないが、彼らの行動に影響を与える。 

現在、ブロックチェーンは、判断、解釈、評価、発生主義会

計、コミットメントと偶発事象の追跡、または保証の提供は

できません。さらに、ブロックチェーンは、金融取引の記録と分

析の方法、調整の実行方法、および監査人が証拠を取得

する方法を変えると考えられます。ブロックチェーンを使用する

と、テクノロジーに関するコントロールについてのサービス監査報

告書の需要が高まる可能性があります（5ページのサイドバー

参照）。進化する会計および財務報告の規則を理解し、モ

ニタリングすることが重要となります。

ブロックチェーンには、新しいスキルセット(例えば、振り返り、

洞察力、先見性を高めるためのデータサイエンス)と、組織内

および組織間の新しいコラボレーションが必要となる。 

ブロックチェーンは、テクノロジー（とその影響）の専門知識を

持つさまざまなスキルセットの需要を創出します。ブロックチェー

ンは開発、実装、およびモニタリングするためのテクノロジーに

関する専門知識を備えた様々なスキルセットに対する需要を

生み出します。組織内および組織間の両方で、新しいコラボ

レーション・スキルと、管理、技術、法律に関するスキルの組み

合わせが必要になります。 

今こそ、組織全体の利害関係者を教育し、関与させる時で

ある。 

ブロックチェーンの潜在的な使用例、必要なスキルセットとト

レーニング、パフォーマンス要件、スケーラビリティ、現在のシステ

ムとの統合、記帳と記録をサポートするために使用される証

拠への影響、およびリソースのニーズを考慮するために、組織

全体での早期の取り組みが重要です。短期的な計画と長

期的な計画の両方を作成する必要があります。 

ブロックチェーンはまだ流動的であり、進化し続けている。 

アナリストの中には、現在実装されているソリューションは、数

年以内に作り直さなければならないと言う人もいます29。しか

し、いったん業界や規制環境がブロックチェーン、デジタル資

産、プログラミング言語に必要な機能を明確にすれば、安定

性は増すと考えられます。 

研究者と実務者との協力は、先進的な思考のリーダーシップ

にとっても、また世界の実務的な課題に対処し、解決策を提

案する上でも不可欠である可能性があります。 

ブロックチェーンの採用は選択肢ではないかもしれない。 

ブロックチェーンは、デジタル資産への直接投資、デジタル資

産への間接投資、独自の許可されたブロックチェーンの作

成、外部の許可されたブロックチェーンへの参加、その他の活

動を通じて、すべての組織に影響を与える可能性が高い。

顧客、サプライヤー、パートナー、および政府からの実施要請

があるかもしれません。

29 ガートナーは、2019年に実装されたブロックチェーンの90%を2021年までに取り替える必要があると示唆しています。 

http://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain 

5 

6 

7 

10 

9 

8 

http://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-03-gartner-predicts-90--of-current-enterprise-blockchain
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Appendix 3.：ブロックチェーン、財務報告におけるアサーション、および監査証拠 

経営者は、財務諸表および関連する開示の情報の認識、測定および表示に関して、暗黙的または明示的にアサーションを提示しています。監

査人の業務は、監査人の意見を裏付ける十分かつ適切な監査証拠を入手することです。監査証拠は、経営者のアサーションを支持し裏付け

る情報と、そのようなアサーションと矛盾する可能性のある情報の両方を含みます。 

以下の表は、ブロックチェーンに保管されている資産や取引に関する経営者のアサーションを裏付けるために、企業が十分かつ適切な監査証拠

をどのように提供するかに関して、ブロックチェーンがどのような課題を提示するかを示しています30。 

表8.：経営者のアサーションとブロックチェーン 

コンセプト 解説 

評価 ブロックチェーンの最も一般的な用途は、何かの数量（デジタルアセット残高など）を追跡することですが、追跡される項目の値は、ブ

ロックチェーン内で必ずしも維持されていません。さらに、デジタルアセットの価値を裏付ける観測可能な市場データがほとんどまたは全く

ない場合や、市場データの大きな変動（例えば、レベル3の資産で、流動性が最も低く、評価が最も困難、ASCトピック820参照31）

がある場合には、デジタル資産の価値の決定が困難となる可能性があります。 

実在性 多くの場合、デジタルアセットの実在性は、ブロックチェーンから得られる証拠のみに依存します。ブロックチェーンは、トランザクション処理

および記録内の改ざんを低減するために開発されるものの、これだけでは、分散された元帳に格納された情報を完全に信頼できるもの

ではありません。ブロックチェーンから得られる情報の信頼性は、システムをサポートするために実装される基盤となる技術および関連する

統制活動の有効性に大きく依存します。したがって、ブロックチェーンからの情報のみを提供することは、資産の実在性を検証するための

十分かつ適切な証拠とはみなされません。多くの場合、追加の手順が必要となります（例えば、ブロックチェーンに関連する内部統制

のテストやデジタルアセットの秘密鍵のセキュリティ）。 

期間配分 ブロックチェーン情報（株式、議決権、その他の関係のブロックチェーン・ベースの追跡など）を使用して、配分計算をサポートできます。

しかし、そのような配分計算をサポートするために、ブロックチェーンから得られる情報の信頼性をサポートするために、追加の手順が必要

になることがあります。 

発生 実在性の場合と同様に、ブロックチェーンから取得した情報だけでは、発生のアサーションを支持できない場合があります。ブロックチェー

ン上に格納された情報の信頼性、したがってトランザクションの発生を証明するために、追加の手順が必要になる場合があります。ま

た、ブロックチェーン上の取引が擬似的に匿名化されることにより、利用者が経済的実質を有しない関連当事者との間で架空の取引

や取引を行う機会が生じ、収益が過大になる可能性があります。 

網羅性 ブロックチェーンがトランザクションの唯一のレコードである場合、ブロックチェーンは完全なレコードとして機能します。しかし、ブロックチェーン

上に保存されたトランザクションの網羅性は、ブロックチェーン技術の信頼性と、組織の帳簿と記録がすべてのトランザクションを適切に

捕捉していることを保証するために組織が実施するコントロールに依存します。さらに、情報の全部または一部が別のシステムに記録され

ている場合、ブロックチェーンは網羅性をサポートしません。すべての取引（オン・チェーンまたはオフ・チェーン）、およびすべての明細（オ

ン・チェーンまたはオフ・チェーン）が使用可能であり、完全に記録されるように、コントロールを配置する必要があります。 

分類の妥当性 デジタルアセットの分類の妥当性は、会計基準や会計慣行がまだ発展中であるため、困難な場合があります。さらに、企業は、当該

資産の適切な分類を決定するために、当該資産の目的および用途を客観的に評価する必要があります。 

明瞭性 ブロックチェーンは、情報を理解可能な方法で報告または要約する必要性を考慮しておらず、そのようにする機能を有していません。経

営者は、ブロックチェーンからどのようなデータが財務諸表の作成を支援するために有用であり、そのようなデータを取得し要約するための

適切な方法を決定する必要があります。分類の妥当性に関するアサーションと同様に、このトピックに関する会計ガイダンスおよび会計

慣行はまだ発展途上にあり、組織の財務諸表におけるデジタルアセットの表示を決定する際には十分な注意が払われるべきです。 

正確性 デジタルアセットの記録として機能するブロックチェーンは、すべての取引と残高の履歴を保存します。これは、ブロックチェーン内の情報が

正確であることを意味するのではなく、レコードがその完全性を維持することだけを意味します。 

表示 明瞭性に関する考慮事項を参照してください。 

30 エリック・E・コーエン, 「Will Blockchain Make Auditors Obsolete?」、 ThinkTWENTY 20, Spring 2019 www.thinktwenty20.com/images/docs/Spring-Issue-2019.pdf, 2020年6月16日 
31 公正価値の測定（トピック820） https://asc.fasb.org/imageRoot/81/118196181.pdf 

https://asc.fasb.org/imageRoot/81/118196181.pdf
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表8.：経営者のアサーションとブロックチェーン 

コンセプト 解説 

期間帰属 レコードまたはブロックがブロックチェーンに書き込まれるときにタイムスタンプが付けられる、すべての関連トランザクションの完全なレコード

として、記録日のカットオフを評価する機能があります。しかし、会計上の認識日付、もしくは発生の概念、前払の概念、または費用収

益対応の概念に関して固有の機能はありません。 

権利と義務 一般的に、権利および義務のアサーションを裏付けるデジタルアセットに関連する書面による権利契約は存在しません。署名付きメッ

セージングなどの手順を使用して秘密鍵（したがって資産に対する権利）の支配を示すことができますが、操作上の制約により、これら

の手順を完了できない場合があります。さらに、これらの手順は、基礎となるブロックチェーン技術の信頼性に依存する可能性があり、そ

れによって、追加の手続の実行が保証されます（例:内部統制のテスト）。最後に、署名されたメッセージング手続きは、秘密鍵に対

する支配を示すかもしれませんが、秘密鍵が組織によって単独で支配されないかもしれないというリスクがまだ存在します（すなわち、

他の主体が秘密鍵へのアクセス権を持つ可能性があり、したがって関連する資産の支配または所有権を持つ可能性があります）。 
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補足資料および参考資料（COSOにより提供されたものを含む） 

本書は、スポンサー組織やその他の関係者から提供された多くの有用な文書やその他の資料を補足するために書かれました。この説明に関連

するドキュメントの例を次に示します。 
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IMA 

フラン・ルーゼン博士、バート・スティーンズ博士、ルイ・スポア , 「Technology:Transforming the Finance Function and the

Competencies Management Accountants Need」 Management Accounting Quarterly、2019年秋 

www.imanet.org/insights-and-trends/management-accounting-quarterly/maq-index/2019/fall-2019?ssopc=1 

レイナ・G・ワイアット, CMA, CPA, 「From the Mainframe To the Blockchain」 Strategic Finance、2019年1月,

https://sfmagazine.com/post-entry/january-2019-from-the-mainframe-to-the-blockchain/

ナタリア・マスロバ, CMA, CTP, PMP, 「Blockchain: Disruption and Opportunity」 Strategic Finance、2018年7月

https://sfmagazine.com/post-entry/july-2018-blockchain-disruption-and-opportunity/

IIA 
www.theiia.org/centers/aec/Pages/blockchain-risks-opportunities.aspx 

その他の関連情報 

ACCA Global:Divided We Fall, Distributed We Stand 
www.accaglobal.com/uk/en/technical-activities/technical-resources-search/2017/april/divided-we-fall-distributed-we-stand.html 

ICAEW:Blockchain and the Future of Accountancy 
www.icaew.com/-media/corporate/files/technical/information-technology/technology/blockchain-and-the-future-of-accountancy.ashx 

https://aaahq.org/Meetings/2018/BlockchainAAA
http://www.aicpa.org/interestareas/informationtechnology/resources/blockchain.html
http://www.financialexecutives.org/Research/News/2017/Blockchain-and-the-Future-of-Financial-Reporti-(1).aspx
http://www.imanet.org/insights-and-trends/management-accounting-quarterly/maq-index/2019/fall-2019?ssopc=1
https://sfmagazine.com/post-entry/january-2019-from-the-mainframe-to-the-blockchain/
https://sfmagazine.com/post-entry/july-2018-blockchain-disruption-and-opportunity/
http://www.theiia.org/centers/aec/Pages/blockchain-risks-opportunities.aspx
http://www.icaew.com/-media/corporate/files/technical/information-technology/technology/blockchain-and-the-future-of-accountancy.ashx
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著者について 

ジェニファー・バーンズ、Deloitte&Touche LLPパートナー 

ジェニファー氏はDeloitte&Touche LLPのNational Officeのパートナーであり、監査のパフォーマンスに影響を与

える規制、規格設定、および品質問題で25年以上の経験があります。現在は、Deloitteの新しい保証サー

ビス分野（人工知能、ブロックチェーン、持続可能性、その他の第三者評価の分野を含む）に関連する

国内部門の取り組みを指揮しており、専門的な基準の適切な適用についてエンゲージメントチームをコンサ

ルタントしています。また、専門職に影響を与える規制の開発に関して、監査委員会やクライアントと定期

的に関わっています。 

ジェニファー氏は、AICPAのAssurance Services Executive Committeeのメンバーであり、変化する市場ニーズ

に専門家が対応できるよう支援するというミッションを推進しています。彼女は、PCAOB、SEC、IAASB、

COSOなど、企業の見解を代表する他の規格設定機関や規制機関と連携しています。ジェニファー氏はま

た、COSOが策定した Internal Control over Financial Reporting Small Business Guidance (2006) 、

Guidance on Monitoring Internal Control Systems (2009) 、 COSO's Internal Control-Integrated 

Framework (2013) のタスクフォースでも助言を行っています。 

以前は、米国証券取引委員会の主任会計部門のProfessional Accounting Fellowを務め、サーベンス・オ

クスリー法（米国企業改革法）に関連する専門的な基準の策定と要件の実施の監督に携わっていました。 

ジェニファー氏はAICPAのメンバーで、ワシントンD.C、カリフォルニア州、ネバダ州の公認会計士であり、カリフォ

ルニア州クレアモントのClaremont McKenna Collegeを卒業しています。

エイミー・スティール、Deloitte&Touche LLPパートナー

エイミー氏はDeloitte&Touche LLPのNational Officeのパートナーであり、テクノロジーおよびメディア業界の公

共および民間企業の監査をリードしています。エイミー氏は、規制、規格設定、監査品質に関する豊富な

経験を有しており、Deloitteのグローバル組織全体で品質を向上させ、監査を革新および変革するための戦

略を主導しています。エイミー氏はDeloitteのブロックチェーンおよびデジタル資産に関する米国およびグローバ

ルの監査メソドロジーのリーダーです。エイミー氏は、Deloitteの新しい保証サービスのリード・パートナーでもあ

り、監査プロフェッショナルの役割の拡大と、監査におけるテクノロジーの影響に重点を置いています。さらに、

エイミー氏は収益認識に関するDeloitteの監査メソドロジーを主導し、監査基準の複雑な適用について契

約チームと協議しています。このような役割において、エイミー氏は、規制機関や全社的な組織と頻繁に連

携しています。 

エイミー氏は、AICPA Digital Assets Working Groupの議長を務めており、デジタル資産の監査および会計ガ

イダンスの策定を主導しています。また、Center for Audit Quality Emerging Technologies Task Forceと

Cybersecurity Task Forceも担当しています。エイミー氏は、ビジネス・コミュニティにおける積極的な思想的

リーダーであり、財務報告および監査の専門家に影響を与える問題について意見を求められ、技術的なト

ピックについて幅広い関係者および規制当局と連絡を取り合っています。 

以前、エイミー氏は、SECの主任会計士事務所の準主任会計士を務めていました。ここでエイミー氏は、SEC

の主任会計士事務所をサポートするというまたとない機会を得ました。業務全般にわたる監査事項と

PCAOBのモニタリングに関する検査官のプリンシパル・アドバイザーの役割を果たしました。また、この役割にお

いてエイミー氏は、監査役やSECのさまざまなオフィス/部門と技術監査および内部統制に関する事項につい

て協議を行い、COSOの内部統制:統合フレームワーク (2013) の開発中に、SECのCOSO公式オブザーバーを

務めました。 

エイミー氏は、ワシントン大学を優等で卒業し、ワシントン大学の専門会計学の修士号を取得しました。彼

女はAICPAのメンバーで、ワシントン州とコネチカット州で公認会計士の資格を持っています。 
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エリック・コーエン

コーエン氏はCohen Computer Consultingの経営者であり、監査データ標準、ブロックチェーン、継続的監

査、持続可能性/企業責任、XBRLなどの新しい会計および監査テクノロジーに焦点を当てたコンサルティン

グを行っています。また、Extensible Business Reporting Language (XBRL) ムーブメントの共同設立者であ

り、XBRLのGlobal Ledger Taxonomy Framework (XBRL GL)の 「発明者」 でもあります。XBRLの大使とし

て、会計および監査データを標準化しようとするほぼすべての標準化活動に協力しており、UN/CEFACTとの

長年の協力により、会計および監査ドメインのUN/CEFACTドメイン・コーディネーターの役割を担うことになりま

した。 

コーエン氏は、多数の著作家であり、講演者、教師、トレーナーとして積極的に活躍しており、多数の書籍

（「Guide to Customizing Accounting Software（CTS）」、「Accoutant’s Guide to the Internet（ジョン・

ワイリー）」を含む。）を執筆しています。XBRL、継続的な監査、および関連分野の研究とカリキュラムの構

築において多くの教授と協力し、学術界との長期的なパートナーシップを築いています。 

ブロックチェーンと分散元帳技術における彼の仕事につながったのは、この共同作業だった;ISO/TC 307 

Blockchain and Distributed Ledger Technologiesの国家専門家として、ガバナンス、相互運用性、監査ガ

イダンスに関連する標準開発に注力しています。コーエン氏はNYSSCPA Digital Assets Committeeのメンバー

であり、2019年NYSSCPA/FAE Digital Assets Conferenceの議長を務めていました。 

スリダール・ラマモルティ博士

ラマモルティ博士は ACA、CPA/CITP/CFF/CGMA、CIA、CFE、CFSA、CGAP、CGFM、CRMA、CRP、MAFFで

あり、オハイオ州University of Daytonの会計学の准教授です。実務問題に関与し続けるために、彼は2つ

のコンサルティング会社、リスクアドバイザリーサービスを提供するQuetzal GRC LLC、および不正リスクの軽

減、検出、および調査サービスを提供するBehavioral Forensics Group LLCのプリンシパルとして所属していま

す。以前は、ジョージア州ケネソーにあるケネソー州立大学のMichael J.Coles Coles College of Businessにお

いて、会計学の准教授およびコーポレート・ガバナンス・センターのディレクターを務めました。 

ラマモルティ博士は、独自のブレンドされた学者のバックグラウンドを持ち、35年以上にわたり、学術、監査、

およびコンサルティングの分野で経験を積んでいます。オハイオ州立大学で博士号を取得した後、最初はイ

リノイ大学の会計学部に在籍しました。その後、アンダーセンのプロフェッショナル・スタンダード・グループのプリ

ンシパル、EYのNational SOX Advisor、Grant Thornton (いずれもイリノイ州シカゴ) のコーポレート・ガバナン

ス・パートナーを歴任しました。大学に再入学する前に、イリノイ州ネーパービルのInfogix, Inc.で、ガバナンス、

リスク、コンプライアンス (GRC) のプロフェッショナルサービス業務を短期間率いました。

ラマモルティ博士は、2009年のCOSO Guidance on Monitoring Internal Control Systems、2010年のISACA 

Guidance on Monitoring Internal Control Systems and IT, The Audit Committee Handbook (第5版、 

Wiley, 2010#、 Wiley#)、Internal Auditing:Assurance and Advisory Services (IIA, 2017, 4版)、A.B.C.'s of 

Behavioral Forensics (ワイリー (2013))のオーサリング/開発チームのメンバーとして、FBIアカデミー等のいくつも

の会議で発表を行いました。学術誌や専門誌に60以上の論文を発表し、多数の編集委員会にも名を連

ねています。 

専門職として活躍し、COSOの5つのスポンサー組織のメンバーであり、IIAおよびFEI研究財団の理事を務めて

います。彼は、Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) のStanding Advisory Groupの元メ

ンバーです。過去20年にわたり、ラマモルティ博士は16カ国で講演を行ってきました。



COSOについて 

1985年に設立されたCOSOは、民間企業5団体の共同イニシアティブで、企業のリスク管理（ERM）、内部統制、不正防止に関する枠組

みとガイダンスの策定を通じて、思想的リーダーシップの提供に取り組んでいます。COSOの支援組織は、米国会計学会（AAA）、米国公認

会計士協会（AICPA）、国際財務役員協会（FEI）、経営会計士協会（IMA）、内部監査人協会（IIA）です。 
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