
 

 
 
 
 
 
 
 

2 オラクルコーポレーション 

の実例(GSI) 

 
 本章では，米国オラクルコーポレーション(以下，オラクル)の内部統制の取り

組みについて解説を行う。ただし，一般の企業同様に内部統制の細かな文書やリ

スク一覧などを公開しているわけではない。では，オラクルが行った内部統制の

取り組みとはいったい何なのだろうか？ 実は，その取り組みは 2000 年前後に

行われた非常に大きな業務改革プロジェクトそのものなのである。オラクルの業

務改革プロジェクトから学ぶべき項目は非常に多く，SOX 法対応，内部統制強化

という観点でも高く評価できる業務改革プロジェクトとなったのである。 
 
 

2.1 内部統制の重要性を 1990 年代から認識 

 
 オラクル自身は NASDAQ に 1986 年から上場をしており，会計の透明性，正

確性を確保しつつ，適正な内部統制を実現し，四半期決算の開示を行ってきてい

る。内部監査部門による監査および，コンプライアンス教育によるコンプライア

ンス文化の形成などは，時代の流れとともに確実に実施を行ってきた。しかし，

その米国では 2000 年前後に粉飾決算による会計不祥事が相次ぎ，会計の仕組と

その結果である財務報告そのものの信頼性が損なわれる事態になったのである。 
 この 2000 年より以前の段階で，オラクル自身が内部統制の重要性を再認識し，

プロジェクトをスタートさせたのである。そのプロジェクトは，オラクル全体で

約 1,000 億円のコスト削減を行うというコスト削減を目的とした業務改革「グ

ローバル・シングル・インスタンス」(GSI)と呼ばれた。目的をコスト削減とす

ることでオラクルの財務基盤を強化し，収益率を向上させることに取り組んだの
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である。しかし，コスト削減をどのように行うかという実際の施策，そしてこの

コスト削減プロジェクトの結果もたらされた副次的効果の方が意味があるとい

える(図 2.1)。 
 

1998年を起点として実施
エクゼクティブ・マネジメントにより強制（トップダウン）
全組織にて1,000億円（$1 billion）超をコスト削減
開示に要する期間を短縮
データの正確性（品質），可視性，適時性を改善
内部統制を強化
トップレベルでのデータの可視性の向上

　　　－ 単一のグローバル経営管理システム
　　　　　・ 全マネジメントに対し単一かつ正確なレポート・セット提供
　　　　　・ 業績指標をグローバルの視点から照会
　　　　　・ 職責別のアクセス・セキュリティ
　　　－ 日次で業績指標を確認・チェック
　　　　　・ オペレーショナルおよび財務上の業績指標（KPI）

 
図 2.1 オラクルが行った業務改革と SOX 法対応 

 
 コスト削減以外に効果として期待されたのが，内部統制の強化，財務データの

正確性と可視性，適時性の追求，セキュリティの強化なのである。オラクルの SOX
法対応プロジェクトの実体は，実はこういったコスト削減を目標としたプロジェ

クトによってもたらされているのである。 
 
 

2.2 情報システムのあり方そのものを見直す対策 

 
 「グローバル・シングル・インスタンス」と名付けられたこのプロジェクトが

計画される前の，情報システム基盤の状況に関しては，実は非常に恥ずかしい状

況であったといえる。主力製品にデータベースとビジネスアプリケーションを持

ち，マイクロソフトに次いで 2 位の規模を誇るソフトウェアベンダーという実体

とは裏腹に，情報システムは散在し，プロセス，データが世界中の国々に散らばっ

ていたのである。 
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2.2 情報システムのあり方そのものを見直す対策 

 オラクルは世界 145 カ国でビジネスを行っており，それらの国々は NA(North 
America)，EMEA(Europe and Middle East and Africa)，APAC(Asia Pacific)，
LAD(Latin America Division)，JAPAN(Japan)の 5 つの地域にグループ化され

ていた。事業組織上は，これら 5 つの地域に分けてオペレーションが行われてい

たが，実は，情報システムはさらに細かな単位で各国々に配置されていたのであ

る。 
 実際に国々にバラバラで配置されていたのは，会計を含む業務サーバ，受発注

システム，顧客管理システム，分析用のデータウェアハウスのほとんどのシステ

ムである。それに加えて，ファイルサーバも各国々で自由に配置されていたので

ある。 
 局所的な視点で見ると，それぞれの国の中には情報システム部門が存在し，情

報システム部門の要員によって業務システムの管理が行われていた。しかし，内

部統制でも求められる企業の範囲は，連結対象となる主要な子会社と企業全体で

ある。つまり，オラクルが対象となる以上は，各国々において内部統制の確立が

求められるのである。業務システムが各主要な国々に散在しているということは，

データ自体も分散していることを意味する(図 2.2)。 
 

国ごとの独自アプリケーションとデータベースの山

バラバラなシステム

分断化されたデータ

不統一のビジネスプロセス
ITコストのコントロールが困難

全社的な戦略の展開が困難

地域を跨るビジネスの協業が困難

国ごとの独自アプリケーションとデータベースの山

バラバラなシステム

分断化されたデータ

不統一のビジネスプロセス
ITコストのコントロールが困難

全社的な戦略の展開が困難

地域を跨るビジネスの協業が困難

 

図 2.2 業務改革を行う前の状況 
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 このような状況下で表面化してきた問題点がいくつかある。例えば，情報シス

テムに対するコスト意識である。企業全体でコスト削減を行うことを目標として

いたとしても，実際にコントロールできる情報システムが散在し，コントロール

から完全に離れて把握できない状態になっているのである。 
 それ以外にも，顧客データだけではなく取引データも散在している状況下では，

トップマネジメントからの戦略を各国々に伝達することも困難になるばかりか，

そもそもリアルタイムにデータをマネジメント層に伝えることができないので

ある。情報の伝達と共有は，内部統制においても重要な項目である。内部統制を

強化するにあたって，情報システムがいわば足かせになっていたのである。 
 そこで求められたアクションが，「グローバル・シングル・インスタンス」プ

ロジェクトによるグローバルなビジネスモデルの徹底と集中化である。あらゆる

業務を集中化させ，コストを最小限に抑えながらオペレーションを行うのである。

ビジネスプロセスも 1 つ，データも 1 つにし，可視性と適時性を最大限まで高め

るのである(図 2.3)。 
 

ビジネスモデルの変革

－ グローバル準拠，標準プロセスの実行
－ セルフサービスによる作業の削減

－ 分散したバックオフィス業務（経理，購買，販売受注業務）を統合
－ 内部統制の強化，財務諸表の正確性を確保
　　　　　　　　　　　　　・・・・ SOX法404条への対応
－ 内部のアウトソーシングによる低コストの供給
－ コスト増を最小限に，将来の成長と変化に対応

集中化と
分散化の最適化

オラクルE-Business Suiteのリファレンス

「グローバル・シングル・インスタンス」という名の下に，自社の製品を
活用して集中化を行った。

ビジネスモデルの変革

－ グローバル準拠，標準プロセスの実行
－ セルフサービスによる作業の削減

－ 分散したバックオフィス業務（経理，購買，販売受注業務）を統合
－ 内部統制の強化，財務諸表の正確性を確保
　　　　　　　　　　　　　・・・・ SOX法404条への対応
－ 内部のアウトソーシングによる低コストの供給
－ コスト増を最小限に，将来の成長と変化に対応

集中化と
分散化の最適化

オラクルE-Business Suiteのリファレンス

ビジネスモデルの変革

－ グローバル準拠，標準プロセスの実行
－ セルフサービスによる作業の削減

－ 分散したバックオフィス業務（経理，購買，販売受注業務）を統合
－ 内部統制の強化，財務諸表の正確性を確保
　　　　　　　　　　　　　・・・・ SOX法404条への対応
－ 内部のアウトソーシングによる低コストの供給
－ コスト増を最小限に，将来の成長と変化に対応

集中化と
分散化の最適化

オラクルE-Business Suiteのリファレンス

「グローバル・シングル・インスタンス」という名の下に，自社の製品を
活用して集中化を行った。  

図 2.3 「グローバル・シングル・インスタンス」プロジェクト 
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2.3 注目すべき取り組み 

 

2.3 注目すべき取り組み 

 
 オラクルが業務システム，プロセス，データを統一する「グローバル・シング

ル・インスタンス」プロジェクトを実施するには，いくつかの注目すべき取り組

みがある。それは，トップダウンアプローチ，プロセスオーナー制度，モナコモ

デル，コンプライアンス教育などである。 
 
2.3.1 トップダウンアプローチ 

 「グローバル・シングル・インスタンス」プロジェクトの開始は，トップダウ

ンアプローチで実行された。業務改革の範囲が全社にわたり非常に影響が大きい

ことなどもいえるが，実際には，業務改革プロジェクトには痛みが伴うために反

乱が生じる。その反乱を抑えながら，改革の方向性を見失うことなしに進めなけ

ればならない。こういった旗振り役はトップマネジメントの仕事なのである。別

の見方をすれば，実際に内部統制の不備が原因で不正会計などの犯罪が生じた場

合，トップマネジメントが処罰の対象になるという理由もある。オラクルの「グ

ローバル・シングル・インスタンス」プロジェクトは，CEO であるラリーエリ

ソンから全社員に向けた 1 通のメールで始まっている。 
 
2.3.2 プロセスオーナー制度 

 オラクルには，情報システム上のアプリケーションそのものを担当する「グ

ローバル・アプリケーション・オーナー」が存在する。これは，アプリケーショ

ンの実装，運用を担当しており，通常のシステム管理業務を行っている以外に，

プロセスに関して変更する権利はない。そのため，このプロセス変更を行うもう

1 人のオーナーである「グローバル・プロセス・オーナー」が存在する。こちら

は業務プロセスの担当者である。 
 業務プロセスの最適化のために変更を行う場合，まずグローバル・プロセス・

オーナーが変更すべきプロセスと変更方法を決める。プロセスの変更に関しては，

議論がなされた後，承認されることになる。承認された結果，実際のプロセスの
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変更をアプリケーションに変更するのがアプリケーション・オーナーの仕事であ

る。プロセスオーナーとアプリケーション・オーナーは互いに干渉しない異なる

役割を果たし，それでいて協調して作業を行うのである(図 2.4)。 
 

各国
プロセス
オーナー

各国
アプリケーション

オーナー

各国スポンサー
CEO / CFO

幹部運営委員会
会長：ラリーエリソン

グローバル
プロセスオーナー

グローバル
アプリケーション

オーナー

グローバルIT
執行部

グローバル財務
執行部

業務 IT

各地域

各国
プロセス
オーナー

各国
アプリケーション

オーナー

各国スポンサー
CEO / CFO

幹部運営委員会
会長：ラリーエリソン

グローバル
プロセスオーナー

グローバル
アプリケーション

オーナー

グローバルIT
執行部

グローバル財務
執行部

業務 IT

各地域

 

図 2.4 情報システムを支える 2種類のオーナー 

 
 
2.3.3 モナコモデル 

 オラクルの業務システムは，この「グローバル・シングル・インスタンス」プ

ロジェクトによって名実ともに 1 つしか存在しない。業務プロセスも 1 種類しか

存在せず，もちろんデータも 1 カ所に集中しているのである。ただし，業務プロ

セスには，実はモナコモデルと呼ばれるテスト用のプロセスが存在する。モナコ

モデルとは何なのか？ このモナコとは国の名前である。しかし，オラクルはモ

ナコ公国ではビジネスを行っていない。にもかかわらず，架空のオラクルモナコ

という企業としてビジネスプロセスを準備しているのである。 
 このビジネスプロセスは，実際にオラクルが使っているビジネスプロセスその

ものであり，全く同じアプリケーションが実装されている。モナコモデルの役割
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は，いわゆるプロセス変更の際のテストである。アプリケーションの改修をはじ

めとする大きなプロセスの変更は，全社に大きな影響を与える。そのために，ア

プリケーション・オーナーはいきなり本番稼働しているアプリケーションを修正

することを避ける。アプリケーションに対する大きな変更が発生した場合は，ま

ず，このモナコモデルのプロセスに変更を加えるのである。このモデルに変更を

加えた後，実際の業務データの大多数のトランザクション処理を行い，変更が適

切に運用されるかどうかを確認した後に，本番稼働しているアプリケーションに

適用するのである。いわゆるテスト系である。 
 テスト系といってしまえばそれまでであるが，業務プロセスのテストを行うた

めだけにそのモデルを存在させているのではなく，内部統制で定義されているリ

スクやコントロールの確認を行い，アプリケーションの変更がリスクとコント

ロールにどの程度の影響があるのかをしっかりと把握して，変更管理を十分行え

るような仕組みを導入しているのである。 
 
2.3.4 徹底されたコンプライアンス教育 

 オラクル社内では，コンプライアンス教育が徹底されている。新入社員を大量

に受け入れた際の集合教育はもちろんであるが，流動化が激しい IT 業界では，

中途採用者への不定期，少人数の教育も考えなければならない。 
 オラクルでは，Web ブラウザを経由したオンライン・トレーニングの仕組みを

取り入れ，全世界で共通のコンテンツを全社員が受講することができる。言語が

異なるために，コンテンツは複数の言語に翻訳する作業が必要になるものの，ほ

ぼ同時期に教育コンテンツがリリースされる。コンプライアンス文化を形成する

ための教育も，このオンライン・トレーニングの仕組みを活用して行われている。

大量の新卒者であっても少数の中途採用者であっても，業務に支障のない自分の

空き時間をみつけて教育を受講することができる。受講した履歴は集中管理され，

部門ごとにその進捗状況(受講状況)も管理されている。 
 オンライン・コンテンツの中には，コンテンツの終盤に理解度を確認するため

のテストも準備されている。従業員のコンプライアンス文化を一定レベルまで引

き上げるための教育を低コストで，しかも短い期間で行うための取り組みである

(図 2.5)。 

 41



2. オラクルコーポレーションの実例(GSI) 

 

・ 社員教育によるオペレーションプロセス
の周知徹底を支援

・ eラーニングによる効率的な社員教育
と受講管理

・ 人事データと連携した受講管理を実現

・ 内部統制教育メニューを開発して提供
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図 2.5 コンプライアンス文化を形成するオンライン・トレーニングの仕組み 

 
 

 42


