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利害関係者が求める内部監査

課題の核心
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金融危機に引き続き、世界的な
不況が訪れ、規制の変革が行わ
れています。また、メキシコ湾原
油流出事故、日本の津波と放射
能汚染、熱波と寒波、経済の停
滞、クルーズ船の座礁事故、金
融機関の倒産、汚染食材の回収、
ハッカーによる個人情報漏洩事
故等、さまざまな事件がニュース
の第一面で取り上げられました。
その結果、景気回復の不確実性
に起因して不安心理が拡がって
います。

このような経済環境を踏まえれば、
PwCが実施した2012年度内部監
査全世界実態調査に、1,530名も
の経営者・管理職（64カ国、16業
種）の方に参加いただいたことは

今回で8回目になるPwCの内部
監査全世界実態調査では、リスク
管理の重要性の高まりと、内部監
査の貢献への期待の増大に焦点
をあてています。過去の調査に
おいては、主に内部監査部門長
（CAEs）を対象に調査をおこない
ましたが、今回の調査では、他部
門の責任者や、監査役、取締役
にまで調査対象を拡大しました。
彼らは、内部監査に対して、今日
の重要なリスクについての助言を
求めており、またリスクに対処する
役割を内部監査部門が担うことを
期待しています。なお、利害関係
者の観点をサーベイに反映させ
るため、870名の内部監査部門長

PwCは、リスクの拡大に対応して
増大する利害関係者の期待に応
えるため、先進的な内部監査機
能はどのようにして期待との調和
をはかるべきかを探求しています。
すなわち、先進的な内部監査機
能が、どのような方法で産業、地
域、企業規模横断的な内部監査
の新たな基準を創出し、リスク管
理領域における内部監査機能の
足跡（存在意義）を拡大し、また
企業のリスク管理の底上げのた
めの深い洞察を明瞭に企業内で
共有できるようになるのかを探求
しています。
利害関係者や内部監査部門長
は、内部監査機能が企業の組織
的リスク管理への取り組み努力に
対して効果的に支援できるように

1,530名もの経営者・管理職が「企業はかつてないほど複雑で多様な
リスクに直面している。」と回答しています。

増大するリスク管理の重要性

種）の方に参加いただいたことは
驚くべきことではないかもしれま
せん。回答者の大半が、「企業は、
かつてないほど複雑で多様なリス
クに直面している。」と回答してい
ます。
グローバル・ビジネスの場では、
サプライチェーン、金融資本市場
のすべてが複雑に絡み合い、リス
クは急に、予期せぬかたちで企
業経営、レピュテーション、事業
継続にまでも大きな影響を与えか
ねない状況となっています。これ
らすべてのことが、以前にも増し
て、企業がグローバル・リスク・プ
ロファイルの設計から、情報伝達、
そして管理に至るリスク管理能力
の改善に、より一層注力しなけれ
ばならない状況を創り出していま
す。

るため、870名の内部監査部門長
に加えて660名以上のステークホ
ルダー（利害関係者）を今回は調
査対象に含めました。さらに、100
名近くの内部監査部門長と利害
関係者に対しては、個別のインタ
ビューも実施しました。今回の調
査は、PwCにとっても外部の専門
家としての意見を共有させていた
だく初めての機会となりました。

本報告書では、利害関係者の期
待の増大に対して最大の価値を
提供するために、内部監査部門
がリスク管理領域の諸課題に対し
て果たすべき役割にハイライトし
ています。

対して効果的に支援できるように
なるためには、内部監査のパ
フォーマンス基準を底上げしなけ
ればならないことを認識していま
す。今日の絶え間なく変化するリ
スクに対応するためには、内部監
査は単に既に発生した事象に対
処するだけでは不十分であり、リ
スクに能動的に対応し、新たな脅
威と機会を見据えて（予見して）、
企業組織としての準備体制を支
援できるほどの戦略的な思考を
持つ必要があります。

内部監査機能のコア・コンピタン
スの活用、他部門との信頼関係
の構築、そして深い洞察の提供
による相乗効果で、先進的な内
部監査機能はその存在意義を証
明することができるのです。
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価値を提供するための
内部監査の実践

詳細分析
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業種あるいは地域にかかわらず、
企業の利害関係者はリスクの問
題に関して高い関心を持つように
なっており、組織全体のリスク選
好を明確に定義して組織内で共
有するための能力の向上を求め
ています。
このような傾向は1,530名からの
回答を得た「2012年内部監査全
世界実態調査」（その大多数
（80%）は自社でのリスクの増加を
感じている）の結果明らかになっ
ています。

調査結果と個別インタビューの結
果、新たなリスクの出現や伝統的

また、経済成長に関する不確実
性の継続、強化され続ける規制
環境、この4年間の金融市場の
ジェットコースター並みの暴落等
への関心を背景として、「不正と
倫理問題」、「合併・買収・ジョイン
トベンチャー」、「大規模プロジェ
クトにかかわるリスク」、「新製品・
商品の開発・導入」、「事業の継
続性（BCM/BCP)」といった伝統
的なリスクを、いまだにトップ５のリ
スクであるとして回答した企業も
多数ありました。

組織の直面している最も懸念され
るリスクに関する質問に対する回
答結果は、事実上、PwCが今回
の調査用に想定・例示したリスク
のすべてが、数百社もの調査対

今日の複雑化したリスクの
様相

なリスクに対する対応難易度の進
化によって、リスクの様相は急速
に変化・増大しており、各企業の
利害関係者と内部監査部門長は、
企業が直面する最も重要度の高
い諸リスクの再整理に追われてい
ることが見てとれます。

のすべてが、数百社もの調査対
象企業とって関心が高いことを示
すものでした。図表1は調査の結
果、回答者が重要なリスクである
と答えた上位15のリスクを示して
います。

経済の
不透明性

政策や規制

市場競争力

金融市場

データ機密性と
セキュリティ

人材と労働力

風評・ブランド

商業市場におけ
るニーズシフト

エネルギーや
コモディティコスト

政府支出と税制

新製品・商品の
開発・導入

不正と倫理問題

事業の継続性
（BCM/BCP)

合弁・買収・
ジョイントベンチャー

大規模プロジェクト
にかかわるリスク

図表1：最も懸念されるリスク トップ15
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毎日のように目にするデータへの不正アクセス事例
によって、上級管理職者はデータの機密性とセキュ
リティーの問題に懸念を抱いています。ソーシャル
メディア、モバイルデバイス、クラウドコンピューティ
ングの利用が増え、ITセキュリティの問題、個人情
報漏洩の問題、インターネット上での風評被害など
がより一層脅威となってきています。

過去にIT部門に任されたはずのプライバシーとセ
キュリティ上のリスクは、デジタルの世界ではいよい
よ企業として戦略的な対応が要求される重要な脅
威であると認識されはじめています。 Microsoftの
CFO であるPeter Klein氏はこうコメントしています。
「世界中の国が相互に繋がることになると、セキュリ
ティ、クラウド、データの規制、リスク管理コストなど
に対する注目と要求の増大はわれわれにとって極
めて厳しいものとなってきている」と。

2011年に出現した重要なリスクは、今回調査で組
織が直面しているリスクについてPwCと共有してい
ただいた1530名の経営者・管理職（以下、上級管
理職者という）にとっても重大な課題のようです。組
織の規模や、業種、地域にかかわらず、共通の
テーマは、これらの多くのリスクは密接に連鎖して
いるということです。今日、企業が直面している相関
関係のあるリスクは次のとおりです。

2012年： 今後想定されるリスク

激化する経済と金融市場の不確実性

調査対象企業の4分の3が経済の不確実性を最大
のリスクとして回答しています。ヨーロッパ金融危機
は、地域経済を停滞させ、世界的な金融の混乱を
引き起こし、そして世界同時不況を引き起こしまし
た。

仮にこれらの危機が回避されていたとしても、リスク
管理責任者にとっては、通貨価値変動のボラティリ
ティと関連する不確実性の影響は、常に大きな不
安要因でありつづけるでしょう。あるグローバルメー
カーはこうコメントしています。「われわれの多くの商
品はユーロ建てでユーロ圏で販売されている。一方

企業合併と買収に関するリスク

データセキュリティの脅威と風評被害

品はユーロ建てでユーロ圏で販売されている。一方
で多くの仕入れはUSドル建てでおこなっている。そ
のためユーロ圏の経済不安は海外事業におけるわ
れわれの経営に大きく影響している」と。

規制の強化と政策の変化

金融危機に対応し企業の社会的責任についての
要求に応えることを目的として、政府が必要以上に
規制を強化する国があることが、上級管理職にとっ
ての懸念事項の１つとなっています。米国企業の上
級管理職者はこうコメントしてます。「きたる大統領
選挙の結果、2012年度はかなりの政治的変化が見
られるが、米国企業は既に、金融規制であるDodd-
Frank法や医療業界に対する患者保護医療費軽減
法等の大規模な規制強化に直面している」と。また
世界的には、多くの企業がイギリスの贈収賄防止法
へのコンプライアンスに苦慮しています。

特に新興市場における戦略的提携や合弁を計画し
ている企業（ 2012年度グローバルCEOサーベイに
よればグローバル企業の28%、米国企業の58%が本
年度中に計画しています。）は、幅広いリスクに対
処することになります。企業は異なる法規制や政府
政策の体制に対処すべく、取引の促進や障害を除
去するための見返りを期待するような政府の役人等
とも取引していることを認識する場合があります。
取引への関係者は、倫理的な観点から、地域の文
化、現地のビジネス慣行、その地域と自国における
関連するすべての法律（たとえば米国の海外腐敗
行為防止法や英国の贈収賄防止法）についての一
貫した理解が要求されます。また、新興市場に参入
する場合には、特殊スキルを持つ人材獲得につい
ての現地企業との競合問題等を含む人材・労務に
関するリスクにも直面する可能性が高いといえます。

これらの重要なリスクの詳細（企業がリスクの管理の
ためにどのように対処しているか等）については、
PwCの調査レポート「 Risk in Review 2012:
Rethinking Risk Management for New Market
Realities （リスクマネジメント新時代 ～市場の現実

を直視したリスク管理の再考～）」を参照して下さい。
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グローバル商取引、金融市場お
よびサプライチェーン間の切り離
せない関係は、企業のレピュテー
ション（風評・評判）から究極には
存続にまで至る広範囲な影響を、
それも予期せぬかたちでもたらす
リス クを生み出しています。
MicrosoftのCFOのPeter Klein氏
は以下のとおりコメントしています。
「ビジネスは地球規模で多様化し
ている。異なる文化やさまざまな
事業モデルなど、持続する地球
規模での多様化に適応するため
のツールとテクノロジーの開発が、
現在取り組み中の課題である」と。

「ニュース・オブ・ザ・ワールドが不
祥事の渦中に廃刊」
従業員を巻き込んだ電話盗聴ス
キャンダルに伴い、ニュース・イン
ターナショナル紙が企業ダメージ
のコントロールのためと報道した
ように、由緒ある英国のタブロイド
紙ニュース・オブ・ザワールドが、
オーナーによって廃刊とされた。

「日本の震災によりスマートフォン
の部品供給が不足」
2011年3月11日、日本の地震、津
波および原子炉の破損は、多く
のハイテク部品工場で一時的な
操業停止を引き起こした。これに
は、リチウムイオン電池に使われ
るポリマー生産で世界シェアの
70%を占める工場も含まれている。

経営者はリスクプロファイルの変化を実感する理由の上位に、リスク
の複雑化、多様化、そして予測不可能性をあげています。

何がリスクを増大させている
のか？

経営者は、リスクプロファイルの変
化を実感する理由の上位に、リス
クの複雑化、多様化、そして予測
不可能性をあげています。またク
リティカルなリスクをマネジメントす
ることは、継続課題であると話して
います。このことは 2011年の
ニュースの見出しのなかで、明ら
かに見てとれます。

「ソニー・プレイステーションで加
入者7,000万人の情報への不正
アクセス」
2011年4月ソニーのプレイステー
ション・ネットワークへの不正侵入
事件で、多額の対処費用が発生
した。アナリストは、調査、補償、
機会損失およびデータセキュリ
ティに対する追加投資のためのコ
スト総額は、より高額になると予測
している。

70%を占める工場も含まれている。
その後の供給部品不足がノキア、
RIM、ソニーエリクソンを含むほか
のハイテク企業に世界規模で影
響を及ぼし、アップルやサムスン
にも少なからず影響を及ぼしてい
る。

PwCがインタビューした経営者の
多くは、情報の公表スピードが、リ
スク管理方法についての信頼度
を低下させる原因になることを強
調しています。
Swiss Reの財務リスク担当責任者
であるKanwardeep Ahluwalia氏は
以下のとおりコメントしています。
「かつてないほど発達した情報化
社会によって、われわれはより多
くのリスクが存在することを知った
と考えられるが、それをわれわれ
は単純にリスクの増加と受け止め
ている。」と。
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リスク環境が進化と変化を続けて
いるせいか、調査対象企業の74%
が公式な全社的リスクマネジメン
ト(ERM) システムを導入済みとの
結果に対して、最も重大なリスク
を満足に管理できていると回答し
た企業は、全体の半数以下(45%)
にとどまりました。
多くのリスクの中でその管理にあ
まり自信が持たれていない領域を
みれば、リスク管理とその結果の
伝達の両方を劇的に向上させな
いかぎり、自分たちの組織がリス
クを効果的に管理していると思え

リスクへの対処の自信度を分析し
たところ、利害関係者および
CAEsをあわせたところの63%の回
答者が、最も管理できていると考
えるリスク領域は金融市場リスク
でした。この自信は大変な努力の
結果であると推測されます：2008
年に不況が始まって以後４年間、
企業経営者は金融危機に対して
真っ向から全力で対処してきまし
た。彼らは、当時、資金貸出市場
の凍結、主要通貨の変動、株式
の乱高下、そのほかの潜在的な
社会変動を、自分たちのやり方で
うまく対応しなければなりません
でした。そしていつしか、金融・財
務的な課題に上手に対応できる
ようになっていたのです。金融市
場リスクにかかわる課題において

最もクリティカルなリスクが満足に管理できていると認識している経営
者は調査対象の半数以下（４５％）でした。

多くのリスクが、満足に管理
できていないと認識されて
いる

クを効果的に管理していると思え
ないという利害関係者の心情が
みてとれます。

このような状況を鑑みれば、
CAEsは、内部監査が組織のリス
ク環境を理解し、利害関係者が
最も強い関心を抱いている領域
において彼らの関心と調和できて
いることを点検することに注力し
なければなりません。また、タイム
リーに諸リスクに対処し、リスクが
もたらす影響についての洞察を
提供し、ビジネス・パフォーマンス
の改善に直結する提案を明確に
伝達できるように、内部監査機能
をポジショニングしなければなりま
せん。

場リスクにかかわる課題において
複雑性が減ずることはないので
すが、企業経営者はそれらにうま
く対処できる企業体質になってい
ると自信を持てています。

しかし、企業が財務的な試練に
対処するのに忙殺されるなかで、
ビジネスの現実は変化を続けて
います。特に悩ましい問題は人
材で、エンジニアリングやITと
いったような技術主導型のグロー
バルマーケットでは、人材に対す
る需要過多と供給不足が起こっ
ており、人材の獲得と維持が長期
的な脅威になっています。
調査回答者は、「人材と労働力」
に関するリスクを重要なリスクとし
て認識しながら、実際に当該リス
クをうまく管理できていると答えた
のはわずか23%にすぎませんでし
た。
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2012年度グローバルCEOサーベ
イの調査結果をさらに見ていくと、
人的資源を巡る競争は非常に厳
しく、多くの企業が過去に成功し
てきたビジネスモデルや戦略とは
大きく異なるビジネスモデルや戦
略を駆使しながら、人材マネジメ
ントに挑まなくてはならないという
プレッシャーを感じているようです
（たとえば、かつては本国で外国
人を雇用して海外拠点のポジショ
ンに配置してきましたが、現在で
は要求されるスキルと外国語能
力をもつ現地人材を雇用すること
が重要な成功要因になっていま
す。）

人材と労働力に関するリスクは、
新興経済地域、特に従業員の忠

今回の調査で、初めて利害関係
者に対する調査を行ったことで、
利害関係者とCAEsの認識をマク
ロレベルで比較することができま
した。これらの結果がすべての企
業にあてはまるわけではありませ
んが、利害関係者とCAEsとの間
での必要な対話に関して、あるい
は達成されるべき調和に関して
一定の指標となるデータを提供し
てくれます。

なぜリスクへの対処に向けた調和
がそれほど重要なのでしょうか？

ビジネスと内部監査との調
和の必要性

新興経済地域、特に従業員の忠
誠心が比較的低かったり、給与と
福利厚生の改善施策によって一
流の候補者らを誘致するような現
地企業が存在する地域では、より
複雑です。概して、企業の現状の
人材管理の仕組みは、今まさに
進行している規模と範囲の変化
に対処できるほど整備されては
おらず、これが利害関係者や
CAEsが自信をもてない所以とい
えます。

がそれほど重要なのでしょうか？
内部監査が真に効果を発揮する
ためには、組織は、利害関係者と
CAEsが全社的なリスクについて
しっかりと対話をし、客観的な認
識をお互いに共有し、また最も重
大なリスクに対する内部監査の役
割についての共通の視点を持て
るような組織文化を創造しなくて
はなりません。
組織が今日直面する諸々のリス
クを考慮すれば、最も重大なリス
ク群について優先付けし、効果
的な資源の配分を可能とするた
めに、リスクへの対処に向けた調
和が必要不可欠です。この調和
がなければ、CAEsが、利害関係
者が最も重大と考える、つまりビ
ジネスにとって価値を提供する機
会を逃すおそれがあるリスク領域
に対して適切に資源を投入でき
ない可能性があります。

33%
買収・合併に関するリスクを適切に
管理できていると認識している
CAEsは、全体の33%にすぎません。

9 Aligning Internal Audit



PwCの調査によると、ビジネス・リ
スク全般について、CAEsのうち
40%、利害関係者のうち47%の回
答者がうまく管理できていると回
答しています。個々のリスクにつ
いて詳細にみると、明確に利害
関係者がCAEsよりも著しく高い
自信（10%かそれ以上の乖離）を
示している6つの領域がみてとれ
ます（図表2を参照）。
その一つは「不正と倫理問題」に
かかわるリスクの管理であり、
CAEsの35%に対して利害関係者
の53％が組織のリスク管理に自
信を示しています。

これらの認識の相違は、さまざま
な理由によるものと思われますが、
ここで留意すべきことは、個々に

64%
62%

58%
47%

58%
54%

56%
53%

53%
55%

53%

金融市場

データ機密性とセキュリティ

市場競争力

評判・ブランド

エネルギーやコモディティコスト

利害関係者

CAEs
適切に対応できている

図表2 :組織がどの程度リスクに対応できているか。

ここで留意すべきことは、個々に
把握したリスクがうまく管理される
ことについて、利害関係者と
CAEsが継続的に対話をする必
要があるということです。いずれに
しても、内部監査として方向性を
見誤れば、人的資源の最適配分
の障害となり、そして組織にとって
最も重要なリスクに対して十分に
注力できていないという状況に陥
ります。

53%
35%

52%
41%

50%
33%

48%
49%

44%
40%

38%
32%

37%
27%

33%
30%

32%
39%

30%
18%

不正と倫理問題

商業市場におけるニーズシフト

合併・買収・ジョイントベンチャー

政策や規制

経済の不透明性

新製品・商品の開発・導入

大規模プロジェクトにかかわるリスク

事業の継続性（BCM/BCP)

政府支出と税制

人材と労働力
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企業規模に応じて内部監査の役
割の詳細は異なると思われます
が、何らかの対応行動をとる必要
があるという点では同じです。

さらに、業種別に調査結果を解
析すると、最も重要であるとするリ
スクの種類と利害関係者によるリ
スクマネジメントに対する自信度
は、業種ごとに多様であることが
見てとれます。
ただし、調査回答者は全般的に、
人材と労働力については最も適
切にリスクマネジメントできていな
い共通の脅威として挙げていま
す。図表3では、業種別に適切に
管理できているリスクとできていな
いリスクを、それぞれ三つずつ挙
げています。

調査の回答者は全般的に、リスク
マネジメントに関して相対的に低
い自信度を示していますが、企業
別に結果を眺めると、組織の規模
が結果に影響していることが見て
とれます：リスクを適切に管理でき
ているかという質問において、自
信度は、売上規模が100億ドル以
上の企業の方が、それを下回る
規模の企業に比べて20%も高く
なっています。この調査結果は、
PwCが過去の経験の中で認識し
てきた結論を裏付けるものでした。

大規模企業は、リスクマネジメント
上の課題に対処するための高度
なプロセスとツールを持っていま
す。一方、中小規模の企業にとっ
ては、効果的なリスクマネジメント
の必要性が低いというものでもあ
りません。大規模企業の回答者
は高い自信度を示していますが、
まだまだかなりの改善余地はあり
ます。
企業規模は明らかに一つの論点
ではあるものの、小規模企業でも
大規模企業でも同様に、内部監
査がリスクマネジメントに関する自
信度を引き上げるために何をす
べきかがCAEsに対して問われて
いるのです。

企業規模/業種との関連

げています。

図表3: 最も適切に対処できているリスクと対処できていないリスクについての業種別集計

金融サービス 消費・産業財製造

サービス

医薬 ハイテク、情報、通信、

エンターテイメント

最も適切に対処できていない

•人材と労働力

•政府支出と税制

•大規模プロジェクトリスク

•人材と労働力

•大規模プロジェクトリスク

•事業の継続性

•人材と労働力

•事業の継続性

•不正と倫理問題

•人材と労働力

•事業の継続性

•新製品・商品の開発・導入

最も適切に対処できている

•金融市場

•データ機密性とセキュリティ

•市場競争力

•金融市場

•市場競争力

•評判・ブランド

•評判・ブランド

•政策や規制

•政府支出と税制

•市場競争力

•政策や規制

•金融市場
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調査結果は、会社の規模や業種にかかわらず、同業他
社を上回る業績をあげている組織の53％が、トップ15のリ
スクに対するマネジメントに自信があると表明していること
から、リスクマネジメントが業績に対しても影響をもたらす
ものであることを示しています。これに対して、同業他社
を下回る業績の組織では、この割合は25%にすぎません
でした。

最近の経験則では、より情報提供スピードを増すメディア
を視聴している世界では、初動でリスクを認識して管理す
ることの重要性と同様に、悪影響を及ぼす可能性がある
事象を想定し管理を予め計画することが重要であること
を示しています。先進企業では、受け身の対応姿勢から、
将来リスクを予想し、新たな脅威やチャンスを見据えて能
動的に対処しようとするマインドセットによって、リスク管理
領域において差別化をはかっています。これらの先進企

利害関係者からの回答では、彼らのメッセージは明確
です：リスクが増大し、またこれらのリスクがかつてない
ほど投資家にとって大きな関心事になっていることを認
識しているので、利害関係者は、企業の現在および将
来のリスク管理能力についてのより大きな保証を求めて
います。インタビューの中で私たちは、利害関係者は内
部監査に対して、リスクを特定し、その脅威を評価し、そ
してそのリスクを管理するためのプロセスとコントロール
について提言する能力に価値を置いていると、何度も
聞いています。

調査結果から、利害関係者は、内部監査の伝統的な業
務である「財務統制とコンプライアンスの監査」に対して
最も期待しているとランク付けしていることがわかります
が、「リスクと統制に対する提言」は、ほとんど差がなく二
番目にランク付けされています。内部監査が極めて重

同業他社を上回る業績をあげている組織の53％が、トップ15のリスク
管理に自信があると表明しています。これに対して、同業他社を下回
る業績の組織では、この割合は25%にすぎません。

成功への能動的アプローチ 利害関係者が内部監査に求めるもの

領域において差別化をはかっています。これらの先進企
業は、リスクをより適切に理解・管理し、財務的な余裕の
保持、サプライチェーンの強化、そしてリスクへの能動的
な対応によって自己防衛することに卓越しています。要
するに、優れた企業ほど、リスクの実現をチャンスとして
活かす、あるいはそれに対処する準備が周到です。

これが、内部監査が目指すべき調和に関する戦略的な
思考方法です。 PwCの米国内部監査サービスリーダー
のJason Pettは次のとおりコメントしています。「単に何が
課題なのかを探求するだけではなく、多様化する経営環
境と企業外環境のシナリオに直面しても企業の戦略が成
功裡に進行するように、システム、プロセス、経営管理の
重点の調和がはられているか否かを検証し、それがうまく
いくためには何が必要かについて考え、想定すべきであ
る。」と。

要かつ貢献的なビジネスパートナーとしてみられるには、
利害関係者からの信頼に加えて、深い洞察とビジネス
の視点を持って伝統的な保証業務を提供すると同時に
提言をおこなうというポジションに到達しなければなりま
せん。

このセクションでは、内部監査の貢献に対する利害関
係者の見解と、彼らが内部監査に対してより一層期待
する領域について検討します。

69%
データの機密性とセキュリティのリスクのモニタリング
に対する内部監査の貢献が「非常に重要」という見解
を持つ利害関係者の割合は69%
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30%
26%

27%
39%

49%
54%

42%
47%

54%
58%

67%
71%

69%
59%

38%
39%

40%
45%

26%
30%

不正と倫理問題

データ機密性とセキュリティ

事業の継続（BCM/BCP）

大規模プロジェクトにかかわるリスク

合併・買収・ジョイントベンチャー

図表４ :内部監査が貢献することが重要なリスク

利害関係者

CAEs
重要 非常に重要

42%
47%

50%
64%

46%
50%

46%
48%

50%
59%

44%
56%

39%
50%

40%
46%

35%
41%

34%
38%

36%
38%

26%
21%

21%
15%

19%
19%

10%
10%

11%
9%

11%
10%

10%
5%

8%
6%

7%
5%

政策や規制

評判・ブランド

金融市場

新製品・商品の開発・導入

人材と労働力

エネルギーやコモディティコスト

政府支出と税制

経済の不透明性

商業市場におけるニーズシフト

市場競争力
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利害関係者は、内部監査が組織
にとっての上位リスクをモニタリン
グするうえで重要な役割を果たす
べきであると一貫して話していま
す。調査回答者の中で、上位リス
クとして“不正と倫理問題”および
“データ機密性とセキュリティ”に
対する内部監査の貢献に価値を
置く利害関係者は、それぞれ97%
と96%と大多数でした。興味深い
点は、これら二つのリスク領域は、
総体的に利害関係者とCAEsとの
間で最も調和（認識の同期）がは
かられている領域であるということ
です。

“データ機密性とセキュリティ”のリ
スク領域においても、内部監査の
関与の重要度に関しては相違が
生じています：総体的な重要度で
は2%以内で認識の同期がみられ
るものの、CAEsの認識に対して
10%も上回る数の利害関係者が
内部監査の役割について「極め
て」重要であるとしています。
PwCの経験によると、この内部監
査の役割の重要度についての認
識の相違には、たとえば特定領
域のリスクが歴史的に内部監査
のスコープに入ってこなかったこ
とや、内部監査が当該リスク領域
に対して効果的な専門スキルを
確保してこなかったことなどが理
由としてあげられます。
この急速に広がるリスク領域を考

内部監査がこれまでは必ずしもリスクに注視してこなかったからと
いって今後もそのままで良いわけではありません。

利害関係者は内部監査によ
る貢献に価値を置いている

上位のリスクとして“事業の継続
性(BCM/BCP)”、“大規模プロ
ジェクトにかかわるリスク”、“合
併・買収・ジョイントベンチャー”、
“政策や規制”および“評判・ブラ
ンド”を挙げた調査回答者の4分
の3以上は、これらのリスクのモニ
タリングに対する内部監査による
貢献が重要であると回答していま
す。逆に、50%を下回ったのは“商
業市場の変化”と“競争”に関す
るリスク領域だけでした。おわかり
でしょうか。利害関係者の多くは、
組織が最も重大なリスクをモニ
ターし管理することを支援するよう
な活動を内部監査に期待してい
るのです。

この全体的な内部監査に対する
貢献期待度が相対的に高い一方
で、利害関係者とCAEsのそれぞ
れの50%以上が内部監査の役割
が「極めて」重要だとしたのは、
“不正と倫理問題”と“データ機密
性とセキュリティ”に関するリスクの
二つの領域だけでした。

この急速に広がるリスク領域を考
えれば、利害関係者とCAEsの間
で、内部監査の活動する役割の
重要性について、認識が完全に
同期していないのは、むしろ当然
といえます。しかし、別の観点から
は、リスク環境が急速に変化して
いるからこそ、CAEsと利害関係者
は、組織に対するリスクの影響と、
内部監査が果たすべき役割の両
方について認識を同期すべく取
り組まなければならないといえま
す。

さらに調査データを読み込むと、
実質すべてのリスク領域において
CAEsの方が内部監査の役割の
重要性を高く認識していることが
みてとれます。CAEsが内部監査
がこれらのリスク領域で大きな役
割を果たしていると信じている一
方で、利害関係者は内部監査か
らのインプットに価値を見出して
いないと認識していることを示す
結果かもしれません。
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さらに悪いシナリオとしては、内部
監査人が潜在的な重要な役割を
理解していても、内部監査人が
議論をし、効果的に価値を提供
することの障害となる何かが存在
している可能性があります。いず
れにせよ、CAEsと利害関係者は、
これらの重大なリスク領域におけ
る関連当事者として、内部監査が
何をしているのか、そして内部監
査がすでに何か具体的な役割を
果たしている場合は、さらに内部
監査の重要度と全社的なリスク管
理の取り組みへの貢献度を高め
るために何をすべきなのかを検
討すべきです。

調査の結果、20%以上の利害関
係者が内部監査においてたくさ
んの重要なリスクが軽視されすぎ
ていると回答しています(図表5)。
この調査では、“人材と労働力”、
“新製品・商品の開発・導入”、
“経済の不透明性”など、伝統的
な内部監査では重点が置かれて
こなかったさまざまな分野におい
て、利害関係者の関心が高まっ
ていることを明確にみてとれます。
当該リスク領域が伝統的な内部
監査の重点事項とされてこなかっ
たことが、すなわち、内部監査が
重要な役割を果す能力を否定す
るものではありません。大手テクノ

ほとんどの回答者が内部監査に対して、重要なリスク領域にこれまで
同様か、あるいはより一層注力して欲しいと望んでいます。

利害関係者はより多くのも
のを求めている

るものではありません。大手テクノ
ロジー企業のCAEsは、このように
コメントしています。 「イノベーショ
ンや公正取引といったリスク領域
において、内部監査が活躍する
余地はないという人もいるだろう。
確かに、これらの領域において私
たちは高度な専門性は持ちあわ
せていないが、リスクについての
透明性と経営層が必要とする情
報をすべて入手できているか否
かについて保証はできる」と。

当該調査結果はマクロ的な視点
を表現しているにすぎないことを
理解していますが、多くの組織に
おいて適切な領域に焦点をあて
た、そして最も重大なリスクに対し
て利害関係者が実施してほしい
と考えている内部監査が実施で
されていないことを示唆していま
す。利害関係者とCAEsの間での
継続的な対話は必須であり、そ
れがあって初めて適切な領域に
焦点をあて、適切に監査資源を
配分し、利害関係者の期待に
沿った内容の内部監査を実施す
ることが可能となります。

33%

32%

31%

29%

29%

25%

25%

23%

22%

21%

21%

20%

18%

16%

12%

人材と労働力

市場競争力

新製品・商品の開発・導入

合併・買収・ジョイントベンチャー

商業市場におけるニーズシフト

経済の不透明性

大規模プロジェクトにかかわるリスク

エネルギーやコモディティコスト

データ機密性とセキュリティ

評判とブランド

政府支出と税制

事業の継続（BCM/BCP）

金融市場

政策や規制

不正と論理問題

図表5 :内部監査において、ほとんど着目されることがないリスク
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どの利害関係者も、内部監査に
は総体的に重要な役割があるこ
と、また、内部監査において十分
に注意が払われていないリスク領
域が多々あると感じています。さ
らに、インタビューや調査結果に
よると、利害関係者は、内部監査
機能は今回の調査でとりあげたよ
うな内部監査の責任範囲にあるリ
スク領域のすべてを点検すべき
だと考えている一方で、同時に、
組織が直面している最も重大なリ
スクに焦点をあてるべきだと考え
ています。

事実上、どの利害関係者も重大
なリスク領域においてはウェイトを
減らして欲しくないと回答していま
す。これは、かつてないほどのリ
スクの増大と変化が起きている状
況において、利害関係者の内部
監査に対する期待度が増してい
ることをしています。

図表6にあるとおり、利害関係者と
CAEsは共通の認識として、トップ
15にリストアップされたすべてのリ
スク領域に対して、内部監査は対
処能力を強化すべきだと考えて
います。
しかしながら、“不正と倫理問題”
と“事業の継続性（BCM/BCP）”
に関しては、CAEsは利害関係者
よりもそれぞれ16%と10%も多い回

利害関係者は重大なリスク
領域への注力を望んでいる

調査では、全体的に内部監査に
対する期待が高く、65%の利害関
係者は、内部監査がリスクのモニ
タリングにおいて、もっと重要な役
割を果たすべきだと回答していま
す。さらに、内部監査が維持すべ
き、追加すべき、あるいは、ウェイ
トを減らすべきリスク領域に関す
る質問に対しては、

よりもそれぞれ16%と10%も多い回
答者が対処能力強化の必要性を
主張しています。これらの領域は、
これまでもかなり議論され続けて
きた領域ですが、CAEsはさらなる
モニタリングが必要だと感じてい
るようです。
これらのリスク領域は明らかに複
雑で変化が速く、監査資源をこれ
らの領域に割りあてすぎれば、利
害関係者がもっと重要だと考えて
いる領域に十分に注力できなくな
ります。監査資源には限りがある
ため、内部監査では極力利害関
係者の期待にそうよう、適切な領
域に最も多くのリソースを投入で
きるようにしなければなりません。
仮に誤った領域に注力し、過剰
資源配分となってしまった場合、
その労力は無駄になり、もっと重
大なビジネスリスクに対応できず、
さらに、組織を無防備な状態に晒
してしまうことになります。

46%
内部監査に対してデータの機密性と
セキュリティへの対処を期待している
利害関係者の割合（%）
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内部監査部門は、その責任範囲内にある今回の調査でとりあげたよう
なリスク領域のすべてを点検すべきです。同時に、組織が直面している
最も重大なリスクに焦点をあてるように監査範囲を検討するべきです。

46%
52%

31%
47%

22%
32%

27%
24%

21%
22%

データ機密性とセキュリティ

不正と倫理問題

事業の継続性（BCM/BCP)

人材と労働力

評判・ブランド

図表6 :利害関係者やCAEsが監査能力を強化して欲しいと望むリスク領域

利害関係者

CAEs

32%
34%

22%
24%

29%
33%

23%
21%

29%
23%

26%
27%

19%
12%

19%
10%

14%
12%

11%
7%

政策や規制

金融市場

大規模プロジェクトにかかわるリスク

経済の不透明性

新製品・商品の開発・導入

合併・買収・ジョイントベンチャー

市場競争力

商業市場におけるニーズシフト

エネルギーやコモディティコスト

政府支出と税制
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リスク管理はよく「防衛線」にたと
えられます。ここでいう「防衛線」と
は、経営陣や企業のそのほか関
係者が意図する方法により、効果
的かつ効率的にリスクの管理とモ
ニタリングをおこなうことを保証す

もちろん、第一、第二の防衛線が
成熟している場合に、第三の防
衛線は最も有効に機能します。
PwCの経験上、第二の防衛線が
存在しない、あるいは成熟してい
ない場合には、内部監査の専門
性はリスクを特定し、企業内の各
ビジネス・ユニットにおけるリスク
管理を改善するための触媒として

図表7 : ３つの防衛線

第一防衛線

企業の機能部署とライン管理
部署については、リスク管理と
内部統制を運用する責任を負
う

経営陣

監査委員会

第二防衛線

リスク管理とコンプライアンス
機能部署はポリシーや規定を
整備し、モニタリングする責任
を負う

第三防衛線

内部監査部はガバナンスとリ
スク管理とコンプライアンスの
観点から客観的に保証と提
言をおこなう責任を負う

利害関係者が望む防衛線
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ニタリングをおこなうことを保証す
る多層的な活動のことを意味して
います。
利害関係者は、第三の防衛線と
して客観的な保証の提供という内
部監査が果たすべき役割を重視
しますが、第一、第二の防衛線が
有効に機能するよう調整するとい
う内部監査の高度な能力も高く
評価しています。

第三の防衛線として内部監査は、
取締役会と監査委員会に対して、
特に第一、第二の防衛線による
ガバナンス、リスク管理、コンプラ
イアンスの仕組がいかに良好に
機能しているかについて評価をく
だします。Intuitの監査委員会の
議長であるDennis Powell氏は、
上記のように内部監査が機能す
ることを期待する人物の一人です。
彼は次のようにコメントしています。
「内部監査は内部統制が然るべ
きかたちで運用されていない領
域や、リスク管理が十分に機能し
ていない領域を特定する必要が
ある。」と。

利用されるべきものになります。

経営陣は、第一、第二の防衛線
を保持し、リスク管理にかかわる
最終責任を負わなければなりま
せん。Lockhead Martinの監査委
員会委員長のDavid Burritt氏は
次のようにコメントしています。「リ
スク管理を経営戦略のなかに組
み込んでおかなければならない。
理論的に内部監査はリスク管理、
あるいはシステムプロセスにかか
わる助言をおこなうものであり、リ
スクが実現した際にとるべきアク
ションを準備しておくべきはビジ
ネス側（執行組織）である」と。

利害関係者が第三の、そして最
後の防衛線として内部監査が果
たすべき役割を評価している一
方で、PwCの調査結果が示すこと
は、内部監査はまた、第二の防
衛線という他部署と共同作業をお
こなうことにより大きな収穫が得ら
れるということです。調査対象と
なった組織のうち、74％の組織が
リスク管理の専門部署を有してい
ることが判明しましたが、



内部監査がこれらの部署と適切
に連携していると回答したのは、
そのうちの50％にも及びませんで
した。

第二、第三の防衛線の連携の強
化は、それぞれに利益をもたらし
ます。内部監査にとっては、正し
いリスク領域に焦点を絞って注力
できるという利点があり、一方でリ
スク管理、コンプライアンス部署
にとっては、内部監査による全社
的なリスクについての認識を組織
のリスク管理に活用できるという利
点があります。
Ingram Microの監査委員会の議
長を務めるLeslie Heisz氏は次の
ようにコメントしています。「内部
監査は組織に対して敵意のある
物の見方をすることにより、価値
を提供することができる。」と。
同様に、Blue Scope Steelの内部

利害関係者が内部監査に対して
の最も期待していることとして、予
想どおり回答の88%は財務管理と
コンプライアンスに対する保証で
した。また、回答者の82%は、リス
クの把握と内部統制に関する提
言の両方が重要だと認識してい
ます。

インタビュー結果によると、利害
関係者は内部監査に対してより
深い洞察力を求めていることが理
解できました 。ある CFOは 、
「CAEsは、リスクを低減するため
に整備されている適切なレベル
の統制が整備されることを検証す
ることを求められており、内部統
制について提言するのに必要な
より専門的なスキルが求められる

利害関係者は、洞察力と客
観的な視点を求めている

内部監査がほかのリスク・コンプライアンス機能と適切に連携してい
ると考えている回答者は全体の50％を下回るものでした。

同様に、Blue Scope Steelの内部
監査グループのVPであるAndrea
Cummings氏は次のようにコメント
しています。「リスク管理部署との
連携をはかることで、内部監査グ
ループは年次監査の重点監査領
域を決定するために、監査計画
立案フェーズで、リスク管理部署
が作成したリスク・プロファイルを
検討するようになった。特に、内
部監査として、リスク対応の運用
状況の妥当性を検討する目的で
経営陣によって策定されたリスク
対処策をレビューしている。」と。

リスク管理機能が組成されている
のであれば、CAEsと利害関係者
は、どのように防衛線間の連携を
はかるべきかについての合意を
形成する必要があります。この連
携と合意の効果として、内部監査
はより適切にリスクの特定をおこ
なうことが可能となり、リスク評価
の結果より多くの成果を出すこと
ができるでしょう。そして、最終的
には、リスク管理全体の中で内部
監査は重要な役割を果たすため
のポジションを与えられるでしょう。

より専門的なスキルが求められる
であろう。」とコメントしています。
多くの利害関係者が、内部統制
に関する提言活動を高く評価し
ていること、そして一方、同時によ
り深い洞察力を求めていることが
理解できました。利害関係者は、
内部統制に関する提言が彼らの
ビジネスにとってどういう意味を持
つのか、また究極的にはどのよう
にすればビジネスを効率的に運
営できるのかという問いに答えら
れる洞察力を求めています。

利害関係者は、保証と洞察力の
両方を内部監査に求めています
が、調査結果によると最も求めて
いるものは内部監査の客観性で
あることが理解できました（85%も
の利害関係者が内部監査に価値
を見出す特徴点の上位３点として
回答しています。）。
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客観性が重要視されていることを
理解するために、PwCはインタ
ビュー結果をさらに詳しく調べま
した。その結果、複数の利害関係
者から、彼らは客観性の強化を
求める一方で、客観性が内部監
査深い洞察力を提供する価値あ
るビジネスパートナーとして機能
することの障害とはならず、むしろ
バランスの問題だと思っているこ
とが聴取できました。
Caterpillar社の監査委員会委員
長 William Osborn氏によれば、
同社での内部監査機能は上手く
バランスをとっているそうです。同
氏によると、「彼らは非常にうまく
業務をやっている。内部監査人
は、問題がある時は厳しく指摘を
し、問題解決をすべくあるべき方

回答者のうち、重大なリスクに大
部分につき適切に管理できてい
るとの回答はわずか45%にすぎな
いことから、内部監査の役割拡大
の扉は開いており、内部監査人
は現場へ向かい、実際に実地調
査をおこなう必要があるでしょう。

私たちが聞いた限りでは、利害関
係者は内部監査に対して、かつ
てないほどのスピードで拡大・変
化しているリスクに対応できる能
力を拡充することを望んでいるよ
うです。それに反して、会社規模、
産業、所在地にかかわらず、大
方のCAEsが向こう12カ月の予算

利害関係者は、内部監査部門が客観性を保ちつつ、同時に深い洞
察力を提供する価値あるビジネスパートナーとして機能するができる
と考えています。

利害関係者の高まる期待
への調和

し、問題解決をすべくあるべき方
向へ社員を助けて導いており、会
社にとって有益な結果をもたらし
ている。」と述べています。また、
同氏はバランスに着目しており、
「適度な緊張感が大事であり、境
界線をまたいで両方ができるよう
になる必要があるというのが私の
確信である。」との見解を示して
います。

方のCAEsが向こう12カ月の予算
は、現状維持もしくは縮小見込み
であると答えています。

調査結果、インタビュー、そして
PwCの経験を通じて、伝統的な
内部統制およびコンプライアンス
の分野における提供価値の強化
のみならず今日企業が直面して
いる重大なリスクへの対処等、利
害関係者の高まる期待に応えら
れるよう取り組んでいる先進的な
内部監査機能が多く存在してい
ることがわかりました。そこでは、
適材適所で人材資源を最適化す
ることによって、内部監査は同レ
ベルの人材、もしくはより少ない
人材で、逆により多くの事ができ
ることを示してくれています。

新たなリスク環境と利害関係者の
高まる期待のコンビネーションに
よって求められるより上層の”フロ
ア”にどのようにして登るか、しか
も限られた人材資源でそれをど
のようにして実現できるかが、現
時点で平均階層あるいはそれ以
下の階層にいる企業にとっては
挑戦課題となるでしょう。

45%
回答者のうち、重大なリスクの大部分
が適切に管理できていると答えた割
合
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図表８ : 次の上層フロアへ進む

新たなリスクへの対応

・戦略的に考え、対応する
・資源配分を調整する
・第二防衛線（コンプライアン
ス部門やリスク管理部門）を利
用する

内部監査の有効性の向上のための新たなフロア

新たなリスク 利害関係者の
期待の高まり

より深い洞察の提供

・ビジネスを理解する

・提言やベストプラクティスを
提供する
・専門家を利用する

コミュニケーションの
改善

・継続的な「対話」を通じて信

頼を構築する
・ 報告書を簡潔にし、理解を
容易にする
・さまざまな発見事項を踏まえ
組織横断的な結論を導き出
す

８つの核となる特質

1重大なリスクと問題に

注視する

3人材の最適化

6

4利害関係者との関係

を構築・管理する

7 8

5クライアントサービスを従

事する文化を醸成する

2利害関係者の期待に応え

る価値を提供する

基盤

ちょうど、2、3年前に先進的であ
ると考えられていた内部監査の能
力や実務は、今では内部監査の
パフォーマンスにおける新たなフ
ロアの一部にすぎません。そのフ
ロアは上昇し、内部監査は、高ま
り続ける利害関係者の期待に応
えるためにさらなるパフォーマン
スの向上を要求されています。

PwCは、利害関係者やCAEsとの
ディスカッションやさまざまな内部
監査部門との協働経験をとおし
て、監査範囲や内部監査部門の
規模にかかわらず、効果的な内
部監査を実践するには、8項目の
中核的な基本要素が重要である
ことを一貫して指摘しています。
（図表8を参照）

PwCは、2年前にそれらの基本要
素を「内部監査の効果の最大化」
という白書の中で紹介しました。
また今年の調査レポートをとおし
て、それらの基本要素が重大で
かつ各要素が連携するということ
だけでなく、効果的に内部監査を
運営するために不可欠であること
が理解できました。
言いかえれば、それらは、内部監
査部門が活動するフロアの基礎
となるものです。

内部監査の「フロア」は、常にコン
プライアンスや財務的なリスクに
対する保証を包含してきましたし、
今後も包含し続けるはずです。し
かし、リスクは変化し、期待が高
まっていることから、すべての内
部監査機能は上位階層(フロア)
に進む必要があります。利害関
係者の期待に調和し続けるべく、
より広範囲な重大リスクに対する
保証を提供し、より深い洞察を明
瞭に提供できるようなポジション
(フロア)に。

内部監査を次のフロアに引
き上げる

6費用対効果が高い

サービスを提供する

7技術を効率的に利用する
8 品質の向上と改革を促進

する
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新たなリスクへの対応の挑戦に相
対するための重要な要素は、組
織にとって重大なリスクに対して、
内部監査の活動を調和させること
です。これは、ビジネスについて
の戦略的理解を確立し、組織内
のリスク管理部門との連携し、重
大なリスクを内部監査のすべての
サービスが重大なリスクと直接的
にリンクできていることを検証する
ことから始まります。

ベストなトップダウン、リスクベース
の計画とは、経営者層の最優先
事項についての視点を探ることか
ら始まり、関連するリスクを特定し、
内部監査がいかに効果的に監査
計画の中にそれらのリスクを取り
込めるかを徹底的に分析してフォ
ローしていくものです。

トップダウンでのリスク評価と同時
並行で、監査範囲の特定と優先
順位付けのために会社固有の
データの分析技法が内部監査で
は用いられます。リスクベースの
監査計画の結果は、アプローチ
する上で必要な協力を得るため
に、CEOや取締役会に至るすべ
ての利害関係者との間で議論さ
れます。

PwCは、このプロセスが特定の金

トップダウン、リスクベースの計画は、経営者層の最優先事項につい
ての視点を探ることから始まります。

新たなリスクへの対応

戦略的に考え行動する

内部監査人協会の内部監査の
専門的実施の国際基準（以下、
国際基準）は、上級経営者層や PwCは、このプロセスが特定の金

融機関においては僅かに異なる
ことを認識しています。監査対象
のすべてのビジネスユニットを、
組織の規模に応じて3、4年毎に
内部監査のスコープに入れること
を要請する規制によるものです。

これらの金融機関においてもっと
も革新的といえることは、監査範
囲に関する規制環境の中で監査
にトップ・ダウン・リスクアプローチ
を組み込む方法を開発したことで
あり、それにより、金融機関に対
する規制要件を満たすだけでな
く、もっとも重大なリスクについて、
利害関係者とのより多くの調和を
得ることができるようになりました。

多くの先進的な金融機関は、この
アプローチにより特定のリスク（た
とえば、不正取引、独立取引価
格の検証、担保管理）に焦点をあ
てることで、ボトムアップ型のロー
テーションアプローチを採用して
いる企業に比べてより多くの恩恵
を受けています。

取締役会からのインプットを検討
し、組織の目標に整合するトップ
ダウン、リスクベースの計画を強
調しています。しかしながら、 実
務においては、内部監査におけ
るリスク評価方法、監査計画にお
ける重点分野、そして内部監査
の活動に従事するリソースのレベ
ルや質の面でかなり多様性があ
るものとPwCは理解しています。
PwCの調査によると、監査計画を
作成し、しっかりとトップ・ダウン・リ
スクアプローチを採用してリソー
スを配分しているとの回答は全体
のわずか55%にすぎませんでした。

Aligning Internal Audit 22



新たなリスク環境における水先案
内を可能とするような強固なリスク
評価プロセスにおいては、内部
監査はより戦略的に考え行動す
る必要があります。つまり、第二
防衛線と互いに協調し利用する
べきです。
利害関係者との視点のギャップを
埋め協力関係を築くためには、
一定のコミットメントと献身が必要
ですが、その結果として、組織が
得る便益とリスクの重要度が共に
最大である領域にリソースを適切
に配分する監査計画が立案可能
になります。

リスクモニタリングと、全体的な戦
略的リスク・アセスメント・プロセス
からの保証を効果的におこなうこ
とで、内部監査と各ビジネスライ
ンとの間に強力な協調関係を築く
ことができるのみでなく、年間を通
じて行われる個々の監査業務を
優先付けし、注力することができ
ます。しかし、リスクは不変ではあ
りません。優れた内部監査部門
は、各リスクのベースラインは必
ず変化するものであり、柔軟性を
持って対応しなければならないこ
とを理解しています。
大手保険会社のシニア・バイスプ
レジデントであり、かつCAEsであ

リスクは変化します。内部監査は柔軟であるべきです。

第二防衛線を利用する ここで、最も管理できていないリス
クと認識された“人材と労働力”に
ついて、考えてみてください。こ
れのリスクに対して、内部監査部
門は何をするべきでしょうか？こ
のリスクについて考慮してみると、
経済の不透明性が、人材削減と
期間雇用者の増加をもたらしてい
ることがわかります。
また、グローバルに事業を拡大を
すると、新たな人材マーケットの
要求と合致するよう、人材採用と
雇用のポリシーを適用しなくては
ならなくなります。これらの人材
マーケットはより一層新興市場等
の人材も巻き込んで変化している
ことから、言語の違いや文化的な
ビジネス慣行の違いに対応する
ための人材育成プログラムを採

資源配分を調整する

すべてのリスクが均等に出現する
わけではなく、なかにはたとえば、
“経済の不透明性”、“市場競争
力”、“人材と労働力”のように、監
査上、具体的な対処方針を策定
することがとりわけ困難なリスクも
存在します。しかしながら、これら
のリスクであっても、第二防衛線と
より良く協調することで、リアルタ
イムでリスクを管理するための企
業の執行組織としての計画に関
する洞察を得ることができ、さらに
は、これらのリスクに対して執行
組織によるアクションがとられた場
合に内部監査として踏み込んで
保証を与えるための機会が得ら
れます。

るKai Monahan氏は以下のように
コメントしています。「われわれの
組織では、正しい領域に注力で
きていない時に軌道修正するべ
きか否かの判断を、経営層による
リーダーシップ・チームと内部監
査部門で行っている。」と。

General Motors（以下、GM)にお
いては、年間を通じて常時、監査
計画は修正されます。同社の監
査役兼CROのBrian Thelen氏は
次のようにコメントしています。
「年初に、利害関係者と監査委員
会に対して年次監査計画を提示
する時に私が確約できる事といえ
ば、年度末に再度その計画を振
り返った場合、われわれが一年
間にやり遂げたことが当初の計画
とはまったく異なるものとなってい
るということだけである。そしてそ
れは、われわれのビジネスが常に
変化する性質のものであるがゆえ
である。 」と。

ための人材育成プログラムを採
用しなければなりません。内部監
査部門としては、これらの領域に
近い第二防衛線との調整が可能
ですし、調整すべきです。また、
さらに重要なこととして、経営陣に
よるアクションが発動された場合
には、これらのアクションが計画
に沿って実施されており、それに
伴うリスクが適切に低減されてい
ることを保証することができる状態
にできるよう、内部監査はいつで
も即座に監査計画を立案・適用
する準備をしておくべきです。

内部監査は、ビジネスが直面す
る最も重要なリスクに関係する広
範な利害関係者間での協調を可
能にするERMプロセスのファシリ
テーターとして、重要な役割を果
たすことができます。業界の多く
の大手企業において、このプロセ
スはCAEsによって推進され、経
営陣により組成されたチームの中
で重要な役割を担っています。
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新しい戦略目標が継続的に提示
され、新たなリスクが出現し、既知
の領域のリスクは、想定以下であ
ることが判明するかもしれません。
状況が変化した時には、内部監
査部門は素早くギアを入れかえ、
その時点で必要なことに注力す
ることができなければなりません。
Thelen氏によると、GMの監査委
員会およびそのほかの利害関係
者は、柔軟な計画変更に対して
好意的に対応します。「利害関係
者に、その変更の内容と理由に
ついての情報を適切に提供して
いる限り、私はその変更について、
彼らからの抵抗にあったことは一
度もない。われわれは絶えず変
化する環境にいるため、既知のリ
スクに対して固定観念を抱くこと

もちろん、なかには現在でもチャ
レンジングな課題として残り、内
部監査によって具体的な対応が
要求されるようなリスクもあります。
CAEsとのインタビューで、新たな
フロアに移るためにCAEsが起こ
しているアクションに関する話を
数多く聞きました。彼らはこれらの
リスクをあらためてリスクと認識す
るか、あるいは利害関係者に対し
てより深い洞察を提供することが
できるようにリスクへの対処方法
について再考するといった取り組
みをおこなっています。多くの
CAEsから聞いた四つのリスク領
域は、“大規模プロジェクト”にか
かわるリスク、“合併・買収・ジョイ
ントベンチャー”にかかわるリスク、
“データ機密性とセキュリティ”、さ

存在意義と価値を創出するために、内部監査は組織が直面している
重要で差し迫ったリスクに注力する必要があります。

スクに対して固定観念を抱くこと
は、リソースが適切に投入されて
いないことを意味するということを、
当社の利害関係者は理解してい
る。」

リスクは常に変化するので、内部
監査は重点領域を補正するため、
すべての利害関係者に対して計
画の変更とその理由を常に伝え
ておくことはとても重要なことです。

David Burritt氏は、次のようにコメ
ントしています。「仮に会社が、内
部監査を単なる会計に関連する
業務であると誤って定義した場合、
会社は自分達のビジネスを十分
に理解できず、結果として会社で
起きている問題の根本的な原因
を発見できないままとなる。」
これは利害関係者とCAEsの間で
共有されている意見であり、内部
監査部門が組織の最も重要なリ
スク領域に焦点をあてリソースを
投入して初めて、組織にとって最
大の価値を引き出すことができる
と、彼らは繰り返し言っています。

“データ機密性とセキュリティ”、さ
らには“不正と倫理問題”にかか
わるリスク、この四つに関するリス
クでした。なかでも、“大規模プロ
ジェクトにかかるリスク”と“合併・
買収・ジョイントベンチャー”の二
つのリスク領域は最も管理が困難
なリスクとしてあげられたことは留
意すべきことであり、これらの領域
において方向性を指し示すという
困難なタスクに、CAEsは積極的
に着手しています。ほかの二つの
リスク領域（個人情報保護とデー
タ・セキュリティ、不正と倫理問
題）は、利害関係者が内部監査
が注力すべき最も重要な領域で
あると信じている領域であり、この
領域を回答したCAEsは、利害関
係者との調和ができていることを
示しています。

大規模プロジェクトにかかる
リスク

多くの経営層は、組織が直面して
いる5大リスクのなかに、大規模な
オペレーションの改善とテクノロ
ジーに関するプロジェクトにかか
わるリスクを含めています。
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多くの企業では複数年にわたる
長期のERP導入プロジェクトが進
行中であり、しっかりとしたモニタ
リングと管理ができなければ、ビ
ジネスの継続性や予算超過、そ
のほかのリスクに晒されてしまい
ます。PwCはこれまで、内部監査
機能を積極的にプロジェクトに関
与させ、その結果として、内部監
査人が持っているビジネス・プロ
セスやコントロールに関するスキ
ルを上手く活用できた事例を見て
きました。意思決定のキーとなる
各マイルストーンにおいて計画全
体を評価することは、内部監査人
が利害関係者の求める内部監査
人としての洞察力を発揮できるよ
い機会です。

調査において46%もの利害関係
者が内部監査に対してその領域
での能力増強を望んでいるように、
データ機密性とプライバシーは内
部監査による一層の注力が最も
求められている領域です。しかし、
現実には、リスクの進化速度に組
織は追いつけていません。この領
域はより複雑化しており、また、テ
クノロジーの普及によってより大
規模化しています。さらに、企業
が保管している個人情報の量も
増加していますし、これらの情報
にアクセスする方法もかなりの速
さで洗練されてきています。調査
対象企業においては、内部監査
がこれらのリスクに対して一歩先

データ機密性とセキュリティ Ingram Microの監査委員会の委
員長であるLeslie Heisz氏によれ
ば、実際にERPの導入などの重
大なプロジェクトにおいて内部監
査が深く関与した事により恩恵を
受けたことがあるとコメントしてい
ます。また、このような関与により、
監査委員会はより効果的に機能
できると彼女は信じており、次の
ようにコメントしています。
「内部監査の関与は、重要なプロ
セス上の問題について委員会に
対して注意喚起してくれた。」と。

「この2年で、 Caterpillar社は今ま
でに実施した中でも最大級の買
収を3件実施した。既存市場と新
興市場の両方において当社のプ

がこれらのリスクに対して一歩先
をいくため、ポリシーや監視を強
化したり、あるべき姿とのギャップ
分析や、それに対処できる適切
な専門家の起用を実践していま
した。

合併・買収・ジョイントベン
チャー

M&Aにかかわるリスク（特に新興
市場での）に関して、M&Aの必要
性やオペレーションの統合にか
かわるリスクの正確な評価という
論点が、調査対象者の回答に多
数みられました。
PwCのグローバルCEOサーベイ
によると、米国に基盤のある企業
の39%、グローバル企業の28%が
次年度にクロスボーダーM&Aを
検討していました。
たとえば、戦略評価、デュー・デリ
ジェンス・チームへの初期段階か
らの関与、合併後の統合のサ
ポート、合併効果の実現状況の
評価といったM&Aに関するリスク
事象について、内部監査がより深
く関与できる場面がたくさんありま
す。

不正と倫理問題

不正と倫理問題にかかわるリスク
はCAEsが最も維持・強化が必要
だと考えているリスク領域です。ま
た、この領域は、CAEsが内部監
査の関与が「とても重要である」と
考えているリスク領域でもあります。
現状で適切にコントロールできて
ていると考えてる割合は、利害関
係者の53%、CAEsの35%にすぎず、
企業が全般的な自信度を向上す
るために対応すべき事項がまだ
まだ多いことを示しています。

興市場の両方において当社のプ
レゼンスを高める目的で、かつて
ないほどの資本を投下した。この
買収機会の裏にはリスクがあり、
内部監査は十分に準備する必要
があった。
当社には現在では、買収完了前
の数カ月間で統合関連作業を予
め評価し、「予防保全策」につい
てのアドバイスをするプロセスが
ある。また、通常は買収1年後に
実施する本格的な監査によって
フォローアップを行うことになって
いる。」
－ Caterpillar 社 CAEs

Matt Jones氏

「内部監査が価値を提供する一
つの方法は、新プロセスの運用
初日から効果が実現するように、
構築段階で内部監査人の洞察
力を発揮することである。」
－Nationwide Insurance社 CAEs
Kai Monahan氏
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不正と倫理問題にかかわるリスク
はさまざまな要因で複雑化してい
ます。たとえば、英国贈収賄防止
法や連邦海外汚職行為防止法
に代表される、その地域特有の
贈収賄防止法や、反マネーロン
ダリング(AML)を義務付けている
米国のPatriot法が挙げられます。
レピュテーションの低下、政府関
連事業への入札資格の喪失、こ
れらにかかる弁護士費用、投資
家からの信頼低下など、ルール
を遵守しないことにより深刻な結
果がもたらされることを考慮すると、
内部監査の対象範囲となってい
ることは当然であると言えます。い
くつかの企業においては、CAEs
は内部でこれらのリスクに対処す
る専門家チームを編成していま

利害関係者は、内部監査が最も
優先すべきこととして、リスク管理
と内部統制に関する監査と報告
を挙げています。また、企業が直
面しているリスクの評価やリスク管
理活動の強化に必要とされる洞
察力を提供し得る内部監査の能
力は高く評価されるべきだと述べ
ています。

CAEsは、リスクを軽減するために適切な水準の内部統制が有効に運
用されているかを検証することを期待されています。また、最適な内部
統制を提言するために、独自の専門能力を保持する必要があります。

Microsoft社 CFO Peter Klein氏

より深い洞察の提供

ビジネスを理解する

新たなリスク環境を水先案内する
ためには、ビジネス戦略上のゴー
ルとイニシアティブ、そしてそれを
達成するための戦術を適切に理
解することが内部監査に求められる専門家チームを編成していま

すが、多くの企業ではコンプライ
アンス遵守を保証するために外
部の専門家を利用しています。
調査したある企業から次のような
コメントを得ました。この企業では、
AMLについて、全体的なAMLガ
バナンス体制を整備し、ポリシー
を策定し、また、「クライアントを知
るためのチェック」(例：クライアント
の審査など)に関する手続きを定
めました。また、AMLのモニタリン
グやAMLの研修や認知度向上の
活動をおこないました。これらの
規制の複雑性を踏まえて、この企
業ではこの問題の専門家をかな
りの比重で活用しているとのこと
でした。

一方、KBRのCAEsであるSteve
Shelton氏は、これらのリスクは彼
のチームで最も焦点をあてている
領域だと、次のとおりコメントして
います。「贈収賄防止法のリスク
はわれわれの組織にとって非常
に重要なので、社内で特別チー
ムを編成した。結果、この領域の
リスクを十分に低減することがで
きた。」と。

解することが内部監査に求められ
ています。HCA社の内部監査部
によれば、HCA社では、上級経
営層や取締役会メンバーと一連
の面談を実施して組織のゴール
とイニシアティブに対するリスクを
識別したうえで、監査計画を策定
しているとのことです。

執行側からの信頼を得るために、
内部監査は組織が直面する問題
を強調し、建設的な対話をおこな
い、そして組織が直面する広範な
リスクに関する内部監査の洞察の
意味を理解する必要があります。
ビジネスや戦略の方向性に関す
る確固たる理解を示すことにより、
内部監査がビジネス戦略の取り
組みにかかわる機会が増えること
でしょう。
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加速的に複雑化するリスクに対し
て、内部監査は重大なリスクに対
処するのに必要とされる幅と深度
ある経験および専門知識を維持
することを求められています。そ
のような専門知識は、内部監査に
より提供されるサービス価値を確
実に高めることになるでしょう。そ
して、内部監査による提言や内部
監査活動自体に対する信頼性を
高めることに繋がるでしょう。外部
専門家の利用は、年に一度か二
度の監査サービスのためだけに
人員の終身雇用をおこなうよりも、
より効果的であると言えるでしょう。

「保証業務のプロジェクトの実施
過程で、内部統制に関する改善
と改善案についてのアドバイザ
リー・サービスを提供することは可
能と考えている。」とも述べていま
す。

さらに、最も柔軟で適応力がある
内部監査グループの共通点とし
て、標準化されたテンプレートや
アプローチに関する標準に頼ら
ず、新たなニーズに合わせてア
プローチを開発しサービス提供を
おこなっていることが理解できま
す。Google社では、CAEsのLisa
Lee氏によると、深い洞察の提供
を目指して、監査部員に対して、
彼らの事業戦略に関する知識を
リスクに関連付けさせ、それに

専門家を活用する つまり、利害関係者は内部監査
が提供する保証サービスの一環
として、そのような洞察の提供を
望んでいることがわかります。この
期待に応えるためには、内部監
査の専門家は、明白な質問をす
る場合に要求されるレベルを超え
たより高い意欲とより高いスキル
が必要となるでしょう。

多くのCAEsは利害関係者が内
部監査に求めているスキルを把
握しており、CAEsの52%が向こう
12カ月間でより高い品質のアドバ
イザリーサービスの提供を可能に
するため、さらなるスキル強化を
図ると述べています。
PwCがインタビューした多くの
CAEsは、広範なリスク管理の関 リスクに関連付けさせ、それに

よってテイラーメイドで最良の監
査手法を開発することに挑戦して
います。 同氏は「私たちは効果
的な監査アプローチを構築する
ことができた。私は監査部員のた
めに敢えて標準化されたテンプ
レートや監査プログラム、ガイドを
準備しなかった。それは、私たち
の目標は、達成すべきものは何
か、そして達成するために最も最
適な方法は何かを考えることだか
ら。」と述べています。

CAEsは、広範なリスク管理の関
係者席に内部監査の席を確保す
るには、保証と共に洞察力も提供
することが必要だと考えていること
が分かりました。「経営者と利害
関係者の信頼を勝ち取り、そして、
コアビジネスの一部となるために
は、問題を把握するのみならず、
情報の透明性および客観性を阻
害することなく問題解決を支援し、
ソリューションを導き出すことが大
切になってくるでしょう。」と、
Microsoft社内部監査担当副社
長のMelvin Flowers氏はコメントし
ています。
また、同氏は「ビジネス上の課題
を理解すること、そして、監査計
画の実行以上のサービス価値を
提供することが内部監査に対して
今後求められるであろう。」とも述
べています。

また、監査業務の提供と助言の
提供はそれぞれ排他的な要求事
項ではないとの意見を聞きました。
「我社では、約40%がアドバイザ
リー業務、約60%が保証業務と考
え て い る 。 」 と 、 Nationwide
Insurance社のKai Monahan氏は
述べています。

助言やベストプラクティスを
提供する

国際基準は、内部監査は企業が
直面する戦略、業務、財務、およ
びコンプライアンスにかかわるリス
クを評価する責任を担うと規定し
ています。内部監査は客観的な
視点と内部統制の専門知識を提
供できる集団として、長らく高く評
価されてきました。しかしながら、
リスクがより複雑化しリスクレベル
が増大したことに伴い、PwCの調
査に協力していただいた利害関
係者との会話の結果、内部監査
に対して問題を把握する以上の
ことを求めていることが理解できま
した。利害関係者は、内部監査
に対して複雑な状況や問題を十
分に理解したうえで、実務的な助
言や提言をおこなうことを求めて
います。

52%
CAEsのうち、アドバイザリー業務
提供に注力すべく能力強化を企
画している割合
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監査の重点、活動、見解につい
てのコミュニケーションは、効果的
な内部監査の重要な要素と考え
られています。ビジネス環境が複
雑化するに伴い、重大なリスクへ
の対応はより重要になってきてお
り、そして効果的で効率的なコ
ミュニケーションが重視されてい
ます。

利害関係者とCAEsはリスク評価
プロセスについて話し合い、監査
指摘事項が組織にどのように影
響するかを理解するための下準
備作業に、より多くの時間を費や
しています。インタビューをおこ
なったCAEsと利害関係者は、監
査委員会宛てのメッセージを簡
素化することは、監査指摘事項と
その結果から起こるリスクの関連
性と影響について理解してもらう
ためには大変重要であると述べ
ています。なかには監査委員会
に理解、注力させるのに、ストー
リー形式での解説が好まれること
もあります。
ある監査委員会議長は、「監査委
員会は執行組織を監視すべく遥
か上空に独立して存在する機関

コミュニケーションの改善 サーベイの結果、多くのCAEsも
対面で打ち合わせをすることを好
む傾向にあることが理解できまし
た。ある回答者は、「よりリラックス
した会話を監査委員会とおこなう
ことで、彼らの問題意識、関心事、
そして内部監査が注意すべき点
を共有することが容易に実現でき
る。このような親睦はお互いを理
解し調和するために非常に役立
つ。」と述べています。

リスクは複雑化しており、また監
査の検出事項もより複雑化してき
ています。面と向かってそれらの
問題点を話し合う時間を持つこと
で、話し合うべき監査の検出事項
の核心に焦点をあてることができ、
時間と労力を節約することができ

継続的な「対話」を通じて信
頼を構築する

多くの利害関係者は、面と向かっ
て打ち合わせをおこなうことは内 か上空に独立して存在する機関

であるため、内部監査に対して迅
速に、クリーンかつ明瞭で私たち
が即座に処理できる言葉で報告
するよう求めている」と述べていま
す。

先進的なCAEsは、報告書に関す
る厄介な問題を解決するために、
グラフ、チャート、指標を使って公
式のプレゼンテーションを簡素化
していると述べています。また、書
面での報告を極力合理化して、
対面での議論により多くの時間を
割いているようです。

時間と労力を節約することができ
ます。また、議論をつうじてお互
いの洞察にふれることができるの
です。

て打ち合わせをおこなうことは内
部監査とのコミュニケーションの
手段として最も重要だと述べてい
ます。このような直接的なコミュニ
ケーションによって、キーとなる利
害関係者が、知識や行動力が必
要とされる重大な問題に対して、
迅速に対応することが可能となり、
また疑問点を解消し、そして解釈
の仕方について議論することも可
能となります。
監査委員会への出席は、2番目
に有効なコミュニケーション手段
として挙げられています。

インタビューにおいて、ほぼすべ
ての監査委員会の議長はCAEsと
の面と向かったコミュニケーション
が最も有効だと述べていました。
分析してみると、監査委員会の議
長は、CAEsとの関係として何か
重要な問題が発生した際に気軽
に会話や電話ができるような関係
を築くうえで非公式なプライベー
トな打ち合わせを特に重要視して
います。

報告を簡潔にし、理解を容
易にする

また、利害関係者は内部監査に
対し、リスク管理活動について簡
潔かつ理解しやすい形で保証を
提供して欲しいと述べています。
内部統制の範囲の拡大とリスクの
複雑化に伴い、効果的で効率的
なコミュニケーションの重要性も
増していることがわかります。問題
点に対して効果的なコミュニケー
ションをおこなうために必要なス
キルを利害関係者は監査人に求
めています。詳細な監査報告書
はある利害関係者にとって有益
な情報となる一方、ほかの利害関
係者にとっては簡潔に要約され
たプレゼンテーションや対面での
検出事項についての討議を好む
人もいるでしょう。
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複数の利害関係者は、同種の問
題の関連性や組織にとっての潜
在的リスクを解かり易く表現する
方法として、傾向分析を活用する
ケースが増加していると述べてい
ます。
Caterpillar社のWilliam Osborn
氏は次のようにコメントしています。
「散在している問題点はある特定
の監査領域に散在する場合、一
見重要ではないと認識されること
があります。しかし、企業全体とし
ての視点でこの同じ事象を捉え
た場合に、解決すべき組織上の
問題点が識別されることもありま

トップ・ダウン・アプローチによるリ
スクモニタリングと保証、戦略上
のリスクの評価、重大なリスクに焦
点をあてたリソース投入、深い洞
察力、効果的なコミュニケーショ
ン、これらすべてが内部監査が活
動を求められる新たなフロアにお
いて必要不可欠なものになるで
しょう。
そのフロアこそが今日のビジネス
の世界において内部監査が活動
すべき場所ですが、そのために
内部監査はさまざまな組織的ある
いは文化的な障害を乗り越えな
ければなりません。次の章では、
内部監査が乗り越えなくてはなら
ない最も重要な障害について説
明します。

インタビューを通じて、ほぼすべての監査委員会議長はCAEsとの対面
でのコミュニケーションが最も有効的だと述べていました。

さまざまな発見事項を踏ま
え組織横断的な結論を導
き出す

問題点が識別されることもありま
す。内部監査にこのようなパター
ンを把握する能力があれば、内
部統制が機能不全に陥りリスクに
よって問題が生じる前に、経営陣
にアドバイスできるポジションを獲
得できるし、それによって組織は
諸問題に対処できる。」と。

傾向分析は、組織横断的な問題
点の把握をより一層有効にし、特
にグローバルレベルでの共通リス
クの識別に役立ちます。傾向分
析の情報は一元的に集計・比較
され、そして解析されることで、組
織全体での改善につながる結論
を導き出せるはずです。仮に同
種のリスクが他国もしくはほかの
事業で発見されたとしても、一つ
の解決策でこれらの問題に対処
できるでしょう。
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新たなフロアで上手く運営されて
いる組織でさえ、過去に障害を乗
り越える必要があったと聞きまし
た。利害関係者とCAEsは、最も
難関となった障害は、組織と企業
文化の抵抗、それに続いて有能
な内部監査の人材と専門性の不
足ならびに権限の欠如だと述べ
ています。

たとえ利害関係者からの支持や
権限委譲がなかったとしても、多
くの先進的なCAEsは意思と努力
をもって内部監査運営方法の改
革に乗り出しました。その結果、
組織が抱えている重大なリスクを

企業文化および組織への挑戦は
多枝にわたり、利害関係者が内
部監査を理解し貢献に価値を認
めるような尊敬と信頼に基づく関
係を築く以外に克服する手段は
ありません。
「内部監査の利害関係者との関
係は、お互いの尊敬と信頼に基
づくものである。」と、先進的なテ
クノロジー組織のあるCAEsが述
べています。「単に警察のような
役割の内部監査であれば、組織
内の信頼を勝ち取る必要はありま
せん。一方、もし組織の各機能部
署のマネジメントのリスク管理の
改善を手助けしたいのならば、監

障害を乗り越えて 企業文化や組織の抵抗

組織が抱えている重大なリスクを
効果的に監視し、それに応じた
内部監査の対象範囲と人材モデ
ルを決めることが出来たと述べて
います。これらのCAEsは、あるべ
きデザインと機能の観点から内部
監査組織を組成しています。一
方で、PwCは十分にパフォーマン
スを発揮できていない組織にお
いては、内部監査機能がリソース
や能力不足によって、重点監査
領域を制限する傾向があることで
あることがわかりました。彼らは、
現在の組織規模、予算、能力の
範囲内で努力してます。限られた
リソースにより活動する内部監査
組織は、自ら厳しいタスク設定を
してきましたが、より多くの貢献を
し、障害を乗り越える方策を見つ
け出しました。

改善を手助けしたいのならば、監
査の専門家として積極的に信頼
関係を築き、古い考えから脱却し
なければならないでしょう。」

約42億ドル規模のソフトウェア企
業であるAdobe System社の内部
監査機能にとって、「小さな成果
の積み重ねこそが自信と信頼関
係を築く上で最も重要です。」と、
同社CAEsのEric Allegakoen氏は
述べています。
また、同氏によれば「一つ一つの
小さなプロジェクトでも、価値を提
供しなければなりません。そして、
経営層のリスク評価プロセスの手
助けをすれば、内部監査自身の
イメージを規定遵守の警察官の
イメージから脱却して良い方向に
変えることができるでしょう。」とも
述べています。中核となる能力を
活用し、信頼関係を築き、古いイ
メージを払拭し、そしてより明確な
洞察力を提供することにより、内
部監査はより強い信頼関係を築く
ことが可能になるでしょう。
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回答者のうち57%が、組織と企業
文化による障害を理由に、内部
監査が有効に機能していないと
考えています。このことから、組織
がCAEsの役割に求める価値を理
解することは、とても重要なことだ
と言えるでしょう。PwCの経験から、
内部監査の重要性に対してコミッ
トしている企業では、組織内で尊
敬されている幹部をCAEsとして
選んでいます。
David Burritt氏は、次のとおりコメ
ントしています。「CAEsの役割は
欠かせません。従業員は、上級
経営層の考えを確認するのに内
部監査を所管する人物に着目は

CAEsの役割

CAEsが組織内の“人材と労働
力”のリスクに対する対処法につ
いて苦心する時に、自身が所管
する内部監査の人材プールをど
う補充するかをまず最初に考えま
す。PwCがインタビューした多くの
方が、複雑な問題点に十分に対
応し得る能力がある専門家の需
給バランスを保つことは難しいと
答えています。

新興市場では、必要なスキルは
多様に変化を遂げています。たと
えば、欧米にみられるような不正
や汚職に対する戦略は、異なる
統制とアプローチが求められる新

「約42億ドル規模のソフトウェア企業であるAdobe System社の内部
監査機能にとって、小さな成果の積み重ねこそが信頼関係を築く上
で最も重要になるでしょう。」と、同社CAEsのEric Allegakoen氏は述
べています。 「一つ一つの小さなプロジェクトでも、価値を提供しな
ければなりません。」

人材および専門性の不足

部監査を所管する人物に着目は
している。」と。

もちろん、CAEsが尊敬し得る経
営執行チームの一員であれば、
内部監査の活動は利害関係者
の期待および重要なビジネス・
ゴールとの調和がより一層はから
れるでしょう。サーベイ結果から、
CAEsが積極的に経営執行チー
ムに参加している約80%の企業は
優れたリスク管理をおこなってお
り、財務面でも素晴らしいパ
フォーマンスを発揮していること
が理解できました。回答者のうち
60%が、経営会議にCAEsが積極
的に参加していると回答していま
す。もちろん、CAEsの参加は、一
流のCAEsを第一線に就けるとい
う内部監査の役割についての啓
蒙策でもあります。

統制とアプローチが求められる新
興市場では役に立たないかもし
れません。

何人かの新興市場の経営幹部は、
内部監査は迅速に現地の言語
や文化の違いによって目が行き
届かなくなることがないよう、現地
での専門性を速やかに習得ある
いは開発する必要があると述べ
ています。

一段上層のフロアにステップ・
アップした内部監査機能は、国
際環境下で耐えることができる経
験と知識を身に付け強化する計
画を策定し、実行しています。
もっとも革新的な内部監査機能
は、主に二つのアプローチを採
用しています。スタッフローテー
ションとコソーシング制度です。
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多くの企業はビジネス・スキルを
内部監査で活用するため、そして
組織内の幅広い知識と豊富な経
験を持った従業員を育成するた
めに従業員ローテーション制度を
長年導入してきました。今日、こ
の制度は企業内の才能ある人材
の育成に貢献してきました。従業
員ローテーション制度における最
良の戦略が二つあります：

・正式な従業員ローテーション・
プログラム
従業員ローテーション制度は、企
業による正式なサポートがある場
合に有効的です。PwCの経験か
ら、従業員ローテーション制度を
上手に活かしている組織では、か
なりの割合の従業員がビジネス

マイクロソフトのMelvin Flowers氏
は、外部からのサポートと、組織
内のほかの専門領域の知識を活
用することにより、内部監査を成
功に導くことができると言っていま
す。

企業が監査に必要な人材を得る
ために、正式にローテーションプ
ログラムを採用するか、またゲスト
監査人プログラムを実施するかに
かかわらず、効果的なローテー
ションを運用するには、一貫性が
必要です。

・組織の人材開発戦略の中に内
部監査ローテーションを組み込
むこと（人材供給元、スキルセット、
ローテーション期間、ローテー
ションするスタッフの割合）

スタッフローテーション

人材や専門性の維持・強化について課題を抱える内部監査部門を
私たちは度々目にしてきました。これらの課題は内部監査の機能を
十分に発揮する上での障害となっています。

なりの割合の従業員がビジネス
部署から内部監査での経験を経
てまたビジネス部署に戻っていま
す。業務要件として制度化してい
る一例ですが、ある先進的なグ
ローバル製造企業では、最低三
年間の内部監査ポジションに付く
ことを財務部門での昇進条件とし
ています。

・ゲスト監査人制度
特定の領域に関して供給不足の
状況において、内部監査は組織
内にて短期的なアサインメントとし
て組織内で人材を借用してスキ
ルセットを活用する方策を考え出
しました。これらのゲスト監査人は、
既存の訓練された内部監査員と
協働し、特定の監査領域の知識
を活用します。実際、オンライン
小売業の業界大手企業において
は、正式な「人材貸出プログラム」
が整備されており、特定の監査領
域において専門家に協力をして
もらい、知識の交換をおこなうこと
で、内部監査スタッフの能力の向
上に役立てています。

・ビジネス部署のリーダーによる、
人材開発の観点での、内部監査
業務に携わることの重要性の理
解。

・組織内において内部監査の経
験を経て管理職に昇格している
スタッフの成功体験をよく伝える
こと。

コソーシング

多くの機能部署は、急速に増加
し複雑化するリスクと重要なリスク
領域への対応に注力する内部監
査に組織に対して、専門家を提
供するのに苦心しています。複雑
なシステム導入などの大規模な
プロジェクトにかかるリスク、デー
タ機密性・セキュリティの脅威、各
国での不正・倫理問題およびコン
プライアンス対応などに対して
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効果的な監査をおこなうためには、
関連する問題に対する専門知識
を常に更新し続けることが重要と
なってきます。しかし、このような
タイプの専門家を組織内で育成
するのは、非常に難しいと考えら
れています。
内部監査組織だけで育成できる
専門家の人数はせいぜい年に一
人か二人程度でしょう。
インタビューの中で、利害関係者
とCAEsは、彼らが実際に採用し
ているさまざまなコソーシングモ
デルについて共有しました。監査
範囲決定、方針決定、より複雑な
領域での専門家を利用した監査
の実行、準常駐のメンバー補充
によるグローバル監査のカバレッ
ジの引き上げなどに、外部専門

CaterpillarのCAEs Matt Jones 氏は組織の変革の決定後、
コソーシングによって内部監査グループが劇的に改善したと
コメントしています。

「われわれは適切なスキルセット、適切なプロセス、適切なシ
ステムのすべてを保持できていませんでした。そこで、コソー
シングを利用して劇的にすべてを変革することができまし
た。」

「内部監査の深度や幅を広げるために、時には外部専門家
のスキルを利用する必要があります。」

Intuit 監査リスク委員会 委員長 Dennis Powell氏

ジの引き上げなどに、外部専門
家によるサポートを利用していま
す。

人材や専門知識による妨げで苦
悩している内部監査機能をPwC
は度々見てしてきました。そして、
これらのことが彼らの業務の妨げ
となっていることがわかりました。
これらの問題を解決しなければ、
利害関係者の期待に応えられな
いでしょう。複雑な問題を解決す
るために特定の専門家が必要と
なった時、従業員ローテーション
制度やコソーシングは効果的な
内部監査機能を実現するための
手助けとなるでしょう。

「われわれが必要な専門スキルを持っていない新たな領域を
監査する場合には、外部専門家を利用します。われわれは
特に、その領域の専門家がプロセス・オーナーである場合に
は、最もその領域の専門知識を持つ者を担当させたいと考え
ています。われわれは常に、Googleの文化や思想を理解し、
またそれを習得してくれるようなGoogle専門家を関与させるこ
とにしています。」

Google CAEs Lisa Lee氏

「成功するためには、ある一定レベルの専門知識が必要とな
ります。時には、誰かを新たに雇用する必要があります。既存
の部内人材をサポートしてくれる外部コンサルタントを利用す
ることをためらってはいけません。」

Microsoft VP内部監査担当 Melvin Flowers氏
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内部監査の新たなフロアを
設計する

貴社ビジネスへの提言
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今日のグローバル・ビジネス・コ
ミュニティは、より複雑で不確実な
リスク環境に悩まされています。こ
れらの問題に迅速に対処するに
は、企業は洗練された統合リスク
管理アプローチの導入を検討す
る必要があるでしょう。そして、内
部監査機能もまたより高い期待に
応える必要があるでしょう。

PwCの調査結果とインタビュー結
果によれば、利害関係者と内部
監査は一般的にどのリスクに最も
注意すべきかについては適切に
連携できてますが、リスク管理の
信頼レベルをより引き上げるため
に、常駐のパートナーと言える内
部監査を活用できている企業は
ほとんどありません。

利害関係者とCAEsは両者間で
優先順位を決定し、そして内部
監査のリソースを重大なリスク領
域に対して適切に配置できてい
ることに自信が持てるようになる必
要があります。これをおこなうため
には、直面しているリスクに対処
できるように、組織全体として利
害関係者とCAEsがリスク管理の
防衛線機能として十分な対話をと
おして、お互いに連携できるよう
な企業文化を作る必要があるで
しょう。
内部監査は、これらのリスク管理
の方法や内部監査としての重大
リスクへのリソース投入方法につ
いての知見を組織内で共有する
ことを求められています。こういっ
た新たな取り組みをおこなう際に

「フロアは上昇しており、内部監査機能もまたより高い期待に応える
必要があります。」

PwC米国 リスク・アシュアランス・イノベーションのリーダー
Brian Brown

ほとんどありません。
リスク環境が急速に変化するに伴
い、利害関係者の期待も同時に
変化しています。内部監査は内
部監査機能の重要かつ基礎的な
役割として、伝統的な保証業務
の提供だけではなく、広範におよ
ぶリスクや内部統制についての
内部監査としての洞察や提言を
提供することを期待されています。

た新たな取り組みをおこなう際に
多くみられますが、複雑なリスク
環境を評価するのに必要な有能
な人材を確保するには、内部監
査は組織と企業文化の壁を乗り
越える必要があります。

従来は、その時々に迫りくるリスク
に対して、毎年都度対応していく
ことで十分な監査が実行できまし
た。しかしながら、今日の突発的
に発生するリスクについて、利害
関係者はより深い洞察や明瞭な
コミュニケーションを求めており、
内部監査はそれに応えるために
次のより上層のフロアへと進む必
要があります。
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新たなフロアに進むためには、
CAEsや利害関係者はそれぞれ
に周到に準備したアクションをと
る必要があります。内部監査の機
能として期待されてることは以下
のとおりです。

・包括的なトップダウンによるリス
ク評価をつうじて、組織にとって
最も重大なリスクに対して監査範
囲と資源配分を調和させる。

・変化に対応して、内部監査がタ
イムリーに対応できるように、利害
関係者と継続的にしっかりと対話
をおこなう。

・変貌するリスク環境を水先案内
できるよう、組織内のほかのリスク

・組織と企業文化の障害を乗り越
えるために、CAEsの役割の重要
度について、あるいは内部監査
がデザインしたとおりに活動でき
るよう利害関係者のスポンサー
シップを確保する。

・一つ一つの監査においてビジ
ネス全体が有効に働くようにする
という信念を持って、継続的な対
話に注力することで、利害関係者
からの尊敬を獲得し、組織内で
確固たるポジションを獲得する。

・有能な人材が不足したとしても、
監査の品質を落とすようなことなく、
むしろ、組織全体の能力を活用
し、あるいは新しい人材を確保す
ることに取り組むことによって、内できるよう、組織内のほかのリスク

管理機能やコンプライアンス機能
との連携をおこなう。

・組織の第二防衛線が十分に機
能していない場合には、それを強
固にするために、内部監査の専
門知識を組織のために提供する。

・検出事項の報告にとどまらず、
利害関係者へビジネスパフォー
マンスを向上させるためにリスク
やコントロールについての提言を
おこなう。

・利害関係者に対して複雑な問
題を簡潔明瞭で理解しやすいか
たちで、かつ継続的なテーマとよ
り根深い組織横断的な問題を要
約して伝えること。

ることに取り組むことによって、内
部監査は発生したリスクに迅速に
対処する。現在発生しているリス
クに向かうべきであって、前年、
前月あるいは前週に発生したリス
クに向かってはいけない。

ほかの企業と比べ、先進的な企
業はリスクを予期して自らをサバ
イバル可能なポジションに置き、
むしろリスクの中からチャンスを
狙っています。リスク環境が変貌
していく中、内部監査機能も同様
に自らが活動するフロアを変革あ
るいは強化していくことにより、利
害関係者にパートナーとしての存
在意義をより一層認識してもらう
必要があります。
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新たなリスクへの対応 より深い洞察力を提供 コミュニケーションの改善

質問

監査計画は組織が直面している重大
なリスクに適切に調和していますか。

リスクへの対応の観点でビジネスを改
善することを支援する提言を内部監
査は提供していますか。

内部監査は利害関係者と効果的に
コミュニケーションをとれていますか。

内部監査は 新たなフロアに到達するために何をすべきか

今日のCAEsは、複雑なリスク環
境、利害関係者からのより高い期
待、限られた人材資源といった課
題に直面しています。

中にはコントロールの問題に起因
した危機や規制の強化といった
触媒を待っているCAEsも存在す
れば、一方で、より上位のフロア
に進むべくチャレンジするCAEs
もいます。

利害関係者とCAEsが、自らが次
なるより高いフロアで活動できて
いるかどうかを評価する上で役に
立つ主な質問を、下記にまとめま
した。

図表9:より高いフロアへの挑戦

内部監査は 新たなフロアに到達するために何をすべきか

• 戦略的に考え、対応する
内部監査はその組織の戦略や、イ
ニシアチブやそれに関するリスクを
理解している。つまり監査業務は利
害関係者の期待に調和し、トップダ
ウンのリスク評価に基づいている。

• 第二の防衛線を利用する
全体的なリスク管理活動に対し深
い洞察を提供し、リスクに対して適
切に注力した監査を実施することに
より、内部監査は企業のリスク管理
への取り組みに対して貢献し、協働
する。

• 資源配分を調整する
内部監査は既存のタレントや専門
性で対応可能なリスクに注力する
だけではなく、重大なリスク領域に
対してサービスを提供できている。
常に変貌するリスク環境との調和が
保てている。

• ビジネスを理解する
多くの重要なビジネスにおいて内
部監査が関与することが求められ
ていることから、内部監査がビジネ
スを理解する必要性は明確である。

• 専門家を利用する
効果的に提言を提供するため、専
門知識の幅や深度が足りない分野
での業務をサポートする必要上、内
部監査は、内部と外部の専門家を
活用すべきである。

• 助言やベスト・プラクティスを提供す
る
内部監査はその活動をつうじて、深
い洞察を提供し、また能動的に将
来に向けたプロセスのデザインを助
言する。

• 継続的な「対話」を通じて、信頼を
構築する
監査委員会を含む利害関係者との
対面でのコミュニケーションには
もっとも注意を払わなければならな
い。それらのミーティングの中では、
重大なリスクへの対応についての
追加的な見解が提供される。

• 報告を簡潔にし、理解を容易にす
る
内部監査のレポートは、潜在的なビ
ジネス・リスクとの脈絡を示す簡潔
なメッセージを含んでいる。

• さまざまな発見事項を踏まえ組織
横断的な結論を導き出す
ビジネス上の課題に対処すべく、
内部監査は組織横断的な共通の
課題テーマや傾向を識別する。
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企業名 国/地域

Canadian Pacific Railway Ltd. カナダ

Caterpillar Inc. 米国

Cenovus Energy, Inc カナダ

Dubai World 中東

Eli Lilly and Co. 米国

Ford Motor Co. 米国

Google, Inc 米国

Hong Kong Monetary Authority 香港/中国

Hutchison Whampoa Limited 香港/中国

Indus Towers Limited インド

JHON SWIRE and SONG LTD 香港/中国

KBR, Inc. 米国

Lonmin Plc 南アフリカ

Maruti Suzuki India Ltd. インド

Metro AG ドイツ

Microsoft Corp. 米国

Mindray Medical International Ltd. 香港/中国

この調査報告は、2011年11月および12月に実施
されたオンライン・サーベイの結果をもとに作成さ
れました。サーベイ参加者のうち約57%がCAEs、
それ以外は監査委員会議長、監査委員会メン
バー、CEO、CFO、CRO、CRO、CCO、相談役で
構成されています。この調査はさまざまな業種を
対象にしており、全体のサンプル数に対して各業
種の占める割合を15%以下にしています。サーベ
イ参加者の半数以上は米国国内企業の本部であ
り、他は米国以外の63ヶ国の企業を対象としてい
ます。
サーベイ参加者のうち約75%は最低10億ドルの売
上高の企業に属しており、そのうちの18%は最低
200億ドルの売上高の企業に属しています。また、
PwC 2012 Global CEO Surveyの結果も活用して
います。

統計的傾向の理解および定量的な視点を得るた
めに、徹底したケーススタディインタビューを約100
人の幹部(CAEs、上級経営層、監査委員会議長、
取締役会メンバー、内部監査のほかの利害関係
者)に対して行いました。さらに私たちの定量的な
視点をより発展させるために、PwCがさまざまな業
種や財務規模の数々のクライアントに対して提供
してきた内部監査サービスの経験を活用しました。

インタビューに対応していただいた上級管理層が

調査アプローチ

企業名 国/地域

Abu Dhabi National Energy Co.
PJSC

中東

Adobe 米国

Aircel Limited インド

Al Dorra Petroleum Service 中東

Australian Postal Corporation オーストラリア

Amazon.com 米国

Barrick Gold Corp. カナダ

Bharti Airtel Ltd. インド

BlueScope Steel Ltd. オーストラリア

Brookfield Office Properties, Inc. カナダ

Canadian National Railway Co. カナダ

Mindray Medical International Ltd. 香港/中国

Murray & Roberts Cementation
(Pty) Ltd

南アフリカ

Nationwide Mutual Insurance
Company

米国

Qatar Telecom QSC 中東

Royal Bank of Canada カナダ

Sherritt International Corp. カナダ

Sterlite Technologies Ltd. インド

Suncor Energy, Inc. カナダ

Swiss Re スイス

Tailsman Energy, Inc. カナダ

Tata Steel Ltd. インド

Technova Imaging Systems Private
Limited

インド

Telkom SA Ltd. 南アフリカ

The Wave Muscat S.A.O.C 中東

The Wharf (Holdings) Ltd. 香港/中国

Zhuhai Zhongfu Enterprise Co., Ltd. 香港/中国

インタビューに対応していただいた上級管理層が
所属する組織は、下記のとおりです。
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監査委員会議長および役員メンバーの意見は、今回の調査
において大変貴重であり、彼らの貢献に対してこの場をお借
りし感謝いたします。

David B. Burritt
Chairman of Audit Committee,
Lockheed Martin Corporation
Chairman of Audit and Risk Management
Committee, Aperam SA

Richard A. Goodman
Chairman of Audit Committee, Johnson Controls, Inc.
Chairman of Audit Committee, Toys“R”Us Inc.
Member of Audit Committee, Western Union Co.

Leslie Stone Heisz
Member of Board of Directors, HCC Insurance
Holdings Inc.
Member of Board of Directors, Ingram Micro Inc.

Michael J. Joyce
Chairman of Audit and Compensation

謝辞

Chairman of Audit and Compensation
Committees, Brandywine Realty Trust

Denis J. O’Leary Jr.
Member of Audit Committee and Nominating and
Corporate Governance Committee, Fiserv, Inc.

Dennis Powell
Chairman of Audit Risk Committee, Intuit

William A. Osborn
Chairman of Audit Committee, Caterpillar Inc.

Karen Rohn Osar
Chairman of Audit Committee, Innophos Holdings, Inc.
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お問い合わせ先

出口 眞也 パートナー
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部 内部監査サービス責任者
shinya.deguchi@jp.pwc.com

頼廣 圭祐 金融調査室主任研究員

あらた監査法人 金融機関向け内部監査サービス窓口
keisuke.yorihiro@jp.pwc.com

久禮 由敬 ディレクター

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
yoshiyuki.kure@jp.pwc.com

高谷 健太郎 シニアマネージャー

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
kentaro.takaya@jp.pwc.com

Humphreys Patrick シニアマネージャー

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
patrick.humphreys@jp.pwc.com

和泉 義夫 シニアマネージャー

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
yoshio.izumi@jp.pwc.com

近藤 仁 シニアマネージャー

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
hitoshi.kondo@jp.pwc.com

Shaun Willcocks シニアマネージャー
あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
willcocks.s.shaun@jp.pwc.com

足立 卓也 シニアアソシエイト

あらた監査法人 リスク・アシュアランス部
takuya.t.adachi@jp.pwc.com
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