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1	 http://www.alisonlevine.com/Leadership/

「組織の一員である誰もが、ミッショ
ンの達成を支援することに責任があ
る。しかしさらに、一人一人の従業員／
チームメイト／人間として、どちらの
側の人間であってもその相手のことを
気遣い、正しい方向に進むよう支援し
ていく責任も同様にあるのだ、と理解
することが必要である1」
—アリソン・レヴィン（lison	Levine）
　冒険家／探検家／登山家／米国女性
初のエベレスト探検チームのキャプ	
テン

　極限の状況にある探検家がリスクと
不確実性に対して継続的な対処が必要
であるのと同様に、企業は市場の安定
性や複雑性、政策および規制上の変更
は絶えず生じ得るものとして受けとめ
ている。しかし、より重要なリスクへ
の対応の観点では、多くの内部監査部
門は遅れをとっており、内部監査戦略
の決定および投資価値の実現にあたっ
て大きな課題に直面している。

　監査委員会とマネジメントは、内部
監査に対して十分な要求を行っている
だろうか？現状に満足しているだろう
か？あるいは、組織が直面するリスク
の数と種類が急速に増大する中、内部
監査に対し、新たな水準に達し、より
価値のある役割を果たすよう促すべき
だろうか？そして、内部監査がより高
い水準に達することを要求するとした
ら、内部監査部門はその方向へ進んで
いくにあたって適切な能力を備えてい
るだろうか？

　9回目となるPwCの内部監査全世界
実態調査に回答した1,700名のマネジ
メント／役員による圧倒的多数の意見
は、内部監査が新たな高い水準に達す
る必要があり、より有意義な方法で組
織に貢献する必要がある、というもの
である。今回の調査結果によると、内
部監査はその注力ポイントにおいて進
化を続け、パフォーマンスを大きく改
善する必要がある。そうでなければ、
ほかのリスク関連部門が組織のリスク
管理にとってより重要な貢献を行うよ
うになっている状況下では、その立ち
位置を失うリスクがある。

　リスクが増大しつつある今日、調査
結果からは三つの重要な論点が浮かび
上がってきた。それは多くの内部監査
部門にとって、より高い価値を提供す
る能力に関係するものである。

	• マネジメントと役員会メンバーは内
部監査の価値とパフォーマンスに関
して認識が一致しておらず、役員会
メンバーは妥協を余儀なくされてい
るように見受けられる。
　　マネジメントに比べはるかに高い
比率の役員会メンバーが、内部監査
は重要な価値提供に貢献できると考
えている-	その差は35％に及ぶ。役
員会メンバーは、内部監査の貢献価
値を高く評価している一方で、品質
向上推進といった監査のコア項目に
おける当該部門のパフォーマンスに
低い評価を下している。つまり、彼ら
は内部監査部門に対しての期待値を
比較的低く設定しているのである。	

	• 内部監査の基盤となる能力は、今日
の業務レベルに対して決して十分に
強力とはいえず、より大きな価値の
創造を補強するには十分であるとも
いえない。
　　企業が、日々変化するリスク見通
しに対処すべくパフォーマンスの水
準を高める際、規制当局および利害
関係者から寄せられる期待が高まる
中にあっても、企業は内部監査の水
準をそれに見合って高めてはいな
い。今回の調査によると、八つのコア
項目への対処を進めるのに内部監査
部門は苦労しており（9ページ・図4
参照）、適切な価値レベルを組織に提
供する能力に限界があるという結果
が出ている。

	• 内部監査は、その貢献のインパクト
を最大化することに引き続き傾注し
ている。とりわけ、より伝統的な注力
領域以外の領域に傾注している。
　　利害関係者にとっては、大規模な
計画の評価、新商品の導入、投資案件
管理、M&Aといった新規リスク領域
への内部監査部門の貢献に対する満
足度が最も低くなっている。内部監
査は過去12カ月において、これらの
領域の多くへ注力を高めているもの
の、常にその期待に応えられている
わけではないようである。
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内部監査の

価値最大化

方向性の一致

能
  
力

貢
  献

図1: 内部監査が直面する課題の循環性 　利害関係者間の要求の方向性不一
致、基盤となる監査能力の不足および
最善とはいえない水準での内部監査の
貢献はそれぞれ密接に関連している。
それぞれがほかに影響を与え、ほかよ
り影響を受ける（図1）。一体としてみ
た場合、これらの課題によって、内部監
査が不満足な活動サイクルを打破し、
能力を増大させ、組織にとって最も重
大なリスク領域において真の価値を提
供する積極的な行程へ出発する必要性
を確認することができる。プランを準
備し、新たな水準を目指すことをしな
ければ、内部監査は、組織全体のリスク
管理基盤において重要な役割を果たす
能力を持たない無用な部門に成り下が
るリスクを冒すことになるのである。

改善へ向けて準備する
　今回の調査結果によると、高いパ
フォーマンスをあげている内部監査
部門は、新たな水準を設けて活動して
おり、利害関係者から高い存在意義を
認識されている。このような監査部門
は、コア項目において非常に強力なパ
フォーマンスをあげており、他社の同
部門と比べて取り組み姿勢に違いがみ
られる—注目に値するその違いとは、
内部監査部門が存在意義を保ち、企業
において価値があると評価されるよう
な水準のパフォーマンスを達成するた
めに不可欠な要素である。とりわけ、高
いパフォーマンスをあげている内部監
査部門は、以下の四つの領域において
傑出している。それは：

	• 基盤となる能力が極めて強力である
ことを示すこと
　　これにより、内部監査のパフォー
マンスに関するコア項目において、

Reaching greater heights
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今回の調査結果によると、高
いパフォーマンスを発揮して
いる内部監査部門は、他社の
同部門と比較して明らかに違
う特性および対応方法を示し
ている。

ほかをはるかに上回るパフォーマン
スをあげられることを裏づける。強
力な能力により、バリューチェーン
をさらに向上させるためのしっかり
した基盤を持つことができるので	
ある。

	• 組織のガバナンス、リスクおよびコ
ンプライアンスに関する活動と足並
みを揃えること
　　これにより、リスクが防衛ライン
上のあらゆる場所で適切に対処され
る確率を高め、リスク管理の適切性
に関する高い満足をもたらす。

	• 新規リスクを監査の領域により効果
的に編入すること
　　これにより、内部監査で問題をよ
り早く発見し、付加価値を早く創出
し、全域にわたって付加価値を創出
し続けられるようになる。

	• サービスを提供する相手方と組むこと
　　主体的な助言や洞察を提供し、組
織的イニシアティブにおいて積極的
にマネジメントとかかわる。

　本質的に、高いパフォーマンスをあ
げる内部監査部門は高い能力を持ち、
それがアシュアランスプロバイダーと
しての土台となって、より多くの価値
を提供でき、信頼できるアドバイザー
の役割へと移行する強固な基盤となっ
ている。

　監査委員会メンバーおよびマネジメ
ントは、内部監査に対して何を要求す
るのか、真剣に考える必要がある。一
方、内部監査部門長（CAEs）は、こうし
た要求に応えるための適切な内部監査

戦略を策定する必要がある。内部監査
部門がより拡大された役割を担うこと
を期待する組織においては、その内部
監査部門が成功するために必要とされ
る適切な能力およびアプローチを備え
ているという自信を持つ必要がある。
一方で、内部監査に対してより伝統的
な期待に留まっているような組織に
おいては、その期待内容が、ビジネス
ニーズに基づく意図された意思決定な
のか、それとも単なる過去の延長ある
いはほかの選択肢がないことからな
のか、といったことを再考すべきであ
る。後者の場合においてさえ、内部監査
部門は、単なる監査所見の報告を超え
て付加価値を生み出さなくてはなら	
ない。

　競合することの多い複数の期待、つ
まり自らの能力の範囲で企業のリスク
ファイルの監査を行うことと、一方で
増大し変化するリスク環境に歩調を合
わせて必要な能力を構築することの両
者に内部監査部門が対応しようとする
連鎖を断つことができるよう、全ての
関係者が内部監査部門をある程度支援
する必要がある。監査委員会メンバー
は、より多くの質問を行い、内部監査が
提供する価値に関する満足度の尺度を
見直す必要がある。マネジメントは、よ
り多くのことを期待する必要がある。
そして、CAEsはステップアップしてよ
り多くを提供しなければならない。そ
れが実現する場合にのみ、内部監査は
より高い水準へ到達し、組織がより効
果的なリスク管理を行えるよう支援す
ることができるのである。

2013年　内部監査全世界実施調査
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内部監査が重要な価値を提供する、と評価している回答者の比率。

79%

44%

マネジメント 役員会メンバー

図2: 利害関係者は内部監査の価値に関して異なった見解を持っている

ご自身による、内部監査部門のリソースと活動資金投資に対して、内部監査部門から得られる価値を評価

　組織における一般的な課題に対する
取り組みを支援し、内部監査への拡大
する要求動向を把握するため、PwCは
連続9年間にわたって内部監査の実態
に関する包括的な調査を行っている。
組織のリスク管理能力に対するより有
意義な貢献という、内部監査部門への
増大するニーズを認識し、	役員会メン
バーおよびマネジメントについても、
2013年度の調査で再び調査対象に含
めることが重要と考えた。

　18業種・60カ国から約1,100名の	
CAEsおよび630名以上の利害関係者
（CEOs、監査委員会議長、そのほか役員
会メンバー、上級財務マネジャー、上級
リスクマネジャー）にPwCの2013年
内部監査全世界実態調査へご参加いた
だいた。今日の重要なリスク、その重要
なリスクへ対処する際に内部監査部門
へ期待する役割、そして企業における
内部監査部門のパフォーマンスに関
して、これらの皆様方より見解をご提
供いただいた。これまでの調査内容に
加えて、今回は、組織にとって最も重
要な価値に貢献するような内部監査部
門に関する特定の特性および対応方法
を指摘した。このデータからは、こうし
た組織が、内部監査のパフォーマンス
と貢献度を向上させるためにどのよう
な具体的行動を取っているのか、本質
的な洞察を得ることができた。利害関
係者の期待や内部監査部門の対応に関
するより深い洞察を得るために、PwC
チームでは、北米・欧州・豪州およびア
ジアの140名以上の利害関係者およ
びCAEsに対して1対1の個別インタ

ビューも実施した（「参考資料：調査に
関する統計データ」参照）。

　内部監査における新たな高い水準を
志向する組織は、データを研究し、道筋
を描き、そして前もって準備を行って
から行動する必要がある。当セクショ
ンでは、内部監査部門がパフォーマン
スを最大化する能力に影響を及ぼす
三つの重要なポイントの検証から、そ
のプロセスを開始することにする。ま
ず最初に、二つの利害関係者間	–	マネ
ジメント（CEOs、CFOs、上級財務マネ
ジャー、上級リスクマネジャーを含む）
および役員会メンバー（主に監査委員
会議長および委員会メンバー）-	の、内
部監査の価値およびパフォーマンスに
関する認識の方向性不一致について議
論する。次に、内部監査部門が、新たな
水準を目指して進んでいくにあたって
の能力上の強みについて検証する。最
後に、内部監査が、企業のために重要か
つ新たなリスクを管理するための貢献
内容について探る。

利害関係者の方向性不一致
　内部監査部門の状況を包括的に概観
した今回の調査結果では、利害関係者
はその立場によって、内部監査および
リスク管理能力に対して大きく異なる
意見を持っている。この方向性不一致
は、内部監査の価値、パフォーマンス、
内部監査の守備範囲における最も重大
なリスクに対する認識の面で顕著で	
ある。

内部監査の価値とパフォーマンス
　マネジメントと役員会メンバーは、
内部監査の価値およびパフォーマンス
に対して異なる認識を持っている。図
2に示されているように、PwCの調査
によると、マネジメントに比べはるか
に高い比率の役員会メンバーが、内部
監査は重要な価値提供に貢献できると
考えている-	その差は35％に及ぶ。

　利害関係者およびCAEsとのディ
スカッションおよび、さまざまな内部
監査部門とともに業務を行ってきた
PwCの長年の経験とも一貫性のある
かたちで、対象範囲や規模にかかわら
ず、内部監査が価値を提供するうえで
適切な基盤をつくるのに重要な八つの
コア項目がわかってきた（図3参照）。
3年前にPwCが紹介したこれら8項目
は、新たな基盤であり、内部監査部門は

今回の調査では、当レポートに示されている以上の重要な情報
が発見されている。補足データおよびセクター別展望について
は、以下のサイトをご覧いただきたい。
www.pwc.com/us/2013internalauditstudy

2013年　内部監査全世界実施調査
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品質の改善および革新を促進している

マネジメント

内部監査部門のパフォーマンスを「非常に良い」「大変良い」と評価している回答者の比率。

内部監査部門のパフォーマンスが効果的であると評価しているのは、役員会メンバー平均56％、マネジメント平均37％。

役員会メンバー

次の各項目について、内部監査部門のパフォーマンスの評価をお選びください。

テクノロジー（自動化、データ利用、高度な分析など）を活用できている

費用対効果の高いサービスを提供している

クライアントサービス志向のチームを作って、内部監査サービスを提供している

利害関係者と業務で協力関係を築き、それを維持している

監査に必要とされる適切なレベルの人材を獲得、教育、調達している

期待値にあわせて監査範囲および監査計画を調整している

重要度の高いリスクと課題を集中的に扱っている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図3: 内部監査部門のパフォーマンスについて、利害関係者の見解は割れている

Reaching greater heights

その基盤上に構築される必要がある。
今回の調査結果によると、これらの項
目は引き続き基盤の中核となっている
ばかりでなく、これらの項目に対する
強力なパフォーマンスが実際のとこ
ろ、利害関係者が内部監査からより大
きな価値を得ることにつながっている
と判明した。

　全8項目について平均値をみると、
役員会メンバーの56％と、マネジメン
トの37％は、内部監査部門のパフォー
マンスが効果的であると評価してい
る。この数字から読み取れることは、内
部監査部門のパフォーマンスは決して
抜群とは言えず、組織内での立場や意
義の改善を進めていく必要があるとい
うことである。

　同様に重要な洞察が、価値とパ
フォーマンスの相関性に存在してい
る。内部監査が重要な価値をもたらし
ている、あるいは内部監査部門にとっ
て不可欠な基盤である八つのコア項目
のいずれかについてパフォーマンスが
良い、と評価したマネジメントは50％
未満となっている。これらのマネジメ
ントの見解は決して肯定的とは言えな
いが、少なくとも認識されている価値
とパフォーマンスとの間には関係性

がある。こうした状況は、役員会メン
バーにはみられない。彼らは内部監査
部門の価値貢献度を高く評価しながら
も、一方でコア項目の能力に関するパ
フォーマンスを低く評価している。そ
こから読み取れることは、役員会メン
バーはごく平均的なパフォーマンスで
満足していると思われることである。
ただし、もしこの不一致が続くとした
ら、組織に対しての内部監査の価値は、
役員会の目からすると非常に小さいも
のとなってしまうだろう。

　内部監査部門の日常活動に接するこ
との多いマネジメントは、現状よりさ
らに多くの貢献を求めていることは明
らかである。興味深いことに、ほとんど
の項目に共通して、自らのパフォーマ
ンスに関するCAEsの回答は、マネジ
メントと役員会メンバーの中間程度の
評価となっており、部門の基盤には欠
陥があるということを認めている。内
部監査部門のパフォーマンスが効果
的であると評価しているのは、平均し
て、CAEsのうち48％である。当レポー
トの後半で議論するが、高い期待度を
持っている利害関係者の一部は、内部
監査から価値を得ており、内部監査部
門はしっかりした基盤をもっていると
評価している。

最も重大なリスクを管理する
　調査結果によると、重大なリスクの
管理に関する利害関係者の認識を揃え
るのに、組織においてかなりの労力を
割いているようである。総合的に見れ
ば、マネジメントに比べて、役員会メン
バーは、調査項目として取り上げたリ
スクについて、組織にとってより重大
になりつつあり、脅威のレベルが増大
しつつあると考えている（「参考資料：
重大なリスク」参照）。また、役員会メ
ンバーは組織のリスク管理の有効性に
ついては、マネジメントやCAEsよりも
好意的に評価している。

　リスクの重大性やリスク管理に関す
る見解の大きな相違は、リスクの評価、
モニタリングおよび管理の方法に関す
る不一致の兆候を示すものである。方
向性の不一致によって、あるリスクが
過小に、あるいは誤って注目される潜
在的な危険性や、あるリスクが過度に
注目される非効率的な状況が発生す
る。また、内部監査に混乱を引き起こ
し、組織にとって最も重大なリスクへ
の対処が適切に行われない可能性が高
まることにもなる。
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品質の改善および革新を促進している

内部監査部門のパフォーマンスを「非常に良い」「大変良い」と評価している利害関係者の比率。

テクノロジーを活用できている

費用対効果の高いサービスを提供している

クライアントサービス志向のチームを作って、内部監査サービスを提供している

利害関係者と業務で協力関係を築き、それを維持している

監査に必要とされる適切なレベルの人材を獲得、教育、調達している

期待値にあわせて監査範囲および監査計画を調整している

重要度の高いリスクと課題を集中的に扱っている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

次の各項目について、内部監査部門のパフォーマンスの評価をお選びください。

図4: 三つのコア領域における内部監査部門のパフォーマンスについては特に評価が低い

「役員会はマネジメントとは
異なる目的をもっており、また
そうあるべきである。それに対
してCAEができることは何だ
ろうか？両者との良好な関係
を構築し、彼らが期待する内
容について正確に理解するこ
とである。全ての目的を理解
する必要がある。自信にあふ
れ、勇敢なCAEは関係構築
に時間を使い、役員会とマネ
ジメント双方の目的に長期的
に適合するよう交渉を進めて
いくことができる」
—ポール・ソベル
（Paul	Sobel）
CAE,	Georgia-Pacific

2013年　内部監査全世界実施調査

　価値およびパフォーマンスに関する
利害関係者の方向性の不一致と、増大
するリスク見通しの両方を考慮し、今
回の調査結果から伝えられる主要な
メッセージは、企業のマネジメント、
役員会、内部監査部門は、内部監査が
もたらす価値、注力すべき領域、組織の
リスクプロファイルのモニタリング支
援に対する具体的な貢献内容に関して
率直な会話をすべきである、というこ
とである。	価値をどのように定義し、
利害関係者が期待する価値の内容が何
であるのかを明確に設定し合意するこ
とが、効果的な内部監査部門と、より効
果的な全社的リスク管理のアプローチ
の基盤を築くために不可欠なもので	
ある。

内部監査部門の能力
　役員会とマネジメントの間での方向
性の不一致は別として、内部監査の基
盤には点検すべき隙間や亀裂が存在
し、内部監査が真の価値をもたらすた
めにはそうした点を修正する必要があ
るということについては、利害関係者
は一致している。八つのコア項目は、よ
り広い範囲の重大なリスクに対して内
部監査がアシュアランスを提供し、よ

り深い洞察に関して明確なコミュニ
ケーションを行う際の向上する基盤で
あると考えている。新たな基盤に加え
て、向上には計画的なアクションが必
要となるが、今回の調査結果によると、
大半の内部監査部門は、コアとなる能
力を強化するのに、十分な機会が存在
することがわかった。図4に示された
とおり、八つのコア項目のいずれかに
ついて内部監査部門のパフォーマンス
が良い／非常に良いと評価した回答者
は、60％を下回っている。

　とりわけ、	3項目の内部監査パフォー	
マンスに関しては、非常に大きな改善
の機会がみられる。それは、内部監査が
重要な価値をもたらしていると回答し
た組織であっても同様である（図4）:

	• 品質の改善および革新を促進して	
いる
	• テクノロジー（自動化、データ利用、
高度な分析など）を活用できている
	• 組織のリスクプロファイルに合致す
る適切な人材を獲得、教育、調達して
いる



10

図5: 内部監査におけるデータ分析の活用に関してのCAEの見解

「監査における全ての所見は、
業務へのインパクトを明瞭に
洞察したものであることが重
要である。その難しさは、リー
ダーシップの観点からは、経
験が浅いメンバーのビジネス
慧眼力をどうやって伸ばすか
という点にある」
—キース・タンドウスキー
（Keith	Tandowsky）
Vice	President	Internal			
Audit,	Clorox

品質の改善とイノベーションの促進
　調査データによると、内部監査部門
が品質の改善および革新を促進してい
ると考えているCAEsの比率は、役員
会メンバーおよびマネジメントに比
べて高くなっている。45％のCAEsに
対して、わずか28％のマネジメント、
42％の役員会メンバーが、この領域に
おける内部監査部門のパフォーマンス
は良いと評価している（図3参照）。こ
のデータで注目すべきは、その結果の
逆側である。55％のCAEs、58％の監査
委員会メンバー、72％のマネジメント
は、内部監査部門が品質の改善および
革新を促進しているとは考えていな
い。この結果は役員会の内部監査への
期待に対する疑問をより如実に表現し
ている。半数以上が、内部監査が品質改
善の促進といった基礎的な項目におい
て良いパフォーマンスをあげていな
いと回答する状況の中、どうしたら、
80％近くの役員会メンバーが、内部監
査部門が重要な価値をもたらすと回答
するようになるだろうか。

　インタビューの際に、上級マネジメ
ントが大きな懸念事項として語ったの

は、内部監査部門が品質改善の改善提
案を行う際、その根本原因を理解して
いない、ということである。内部監査ス
タッフが改善提案を作成するものの、
実証されている優れた事例の考え方を
組み込めるだけの経験がないことが
多すぎる、と彼らは主張している。パ
フォーマンスの高い内部監査部門は、
外部から人材を調達することによっ
て、専門家を活用してこの問題を解決
していることがわかった。より深い経
験を持つ専門のリソースを投入するこ
とにより、提供する洞察内容を改善し、
手元のビジネス上の問題へ取り組むに
あたって革新的な解決策をより一貫性
のある形で伝えている。このアプロー
チによれば、内部監査部門は自らの能
力によらず、組織のリスクプロファイ
ルに沿って監査することが可能とな
り、利害関係者が期待する価値をもた
らすこともできる。

テクノロジーの活用
　テクノロジーは、内部監査部門が監
査品質と価値を向上させ、かつ費用効
率性を維持するための主要な武器と
なっている。内部監査がテクノロジー
を活用できる基本的な方法の一つは、
データ分析である。

　データ分析の継続的な進歩により、
監査人はビジネスにおける傾向やパ
ターンを見つけたり、目に見えないリ
スクや、管理が有効あるいは脆弱と思
われる領域を浮き彫りにできる機会が
得られるようになった。分析技術の活
用により、監査人は内部監査において
リスクの高いビジネス領域へ揃って注
力できるようになり、また自動化によ

C
A
E
の
う
ち 

同
意
す
る
比
率

データ分析は
常時使用

されている

データ分析の
使用を拡大する
計画はあるが、

具体的には
未策定である

データ分析は
リスクへのより深い
理解を得るうえで

重要である

データ分析は
監査のカバレッジを

強化するうえで
重要である

データ分析は
問題点の定量化を

改善していくうえで
重要である

74%85%81%71%31%

Reaching greater heights
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図6: 内部監査部門が必要とする人材のスキル領域

ソフトスキル（利害衝突の解決など）

既存人材の再配置

内部監査部門の能力を増強しようと考えているCAEの比率。

人材採用強化 または 外部資源の活用

コンプライアンスおよび規制関連スキル

データ分析スキル

事業の継続性に関するスキル

ITセキュリティに関するスキル

特定のIT 基盤についてのスキル

IT全般のスキル

財務管理スキル

今後18カ月間にわたり、

能力を増強したいか？

必要な人材を調達できる可能性が

最も高いのはどの領域か？

29%

59%

41%

32%

46%

22%

20%

28%

71% 29%

53% 47%

54% 46%

54% 46%

29% 71%

30% 69%

37% 63%

44% 56%

りテスト効率も高まっている。適切に
使用できれば、データ分析により、ビジ
ネス上の問題に関する深く説得力のあ
る知見を提供することができ、監査に
おける所見および改善提案を提示する
にあたって、インパクトのあるビジュ
アル資料やサポート数値データを利用
可能とする強力なツールとなる。必要
に応じ、分析内容は時間の経過に伴う
向上や改善の測定のため更新すること
も可能である。

　図5に示されているとおり、調査対
象の企業は、内部監査部門における
データ分析の重要性を認識しているよ
うに思われる。しかし、調査結果による
と、企業は現状、こうした役に立つツー
ルの利用に関しては遅れているとい
う結果もみられる。データ分析を日常
的に活用しているのはわずか31％で
あり、データ分析の使用を拡大する計
画がある企業のうち、71％は具体的な
計画が未策定の状況である。CAEsは、
データ分析の監査への統合にあたって
の最大の障壁は、データ収集プロセス
の非効率性（48％）、	そしてかれらの
将来の展望とあるべき姿を支えるだけ
の人材およびリソースを見つけること
（46％）と回答している。

適切な人材の獲得・教育・調達
　品質改善の促進とテクノロジーの
活用は、より監査をより強化し組織へ
の貢献度を改善するために内部監査
部門が行う必要のある手段である。こ
れを行いつつ、そのほか全ての項目の
パフォーマンスも向上させるには、内
部監査部門に適切な人材が必要とな
る。適切な人材は、内部監査の優れた基
盤のために重要であり、内部監査のパ
フォーマンス向上と、より広範囲の重
大なリスクに対するアシュアランスを
提供する際の前提条件となる。

　人材獲得の領域における低いパ
フォーマンス評価の結果から、まずは
リソース調達の充実に取り組む必要が
あることが示されている。適切な人材
なくして、基盤の上に機能を構築し、よ
り大きな課題に取り組むことは不可能
だからである。内部監査部門は適切な
水準の人材調達および教育ができてい
ると評価したのは、全回答者のわずか
3分の1である。さらに、内部監査のパ
フォーマンス向上における最大の障壁
として、利害関係者は、専門性の欠如、
要員の十分な量および質の欠如を挙げ
ている。CAEsは人材補充の必要性を
感じており、その多くが実行する計画
があると回答している（図6）。

「内部監査に対して求めるべ
きことは、どのようにしてよ
り効果的に資源を活用する
か、どのようにして適正規模
に最適化するか、どのように
してテクノロジーを活用して
最大の価値を創出するか、と
いう点である。テクノロジー
の活用は、着目すべき重要な
領域である」
—北米のある公益企業のCFO

2013年　内部監査全世界実施調査
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「もはや内部監査は、過去データの単なる解釈にとどまらない。実
際に必要とされるスキルは、監査人が入手可能な過去データの範
囲を越えて『仮説的な』データを探し、トレンド予測を分析する
ときに必要とされるスキルである。そうしたスキルは、私たちが
協働する社内の顧客を満足させ、私たちの仕事が高く評価される
ことにつながる」
—S・バスカー（S.	Bhaskar）　CAE,	TATA	Capital	

図7: 内部監査におけるデータ分析の活用に

関してのCAEの見解

全ての点において　　
平均的なパフォーマンス

内部監査が大きな価値を
提供していると考えている
役員会メンバーの比率

56%

79%

　利害関係者への質問は、その計画が
組織のリスク領域と一致しているか、
というものである。内部監査部門が、品
質の改善および革新を促進する能力に
ついての評価は低く、伝統的な領域と
より新しい領域の両方において高い品
質をもたらすために、業界やテクノロ
ジーに関する専門性のある人材の獲得
が必要であることが示されている。

　まとめると、内部監査のコア項目に
わたり、調査データからは、今日のリス
ク領域の全てに対して十分な価値をも
たらすには、多くの内部監査部門にお
ける基礎的能力が十分とは言えないこ
とが示されている。そして、利害関係者
の認識において、価値とパフォーマン
スの間に存在するギャップが埋められ
ない場合、内部監査部門は、無用な部門
に成り下がるリスクを冒すことになる
（図7参照）。

内部監査部門の貢献
　内部監査が最も有効となるために
は、より高い期待に応えられる能力を
構築する必要がある。調査データにも、
このことと密接に関係する課題が現わ
れている。	内部監査はその貢献度を
最大化すべく、特に伝統的な注力領域
以外の領域への注力努力を続けている
という事実である。

　調査結果からは、金融管理、不正、倫
理といった伝統的な注力領域における
内部監査の貢献について、利害関係者
の満足度が最も高いことが示されてい
る。大規模なプロジェクト・プログラ
ムの評価、新商品導入、投資案件管理、

M&Aといった伝統的ではない領域に
おける内部監査の貢献について、利害
関係者の満足度は最も低くなってい
る。調査結果において最も懸念される
点の一つは、利害関係者の満足度が最
も低い4項目のうち三つについて、内
部監査は過去12カ月間で注力を実質
的に高めているにもかかわらず、この
内部監査部門による試みは利害関係者
に十分には届いていないと言えそうな
点である（図8参照）。

　新商品導入を例に考えてみよう。
2012年度の調査結果では、この領域
は内部監査における注目度が低すぎ、
対応を強化すべきであると利害関係者
は要求している。多くの内部監査部門
は、これに対応を行った。今回の調査で
は、新商品導入における脅威の高まり
を感じている組織のうち半数におい
て、過去12カ月において内部監査部門
は関与を高めたという結果が出てい
る。それにもかかわらず、新商品導入は
依然として、内部監査の貢献における
利害関係者の満足度が最も低い領域と
なっている。同じことが、M&A支援、大
規模プロジェクトプログラム評価にも
当てはまっていることから、内部監査
の関与あるいは価値に対する利害関係
者の期待は満たされていないことが示
されている。

　これらの領域は、伝統的な監査対象
からやや外れたものも含まれている
が、それでもなおこれらの領域は具体
的に監査可能かつ重要であるため、内
部監査が関与すべき領域である。しか
し内部監査は機会をつかみ、課題を解

Reaching greater heights
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図8: 重要度が高まっているが、満足度が低い領域

大規模なプロジェクト・プログラム／変更管理

当該領域を、満足度が低い上位3領域と評価した
利害関係者の比率

調査の回答者は、内部監査部門の貢献に対して満足度が低い、上位3領域を選択。

内部監査がより深く関与した

と答えた回答者※の比率

• 大規模プログラム 84%

• 新商品導入 50%

• M&A 58%

新商品導入

資本支出を伴うプロジェクト

合併・買収（M&A）

ITインフラ

事業の継続性

 企業ガバナンス

データプライバシーとセキュリティ

不正および倫理

財務報告に関する統制

42%

35%

34%

33%

29%

25%

25%

20%

14%

12%

※ 回答者 = 当該リスクが、過去よりも来年のほうがより脅威であると考えている回答者の部分集合

決する必要がある。監査の品質改善の
促進および人材調達において低いパ
フォーマンスにとどまっている状況で
は、内部監査が新たに発生しているリ
スク領域に対処し、高いパフォーマン
スをあげることは難しいと考えられ
る。内部監査部門は、適切な人材を獲
得、活用し、一つずつ監査の品質と価値
を高めていくことで、この連鎖を断つ
ことが可能となる。

　実施したインタビューからは、内部
監査が新規リスク領域へ対処してい
く能力を作り上げることに成功した
多くの事例があることが実証されて
いる。たとえば、ミシェル・スティルマ
ン(Michelle	Stillman:	Vice-President,	
Internal	Audit	of	Hewlett-Packard）
は、自身の内部監査チームは「完成さ
れた内部統制および業務プロセスの検
証を重要視してきたヒストリカル・カ
バレッジ・モデルから、リスク・ベース・
モデルへの移行により、新たに生じた
リスクや業務プロセスを考慮すること
ができ、結果として時間をより有効活
用できるようになったように思う」と
述べている。

　役員会メンバーの、内部監査の価値
に対する過度に楽観的な認識、内部監
査能力の不足、そして内部監査の貢献
の限界の脈絡は、全ての関係者にとっ
ての注意喚起シグナルとして受け止め
られるべきである。これら三つの問題
点は、それぞれが密接に関連しており、
ほかの点の成否に影響を及ぼす。多く
の組織において、内部監査は実質的に
パフォーマンスを改善する必要があ
る。そうでなければ、ほかのリスク関連
部門が組織全体のリスク管理により多
く貢献しているだけに、内部監査は無
用の存在となってしまうリスクにさら
される。しかし、利害関係者からその高
いパフォーマンスを評価されている内
部監査部門においては、その連鎖を断
ち、組織のリスク管理能力に対して効
果的に貢献することができるように
なっている。そしてより大きな価値を
もたらすことになるのである。

「事業現場では、内部監査の価
値は企業の資産保全に関する
保証という点に見出されてい
る。今こそ、バリューチェーン
を登る好機である。私たちは
その流れを開始し、着実に進
歩している」
—パーオロフ・アルストロム
（Per-Olof	Ahlstrom）
Group	Head	of	Risk	and
Assurance,
TT	Electronics	Plc

2013年　内部監査全世界実施調査
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「環境はチャレンジングなものであり続けるだろう。内部監査は
その質を向上させ、コンプライアンスモードから脱する必要があ
る。内部監査部門は強い姿勢を保ち、マネジメントに対して困難
な質問を行い、回答を求める姿勢が必要である」
—バリ・ニジャーワン（Vali	Nijhawan）
Audit	Committee	Chair,	Aircel	Limited	

　内部監査部門には、新たな高い水準
に達し、組織へもたらす価値を高める
大きな機会がある。実施したインタ
ビューと調査データから、監査委員会
およびマネジメントは内部監査により
多くのことを求めており、CAEsはそれ
に応える義務があるということが示
されている。調査データによると、パ
フォーマンスの高い内部監査部門は、
取り組み姿勢に違いがみられ、八つの
コア項目において極めて高いパフォー
マンスをあげ、明らかにレベルの違う
サービスを提供している。このことか
ら、これらのコア項目および取り組み
姿勢は「あったら良い」程度のもので
はないことがわかる。むしろ、それらは
内部監査部門が組織への意義と存在価
値を維持するためのパフォーマンスの
水準を達成するために不可欠なもので
ある。こうした組織においては、一貫し
て貢献をし続けることによって派生効
果が得られる。こうしたパフォーマン
スの高い内部監査部門は他者のベンチ
マークとなり、どのようにして自らの
組織において機会に取り組んでいくか
を示し、利害関係者の希望と内部監査
部門がもたらすものの間のギャップを
埋める方法を示唆してくれている。

新たな水準を定義する
　今回の調査結果では、回答者全体の
5％を占める組織において、リスク管
理が良好であい、内部監査部門が重要
な価値を提供している	「高パフォーマ
ンス」と評価されている。高パフォー
マンスの内部監査部門は、	いくつかの
対応においてほかとは違う点がある。
取り組み対象としたリスクに対して提
供するサービス内容や、高いパフォー

マンスを可能にする能力が際立って
いた（図9：「上位5％のプロファイル」
参照）。とりわけ、高レベルのパフォー
マンスをあげている内部監査部門で
は、以下四つの重要領域において違い
がみられる：

	• より強固な、基盤の能力
　—高パフォーマンスの内部監査部
門は基本を正しく理解し、既出の八
つのコア項目において他者をはるか
に上回るパフォーマンスをあげてい
る。高い能力により、バリューチェー
ンをさらに向上させる強固な基盤を
持っている。基本を正しく理解して
いるため、より増大するリスクや利
害関係者からの期待の高まりと歩調
をあわせていけるだけの信頼性と貢
献の幅が得られる。

	• ERMおよびそのほかリスク機能と
の連携
　—また、高パフォーマンスの内部監
査部門は、ERM（全社的リスクマネ
ジメント）とほかのリスク関連部門
とがはるかに高いレベルで連携して
いる—その差は25％に及ぶ。この
連携により、内部監査部門は新たに
発生するリスクに対して問題発見が
より早くなり、早くそして広範にわ
たって価値をもたらすことができる
のである。

	• 新規リスクへの対応
　—また、高パフォーマンスの内部監
査部門は、新規リスクへの対応を監
査領域へより多く取り入れている。
実際、調査結果によると、サイバーセ
キュリティ、環境規制、人材・労働に

関する事項および業種特有のリスク
といった広範なリスクに関与して	
いる。

	• より高いサービス品質
　—最後に、高パフォーマンスの内
部監査部門は、単なる既知事項に対
するアシュアランスや検証以上の、
明らかに異なるレベルのサービス
を提供している。伝統的な領域にお
いては、先を見越した助言や洞察を
提供し、マネジメントを積極的に関
与させる。先を見越した助言とは、
財務管理上の改善もあるが、助言の
タイミング、つまりプロセスの初期
段階において改善や修正が容易か
つ低コストで実現できる内容とし
てもたらされる。また、多くの場合、
戦略的または実務的な領域におい
て、同様のサービスが行われている。
しかし、その場合はより高度なスキ
ル、データ分析の使用、利害関係者
間の方向性のより丁寧なすり合わ
せ、リスクに関するより詳細な観点
を伴っている。CAEのメルビン・フ
ラワー（Melvin	Flowers）によると、
Microsoftはこのような先見的なア
プローチを監査に適用している。「監
査には先見的なアプローチを採用し
ている。早めに入り込んで、リスクや
懸念事項を認識することで、現場も
素早く反応できる。現状の数値だけ
でなく、将来予想の損益計算書を見
るのにも時間を使う」

機会

Reaching greater heights
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図9: 上位5％のプロファイル

上位の内部監査部門はコア領域において、より高いレベルのパフォーマンスを見せている

     内部監査部門のパフォーマンスが良いと評価した回答者の比率。

品質の改善および革新を促進している

監査に必要とされる適切なレベルの人材を獲得、教育、調達している

テクノロジーを活用できている

重要度の高いリスクと課題を集中的に扱っている

利害関係者と業務上で協力関係を築き、それを維持している

クライアントサービス志向のチームを作って、内部監査サービスを提供している

費用対効果の高いサービスを提供している

期待値にあわせて監査範囲および監査計画を調整している

上位 5% その他

41%67%

34%61%

23%54%

57%91%

51%82%

47%84%

49%80%
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上位の内部監査部門は自組織の活動により深く関与している

経営会議への参加

データ分析の価値を享受

継続的なモニタリング

組織のリスクプロファイルに基づくリソース配分

上位 5%
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パフォーマンスの高い内部監査部門を持つ組織は、リスクへの適応がより進んでいる

組織は、リスクに対する統合的な知見を創出するため部署間で協働している

上位 5%

その他

内部監査部門は、組織横断的なリスクに対して統合的な知見を提供している

内部監査部門は、ERMプロセスと（非常に）良く連携している

内部監査部門は、ほかのリスク管理部署と（非常に）良く連携している

内部監査部門は、新規リスク領域に関与している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パフォーマンスの高い内部監査部門を持つ組織は、より効果的にリスク管理を行っている

不正および倫理

金融市場
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92% 人材・労働に関する事項
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風評・ブランド

法令・規制および政府の方針
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合併・買収（M&A）、
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政府支出・税務関連法令 37%
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88%

77%

74%

82%

89%

92%

41%83%

各リスク領域が適切に管理されていると評価した回答者の比率
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「利害関係者は、もっと監査に
期待していいということを理
解していない。そこに、役員会
および監査委員会に対する
教育の必要性が存在する。毎
日基本的な制限や問題解決活
動が行われ、効率的に運用さ
れるべきである。しかし夜に
安眠するために内部監査が貢
献できること、すべきことは
もっとたくさんある。専門家
として、もはや監査を孤立状
態で行っている余裕はない。
伝統的な内部監査のみに価値
をおく企業でさえ、たとえわ
ずかであっても流れを変える
ことができる。より積極的に
行動し、より勇気を持って、ビ
ジネスにおける内部監査の認
識を変える努力をするのであ
る。CAEには、言うべきことを
言う勇気が必要である。もっ
と監査でやれることがあると
監査委員会に理解させれば、
win-winとなる」
—ランダル・アーレイ
（Randal	Earley）
Vice	President–Audit

	 Services,
	 Cox	Enterprises

改善へ向けて準備する
　より高い水準に達するための道筋は
数多くあるが、その行程は各企業に固
有のものである。調査に参加いただい
た利害関係者は、それぞれ異なるリス
クプロファイルと自社の内部監査部門
への期待を持っている。しかし、期待の
度合いにかかわらず、どのようなもの
に対して、利害関係者が組織へ価値を
もたらす高パフォーマンスの部門とみ
なすかという点においては、一貫性が
ない。

　今回の調査結果およびPwCの直接
の業務経験を通じ、内部監査部門は、複
数のサービスアプローチの連続体（ア
シュアランスプロバイダーから信頼で
きるアドバイザーまで）によって、価
値を提供できるということがわかって
いる（図10参照）。利害関係者は、この
内部監査サービスアプローチの連続体
の中において、価値を見つけることが
できる。しかし、調査結果からは、この
連続体を登ることによって得られる、
未実現の価値が存在するということが
示されている—この期待に向けて利
害関係者間の方向性が一致し、さらに
内部監査部門に提供能力があるとする
ならば。

	• アシュアランスプロバイダー型
　—内部監査の基本的な役割は、ア
シュアランスプロバイダーとして、
組織の内部統制の有効性について客
観的な保障を提供することである。

	• 問題解決者型
　—問題解決型の内部監査は、専門性
およびテクノロジーを活用した分析
により根本的な原因を発見し、マネ
ジメントが特定の問題を理解し解決

するための支援を行うものである。
さらに組織のほかのリスク管理部門
と連携することで、適切なリスク管
理が確実なものとなる。

	• 洞察提供者型
　—洞察提供者は、単なる問題点の
意味合いにとどまらない有意義な改
善をより積極的に提案し、その内容
への専門的知見を活用し、また問題
解決のためのより深い視点や選択肢
を創造し、より一歩深く踏み込んで	
いく。

	• 信頼できるアドバイザー型
　—信頼できるアドバイザーは、一貫
して優れたサービス提供を活用し、
高レベルの仕事を行い、現在と将来
の両方の問題に対して適時に積極的
なアドバイスを行い、ブランド競争
力を確立する。	彼らは経営者その
ほかにとって率先して行動するアド
バイザーであり、プロジェクトの進
行に応じて適時に的を得たアドバイ
スを行うビジネス上のパートナーで
ある。内部監査部門がこのような地
位や役割を確立している組織では、
経営者が重要な意思決定を、内部監
査部門からのインプットなしに行う
ことは稀である。

　いずれの場合においても、内部監査
部門は、重要なリスク管理および統制
における全ての領域にわたって世界レ
ベルのアシュアランスを提供する必要
がある。アシュアランスプロバイダー
としての役割は不可欠だが、より先進
的な内部監査部門はアシュアランス機
能を基礎に、客観性を損なうことなく
発見事項以上の価値をもたらす役割へ
と向かって進化している。対象領域に

Reaching greater heights
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Board and Management: Where have you set the expectation?

信頼される

アドバイザー

価値貢献の

さらなる増加

未実現の価値

洞察の提供者

問題解決者問題解決者問題解決者

アシュアランス

プロバイダー

アシュアランス

プロバイダー

アシュアランス

プロバイダー

アシュアランス

プロバイダー

洞察の提供者

客観的なアシュアランス

全社的なリスク管理の連携

主体的なアドバイス

ビジネスパートナー

調査データによると、内部監査

が重要な価値を提供していると

利害関係者が評価する場合は、

レベルの違うサービスが提供さ

れているということが示されて

いる。

図10: 内部監査における未実現の価値

かかわらず、内部監査部門はどのよう
にして企業が改善することができるの
かという視点を示す必要がある。関連
するリスクおよび新たなリスクに関す
る洞察を提供でき、将来において同様
のリスクにどのように対処するのか、
具体的で実行可能な改善提案も示せる
必要がある。これが期待される水準だ
が、全ての部門がその水準を満たして
いるとはいえない状況にある。

内部監査が、信頼できるアドバイザー
への道を目指すなら
　現在よりも充実したサービス提供を
期待する組織においては、そのような
より高い水準に達するまでのプロセス
はチャレンジングであり、準備を必要
とするものではあるものの、有意義な

プロセスであることを認識すべきであ
る。内部監査部門において、必要な技術
やリソースが揃っているか、またサー
ビスをどのように提供するか、慎重な
考慮が必要となる。調査結果によると、
適切な能力およびアプローチによっ
て、内部監査部門は価値の提供が可能
であり、極めて意義のある信頼できる
アドバイザーであると利害関係者から
みなされる。クレア・ブレイディ(Clare	
Brady:　Vice	President	and	Auditor	
General	of	the	World	Bank）は、信頼
できるアドバイザーという存在である
ことの重要性を主張している。「信頼で
きるアドバイザーであることは、内部
監査部門が取り組むべき役割であると
考えている」と同氏は語っている。「し
かし、それはCAEsだけの話ではない。

難しいこともあるが、それは内部監査
部門における全レベルにおいて、その
ようである必要がある。アシュアラン
スプロバイダーと信頼できるアドバイ
ザーの両方になる必要があり、アシュ
アランスプロバイダーとしての役割か
ら得られる知識なくして信頼できるア
ドバイザーにはなり得ないのである。
内部監査におけるイノベーションを
止めることがなければ、次の新しい世
代が、このような信頼できるアドバイ
ザーとしての役割を果たすのを助ける
ことができる」

　こうした組織においては、内部監査
部門はまず、品質と価値を提供するた
めに適切な人材と能力を確保し、その
結果、より高い価値を付加する存在に

「内部監査による所見は経済合理的、戦略的、かつビジネス感覚に
沿ったものであるべきである。優れた内部監査人は、『動かぬ事実
関係』や『全ての証拠』を超えて点と点を結び、直観を述べること
ができる」
—ピーター・マリオット（Peter	Marriott）
Chair	of	the	Audit	and	Risk	Committee,
Australian	Stock	Exchange（ASX）

2013年　内部監査全世界実施調査
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「監査委員会とマネジメントは、内部監査に対してより多くのこ
とを期待するものである。組織に意義のある貢献者として、利害
関係者の価値とビジネスを最も重大なリスクから保護する大き
な機会を内部監査部門へ提供するのである」
—ジェーソン・ペット（Jason	Pett）
PwC	Partner	and	US	Internal	Audit	Leader

なることによって、信頼できるアドバ
イザーの役割を獲得している。それは
計画的前進と言える。計画的前進の各
段階における努力は、次の段階へ進む
ためにしっかりと実施され、各段階は、
内部監査の質的な向上を可能にする基
礎となるべきである。内部監査部門は
その役割や方向性について、監査委員
会やマネジメントと一致している必要
があるが、最も有意義がある特定のア
クションから、適切な順序で実施する
ことにより、改善をもたらす必要もあ
る。各段階へ進むために適切な人材を
確保することは前提条件であり、必要
なスキルが内部監査部門に存在しない
ような状況がもしあったとしても、一
流企業はそのアクションを止めること
はない。同業他社と同様に、内部監査部
門のリーダーたちは、利害関係者の期
待を達成するために必要なリソースを
見つけ出すのである。

内部監査が、より伝統的な役割におい
てより大きな価値を提供することを目
指すなら
　調査結果からは、全ての組織が内部
監査部門を信頼できるアドバイザーと
いうステータスへ変えていくことに照
準を合わせているわけではないという
ことも示されている。より伝統的なア
シュアランスプロバイダーの役割にお
いてのみ、より大きな価値を期待する
組織もある。重要なことはこれらの組
織が計画し希望する内部監査の対象範
囲が意図された結果であることであ
る。内部監査に対するほどほどの期待
に基づく、または現有する能力を許容
して、組織が単純に現状に満足してい
るわけではないのである。

　内部監査部門が現状において、提供
しているサービスについて考えてみよ
う。調査結果によると、高パフォーマン
スの内部監査部門は、伝統的な領域に
おいて高レベルのサービスを提供して
いる。すなわち、あらゆる対象領域にお
いて、基礎的な必須条件として、品質改
善のアイディアや主体的なアドバイス
の提供を推進している。ポイントは、内
部監査部門がより高い価値をもたらす
存在であるために、必ずしも伝統的な
領域の外側に機能拡張する必要はない
ということである。伝統的な領域に注
力しているところでさえ、貢献の内実
を向上することによってより高い価値
をもたらすことが可能になる。すなわ
ち、発見事項を越える改善提案を提言
したり、根本原因の分析と前向きな改
善提案を提供したり、そして多くの場
合、実行効率を高め、統制の有効性評価
を越える洞察を生み出すためにデータ
が活用されるのである。

　もし内部監査部門が実際に、伝統的
な領域における貢献を最大化しようと
する場合には、問題解決者、あるいは洞
察提供者への道を志向することが合理
的かどうか検討すべきである。特色あ
るサービスを伝統的な領域で提供して
いる内部監査部門は、同様のサービス
提供モデルを新規領域へ提供拡大する
のに必要な基礎をすでに構築している
ため、より高い価値を生み出すことが
できる。ただしその場合には、ほかの組
織はこうした拡張的なやり方を活用す
ることで内部監査部門から価値を得て
おり、自らの組織においてもより多く
の価値を求めることが可能である、と
利害関係者が認識することが必要で	
ある。

想定される課題
　企業が、拡大するリスク展望から自
社を保護しようとする際、内部監査部
門はより有意義な貢献を行うことが可
能である。良い知らせは、企業は内部監
査部門を重要なチームメンバーであっ
てほしいと考えており、また内部監査
部門へ対するコミットメントを維持も
しくは拡大しようとさえ考えている、
ということである。実際、今回の調査
において、10名中8名のCAEsは、今後
12カ月の予算は2012年予算と比べ
て同等以上に増加する、と回答してい
る。もちろん、利害関係者はその投資か
らより高いリターンを求めるため、内
部監査部門は企業にもたらす価値を増
加させる方法を見つけ出す必要がある
ということになる。

　CAEsにとっての課題は、内部監査
が、期待内容のズレ、内部監査能力の不
足、最善レベル未満の貢献といった、そ
のプロセスを登る妨げとなる悪循環を
断ち切り、生み出す利益を増大させる
ことである。たとえば、内部監査部門の
役割、期待内容、生み出される価値に関
する利害関係者間の方向性不一致に
よって、監査対象領域の計画策定に関
して内部監査上の課題が発生する。期
待する内容に関して、利害関係者間の
方向性が一致していなかったら、内部
監査部門が適切な能力を構築し、積極
的に貢献することはチャレンジングな
課題となるだろう。同様に、適切なスキ
ルや能力を持たない内部監査部門は、
新規リスク領域において貢献し、組織
に対する価値を最大化するのに苦労す
ることになるだろう。そして、もし内部
監査部門が適切な能力に欠け、価値あ
る貢献を行ってきた過去の実績がない
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場合には、マネジメントおよび役員会
は、組織内における内部監査部門のポ
ジショニングに同意できないかもしれ
ない。

　「ほぼ同じこと」をやり続けるCAEs
は、自分達の、あるいは内部監査部門の
価値を高めることはできないだろう。
調査結果によると、八つのコア領域に
沿って、組織に最も意義のあるリスク
領域におけるパフォーマンスの改善に
狙いを定めた投資を行っている内部監
査部門は、	その悪循環を断ち切ること
が可能であることを示唆している。

　CAEsが賢く投資を行う場合には、コ
ミュニケーションも適切に行い、ゴー
ルの一致に向けても尽力する必要があ
る。あるグローバルテクノロジー企業
の内部監査担当副社長は、最近経験し
た内部監査の常識を打ち破った事例を
教えてくれたが、そのプロセスは容易
でなかったと述べている。その役員の
内部監査計画では、自社のグローバル
リスク評価に基づいて、経営戦略の立
案、商品の品質および研究開発（R&D）
といった領域を含めていた。監査委員
会メンバーは監査計画上の企業リスク
をチェックすることに不慣れであった
ため、内部監査が持ち場を越えて踏み
込みすぎ、権限範囲を越えるリスク管
理責任を引き受けることに懸念を示し
た。そのCAEは、内部監査の変革計画
に関しプレゼンテーション原版につい
て熟慮することになり、役員会からの
期待と方向性を一致させるには、前進
させるためのより丁寧なコミュニケー
ションが必要であると認識したのであ
る。いったん後退し、役員会の懸念事項
について考慮のうえ、計画した前進の
ためにこれまでたどってきたプロセス

の各段階の詳細な情報を提供すること
によって、コミュニケーションを改善
した。改善されたコミュニケーション
例の一つは、重大な企業リスクの一つ
である商品の研究開発（R&D）に関連
するものだった。その組織では、投資コ
スト見積が意思決定をサポートするに
もかかわらず、その正確さが不十分で
あるというリスクが発見されたのであ
る。そのCAEは、これは内部監査にとっ
て、適用されている原価計算モデルお
よび原価計算プロセスに対する組織全
体のコンプライアンスを監査する計画
に包含するのが理想的な領域であると
感じたのである。内部監査が計画した
対処範囲を明確化することで、CAEは、
自身のアプローチ全体に対して同意を
得ることができたのである。
　この例を考える際、全員が重要な教
訓を学ぶことができる：	CAEsは、明確
なコミュニケーションを行い、内部監
査部門がサービス提供可能であると納
得させ、その上で適切な能力によって
価値向上を実行していくことによっ
て、監査委員会の考え方と方向性を一
致させ、そのプロセスへ引き込んでい
く必要がある。

データを研究し、道筋を描き、前もって
準備を行い、行動する
　適切なリソースと能力によって支え
られて適切な特定の行動をとることが
でき、利害関係者の期待と方向性が一
致している内部監査部門は、その貢献
を認められるだろう。組織内で問い合
わせを受ける機会が増大し、存在価値
を示しつつ信頼できるアドバイザーの
ステータスへ登っていく機会が増えて
いくことに気づくだろう。その結果、よ
り高い水準に達し、内部監査が提供す
る価値が増えることになるのである。

「特別プロジェクトの実施や、
考察の提供といった、内部監
査部門に対するリクエストの
件数は、私たちが提供する情
報や活動の価値をどれだけの
マネジメントが信頼している
か、というバロメータである」
—ジェイン・ドナヒュー
（Jayne	Donahue）
Executive	Vice	President
and	General	Auditor	of
State	Street	Corporation
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「行動計画にはリスクとコストがあるが、それは安楽のまま何も
しないことの長期的なリスクとコストよりもはるかに小さいも
のである」
—ジョン・F・ケネディ（John	F.	Kennedy）

　新たな高い水準へ登るには、熟慮さ
れた計画と適切に描かれた道筋を用意
することになる。改善へ向けた準備を
支援するため、それぞれの利害関係者
（監査委員会メンバー、マネジメント、
CAEs）に向けて、内部監査が組織にも
たらすことができる価値を高めるため
のアプローチ提案を概説する。

監査委員会:	より多くの質問を
行う
　多くの監査委員会は、リスク管理の
監視が主要な責任であると考えてい
る。マネジメントチームおよび内部監
査人がこの目的に合致して効果的に機
能することを確実にするため、監査委
員会メンバーは、多くの、しばしば厳し
い質問を彼らに行うことを自らに課す
必要がある。

	• 内部監査に対する期待値が十分に明
確かつ高いものであるかどうか、考
えてみる
　　多くの監査委員会メンバーは、内
部監査に価値を見出しているが、品
質改善やイノベーションを促進する
基礎的な領域を含む複数の重要な領
域におけるパフォーマンスは高くな
いと考えている。役員会メンバーは、
より広い対応を可能にし、重要な洞
察を提供するためのテクノロジー
の利用に関して、内部監査は遅れを
とっていると見ている。さらに、内部
監査部門が適切な人材を獲得し活用
する能力については、特に優れては
いないと評価している。これらの要
因と、マネジメントが内部監査の価
値に関してずっと低い評価を下して
いることを考え合わせた上で、あな
たおよびそのほかの役員会メンバー
は内部監査に対して十分な期待をし
ているかどうか、そして内部監査部
門がこうした期待に対する説明責任
を果たすために適切な手段を取って
いるかどうか、考えてみよう。	

	• 重大なビジネスリスクへの対応と、
リスクに対する認識の方向性が一致
しているかどうかを考える
　　内部監査部門のアクションが、最
も重大なリスクと合致し、リソース
が効果的に配分され、対応のギャッ
プが解消されるよう確実にすべきで
ある。組織全体のリスク対応という
文脈において、主要なビジネスリス
クが内部監査によってどのように対
処されているのか、考えてみよう。内
部監査に関するこの問題について、
二つの観点から考えてみよう：現状
の内部監査計画において、内部監査
部門はどの程度この問題に取り組ん
でいるだろうか。そして、内部監査部
門の短期および長期の戦略におい
て、この問題はどの程度考慮されて
いるだろうか。監査委員会として内
部監査に調査して欲しいリスク領
域、あるいは複数のリソースが既に
携わっており内部監査による対応が
あまり求められない領域があるかど
うか、検討してみよう。

	• 内部監査部門が、価値を提供するた
めに必要な戦略的計画およびリソー
スを持っているか確認する
　　内部監査部門が、計画立案能力、
サービス提供能力があるかどうか、
熟考が不可欠である。あなたの組織
の内部監査部門に対してより多くの
ことを期待することが正当化できる
かどうか、そしてもしそうであるな
ら、内部監査はこうしたより高い期
待に応えるために何をする必要があ
るかを考えてみよう。内部監査が、優
れた事例と比較してどのようなパ
フォーマンスをみせているか、考え
てみよう。
　　期待以下のパフォーマンスと評価
されている上位3項目は、（1）適切な
人材の獲得	（2）テクノロジーの活用
（3）品質の改善とイノベーション	で
ある。ここから始めよう。

	• 監査委員会が、内部監査があるべき
姿であることを可能にしてくれてい
るか考える
　　監査委員会が、内部監査の改善に
対して内部監査（必要によってはマ
ネジメントも）に責任を課している
か否かについて考えてみよう。KPI
（主要指標）を設定して改善の具合を
評価しモニタリングする基準を確立
しよう。ほぼ同じことを行うのなら、
追加投資はきっと行われないだろ
う。内部監査は、価値を向上させる部
門が持つ属性として、今回の調査で
判明した領域に注力すべきである。

マネジメント:	より多くのこと
を期待する
　マネジメントは、非常に異なる役
割を持つ多くの構成員（CROs、CFOs、
COOs、コントローラーなど）から構成
されているため、内部監査への期待お
よびパフォーマンスに関してコンセ
ンサスを得るのが最も厳しいグルー
プである。内部監査の計画あるいはパ
フォーマンスに影響を及ぼす直接的な
権限・能力はないかも知れないが、内
部監査部門が何をすべきかという点に
ついては、それぞれがおそらく何らか
の見解を持っているだろう。内部監査
の企業への貢献に満足しているだろう
か？もしそうでない場合（明らかに、
満足していないことが多いのだが）、そ
の問題に対処するアクションを取って
いるだろうか？マネジメントの課題認
識は次のとおりである：

	• 内部監査がより高いパフォーマンス
を挙げ、より意義深い価値を組織に
もたらすことを期待する
　　内部監査のパフォーマンスに対す
る認識が、役員会と異なっている理
由を必ず理解するようにしよう。内
部監査部門および監査委員会に対し
て、マネジメント自身が持っている
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期待について公式に意見を述べ、明
白な見解の相違について明らかにし
ようとしているだろうか？

	• 全社的リスクアセスメントの強力な
プロセスを持つ
　　調査結果からは、この点において
取り組み課題があるということが示
されている。そのプロセスは、組織の
戦略および目標を考慮し、全ての関
係者の見解を統合し、組織にとって
真のリスクを反映するものであるべ
きである。そのためにも、マネジメン
トはリスクアセスメントを連携・調
整する施策を取るべきである。それ
により、マネジメント、内部監査部門
および役員会が、組織にとっての真
のリスクに関して生産的で透明性の
ある議論を行うことが可能となり、
企業がどのようにそれを管理するの
かを明確に示すことが可能となる。
このリスクに関するより正確な見解
が基礎となり、いわば方角を示す「北
極星」として役立つことによって、全
ての関係者が期待を設定することを
開始でき、内部監査が担当すべき（す
るべきでない）領域の特定、あるいは
内部監査部門のパフォーマンスにつ
いて定期的なコミュニケーションを
図ることを確実にするのである。

	• 内部監査が投資に見合った価値を提
供することを期待し、同時に価値を
生み出すには投資が必要であると認
識する
　　内部監査は居心地の良い領域に
とどまらず拡張する必要があり、内
部監査部門により多くを要求するよ
うな期待を設定することでそれを推
進することができる。しかし、内部監
査がそうしたことを実現する機会を
持てるよう担保する必要もある。マ
ネジメントは、組織の内部監査に対
する投資が、より大きな価値をもた
らすかどうか、意識的な決断をする
必要があり、そしてもしそうである

ならば、内部監査部門が実行しなけ
ればならない計画には、コミットす
べきである。内部監査部門は単独で
はそれを実行できないため、時間お
よび財源が必要となる。調査結果は
内部監査部門がしっかりと取り組む
必要のある領域を示しているので、
マネジメントは、提供する投資が相
変わらずの内容に使われることがな
く、しかも最大のリターンを提供す
るよう賢明な投資を行うように留意
しよう。

	• 内部監査部門と継続的でしっかりし
た対話を行い、パフォーマンスについ
て率直なフィードバックを提供する
　　期待値が設定され、パフォーマ
ンスの評価基準が確立されたら、マ
ネジメントは内部監査のパフォー
マンスについて一貫して率直な
フィードバックを提供する必要が
ある。マネジメントは、測定できる
ことは達成可能性が高いというこ
とを良く知っているから、投資価
値を実現するには、評価基準を定
義し、成果を測定していく必要が	
ある。

CAEs（内部監査部門長）:	より多
くの情報を伝える
　CAEsは、自分たちの基盤を強化し、
より高い意義と優れた価値の提供に向
けて向上する手段を講じる重要な機会
を持っている。利害関係者がより大き
なニーズを明示することはないかもし
れないが、多くの人達は、内部監査のよ
り優れたパフォーマンスと貢献を認識
し評価する。どのようになりたいかを
自覚し、一歩ずつ価値を提供すること
で、改善へ向けたプロセスを始める必
要がある。内部監査部門が、その改善プ
ロセスを始める準備を整えるには、パ
フォーマンスに関するギャップを解消
し、自らの水準を高める必要がある。た
とえそれが、リスクを取って、利害関係
者を巻き込むことを意味するとしても
である。

「内部監査には付加価値があ
ると認識されなくてはいけな
い。決してコンプライアンス
コストではないのである。内
部監査に対するそうした見方
を変える必要がある」
—マービン・キング
（Mervyn	King）
Chairman	of	the	King
Committee	on	Corporate
Governance

「（内部監査）部門には多くの
改善ポテンシャルがあるが、
下降圧力も受けやすいのであ
る。現状の態勢に挑戦し、部
門のあり方の再創造を続ける
ために、オピニオンリーダー
が必要である。もし自己満足
を避けることができて、十分に
創造的な思考のできる人達が
いれば、内部監査がもたらすこ
とのできる価値と得られる認
知度は、今日のそれよりもはる
かに大きなものとなるだろう」
—ポール・ソベル
（Paul	Sobel）
CAE,	Georgia-Pacific
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	• 基礎的な領域において高い品質を提
供する
　　内部監査は、基礎的な領域でのパ
フォーマンスを強化して「パフォー
マンスの下限」を確実なものとし、
より高い領域でのパフォーマンスを
向上させていく必要がある。利害関
係者の期待や、変化し続けるリスク
展望によって、内部監査に必要とさ
れるパフォーマンスの下限が高まっ
ていることが継続的に観察されてい
る。しかし、調査データによると、多
くの内部監査部門は、高まる新たな
下限に対してパフォーマンスを有効
に向上する以前に、効果的な内部監
査サービスを提供する基盤となる八
つのコア領域におけるパフォーマン
スを改善する必要がある、と示され
ている。図4	(p.	9)において、内部監査
のパフォーマンスが低いと利害関係
者が考えている上位3項目をハイラ
イトした。まず、そこから始めよう。
しかし残りの5項目についてもサー
ビス提供のパフォーマンス改善に向
けた同等の機会であると考えよう。

	• 利害関係者の期待に添う戦略的ビ
ジョンを提供する
　　利害関係者に対して、高パフォー
マンスをあげることを志向している
ということを明確に伝え、それをど
のようにして実行するか示そう。つ
まり、監査計画以上のものを示そう。
利害関係者が現時点で必ずしも見て
はいない高レベルのパフォーマンス
を提供するために、今後実現しよう
とする目標と指針を示そう。

	• 投資に見合う価値を提供する
　　高いレベルのパフォーマンスをあ
げている内部監査部門とそうでない
ところとでは、非常に異なった特徴
がみられる。投資をするのであれば、
これら有効性が実証された実務を取
り入れるべきだろう。同じような結
果が想定されるようなアプローチ
や、有意義な貢献を目指して策定し
た戦略と一致しない方法でリソース

を展開するならば、その投資額以上
を失うリスクを冒すことになる。賢
明な投資戦略は、外部の第三者から
の雇用や調達を行うこと、現在保有
するリソースに対して投資すること
および必要とする適切なリソースを
得ることである。

	• 主体的に情報提供する
　　調査結果によると、役員会およ
びマネジメントに対して、内部監査
に対してより厳しい質問を行い、よ
り多くを期待する事が推奨される。
CAEsは、このような質問が、いつど
のように起こったとしても回答でき
るように準備しておく必要がある。
あるいは、それが起こらない場合に
は、無理にでも対話を行う必要があ
る。多くの内部監査部門は、パフォー
マンスが平均値レベルのポジショニ
ングにあるが、いつの日か、利害関係
者が平均値では不十分であると感じ
るようになるだろう。CAEsは、問題
に正面から向き合い、準備を整えて、
どのようにパフォーマンスを向上さ
せるか、あるいはどのようにそれを
実行しようと計画しているか、示す
べきである。

　内部監査には、より高い水準に到達
し組織に対してより有意義な貢献を
することができる非常に大きな機会
がある。冒険に参加する誰もがミッ
ションの成功を支援する責任を負っ
ているのと同様に、利害関係者の誰
もが内部監査が正しい方向へ進化す
るのを支援する役割を担っている。
伝統的なサービス領域の外にある重
大なリスク領域に貢献するような内
部監査か、もしくはより伝統的な領
域内でより優れたレベルのサービス
を提供するような内部監査か、いず
れにせよ、いまこそ、内部監査が明確
に目的をもってアクションを取り、
コアとなるパフォーマンス領域を強
化し、組織が必要とするような価値
があり意義のある貢献を提供する時
なのである。

「CAEsは、健全だが独断的で
あり、勇敢だが駆け引き上手
であり、実行しようとする仕
事の十分なリソースを持って
いる必要がある。リスクの観
点から物事に対処する必要が
あるが、臨時あるいは偶発的
な事象への取り組みについて
は計画の範囲内で合理的な量
に抑え、自分達が事業を営む
ダイナミックなビジネス環境
において何が起こっているの
か、よく考える必要がある」
—ジャン・バビアク
（Jan	Babiak）
Audit	Committee	Chair,
Walgreens	and	on	other
corporate	boards

2013年　内部監査全世界実施調査
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図11: 回答者の属性分布

　今回の調査の実施にあたり、PwCで
はオンラインアンケートを2012年
10月から11月にかけて実施した。回
答者の大多数はCAEsであり、残りは
監査委員会議長、そのほか役員会メン
バー、CEOs、CFOs、リスク担当役員、コ
ンプライアンス担当役員、法務担当役
員が含まれている。	18業種・60カ国
から調査に参加いただいたが、総サン
プル数の15％を超えるセクターは一
つもない。回答者の所属企業はさまざ
まな規模の企業にわたって分布してい
る。そのうち66％は上場企業、40％は
SOX法の適用企業である。

　統計的な傾向を把握し、定性的な観
点を得るために、ケーススタディ面談
を140名以上の役員とグローバルに実
施しており、その対象としてはCAEs、

上級執行役員、監査委員会議長、役員会
メンバー、そのほか内部監査の利害関
係者が含まれている。より定性的な観
点を展開するため、さまざまな業種お
よび事業規模にわたる、多数のクライ
アントへの内部監査サービス提供の経
験を活用している。

　当レポートにおいて、組織へ大きな
価値貢献を行っている内部監査組織
と、それほど大きな価値貢献を行えて
いない内部監査組織の違いに言及して
いる。この分析は、利害関係者に対する
次の質問に基づいている：「内部監査
部門のリソースと活動資金の調達の
ための投資について、内部監査部門か
ら得られる価値を評価していただきた
い」。私たちの洞察を展開するため、上
記の質問に対し「非常に価値がある」

「一定の価値がある」「ほとんど価値が
ない」「全く価値がない」と答えた回答
者の回答内容を比較した。

　当レポートにおいて、「パフォーマン
スが高い」あるいは「上位5％」と私た
ちが判断した調査回答者の部分集合に
も言及している。この回答者群は、内部
監査から重要な価値を受けており、組
織によるリスク管理状況が非常に良い
と答えた回答者の部分集合である（非
常に良い、大変良い、ある程度良い、さ
ほど効果的でない、全く効果的でない、
の5段階）。この部分集合は調査の総回
答者の5％を占めている。

　最後に、貴重なお時間を割き今年度
の調査にご協力いただいた全ての役
員の皆様方にお礼申し上げる。

Reaching greater heights
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図12: 最も脅威と思うリスク、最も良く管理されていたと思うリスク

参考資料 :	重大なリスク

　調査回答者の80％は、脅威が増大
していると考えているが、所属する組
織のリスク管理が非常に良いとしたの
はわずか12％に留まっている。これ
は、アクションの必要性を示すもので
ある。不確実性、変動性、複雑性が存
在している。リスクが増加すれば、新規
領域における内部監査のリスク対応
とパフォーマンスはより重要になる。
PwCが実施した「Annual	Corporate	
Directors	 Survey	 -	 insights	 from	
the	Boardroom	2012」によると、新
規リスクに対する役員会の理解度に
対してまずまず満足しているDirector
は、わずか53％に過ぎない。半数以上
のDirector（51％）は、役員会へ不適
切な情報伝達が行われ、不適切にIT
リスク管理へ関与していると考えてい
る。今回の調査と併せて、この結果か
らは、組織にとって最も重大なリスク
への考え方を一致させたり、管理状況
の良し悪しに関する合意した見方を作
るにあたって、企業がさらに多くの課
題を抱えていることを示している。

　私たちが質問したリスクが、組織に
とって重大であると考え、またこうした
リスクが引き起こす脅威が増加してい
ると考える役員会メンバーは、マネジ
メントよりも多いようである。役員会メ
ンバーは、65％のリスクについては、
マネジメントよりもリスクが増大してい
ると見ており、75％のリスクについて
はマネジメントよりもより重大であると
考えている。

　上記の内容と一貫性のあることです
が、利害関係者も、リスク管理状況の
適切さについて全面的には同意して
いない。全体として、役員会メンバーは
組織のリスク管理の有効性について、
マネジメントやCAEsよりも好意的に
評価している。したがって、役員会メン
バーはマネジメントに比べ、リスクに

対してより関心が高いものの、その管
理状況についてはより満足度が高い
ということになっている。平均して、調
査対象とした20のリスクについては、
60％の役員会メンバーと52％のマネ
ジメントは、リスクが適切に管理され
ていると考えている。組織におけるリ
スク管理が適切と考えているCAEsは
ちょうど半数である。

　リスクに対する見方が一致しない
根本原因としては、組織におけるリス
ク管理プロセスの連携と統合の適切
さに問題がある可能性があり得る。回
答者の半数は、リスク管理プロセスが
適切に連携されているとは感じておら
ず、約5分の1は、ERM（全社的リスク
マネジメント）プロセスやほかのリス
ク管理部門との連携が組織において
ほとんどみられないと感じている（こ
の点については、2012年の調査結果
とほとんど変化が見られない）。内部
監査部門は、しばしば監査委員会とリ
スクに関する議論を行っていることは
把握している。そして、マネジメントは
役員会全員とリスクに関する議論を別
途行っており、多くの場合、その対話の
内容は異なっている。結果として、リス
クアセスメントは決して出来上がって
おらず、もしくは複数のアセスメントが
存在し、それぞれ利害関係者の部分

集合の観点からつくられているのであ
る。対照的に、組織のリスク管理が適
切と答えた79％の回答者については、
リスクに対する統合的な知見を創出
するため、さまざまな部門領域にわた
り横断的な協働がみられる。

　リスクの重大性や管理状況につい
ての著しく異なった見方は、より大き
なリスクにさらされる潜在性を高め、
内部監査部門の努力が、最も重大なリ
スクと合致しない可能性を高めること
になる。より大きな観点からすると、リ
スク管理やリスクに対するリソース分
配全体の有効性にも疑問が生じるこ
とになる。調査結果によると、多くの企
業リスクアセスメントは、より完全性が
あり、より統合されているべきである。
企業は、組織のリスクプロファイルと、
それをモニタリング支援する内部監
査部門の貢献を一体として確認する
必要がある。より全体的で効果的なリ
スク管理アプローチにおいて、有効な
内部監査部門の基盤を築く出発点と
しては、率直な対話が不可欠である。

　今回の調査において、組織が最も重
要と考えるリスクに関する業種別の観
点やより詳細な情報については、以下
のサイトをご覧いただきたい。
www.pwc.com/
us/2013internalauditstudy

昨年、最も増大したと思うリスク 昨年、最も良く管理されていたと思うリスク

経済先行きの不透明性 

法令・規制および政府の方針

ITセキュリティ／サイバーセキュリティ

データプライバシー

政府支出・税務関連法令

市場競争力

市場の変化              

金融市場                        

大規模な計画（例：ERP導入） 

人材・労働に関する事項

市場競争力

風評・ブランド

金融市場                        

不正および倫理

政府支出・税務関連法令

データプライバシー

合併・買収（M&A）、合弁事業

法令・規制および政府の方針

ITセキュリティ／サイバーセキュリティ

経済先行きの不透明性 

上から、最も取り上げられたリスク／最も良く管理されていたリスクの順
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