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PwC『2016年内部監査全世界実態調査』
にみる内部監査高度化への示唆

1 本年度の調査の概要

今回で12回目を迎えた内部監査の年次調査には、世界
40カ国の約1,700名（企業数）が参加し、その内訳は58％
が内部監査部門長（CAE）またはその直属の部下である内部
監査関係者、残りの42％が組織内で内部監査の利害関係
者であるマネジメント、役員会メンバー等となっています。
このような定量的調査（アンケート調査）に加えて、さらなる
洞察を得るために約100名のCAEや利害関係者に対して対
面インタビューを実施し、定性的調査も併せて行いました。
この結果、調査レポートにおいては内部監査機能に関する
統計データに加えて、特定企業の優れた監査実務（ベストプ
ラクティス）やCAEと利害関係者の発言が具体的に紹介され
ています。
ここ数年の年次調査では、内部監査が利害関係者の期待
に応えて組織に重要な価値を提供するためにはどうしたらよ
いか、また、内部監査のパフォーマンスが良好であると利害
関係者から評価されるにはどうしたらよいか、といったテー
マを中心に取り扱ってきました。本年度の調査では、同様の
視点に立ちながら、より踏み込んだ形でCAEのリーダーシッ
プが果たす役割に着目しています。特に、焦点を当ててい
る項目としては以下が挙げられます。
●	内部監査が組織に対して価値貢献するためにリーダーシッ
プが重要であること

●	非常に実効的な内部監査リーダーが他の内部監査リーダー
と比べて卓越している五つの特性とは何か

なお、本稿では紙面の都合上、詳細については取り上げ
ませんが、今回で5回目を迎えたリスク調査では、リスクレ
ジリエンスとリスクアジリティーのバランスを取ることの重要
性について言及しています。従来型の「守り（企業価値の保
護）」のリスクマネジメントにとどまることなく「攻め（企業価
値の実現）」にもつながるような戦略的なリスクマネジメント
を導入している企業は、持続的な成長を達成している傾向

はじめに
　PwCでは毎年全世界規模で内部監査の実態調査を実施
し、調査レポートを公表しています。また、同時に派生的な
テーマとしてリスクに関する調査も実施し、『Risk in review』
という調査レポートを刊行しています。
　本調査には日本企業も多数参加されていますが、先進的
な内部監査を行う欧米企業が回答企業のかなりの部分を占
めており、内部監査やリスク管理の最先端の実務やトレンド
を把握する上で非常に有用です。そこで、本稿では、これら
の調査結果のエッセンスをご紹介させていただくことで、先
進的実務の動向や内部監査業務のさらなる充実・高度化に
向けた取り組みへの示唆を共有させていただきます。
　 なお、文 中の 意 見に関する部 分 は筆 者 の 私 見であり、
PwCあらた有限責任監査法人または所属部門の正式見解
でないことをあらかじめお断りします。
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があることを説明しています。

2 内部監査が提供する価値と
リーダーシップの相関関係

今日の企業は、競争の激化、規制の強化・複雑化（グロー
バル化）、地政学的リスクの増大などにさらされており、ビジ
ネス環境は複雑さと不安定さを増しています。このような環
境下で企業のリーダーは複雑で絶えず変化するビジネスリ
スクに対処しながら企業運営の舵取りを行っています。
一方、企業（グループ）内において独立した客観的な立場
で企業全体のガバナンス、リスクマネジメント、内部統制の
プロセスをモニタリングして評価・助言を行
うべき立場にある内部監査部門のリーダーに
ついても企業のリーダーと同様の課題に直面
しており、利害関係者の期待に応えるべくさ
まざまな取り組みをされています。この成果
が以下の年次調査結果にも表れています。

●	内部監査が組織に対して重要な価値を付加
していると回答した利害関係者の割合
	（2015年調査）48％⇒（2016年調査）54％
●	内部監査のパフォーマンスは全体的に良好
であると回答した利害関係者の割合
	（2015年調査）64％⇒（2016年調査）65％
<参考>
●		自社の組織はリスクを良く管理しているとし
た回答者の割合
	（2015年調査）67％⇒（2016年調査）71％

本年度の調査結果において、図1に見られるように、内部
監査の組織貢献（重要な価値の提供）、内部監査のパフォー
マンスの高さと内部監査のリーダーシップとは強い相関関
係があることが分かります。すなわち、非常に実効的なリー
ダーが率いている内部監査機能（全体の28％）は、実効的
なリーダーが率いている内部監査機能（全体の50％）、あま
り実効的でないリーダーが率いている内部監査機能（全体
の22％）よりもはるかに高い利害関係者からの評価を得て
います。
また、図2に見られるように、内部監査の優れた実務（例え
ば、ビジネスに沿った戦略的計画を策定し実行する、問題
の根本原因分析を行う、監査委員会（監査役会）と合意した

20% 52% 92%

29% 62% 90%

■13%：実効的または実効的でないのどちらでもない　　■ 5%：実効的でない　　■ 4%：全く実効的でない
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利害関係者の割合
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■非常に実効的なリーダー　■ 実効的なリーダー　■ あまり実効的でないリーダー

以下について評価が高い内部監査リーダーの割合

ビジネスに沿った
戦略的計画を
策定し実行する

問題の
根本原因分析を行う

監査委員会（監査役会）と
合意した計画を
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図１：価値と内部監査のリーダーシップの強い相関関係（利害関係者の視点）

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』

図２：非常に実効的な内部監査リーダーはより良い成果を出している

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』
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計画をタイムリーに実施する）についても、非常に実効的な
リーダーが率いている内部監査機能はそれ以外のリーダー
が率いている内部監査機能よりも優れた実務を実施してい
る割合が高くなっています。

3 実効的な内部監査リーダーの特性

上述したように、非常に実効的なリーダーが率いている内
部監査機能は、より良い成果を出して組織により大きな価
値を付加していることが立証されましたが、このような非常
に実効的な内部監査リーダーに見られる特性とはどのような
ものなのでしょうか？	
本年度の調査の一環として実施した約100名のCAEや利
害関係者に対する対面インタビューの結果、実効的な内部
監査リーダーに共通的に見られる特性として以下の五つの
項目で際立っていることが分かりました。
●	ビジョン
●	人材最適化
●	ポジション
●		コミュニケーション
●	ビジネスとの方向性の一致
　
以下、上記五つの項目について、本調査レポートに記載

された行動特性と検討すべき事項をご紹介させていただき
ます（検討すべき事項は質問文形式にしておりますので、セ
ルフアセスメントにご活用いただければと思います）。

（1）ビジョン

① 行動特性
●	ビジョンを戦略的計画に落とし込む
●	ビジョンを支える能力に投資する
●	変革期において実効的にチームをリードする

② 検討すべき事項
●	戦略的計画を策定していますか？
	 策定している場合、監査委員会（監査役会）を含む利害
関係者に共有されていますか？　利害関係者は示された
方向性に合意していますか？

●	内部監査機能増強のため、テクノロジーやデータ分析等
の長期的投資を計画あるいは実施していますか？

（2）人材最適化

① 行動特性
●	メンターシップとビジネスに役立つ人材育成に焦点を当てる

●	価値を付加するために、適時適所に適切な人材を調達する

②検討すべき事項
●	人材マネジメント戦略を再評価したのは、直近ではいつ
ですか？

●	当該戦略は監査委員会（監査役会）を含む重要な利害関
係者と議論されましたか？

●	内部監査チームのビジネス感覚、スキルセット、専門的
な経験は、組織が直面している新興リスクに対処できる
ものですか？

●	戦略的な人材育成の機会を識別・創出し、ビジネスリー
ダー育成のためにメンターシップを利用していますか？

（3）ポジション

① 行動特性
●	利害関係者により以下の権限を委譲される
─組織におけるポジション
─トップからの姿勢

●	組織内で地位を確立するために責任を持つ
●	並外れたビジネス感覚を有する

② 検討すべき事項
●	内部監査の役割に権限を与えるために、経営幹部はどの
ような姿勢を示していますか？

●	利害関係者はCAEに権限を与えて変化を起こすために、
可能なことは全て行っていますか？

●	CAEはビジネスや業界をより深く理解するために、どのよ
うな方策を講じていますか？

（4）コミュニケーション

① 行動特性
●	自信に満ち、冷静で、申し分のない誠実さを持ち信頼できる
●	充実した、簡潔な、成果に基づく方法によってコミュニ
ケーションを図る

●	監査プロジェクトや委員会での会合とはかかわりのない
ところで、利害関係者とコミュニケーションを図る

●	内部監査がもたらす価値について明瞭に伝える

② 検討すべき事項
●	監査計画や現状報告にとどまらず、どのような追加情報
を利害関係者に伝えていますか？

●	CAEは役員室以外で利害関係者と関係を構築していますか？
	 その関係を発展するため、どの程度積極的ですか？
●	CAEは利害関係者から積極的にフィードバックを要請し
ていますか？

特集：内部監査
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（5）ビジネスとの方向性の一致

① 行動特性
●	内部監査を戦略的方向性や関連リスクに沿ったものとする
●	信頼に基づいた関係を構築する
●	ディフェンスライン全体にわたってパートナーシップを構
築する

●	組織全体における関与レベルを上げるために人脈を利
用する

② 検討すべき事項
●	他の保証業務を担う機能と最適に連携していますか？
●	他の保証業務を担う機能と一緒に業務を遂行するに当
たって、共同で戦略を策定していますか？

●	特定のビジネス課題が発生した際に利害関係者に対して

積極的かつ即座に支援を提供するために、どの程度の時
間を割いていますか？

●	内部監査チームは監査の範囲を超えてビジネスの交流
を広げていますか？

上述した内部監査リーダーに共通に見られる五つの特性
について、非常に実効的なリーダーと実効的なリーダーとの
間で組織への価値貢献にどれくらい違いがあるかを示した
のが図3です。どの特性についても両者間でかなりの差異が
生じていることが分かります。
本調査レポートの最後には、総括として内部監査リー

ダー、利害関係者が各特性に関してこれから取るべき行動
について図4のようにまとめています。

89%

76%

82%

91%

95%

92%

64%

53%

54%

58%

69%

52%

各特性において強みを持つ内部監査リーダーの割合

人材最適化

ポジション

コミュニケーション

ビジネスとの方向性の一致

内部監査は重要な価値の提供に貢献している

ビジョン

非常に実効的なリーダー 実効的なリーダー

内部監査部門長（CAE）：リードする 利害関係者：可能性を与える

人材最適化

ポジション

コミュニケーション

ビジネスとの
方向性の一致

ビジョン 戦略的目標に沿ったビジョンを築く。

人材のメンタリングと育成を行うとともに、
外部の人材で補完する。

組織内で地位を確立する行動を取る。

関心を引き、結果に影響を及ぼすような
影響力を持ってコミュニケーションを取る。

ビジネスへの関与レベルを上げるため、
信頼関係を築く。

内部監査リーダーに、内部監査とビジネス戦略の
連携について責任を負わせる。

内部監査の人材に関する期待について
コミュニケーションを図る。

コントロールとプロアクティブなリスクマネジメントに
関連する組織の姿勢を示して、内部監査に権限を委譲する。

意思決定にかかる時間の最適化を内部監査に
促すため、フィードバックを提供する。

助言によって協力し、内部監査により
一層の期待を伝える。

図３：特性別に見た価値と内部監査のリーダーシップの相関関係

図４：今すぐに取るべき行動

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』

出所：PwC『2016年内部監査全世界実態調査』
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4 まとめ～日本企業の内部監査部門の
動向と内部監査高度化への示唆～

ここで日本企業の内部監査に対する最近の取り組みにつ
いて見ると、改正会社法の施行、コーポレート・ガバナンス・
コードの導入、最近の企業不祥事の多発等を背景として経
営者の認識・理解が徐々に変化しつつあることを背景に、従
前の内部監査のやり方を見直し、さらなる充実・高度化を目
指す企業が増えていて、旧態依然の内部監査を行っている
企業との間で二極化現象が生じているように思います。
ここで、前者の先進企業における具体的な取り組みとして
は、例えば以下のようなことが挙げられます。

●		内部監査の外部品質評価を通じた改善機会の把握
●		海外子会社（特にM&Aで取得した会社）のガバナンス強化
を目的とした海外子会社内部監査の見直し

●	グローバル内部監査態勢の見直し（特に本社内部監査機能
の見直し、海外の内部監査拠点との連携・報告連絡体制の
見直し等）

●	不正の予防・発見、業務効率改善等のさまざまな局面での
データ分析の活用

●	情報セキュリティ監査、外部委託管理の監査の強化・拡充
●		リスクベース監査の徹底
●	経営監査領域へのチャレンジ、等

これらの取り組みは、人事異動の結果就任した新たな内
部監査部門長の発案によってなされることが少なからず見
受けられますが、まさに本調査レポートの主題である内部監
査のリーダーシップの重要性に関係しています。
J-SOXが定着した昨今においては日本企業の内部監査部
門の人員が大幅に増加するような環境にはありません。企
業によっては（増大する企業リスクとは裏腹に）内部監査部
門の人員削減の危機に直面している場合もあります。マネジ
メントをはじめとした利害関係者に対してプレゼンスを発揮
して評価されるためには、限られた陣容で内部監査部門は
何を行えばよいのでしょうか？	また、内部監査部門のリー
ダーとして何をなすべきでしょうか？
上述のとおり、本調査レポートでは、これらの問いに対す

る示唆が集約されています。先進企業においては、内部監
査部門のリーダーが中心となって、「何ができるか」ではなく
「何をすべきか」に関するビジョンを戦略的計画として策定し
ています。それに基づき、よりリスクの高い領域をカバーで
きるよう重点的な監査領域を見直し、そのために必要な人
材・スキルをまずは社内外の専門家を活用することによって
実現し、テクノロジー（データ分析、ツール導入、DB化等）
を活用することにより業務の標準化・省力化を実現しようと

しています。また、内部監査部門のリーダーはさまざまな利
害関係者と密接なコミュニケーションを取り、複雑で絶えず
変化するビジネス環境下においてビジネスとの方向性の一
致に努めています。
本調査レポートおよび本稿が自社の内部監査機能の在り
方に対して何らかのご懸念を抱いている方々や、新しい挑
戦に情熱を傾けておられる方々の一助になれば幸いです。

和泉 義夫 （いずみ よしお）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部	シニアマネージャー
PwCに入所後、SEC登録日本企業、外資系企業の会計監査業務を経て、
現在、国内大手上場企業の海外子会社ガバナンス構築支援および海外子
会社内部監査支援、グローバル内部監査体制構築支援、内部監査の品質
評価、監査役監査支援、J-SOX対応支援、SEC登録日本企業の改訂COSO
対応支援に従事。著書に『内部統制報告制度（J-SOX）導入後の先進的内
部監査ガイドブック』（共著、清文社）など。『COSO	ERMレポート』および
『改訂COSO内部統制フレームワーク』翻訳プロジェクトメンバー。米国公
認会計士（アラスカ州）合格。
メールアドレス：yoshio.izumi@jp.pwc.com

柏原 千晶 （かしわばら ちあき）

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部	シニアアソシエイト
他の大手監査法人等での日本基準に基づく会計監査、国内及び海外の
M&Aに係る財務デューディリジェンス、株式公開支援等の業務経験を経
てPwCに入所。現在は主に外資系企業の内部監査支援業務に従事してい
る。米国公認会計士。
メールアドレス：chiaki.kashiwabara@jp.pwc.com
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