進化か、衰退か？
岐路に立つ内部監査

「デロイトのグローバルCAE
（内部監査執行役員）サーベイ」
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生

物は、周囲の環境が変化するとき、必要に応じて進化するか、さもなくば絶滅します。こ
れはビジネスでも同様です。ビジネスを取り巻く世界は、一世代を経ずして、手法や市場、
技術、規制、リスクの面で大きく変容します。

進化する組織は成長して成
功を収め、そうでない組織
は敗 れ去る。また同 時に、
変 化を利 用して新たな組
織が生まれる。環境変化に
上手く適 応できた組 織は
発展し、適応に失敗した組
織は衰退することになるで
しょう。

組織の各機能にも同様の力学が働いています。変化するニーズに対応すべく進化できた機能は、組

織にとって重要な存在であり続けている一方、進化できなかった機能は隅に追いやられ重要性を
失っています。

この
「内部監査の進化」という問題は、2015年に発行した
「順応か消滅か」でデロイトが初めて取り
上げたテーマです。記事は大きな反響を呼び肯定的な反応を得ました。本冊子では、それを受ける形
で実施された
「デロイトのグローバルCAEサーベイ」の結果をご紹介します。

調査の結果、CAE
（内部監査執行役員）たちが深刻な懸念を抱いていることが分かりました。自らの
組織が変化しつつある
（それもしばらく前から）ということをCAEは認識しています。また、変化する
組織のニーズへの対応が内部監査に求められていることも彼らは理解しています。

このような組織の内部監査部門では、過去についての報告だけでなく将来に関する情報の提供も求

められます。情報に加えての見通しや、保証に加えての助言が必要とされます。内部監査部門は、財務

と業務に関する統制のみならず、戦略的計画やリスク管理プロセスも対象としなくてはなりません。
内部監査人は、内部監査の厳格さ、客観性、独立性、スキルを新たな方法で用いる必要があります。

今回のサーベイの結果、内部監査が組織のニーズに応えるために進化しなければならない具体的な
方向性が示され、必要な変化がこれまで以上に明らかになりました。今後の重要な取り組みに向け

て、CAEは今、自部門を主導しなければなりません。加えて、内部監査がそうした取り組みを行うにあ
たっては、鍵を握るステークホルダーとして、特に監査委員会と経営陣の支援が欠かせません。
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世界のCAEを対象にデロイトが実施したサーベイの結果、内部監査は変化の必要に直面
していると考えていることが判明しました。ところが、それを踏まえた取り組みについては
CAEの多くが悩みを抱えています。調査ではCAEの主な悩みが鮮明に浮かび上がりました。

また、
調査結果とデロイトの見解によって、
組織に対する提供価値の向上のために内部監査が取るこ
とのできる進化の方向性も示されました。

今回のサーベイには1,200名を超えるCAEから回答があり、そこでは、内部監査のあり方に影響を及

ぼす変化と、それへの対処法に対するCAEの関心の深さを物語るものでした。調査は29か国の様々

な業種を対象に実施し、現在および今後3 ～ 5年間の内部監査部門の地位、能力、活動、役割、リソー
スに関するCAEの考えを測定しました。
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以下は特に重要な調査結果です。
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高める必要性

スキルギャップへの対処の必要性

イノベーションの重要性

代替的なリソース調達モデルの

戦略的計画とリスク管理の
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レビューの増加
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・変化の必要性を認識しているCAE

今後3～5年間に自分たちの組織が中程度または著しい変化を
経験すると予想したCAEは85%、そして内部監査にも同様の変

化が生じると回答した割合も同様に高かった
（79%）ことを考え
ると、現状維持という選択はあり得ません。また、新たな課題へ
の対応策を内部監査部門が講じることが、経営者と監査委員
会から期待されていると大半のCAEが考えていることもサーベ
イから明らかになりました。

・内部監査の実効性と影響力を高める必要性

自部門が組織内で強い実効性と影響力を有していると回答し

たCAEはわずか28%。内部監査の実効性と影響力はほぼない
とする割合は16%と懸念すべき値を示しました。一方、今後数

年間では内部監査の強化が重要と答えた割合は2/3近くあり、
内部監査の実効性・影響力に関する現状と必要なレベルとの
ギャップは、内部監査や組織にとって埋めなければならないも
のです。

・スキルギャップへの対処の必要性

ステークホルダーの現在の期待に応えられるだけのスキル・専

門知識が内部監査にあるか
（内部監査チームのスキル・専門知

識に対するステークホルダーの満足度）という質問に
「不満足」
と答えたCAEは半数を超えました
（57%）。今後のニーズは言う
までもないでしょう。ステークホルダーの期待に応えられない
場合、内部監査が組織内で影響力と実効性を持つなど不可能
です。
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・代替的なリソース調達モデルの使用の拡大

スキルギャップ、人材不足、さらにはリスク・サイバー対策などの
専門家の確保という問題に直面する中、従来とは異なるリソース
調達モデルの使用が増加すると多くのCAEが見ています。
コソー
シングの利用を予定していると答えた割合は30%で、コソーシン

グモデルはやや増加すると見られます。
ゲスト監査人とローテー

ションプログラムの導入は大幅な増加が見込まれており、特に
ローテーションプログラムの利用は倍増する予定です。

04

05

エグゼクティブサマリー（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

01

・大きなチャンスとなるアナリティクス

いくつかの調査結果が示すとおり、効率や価値、実効性を高め

るため、内部監査はアナリティクスの利用を拡大する必要があ
ります。

－アナリティクスの利用は概して初歩的なレベルに止まって
います

アナリティクスを使用していると回答した割合は86%だった
ものの、活用レベル別に見ると、中級レベル、上級レベルで

活用している割合はそれぞれ24%、7%とわずかでした。スプ

レッドシートなどを用いた限定目的の基本的なアナリティク

スを使用するか、または一切使用していない組織が多数を
占めました
（66%）。それらの組織は主に現場作業にアナリ

ティクスを用いていますが、内部監査の活動範囲の決定や
計画立案にも利用範囲を拡大することによってメリットが増
します。

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先
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－アナリティクスの利用が増加する見込み

今後3～5年に少なくとも内部監査の50%でアナリティクスを

使用すると回答した割合は58%でした。アナリティクスの利

用度を高める
（内部監査の75%以上でアナリティクスを利用
する予定）とした割合は実に37%に上ります。

－アナリティクスの利用を拡大するにあたって内部監査はい
くつもの障壁に直面しています

C AEがアナリティクス利用における主たる障壁と考えている
のは、人材ギャップとデータ品質およびそこへのアクセスで

す。内部監査部門のスキルは依然として業務監査と会計監査
に大きく偏っているため、分析と技術のスキルを高める必要
があります。
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－ダイナミックレポーティングの増加

大半の内部監査部門では、ステークホルダーとの連絡に文字

で書かれた静的な文書とプレゼン資料を用いています。ダイ

ナミックな視覚化ツールが飛躍的に増える
（7%から35%に増
加）一方で、特に文字データの使用は減る
（78%から58%に減

少）と予想されます。動的な視覚化ツールを用いることによっ
て、内部監査は、より洞察に富んだ見解を示し、ステークホル
ダーと対話し、
提供価値を高めることができます。
・助言業務の拡大
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03

部門の数も急増が見込まれています。
・硬直的な内部監査の予算課題

内部監査予算の増減予定はないと答えたCAEは半数、やや増加
すると見込む割合は約1/3
（36%）でした。
削減されるとの回答が
少なかったのは
「朗報」とはいえ、急激な変化と進化の時代にお

いては、
従来通りか、
あるいはやや増加程度の予算では不十分な
おそれがあります。
少ない
（または同額の）予算で多くを成すのは
不可能ではないかもしれませんが、
限界があります。

今後3～5年で助言業務の割合が増えると回答した割合は半数

大きなジレンマ: 大半のCAEは自分たちの組織と部門の前途にあ

将来に関する見通しの提供と、事業上の取り組みへのより早い

えるための自部門のスキルについて
「非常に満足」と回答した割

を上回りました
（55%）。ステークホルダーは内部監査に対して、 る変化を認識しています。ところが、ステークホルダーの期待に応
段階からの関与を期待するようになるとCAEは予想しています。 合は13%に過ぎず、組織の中で内部監査部門が強い実効性と影

響力を持つとしたCAEも28%しかいませんでした。その一方で、実

・イノベーションの重要性

C AEは今後3～5年で内部監査に影響を及ぼす可能性が最も高

いイノベーションとしてリスク予測
（39%）とデータ解析
（34%）

効性と影響力を持つことが非常に重要と回答した割合は2/3に上
ります。

を挙げています。これは内部監査に対するステークホルダーの

このような状況下では、十分な計画のもとで積極的・集中的に

フトしていることを示します。

テークホルダーのニーズに合った対応が求められますが、本冊子

期待が過去を中心とした報告から将来の予測を含むものにシ

対応する必要があります。各CAEには自分たちの組織や部門、ス
では、デロイトが実施すべきであると考える取り組みについて
「ま

・戦略的計画とリスク管理のレビューの増加

過去3年間に、組織の戦略的計画プロセスに関する評価を実施
したことがあると答えた内部監査部門の割合が約1/3だったの

に対し、今後3～5年で同評価を実施する予定との回答は半数

を超えました。リスク管理機能のレビューを実施する内部監査

－8－

とめ」に紹介しています。
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績の向上や変化要因への対処、競争力の維持を目的として組織は進歩し続けます。自分
たちの組織に起きつつある変化、さらにステークホルダーの利益となるやり方でいかに対
処すべきかを、内部監査部門は理解する必要があります。

今後3～5年に組織内で予想される変化の程度

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
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まったく変化しない

1%

該当なし

1%

不明
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また、監査委員会と経営者が内部監査部門の進化を期待していることもCAEは認識しています。

このような変化に対する大きな期待へ、内部監査は積極的に対応しなくてはなりません。誤った判断
（もしくは対応しないこと）によって、内部監査の有
効性や関連性、影響力の低下など、痛みを伴った代償を強いられるおそれがあります。といっても、重要なのは、変化のための変化ではなく、ステークホ
ルダーの要求に応えるために内部監査に必要とされる変化の種類と程度に関する理解です。
監査委員会は内部監査に今後3～5年で進化することを求めている。

12%

著しく変化する

52%

適度に変化する

11%

15%

まったくない

該当なし

14%

12%

経営者は内部監査に今後3～5年で進化することを求めている。

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ
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14%

著しく変化する

59%

適度に変化する

お問い合わせ先
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まったくない
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9%

不明
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内

部監査部門が取締役会や経営陣その他の幹部に影響を及ぼすことができ、組織内に重
大な影響力を有すると回答したCAEは少数でした。内部監査部門には実効性や影響力が
ほぼないとした回答もありました。とはいえ、今後は内部監査が実効性と影響力を持つこ
とが重要になるとCAEは正しく理解しています。
現時点における内部監査の実効性と影響力

今後3～5年における内部監査の実効性と影響力

28%

55%

16%

1%

64%

31%

3%

2%

十分にある

ややある

ほぼなし

不明

極めて重要

やや重要

重要でない

不明

確かなこと: 内部監査が優れた能力によって強力な役割を果たす

ことを組織が求めているため、既に変化しはじめています。組織
は、
戦略、
サイバーやその他リスクへの理解と対応への支援を求め
ています。経営者は、問題を識別し、意思決定や取り組みを判断す
るための助けを必要としています。

監査委員会と取締役会は、複雑に進化する事業や技術、競争、規
制の環境変化に対応するための助けを必要としています。

こうした課題をステークホルダーが理解・対応するのを手助けす

るのに必要な客観性や独立性、厳格さ、全社的な視点を備えてい
るのは、唯一内部監査部門のみです。現時点では内部監査は十分
な実効性と影響力を持たないとしたCAEの割合は3/4近くに上り

業界・地域のインサイト

ますが、変化が不可避であることは明白です。

お問い合わせ先
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スキルセットの強化により影響力を高める
はじめに
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スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

内

部監査は、組織内での実効性と影響力を高めようとするならば、スキルセットを強化する
必要があります。CAEはそれを明確に認識しています。ステークホルダーの期待に応えられ
るだけのスキル・専門知識が内部監査にあるか（内部監査チームのスキル・専門知識に対
するステークホルダーの満足度）という質問に「十分満足」と答えた回答者は比較的少数でした。
内部監査の能力に関する現在の満足度

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

?

41%

32%

満足

やや満足

25%

不満足

?

2%

不明

自部門の能力に関して、やや満足している、満足には至っていない、不満足であると回答したCAEの
割合が合わせて半数を超えることを考えると、改善の余地が十分にあるだけでなく、対応は急務で
あるといえます。スキルと専門知識の不足は、現時点および将来において内部監査が組織のニーズ
に応えることができるか否かに間違いなく影響します。ゆるやかな変化では不十分な内部監査部門
が多いかもしれません。
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重大なスキルギャップへの対処
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

具

体的に特定されたスキルギャップを把握すると、自らの内部監査部門の能力にCAEが不
満足な理由や、さらに、内部監査部門が実効性と影響力を欠く理由を説明するのに役立
ちます。

5つの能力ギャップ

不正防止 | 24%

イノベーション | 26%

これらのスキルは、最優先分野である
アナリティクスとイノベーション、およ
び組織の主要リスクに内部監査が対
応できるようにするためのものです。
これらは、統制のレビューと業務・会
計監査に関連する従来のスキルの範
囲を超えるため、ギャップが生じるの
は当然と言えます。とはいえ、変化の
気運の高まりを踏まえると、こうしたス
キルを強化する必要があります。

モデルリスク | 27%
データアナリティクス | 41%
専用IT | 42%

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先
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スキルギャップへの対処に役立つ革新的な
リソース調達モデル
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

人

01

02

材獲得競争が激化する中、内部監査はCAEが望ましい人材を（まだ）引き付けられずに
います。専門人材の確保に向けて内部監査部門は、主力の内部監査チームを補完する新
たなリソース調達モデルの活用を進めています。

人材ニーズに対応するために内部監査部門が現在利用している

人材ニーズに対応するために内部監査部門が今後3～5年で

リソース調達モデル
27%

利用する予定のリソース調達モデル

30%

コソーシング

外部リソースの
不定期利用

29%

ダイナミックレポーティングの導入

代替的な
人材獲得モデルの
利用なし

25%

助言業務の増加

24%

イノベーション

20%

重点分野のシフト

ゲスト監査人
プログラム

18%

29%

予算の問題
まとめ

13%

業界・地域のインサイト

ローテーション
プログラム

10%

お問い合わせ先

アウトソーシング

現地以外の
戦略リソース

6%
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13%
20%
8%

スキルギャップへの対処に役立つ革新的な
リソース調達モデル（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用
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イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

01

02

CAEはコソーシングが人気のある代替リソース調達モデルとして普及すると見込んでいますが、これ
には正当な理由があります。内部監査はコソーシングモデルを活用することで、長期投資を実行す
ることなく、専門スキル、対応力強化、ジャストインタイムの柔軟性を確保することができます。外部
リソースの不定期利用についても同様のことが言えます。
特殊なレビューの応援のために事業部の人材を内部監査部門に

この分野ではいくつか予想外の調査結果が出ました。内部監査費

ます。このプログラムを利用すると、監査事項を深く理解できるた

回答した割合は比較的低く
（8%）、代替的な人材確保モデルを使

招くというゲスト監査人プログラムの導入も増加が見込まれてい
め、内部監査チームはより鋭い質問を行い、分析を強化すること

で、内部監査の提供価値を高めることができます。内部監査部門

用を削減するのに国外アウトソーシングの利用を計画していると
用する予定はないとした割合が意外に高くなりました
（18%）。

への新大使とも言うべき事業部出身のゲスト監査人を通じ、事業
部の知識が内部監査チームに移転する一方、リスクや統制に関す
る理解が事業部に移転します。

ローテーションプログラムは、事業部から内部監査部門
（および

その逆）への人材のローテーションを通じて同様の利益を生じさ
せます。内部監査部門の多くは、上層部のサポートがないなどの
障害のためにローテーションプログラムの恩恵をあまり享受でき

ずにいます。また、一般的に、ローテーションによる内部監査部門
への移動は出世コースとは考えられていません。デロイトの経験

によると、慎重な計画作りと、長期のコミットメント、上層部のサ
ポート、候補者の賢明な選出によって、ローテーションが成功する
機会が増えます。
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代替的な人材確保モデルは、適切に
計画・実施をして上手く利用すれば、
スキルギャップへの対処や専門知識の
獲得、組織内での実効性と影響力の
確保の面で内部監査に非常に役立つ
とデロイトは考えています。

今こそ、アナリティクスを活用しよう
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

内

01

02

03

04

05

06

部監査に定着してきたアナリティクスですが、今後は一層利用が拡大するでしょう。大半
の内部監査部門は、現場作業で基本的なツールと能力を限定的に用いるという形でアナ
リティクスを導入しています。しかし、事実上すべての内部監査業務において、アプローチ
と手法、コミュニケーションにアナリティクスを取り入れる必要があります。

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

－ 16 －

今こそ、アナリティクスを活用しよう（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用
助言業務の増加

重点分野のシフト

55%
初級: 限 定的な反復
可能ソリューションと
基本ツール
（スプレッ
ドシートなど）を用い
てアナリティクスを限
定的に利用している

25%
23%

10%

2%

2%

その他
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19%

不明

3%
不明

32%

報告

11%
アナリティクス能力
がない

37%

継続監査

お問い合わせ先

06

24%
中 級: 一部に標準化
手法と反復可能なア
ナリティクスを取り
入れている

年次計画

業界・地域のインサイト

05

66%

範囲決定

まとめ

04

現時点におけるアナリティクスの利用状況

現場作業

予算の問題

7%
上級: 高度なツールと
上 級のアナリティク
ス技法を使った標準
手法とトレーニング

03

継続的なリスク評価

イノベーション

アナリティクス能力

02

アナリティクスを利用していない

ダイナミックレポーティングの導入

現時点における内部監査の

01

今こそ、アナリティクスを活用しよう（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

なぜアナリティクスを活用すべきなのか。それは、アナリティクス
を活用することで、優先すべき分野を特定し、監査業務を効率化

01

02

03

現在の利用状況に関して、回答者の過半数
が現場作業でアナリティクスを用いている
と回答しました。
それは、
年次計画や監査範
囲の決定にアナリティクスを利用していると
した割合を上回ります。年次計画や監査範
囲の決定は、リスクエリアの識別、資源配分
の改善、監査の実効性の改善、助言業務の
ための時間確保の目的にアナリティクスを
役立てることができる分野です。
それらはア
ナリティクスが最も効果を発揮するとデロ
イトが考えている分野でもあります。

現在
すべての内部監査に
利用

は38%でしたが、この割合は今後3 ～ 5年で58%に跳ね上がると見

内部監査の25 ～ 49%
に利用している

られます。
また、注目すべき点として、内部監査の75%以上にアナリ
ティクスを使用する予定と答えた割合は37%強に上りました。
－ 18 －

不明

23%

15%

21%

22%

18%

10%

24%

内部監査ではアナリティクス
大半の内部監査部門はアナリティクスの利用を拡大する予定です。 を使用していない
現時点でアナリティクスを導入済みの場合は、さらに利用を拡大し、
内部監査の50%以上にアナリティクスを利用していると答えた割合

14%

13%

内部監査の50 ～ 74%
に利用している

内部監査の1 ～ 24%
に利用している

今後3 ～ 5年間

10%

内部監査の75%以上
に利用している

内部監査でのアナリティクスの利用が急増中

未導入の場合は、アナリティクスの利用を開始する予定です。
現在、

05

内部監査でのアナリティクスの利用

し、より深い洞察が得られるほか、視覚化ツールを用いて監査結
果を伝達できるからです。

04

10%

6%

5%

11%

06

今こそ、アナリティクスを活用しよう（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト

解析スキルと簡単なツールがいくつかあれ
ば、内部監査のサイクル全体にアナリティ
クスを用いることができます。アナリティク
スの用途としては、監査範囲の決定、その
結果得られた洞察の監査計画への反映、
データの分析・比較・プロファイリング・
視覚化、監査計画から報告書作成に至る
までの過程で使用する重要な仮説の考案・
テストといった活動が考えられます。
現在のところ、アナリティクスは、サンプル抽出、基本データのプ
ロファイリング、データ品質の評価以外にはそれほど利用されて

いません。高度なデータ管理・集約を行っているとの回答は20%
に過ぎず、ほとんどの内部監査部門では極めて初歩的なレベルに

とどまっています。データ管理・集約能力を備えていなければ、ア
ナリティクスの利用範囲はファイルのスキャニングや単純なサン

プル抽出にほぼ限られます。しかしながら、今後数年で、行動解析

のためのデータのモデル化や見通し・展望のための予測モデル
化への利用が拡大すると見られます。

お問い合わせ先

01

02

04

05

定期的に実施するアナリティクスの種類
母集団からのサンプル抽出と
基本的なデータプロファイリング

70%

45%

データ品質の評価
監査人・報告用のダッシュボード
を含むデータの視覚化

27%

高度なデータ管理と
異種データセットの集約
なし

20%

10%

行動・予測のモデル化を含む
データのモデル化
不明
その他
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03

8%

3%
1%

06

今こそ、アナリティクスを活用しよう（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加

01

アナリティクスが内部監査にもたらす真の機会とは次のようなも

アナリティクス活用の障害

部門は、複合的なデータセットを分析し、傾向や関係性、異常を

スキルを持った人材がいない

のです。組織内のあらゆるデータへのアクセスが可能な内部監査
特定し得る唯一の立場にあります。これは他の部門では不可能で

す。また、組織内外のデータを統合することで、リスクに関するス

テークホルダーの理解を深めることができます。つまり、内部監査
はアナリティクスを監査の洞察力と効率の向上に役立てるだけで

なく
（それも価値あるゴールには違いありませんが）、自部門の立

労力面

アナリティクス実施の障害は克服できる

時間が不十分

では、内部監査が全面的にアナリティクスを活用するのを妨げて
いる要因は何でしょうか。一番回答数の多かったのはスキルと能
力のギャップです。

03

457
433
421

内部データが利用できない

385

ツールがない

予算の問題

コストが高い

192

サポートがない

192

まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

外部データが利用できない
選択回数
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05

577

イノベーション

重点分野のシフト

04

データの品質

場と能力を活かして事業上の問題やリスクに一段と鋭い見解を示
すことができるようになるのです。

02

313

108
300

600

06

今こそ、アナリティクスを活用しよう（続き）
はじめに

既存の社内スタッフに対する
トレーニング

実効性と影響力の確保

解析ツールの利用度を高める
ためのライセンス等の取得

スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

29%

23%

ダイナミックレポーティングの導入

スキルを持った専門家の雇用

23%

イノベーション

アウトソーシング

8%

予算の問題

不明

8%

業界・地域のインサイト

アナリティクス能力を確保
または改善する予定なし

8%

アナリティクスの活用
助言業務の増加

重点分野のシフト
まとめ

お問い合わせ先

03

04

05

66%

コソーシング提携先の利用

革新的なリソース調達モデルの使用

02

アナリティクス能力の開発計画

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

01

その他

3%
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アナリティクス能 力を確保するため
に、スタッフの研 修
（66%）や新 規ス
タッフの採用
（23%）を計画していると
答えたCAEの割合は比較的高くなって
います。これはおそらく、自らの所属す
る業界と組織にぴったり合った人材
を育てたいとのCAEの意向を示すもの
です。一方、IT監査で利用するケース
が多いアウトソーシングなどの代替人
材確保モデルは、データ抽出やデータ
管理といった、よりジェネラリスト的な
業務に役立ちます。
また、データの品質とアクセスが課題とされることがあるものの、
デロイトの調査結果によると、良質のデータを待つ
（あるいはデー
タの質が悪いことを口実にデータを利用しない）のではなく、利用

可能なデータを活用した内部監査部門は、これらのデータの問題
を乗り越えて、上述のメリットを得ることができます。

06

スクリーン上でのダイナミックレポーティング
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避
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ほ

この点が内部監査の実効性と影響力の低さの一因となっている

ダーが求めているのは、成績表ではなく実用的で利用可能な情報

関心を引くことができません。

それによって内部監査部門の実効性と影響力も高まります。

とんどの内部監査部門は監査結果を従来のものと代わり映えのしない静的な報告書
（テキスト文書）とプレゼン資料を用いて伝えています。ステークホルダーとのコミュニ
ケーションにダイナミックなアナリティクスや視覚化ツールを活用していると回答したCAE
は比較的少数でした。

可能性があります。必要だが有用でない大量の報告書は経営陣の
多くのCAEが、静的なものからダイナミックなもの
（またはインタラ

20世紀にテレビジョンが普及すると、メディア評論家のマーシャ

います。
例として、アナリティクスや視覚化ツールの導入などが挙げ

ツイッターのつぶやきが毎日のように主流メディアで取り上げら

クティブなもの）へのコミュニケーション方法のシフトを見込んで
られます。
それによって、プロセスや統制、リスクの報告をリアルタ
イムに近いタイミングで受けたいとの組織のニーズに対応できま

す。
ダイナミックなコミュニケーションはまた、
過去よりも未来、
デー
タよりも見通しが重視される場面でも役立ちます。ステークホル
現在のコミュニケーションの方法

まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

です。
適切な見通しを示すことで内部監査の信頼性が向上すれば、

938
文字による
静的な報告書
60

ダイナミックな
解析ツール

静的な
プレゼン報告書
その他

れる今日において、マクルーハンの言葉はこれまで以上に真実味
を帯びています。内部監査も、メッセージが変われば、メッセージ
を伝えるメディア自体を変える必要があります。

今後予定するコミュニケーションの手法
84

734

60

ル・マクルーハンは
「メディアはメッセージである」と述べました。

ダイナミックな
視覚化ツール
不明
－ 22 －
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不明
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助言業務が増える見込み
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

半

数を超えるCAEが、内部監査部門での助言業務の割合が増加すると見ています。助言業
務に力点を置くことで、内部監査部門の実効性と影響力を高めることができます。
例えば、プロジェクトの計画段階で予測リスク分析などの助言業

今後3～5年間の内部監査の業務内容

務やリスク軽減のアドバイスなどを実施できれば、プロジェクトの
開始後や完了後に別のやり方が可能だったと経営者に指摘するの

重大なスキルギャップへの対処

に比べ、
内部監査が提供する価値は大きくなります。

革新的なリソース調達モデルの使用

助言業務により提供価値が増大することで内部監査の実効性と影

響力が高まります。
つまり、
内部監査部門やCAEが組織内で確固たる

アナリティクスの活用

地位を得るには、
保証業務よりも助言業務の方が確実なのです。

ダイナミックレポーティングの導入

助言業務を行うにあたって内部監査は、助言に必要な事業の知見、

助言業務の増加
イノベーション

55%
助言業務の
割合が増える

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

8%

不明

24%

変化なし

13%
保証業務の割合は
増加する見込み
－ 23 －

コミュニケーション、その他のスキルを有していなければなりませ
ん。
また、保証業務だけでなく助言に関しても組織で存在感を発揮
できる
「ブランド」を育てることも必要です。

内部監査にはイノベーションが必要
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト

内

01

02

部監査のアプローチと業務を変えるには、実際のイノベーションだけでなく、革新的
な姿勢が必要です。ところが、内部監査部門はイノベーションに意欲的なようには見え
ません。

例えば、比較的最近になって内部監査に定
着してきたアナリティクスですが、それをま
だ内部監査業務に組み込んでいない組織
が多数存在します。
今後数年間に内部監査部門に最も影響を与える革新的な開発で

あるとCAEが挙げたもののうち最も回答数が多かったのは、右の

ワードクラウドに示しているように、リスク予測でした
（フォントサ
イズが大きいほど回答数が多かったことを示します）。これは驚

くに値しません。リスク事象や財務損失、不正事案が発生すると、

「内部監査は何をしていたのか」とステークホルダーから質問が
出るのは当然です。

内部監査に影響を及ぼすと予想される重要な革新的な開発
予想されるイノベーションはない
デジタルトランスフォーメーション
人材プールの規模の拡大
シェアードIAサービス
後任人事・後継者育成計画の強化
新たな分野
（サービス品質など）の監査能力
認知技術
経営者との連携による共同の保証提供

データ解析

専門性を磨く
戦略的監査とビジネスインパクト
予測分析

リスク予想

アジャイルプログラムの評価
新たな人材モデル

予算の問題

デジタル化

まとめ

組織全体のためのリスク管理能力のディベロッパーとして認識さ
れるよう、内部監査の地位を向上させる

業界・地域のインサイト

予測分析

シナジーと統合
保証業務をHSECにも拡張
戦略的コソーシング
深い知識を持つ主題専門家

お問い合わせ先

視覚化
－ 24 －

内部監査にはイノベーションが必要（続き）
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

CAEは内部監査に影響を与える可能性が最も高いイノベーションとして、リスク予測、データ解析・予測分析、視覚化、認知技術を挙げて
いますが、これは、ステークホルダーが
「内部監査部門に期待するのは将来見通しを示すことである」とのCAEの考えを示唆するもので

す。
内部監査が予測・検出ツールや他の新技術を用いて、
プロジェクトの成否の確率を算定し、
成功のチャンスを増やす方法を特定するこ
とをステークホルダーたちは望んでいます。

「皆が前に進んでいる状況では、前に進まざるは後退を意味する」とは多くの企業で使わ
れているスローガンです。
内部監査にもこのスローガンが必要ではないでしょうか。

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

－ 25 －
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02

戦略的計画とリスク管理を重点分野に
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

急

ダイナミックレポーティングの導入

02

激な変化が組織に及ぼす影響を考えると、戦略的計画プロセスとリスク管理機能への
注目が高まっているのは頷けます。ピアツーピアネットワーク、共同消費、人工知能、ウェ
アラブル技術、ユーザー作成コンテンツ、IoTといったトレンドが、容赦ないグローバル化と
相まって、価格やマージン、全体的なビジネスモデルと産業の脅威となっています。

組織の戦略的計画機能・プロセスに関する内部監査の評価

組織のリスク管理機能・プロセスに関する内部監査の評価

はい

いいえ

不明

はい

いいえ*

いいえ**

不明

過去3年以内

35%

61%

4%

54%

28%

16%

2%

今後3年間

53%

26%

21%

70%

12%

9%

8%

*会 社 にリス ク
管理部門または
プロセスがある
が、それに対す
る評価をこれま
で実施していな
いかまたは実施
する予定はない

**会 社 にリス
ク管理部門ま
たはプロセス
がない

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

01

助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先
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戦略的計画とリスク管理を重点分野に（続き）

01

02

はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

一部の国・地域では、規制当局がリスクガバナンスの第3のデイフェ
ンスラインとしての内部監査の役割を重視しています。第2のデイ

革新的なリソース調達モデルの使用
アナリティクスの活用

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加
イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

フェンスラインとなる部門
（リスク管理部門など）に関する独立的な

評価の一部として、内部監査部門がリスク管理プロセスの最初から

リスク管理機能をレビューすると次のようなこと
が分かります。新興リスクを特定するプロセスは
あるか。組織のリスク選好とリスク許容度が設定
されているか。主要リスクが特定され、主要リス
ク指標が定義されているか。それに対する監視
はどのように行われているか。戦略リスクを考慮
しているか
（市場、技術、ビジネスモデルの変化要
因を考えると、戦略リスクは重要）。ここでも、レ
ビューによって当該機能と関連プロセスの有効
性を判定することができます。
－ 27 －

最後までをレビューすることが義務付けられている場合もあります。

戦略的計画プロセスのレビューでは、まず
正式な包括的プロセスがそもそも存在する
のかが分かります。取締役会などの主要ス
テークホルダーがすべてプロセスに含まれ
ているか。シナリオ立案のような重要な要
素をカバーしているか。
トップダウンとボトム
アップの構成要素が有益な方法で組み合わ
されているか。
これらが明らかになれば、レ
ビューによって戦略的計画プロセスの構成
要素とその有効性を評価できます。

予算の問題
はじめに

エグゼクティブサマリー
変化は不可避

実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用

内

部監査の予算に関する回答状況は、明るいニュースとそうでないニュースが混在してい
ます。明るいニュースは、予算が増減しないか、またはやや増えるか大幅に増えると回答し
たCAEが9割を占めたことです。

これは、組織が内部監査の価値を理解しており、リ
ソースの削減を予定していない
（またはこれ以上削減
しない）ということを示しています。実際、CAEの40%
が予算の増加を見込んでいます。

アナリティクスの活用

4%

ダイナミックレポーティングの導入
助言業務の増加

2%
1%

不明

7%

大幅に減少

イノベーション

重点分野のシフト
予算の問題
まとめ

やや減少
36%

50%

変わらない
やや増加

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

大幅に増加

－ 28 －

しかしながら、急激な変化が相次ぎ、期待水準が上がる一方の状

況を考えると、半数以上が、内部統制の予算は従来通りかまたは

縮小する見込みであるとした回答結果は、それほど明るいニュー

スではありません。内部監査部門は人材ギャップ、そして大きな改
革をもたらすような変化の必要に直面します。財源が増えれば課

題の克服に役立つでしょう。従来通りの予算、まして今よりも少な
い予算では、必要な進化のための資金が不足してしまいます。

また、内部監査部門の予算配分方法が、十分なパフォーマンスと
優れたパフォーマンスの違いを生じさせるでしょう。予算が増えた

場合でも、監査効率の向上のためにアナリティクスを利用したり、
洞察を伝えるために視覚化ツールを活用するなど、内部監査はク

リエイティブな方向に動かなければなりません。今回のサーベイ
で取り上げたコソーシングやゲスト監査人プログラム、ローテー

ションプログラムといったリソース調達モデルは、予算をクリエイ
ティブに使うための機会を提供します。

進化の岐路
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実効性と影響力の確保
スキルセットの強化

重大なスキルギャップへの対処

革新的なリソース調達モデルの使用
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助言業務の増加
イノベーション
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予算の問題
まとめ

業界・地域のインサイト
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02

ジネス環境を受けて、リスク予想やリスク対応など、今後数年間に組織が開発すべき能
力が固まりつつあります。内部監査はそれらの能力の開発を支援することができますが、多
くの内部監査部門は、それを実行するための影響力やスキル、ツールを欠いています。この
点が組織とその内部監査部門の進化にとって課題となります。

デロイトの調査では道筋が示されました。変化とチャンスの時代

である今の時代に、専門家としての客観性と独立性、知的な厳格
さと誠実性、組織の役に立つ全社的な視点を兼ね備えた部門は
内部監査以外にはありません。

具体的な行動方針は内部監査部門と組織によって異なります

が、デロイトの調査によると、次の対策は検討してみる価値があ
ります。

・内部監査業務にアナリティクスを組み込む

アナリティクスは内部監査を転換させる大きな可能性を秘めて

いるとデロイトは考えています。内部監査にとって解析ツールの

価値が高まった一方で、そのコストと複雑性は低下しています。
監査範囲の決定と立案からリスク評価と見通しの形成に至る
まで、内部監査はアナリティクスによってより多くを達成すこと

ができ、視覚的・インタラクティブな形式で監査結果を伝達で
きるようになります。そのためには、現時点における能力とニー

ズの評価、実施予定のアナリティクスとその価値を実証するパ

・実効性と影響力を高める方法の模索

この包括的ゴールは、内部監査がステークホルダーに提供する
価値を高めることによって達成できます。そのためにはステー

クホルダーを日夜悩ましている変化や課題、変化要因、リスクに
ついて知る必要があります。次いで、内部監査は、経営陣と監査
委員会のサポートの下、ステークホルダーがそれらにより効果
的に対処できる方法を考案しなくてはなりません。

イロットプロジェクトなどのアクションが必要です。

・コミュニケーションと報告書を合理化・視覚化する

ステークホルダーは情報や知見を自分たちのニーズに対応した

形態・形式で受け取ることを望んでいます。内部監査部門は、
簡単な視覚化ツールを用いて、ステークホルダーにとって最も
気がかりな異常やリスク、課題にスポットを当てることができま
す。これらの方法は、内部監査が、ステークホルダー中心、課題

志向、将来に重点を置いたアプローチを採用していることを示

お問い合わせ先

すものです。

－ 29 －
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01

・人材ギャップとスキルギャップの評価と対応

スキルギャップと人材不足は切実な問題です。内部監査部門
が求める人材は、ゲスト監査人、ローテーションプログラム、コ
ソーシング、アウトソーシングその他の契約を通じて獲得できる

と考えられます。ステークホルダーのニーズの複雑さ、サイバー

攻撃の脅威に対する管理やデータガバナンスといった分野に
おけるリスク、さらに潜在的な予算制限を考えると、合理的な方
法は、こうした代替的な人材確保モデルの利用に限られます。
・戦略的計画とリスク管理のレビュー

この2分野は、内部監査レビュー（場合によってはより厳格なレ
ビュー）の機が熟しています。両分野とも将来に関する性質で

あるため、客観性と将来の見通しが十分にあれば、そこから利
益を得ることができます。内部監査では、とりわけ予想される急

激な混乱と変化に照らして、プロセスが十分に強固であること
を確認します。

・内部監査部門にイノベーションの文化を醸成する

組織に影響を及ぼす変化や先進的な内部監査部門で使用され

ている新技術に通じておく必要があります。リスク予想や予測
分析といった想定される革新的開発を調べ、未導入であれば試
してみましょう。

業界・地域のインサイト
お問い合わせ先

－ 30 －

・上層部の支持を取り付ける

監 査委員会委員長、CFO、CEOといった主要ステークホルダー

に働きかけて、利益をもたらす特定の変革プログラムへの支持
を取り付けます。例えば、監査の効率性を高める、コストを削減

する、資金流出を防ぐといった目的でのアナリティクスの利用

についてです。あるいは、スキルギャップを埋める一助として、ま
た、組織内の別部門から内部監査に送り込むメンバーを増やす

ためのやり方として、ローテーションプログラムへの支持を取り
付けることも考えられます。

CAEは今、内部監査部門と組織、プロの内部監査人としての進化
の方向性を決める決定的なチャンスを手にしています。

このチャンスを活かすには対策が必要で
す。それも今すぐ。

02

国内ネットワーク

有限責任監査法人トーマツ
東 京
大 阪
名古屋
福 岡

〒100-0005
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