
内部監査の実効性と影響力を
組織内で強化する9つの方法

インサイトが示す未来





デロイトの2016年グローバルCAE（内部監査執行役員）サーベイ1の中で最も憂慮すべき調査結
果の1つは、内部監査部門が組織内で実効性と影響力を欠いているという状況です。自分の部門
が組織内で強い実効性と影響力をもっていると回答したCAEは28%だけであり、16%は内部監査
部門がほとんど（またはまったく）実効性と影響力をもっていないと感じていました。

それでも、ほぼ3分の2のCAEは、今後数年のうちに内部監査部門が強い実効性と影響力をもつ
ことが重要になると考えています。このような実効性と影響力の現状と必要性の不一致は、内
部監査部門、そのステークホルダー、そして組織の利益ために、必ず解消されなければならないと
デロイトは考えます。

破壊的変革が続発し、リスクが増大の一途をたどるこの時代に、取締役会、監査委員会、経営幹
部、リスクマネジャー、そして事業部門は、内部監査部門の最善の努力を必要としているのです。ま
た、内部監査チームが提供する客観的で、全社的な展望と、厳格なモニタリングや分析のスキル
も、かつてないほど多くの領域で必要とされています。

ただし、内部監査部門の実効性と影響力を増大させる鍵は、単により多くのことを実行することで
はなく、適切なことをより多く実行することにあり、またそれを適切に実行することにあります。「適
切なこと」とは、内部監査部門のステークホルダーにとって最も重要なリスクと課題に関連してい
るという意味です。ステークホルダーは、内部監査部門からより多くを（すなわち、より多くのインサ
イト、より多くの将来展望、そしてより多くのサービスを）期待していますが、成果物は、ステークホ
ルダーが最も大きな関心を寄せている領域に力点を置いたものでなければなりません。そのよう
な領域でより多くの成果を出すことができれば、内部監査部門の実効性と影響力は必ず増大する
でしょう。

本書でこれから紹介する9つの方法は、実際にCAEがステークホルダーのニーズに効果的に対応
しながら、部門の実効性と影響力を増大することに役立ってきた実績ある方法です。これは手っ取
り早い応急処置でも魔法のような解決策でもありません。したがって、努力とコミットメントを必要
としますが、それだけの効果はある方法です。

この9つの手法をたゆまずに実践することで、数カ月以内に、影響範囲を拡大し、サービスを改善
し、実効性と影響力を強化することができるでしょう。いったんそのような道筋が定まれば、雪だる
ま式の効果が得られるはずです。より多くのニーズを解決するにつれ、その存在意義が実証され、
内部監査チームの実効性を高く評価するステークホルダーが増えるにつれ、その影響力が歓迎さ
れるようになります。

1 Evolution or irrelevance: Internal Audit at a crossroads Deloitte Global Chief Audit Executive Survey（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」）、Deloitte Development LP、2016年。（英語サイト）
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/
gx-deloitte-audit-executive-survey-2016-print.pdf>
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ブランドとは、簡単に言えば、自分たちが何で知られている
かということです。組織の中で、「内部監査」という言葉を聞
いたときに、念頭に何が浮かぶでしょうか？ 付加価値を提
供してくれる革新的なアドバイザーチームを思い浮かべる
でしょうか？ それとも、別の何かを思い浮かべるでしょう
か？ そうしたイメージを変えるには、ブランドを変える必要
があります。

ステークホルダーは何を必要としているか
内部監査が何のために存在する部門なのかをステークホ
ルダーに知ってもらう必要があります。アシュアランス（保
証）、アドバイザリー（助言）、リスク予測などのサービスに対
する自分たちの最も重要なニーズを内部監査部門が満たし
てくれることを、ステークホルダーに知ってもらう必要があ
るのです。そのような認識を生み出すには、内部監査部門が
一貫してそのようなサービスを適切に提供しなければなら
ず、さらに、ブランディング目的の適切なツールを使用しな
ければなりません。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
組織内での内部監査ブランドは、さまざまな経験や逸話、そ
して部門の役割に関するイメージや、部門がその役割をど
のように遂行しているかという実績に基づいて、長い時間を
かけて作り出されてきたものです。おそらく、そのようなブラ
ンドは多かれ少なかれ自然発生してきたものであり、通常
は、特定の人物が計画的に作り上げたものではありませ
ん。一方、効果的なブランディングは計画的な評価構築の活
動です。

以下に、どのようにこの活動に取り掛かるべきかについての
提言を示します。

1.内部監査部門が何をアピールしたいかを決断する。内部
監査を価値の付加とインサイトの提供をする部門にした
いのであれば、アシュアランス（保証）をより効率的に提供
しながらアドバイザリー（助言）業務を拡大するとよいで
しょう（調査対象となったCAEの55%が、今後3～5年のう
ちにアドバイザリー（助言）業務の提供に費やす時間の割
合が増大すると予想しています）。アドバイザリー（助言）
業務は、ステークホルダーが問題を解決し、リスクを予測
し、戦略的な問題に取り組むことに役立つので、アシュア
ランス（保証）業務よりも大きい付加価値を提供します。

ブランドアイデンティティ
を確立する1 2.価値提案を作成する。ブランドは、顧客にとって有意義な

価値を約束するものです。内部監査部門の「顧客」は主と
して組織内のステークホルダーですが（それだけではあり
ませんが）、価値提案によって内部監査部門はステークホ
ルダーのニーズに焦点を合わせることができるようになり
ます。公正かつ正確なアシュアランス（保証）だけではス
テークホルダーに伝わる内部監査部門の価値は低くな
り、自分たちにとってあまり意義の感じられない存在とい
う印象を生み出しかねません。もっと目標を高く設定しま
しょう。すなわち、ステークホルダーの重要なビジネス目
標、リスク、そして懸案事項にターゲットを合わせた価値
提案を作成すべきなのです。そうした領域で価値を生み出
すためには、業務の卓越性、リスク管理、ガバナンスの向
上という点でステークホルダーを支援することが必要と
なります。

3.メッセージを伝達する基本的な方法を確立する。内部監
査が発するメッセージはステークホルダーへのすべての
コミュニケーションのことであり、最初の接触から最終的
な報告までのすべてです。この点では、内部のマーケティ
ング部門に支援を仰ぐとよいでしょう。方針の一貫性を維
持するためには、内部監査基本規程、廊下での立ち話、内
部監査のウェブページ、監査報告書その他あらゆる場所
や場面など書面と口頭によるすべてのコミュニケーション
の中に価値提案を組み込む必要があります。提供する
サービスがアシュアランス（保証）であってもアドバイザ
リー（助言）であっても、明晰さ、洞察力、そしてステークホ
ルダーのニーズとの適合性を追求する必要があります。

4.ブランドプロミスを守る。2つのルールを守ってください。ま
ず、実現できないブランドプロミスを作成しないこと。次
に、約束したブランドプロミスを果たすことです。さらに、ス
テークホルダーの期待を超える価値を実現することが望
ましいです。

実効性と影響力に対する改善効果
内部監査部門は、リスクガバナンスの領域における使命と
役割を担っており、客観的で信頼され、スキルの高いリソー
スとして組織に多くのものを提供する必要があります。そう
して提供するものをどのように打ち出すかに焦点を合わせ
るのがブランディングです。適切にブランディングを行い、そ
の方針に従って行動すれば、内部監査部門とその業務内容
に対するステークホルダーの印象は向上するでしょう。
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アドバイザリー（助言）業務を拡充するためは、経営幹部の
目標とその目標達成のための戦略から始めることが可能で
す。ただし、それは手に余ったり、実現性が低かったり思える
かもしれません。特に、アドバイザリー（助言）業務に就いて
日が浅い場合や、アシュアランス（保証）活動から抜け出せ
ない場合は、なおさらです。それでも、常に経営陣の目標と
戦略を理解しようと努めるべきであることに変わりはあり
ませんが、アドバイザリー（助言）業務には別の入口も存在
します。

ステークホルダーは何を必要としているか
監査委員会を含めて、ステークホルダーは、内部監査部門
がアシュアランス（保証）業務を提供しながら、プロセスや統
制手段の改善とリスク予測も支援してくれることを期待し
ています。すなわち、内部監査部門はアシュアランス（保証）
業務をアドバイザリー（助言）活動へのステップとして利用
できるということです。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
単に監査所見で指摘された問題をステークホルダーに報
告して、実質的にその是正を指示するだけでは十分ではあ
りません。さらに踏み込んで、助言、改善の方向性を提供し、
支援してください。もちろん、内部監査は独立性を維持しな
ければならず、問題となっているプロセス、リスク、そして意
思決定の当事者が誰であるかに注意しなければなりませ
ん。それでも、助言を与え、リスクに言及し、意思決定の良い
点と悪い点を指摘することは、内部監査部門の職務権限の
範囲内にあります。

一般に、以下のステップに従うことが役に立ちます。

1.発見事項の真因分析をする。アドバイザリー（助言）にお
いては、問題を特定するだけでなく、解決策の探求まで必
要です。監査所見の根底にある原因を考えてみましょう。
統制手段の設計にあるのか、実施方法にあるのか。真因
はプロセス、システム、人間の行動、それとも他のどこか
にあるのか。この問題を是正するために何を変える必要
があるのか。何が最適な解決策なのか。

アドバイザリー（助言）の活動を
アシュアランス（保証）業務と結び付ける2 2.外部のデータやベンチマークを取り入れる。どんな問題で

も、自分たちがそれを経験した初めての組織であるという
ことはないでしょう。サプライチェーン、デューディリジェン
ス、サイバーなどどの領域の問題にも前例があるのが普
通です。したがって、他の企業で使用されているツールや
技法は自分たちの組織でも効果を上げるはずです。一定
のリサーチは必要となりますが、同業他社などの組織か
ら得られる事実、数字、そして経験は、さまざまな解決策
の候補を検討しているステークホルダーを支援すること
に役立つでしょう。

3.社外ネットワークを作る。業界や同業他社との定期的な
コミュニケーションを利用して、非公式のリサーチを行う
ことができます。競争情報の保護と尊重を心掛けながら、
内部監査人は特に統制やコンプライアンスなどの領域の
共通の問題や、具体的なリスク（サイバーなど）に対する
解決策を共有し合うことができます。ステークホルダーに
対しても、同業他社との人脈を開拓して共通の課題に対
する解決策を見出すことを奨励できます。

4.今後の進路に関するアドバイザリー（助言）を提供する。ス
テークホルダーミーティングではさまざまなアイデアや視
点、潜在的な解決策を提案してください。適切な準備をし
ておくことで提示する提言の良い点と悪い点を説明しや
すくなります。意思決定を下してその結果を引き受けるの
はあくまでもステークホルダーであることを念頭に置きな
がら、意思決定のさまざまな側面を取り上げて特徴づけ、
可能な場合はパラメーターを定量化してください。内部監
査部門は、将来的に意思決定への助言等新しい取り組み
を行う際に、インサイトを提供できる（あるいはインサイト
の提供を求められる）ようになるので、その準備をしておく
ことが望ましいでしょう。

実効性と影響力に対する改善効果
アドバイザリー（助言）業務を拡大するためには、まず成功
を生み出す自信がある分野で速やかに成果を上げることか
ら始めるとよいでしょう。ここで目指すことは新しい形の業
務を実現することであり、アドバイザリー（助言）業務を支え
るリソースを確保するビジネスケースを作成する必要があ
ります。効率的に進めながら課題を適切に処理していけば、
アドバイザリー（助言）業務がステークホルダーにとっての
内部監査部門の価値を増大させる最も確実な方法である
ことが分かるでしょう。

内部監査の実効性と影響力を組織内で強化する 9つの方法

3



サイバー攻撃はいまや受けるか受けないかの問題ではな
く、いつ攻撃を受けるかという時間の問題になっています。
したがって、サイバーリスクは取締役会と監査委員会の最
重要議題であり、今後もそうであり続けるでしょう。

ステークホルダーは何を必要としているか
取締役会と監査委員会は、内部監査部門がサイバーリスク
管理に関するアシュアランス（保証）とアドバイザリー（助
言）の両方を提供してくれることを期待しています。最高情
報責任者（CIO）、最高技術責任者（CTO）、または最高情報
セキュリティ責任者（CISO）からの報告は、一般に、IT部門の
取り組みと技術的なリスクに重点を置いています。取締役
会のメンバーはそのような報告をビジネス目標と結び付け
ることが難しいと感じることがあります。ステークホルダー
は、IT部門の取り組みの妥当性を検証し、サイバーリスクの
プロファイルを検討し、サイバーリスクに対する経営陣の対
処を点検してくれる客観的なアシュアランス（保証）サービ
スを必要としています。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
この潜在的に複雑な領域は、以下の3つの概略的なステッ
プから開始される系統的なアプローチを必要とします。

1.フレームワーク（枠組み）を採用する。サイバーリスクのフ
レームワーク（枠組み）は、サイバーリスクの理解を促して
くれます。例えば米国標準技術局（NIST）、国際標準化機
構（ISO）、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会

（COSO）、インターネットセキュリティセンター（CIS）など
さまざまな組織に加え、デロイトもフレームワーク（枠組
み）を開発して公表しています2。組織は、サイバーリスクを
特定し、評価し、対処する基盤として、最初から継続して最
も効果的に機能するフレームワーク（枠組み）を採用する

（またはニーズに合うように手直しして取り入れる）べき
であり、内部監査部門はこの取り組みを支援（または推
進）すべきです。

サイバー・アシュアランス（保証）
サービスを提供する3 2.リスク評価を実施する。多くの組織は、サイバーリスクに

関して管理ツールベースで断片化したアプローチをとっ
てきました。一方リスクベースのアプローチは、全デジタ
ル資産の目録と当該資産に対するリスクの洗い出しから
始めるので、絶対に守らなければならない最重要資産を特
定するとともに、すべての脅威、脆弱性、想定される影響を
系統的に評価することができます。この評価は、今後のサイ
バーリスク管理とサイバー・アシュアランス（保証）活動を
推進する原動力となるでしょう。

3.アシュアランス（保証）サイクルを確立する。アシュアラン
ス（保証）サイクルによって、すべてのサイバーリスクに目
標水準まで監査の目が行き届くように取り計らうことが
可能となります。このサイクルは、デジタル資産の価値と
予想される脅威を反映しているべきであり、厳格で定期
的なサイクルに拘るべきではありません。一定のスケ
ジュールで特定のドメインのサイバー監査を実施すること
はすべての領域を確実に点検することに役立ちますが、サ
イクルは静的に固定されたものではなく動的であるべき
です。アシュアランス（保証）サイクルは規制要件を反映す
べきですが、サイバーの脅威はそれをモニタリングする規
制当局の能力を超えるペースで進行するのが常であり、
審査や報告の要件の大半を追い越してしまうことも認識
しておくべきです。

実効性と影響力に対する改善効果
サイバーがあらゆるビジネス活動の中に浸透し、サイバー
の脅威が高まっている今、取締役会と監査委員会は、そのよ
うなリスクを理解し、経営陣がどのようにそれに対処してい
るかを把握する必要があります。サイバーは専門的なスキ
ルを必要としますが、現在、内部監査部門が最も大きな実
効性と影響力を組織内で発揮できる領域の1つなのです。

2 以下の資料を参照してください。（英語サイト）
Where insights lead: Cybersecurity and the role of internal audit: An 
urgent call to action、デロイト、2015年
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/risk/us-risk-cyber-ia-urgent-call-to-action.pdf>

リスク管理の第3のディフェンスライン（防御線）として、内部
監査部門は決定的に重要な役割を担っています。それは、
第1と第2のディフェンスラインによって実行されるリスク管
理活動の実効性に関するアシュアランス（保証）を提供する
という役割です。まず第1のディフェンスラインとして事業部
門（リスクを負い、またリスクを管理する当事者）があり、さ
らに、第2のディフェンスラインとしてコンプライアンス、法
務、統合リスク管理（ERM）、品質管理などさまざまなリスク
管理とコンプライアンスの活動を行う部門があります。デロ
イトのCAEサーベイによると、54%が組織のリスク管理機能
を過去3年以内に監査したことがあり、70%が今後3年以内
に監査する見込みであることが分かりました。そのような計
画がない場合は、その検討を始めた方がいいでしょう。ま
た、監査は可能な限り厳格に実施すべきです。

ステークホルダーは何を必要としているか
多くの組織のステークホルダーは、組織全体のリスク管理
活動について明確に理解する必要があります。一方、内部監
査部門でさえ明確に理解していないことがあります。例え
ば、一部の企業は、「リスク管理部門」が第1のディフェンスラ
インであることを理解せず、第2のディフェンスラインの機能
として実施されるべきであるという間違った考え方をしてい
ます。経営陣と取締役会は、各部門や職務分野のリスク関
連の役割と責任は何であるのか、そして、さまざまなリスク
の管理を統括して推進する責任を誰が負っているのかを
知っておく必要があります。ステークホルダーは、第1のディ
フェンスラインのリスク関連の活動だけでなく、第2のライン
の活動についてもアシュアランス（保証）を必要としていま
す。また、場合によっては、内部監査部門が組織全体のリス
ク管理のプロセスと機能を評価することを、規制当局が義
務付けていることもあります。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
ほとんどの内部監査活動は、第1のディフェンスラインの方
針、手続き、および統制手段が適切に機能しているというア
シュアランス（保証）を提供することを目指しています。した
がって、この活動は、内部監査部門がすでに実行している業
務の自然な延長上で進められます。第2のディフェンスライ
ンの監査にはより多くの困難が伴う可能性がありますが、そ
れが不可能でないことは確かです。

以下に、この取り組みの進め方に関する提言を示します。

組織全体のリスク管理機能
を監査する4 1.戦略的に考える。組織の目標、組織の基本的なビジネス

上の想定、そして経営幹部の戦略について考察してみてく
ださい。戦略的なリスク、すなわち、戦略の達成を危うくす
る恐れがあるリスクや競争優位に影響する恐れがあるリ
スクのほか、全社レベルのリスクについても必ず検討し、
そのようなリスクが適切に管理されているかどうかを十
分に点検してください。

2.普遍的に考える。リスクユニバースが特定されているかど
うか、組織が直面しているリスクに対処するための人員、
プロセス、テクノロジーを備えているかどうかを確認して
ください。また、組織に影響し得るリスクがそれまで考慮
していなかった領域に存在する可能性があることを忘れ
ないでください（他の業界や市場に新たに出現したリスク
と脅威は、すぐに身近なものになる可能性があります）。
また、新たに出現したリスクを含むリスクユニバースの更
新、および組織固有のリスクプロファイルも見直ししてく
ださい。

3.戦術的に考える。取締役会と監査委員会が最も懸念して
いるリスクを探り出し、そのリスクにターゲットを絞ったア
シュアランス（保証）を提供してください。取締役会と監査
委員会は、特定のリスクやビジネスに関してどのような懸
念を抱いているか？現行のリスクレポーティングについて
何に満足し、何を改善すべきと考えているか？そうした質
問の回答を利用して、今後の取り組みを方向づけてくださ
い。アドバイザリー（助言）業務の観点に立って、世界に通
用する組織全体のリスク管理プロセスはどのようなもの
かを理解し、その全容を監査委員会に示し、それと比較し
て組織のプロセスの実情がどうであるかを指摘してくだ
さい。それから、改善策を提言してください。

実効性と影響力に対する改善効果
組織全体のリスク管理プロセスに関するアシュアランス（保
証）を提供することは、内部監査の実効性と影響力を強化
します。これまで不明確で問題が生じていた領域が可視化
されるからです。断片化され、サイロ化したリスク管理は、コ
スト、ギャップ、そして冗長性を発生させるだけでなく、組織
を予想外の重大な結果を招くリスクに晒す恐れがあります。
この活動は、内部監査部門の職権の範囲内で重要な位置
を占めているだけでなく、内部監査が精力的に関わっていく
べき活動でもあるのです。

内部監査の実効性と影響力を組織内で強化する 9つの方法
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ク管理のプロセスと機能を評価することを、規制当局が義
務付けていることもあります。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
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組織全体のリスク管理プロセスに関するアシュアランス（保
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内部監査の実効性と影響力を組織内で強化する 9つの方法
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デロイトのグローバルCAEサーベイによると、全体の53%は
今後3年以内に監査部門が組織の戦略策定の機能または
プロセスを評価するようになると予想しており、過去3年以
内に評価した実績がある35%より高い数字になっています。
ただし、21%がこれに関して「わからない」と回答したことが
示唆するように、この領域で信用を確立して付加価値を提
供できるようになるには知識、スキル、能力を向上させる必
要があると考えられます。

ステークホルダーは何を必要としているか
破壊的変革が続発する現代の環境の中で、戦略策定は、内
部監査の関与を拡大する対象としてふさわしい活動です。
取締役会は、自分たちの役割が経営陣の計画を承認するこ
とにとどまらないこと、そして計画の策定を支援し、その周
知徹底を図り、計画の結果をモニタリングすることも取締役
会に求められる役割であることを認識し始めています。そう
した背景の中で、今、取締役会は、適切な戦略策定プロセス
が存在し、それが実施されているというアシュアランス（保
証）を必要としています。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
戦略策定プロセスに関するアシュアランス（保証）の提供に
関して疑問を抱いている内部監査部門は、そのような疑念
を捨て去るべきです。経営幹部や上層部の問題が絡んでき
ますが、必要なスキルを保持している（または利用できる）こ
とを前提とすれば、内部監査部門が監査するのに適してい
るだけでなく、必要な領域なのです。これは、以下のステップ
に沿って進める必要があります。

1.基本から出発する。組織が戦略を明確に表明しており、し
かもその戦略が明確に計画されたプロセスの所産である
ことを確認する必要があります。もし、戦略自体か、または
戦略策定プロセスのいずれかが欠けている場合、経営陣
はその不備を是正しなければなりません。

2.プロセスを理解する。誰が、いつ、戦略の策定に関与して
いるか？戦略はどのように作成されているか？ どのような
情報源が利用されているか？どのようなモデリングとシナ
リオ開発が行われているか？どのような想定が戦略の基
盤となっているか？取締役会の役割はどのようなものか？ 
誰が戦略を承認するのか？戦略は組織内で、そして対外
的に、どのように伝達されているか？戦略と比較した実績
はどのようにモニタリングされているか？

戦略策定プロセスをレビューする5 3.計画の行方を追跡する。一部の組織では、戦略計画を策
定してもそれを十分に活用できておらず、その用途が、単
に、計画された成果と実績を比較してその不一致を主と
して財務的な観点から分析することだけに限られている
ことがあります。戦略計画がビジネス活動の中でどのよう
に利用されているか、そして状況の変化に応じた調整が
どのように決定され、実施されているかを確認する必要
があります。そのときに最も基本的な問いは、「計画はど
のように機能したか？」、「そして経営陣が上げた実績はそ
の計画に照らしてどうであったか？」です。

4.助言者の役割を引き受ける。多くの戦略計画は、代替シナ
リオに関して、また戦略を必要に応じてどのように調整す
るかに関して、提供している情報が少なすぎます。また、多
くの計画は、基本的な財務目標以外の業績指標を欠いて
います。内部監査部門は、組織が戦略の柔軟性を高める
ように、またどのような場合に軌道修正が有用であるかを
知る方法を考案するように提言すべきです。内部監査は、
適切な業績指標とリスク指標の開発を支援することで、
計画の遂行状況とその効果に関するフィードバックを向
上させることができます。経営陣が依拠しているデータ
ソースと戦略上の想定の妥当性を問い直し、検証すること
は、非常に価値ある貢献であり、また戦略に内在するリス
クと戦略を脅かすリスクの両方を明らかにすることも同
じく非常に有意義です。

実効性と影響力に対する改善効果
多くの組織の中で、内部監査部門は、今後、実質的に、監査
委員会に対して、「取締役会が戦略計画の策定に全面的に
関与するように取り計らう」ように促していくことになるで
しょう。これは、ガバナンスとモニタリングのあり方に関する
重要な問題であり、特に、経営陣がどのようなデータに依拠
しているか、計画立案者はどのようなモデルを使用している
か、そして経営陣はどのような想定を行っているかを問い直
すことが非常に重要なのです。CAEは、会議の席上で、戦略
計画の妥当性を問い質し、計画が現実に即しているかどう
かをチェックする重要な役割を果たす一方で、計画のその
後を追跡するモニタリング活動の改善も図っていくことにな
ります。

デロイトのグローバルCAEサーベイによると、回答者の86%がアナリティ
クスを使用していますが、24%は中級レベルでの使用であり、上級レベ
ルで使用しているのはわずか7%に過ぎないことが分かりました。3分の2
は、基本的な間に合わせ程度のアナリティクス（例：スプレッドシート）を
使用しているか、またはアナリティクスをまったく使用していないと回答
しています。しかし、さまざまな理由から、アナリティクスの採用は、内部
監査部門が選択し得る単独の施策の中で最も大きな実効性と影響力を
もたらす可能性があります。

ステークホルダーは何を必要としているか
内部監査部門に対するステークホルダーのニーズと期待には、主要リス
クと懸念に関するインサイトと将来展望の提供があります。インサイト
は、データの解析から、それも特にデータセットの組み合わせを解析す
ることから生み出されます。外部のデータが有用であることもよくありま
すが、必要なデータの大半は組織内に存在します。ほとんどすべての組
織データにアクセスできる部門として、内部監査はデータアナリティクス
を採用し、その利用を推進できる立場にあります。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
データアナリティクスとは、データセットを解析するツールや手法のこと
であり、他の手段では見逃してしまうような変化、関係、トレンド、アノマ
リー（異常）などを明らかにすることができます。それに役立つステップを
以下に示します。

1.現在の状態を確認する。デロイトの成熟度モデル（下図参照）は、領域ご
とに現在の能力と目標水準とのギャップを理解することに役立ちます3。

2.達成可能な目標にターゲットを絞る。内部監査部門は、アナリティクス
によって既存の監査を迅速かつ低コストで実施すること、焦点を絞って
監査を実施することが可能となります。また、アナリティクスは、リスクの
所在を明らかにし、それに関連する懸念事項を特定することも可能とし
ます。既存のリソースとステークホルダーのニーズに応じ、アナリティク
スにより最も効果的な監査領域を容易に特定することができます。

アナリティクスを採用する6
3.初期プロジェクトを賢明に選択する。最適な結果を得るためには、すで

に統制が行き届いている領域（出張旅費や支払勘定など）は避けてくだ
さい。その代わりに、ステークホルダーの関心や懸念を明らかにし、それ
に関連して、高い価値が得られる可能性の高いプロジェクトを選んでく
ださい。それから、より詳細なアナリティクス戦略の策定とビジネスケー
スの作成に役立つパイロットプロジェクトを選択してください。

4.インサイトを生み出す。インサイトを生み出すためには、まず検証すべき
仮説を立てる必要があります。例えば、ある領域がどのくらい適切に統
制されているか、何が特定の支出の原因となっているかなどに関する仮
説です。次に、さまざまな種類の多様なデータ（通常は、単純な財務デー
タ以外のデータ）を結び付けることで、その仮説を検証することが可能
となり、プロセスや行動のあり方を検討する新しい方法を考案するこ
とができます。

5.現実に即してリソースを確保する。CAEは、この活動を主導し、どのよう
なリソースが必要かを判断し、その必要性を正当化しなければなりま
せん。解析ツールの複雑さとコストの問題はすでに解決しているので、
今がスタート、あるいはさらに深く解析するチャンスです。統計の専門
家やデータサイエンティストを必要とする場合もありますが、最も必要
とするのは、「データラングラー」、すなわち多様なデータセットを結び
付けて操作するスキルを備えた人でしょう。イノベーターを見つけ、そ
のような人材にツールとプロジェクトを与え、乏しいリソースでのやり
くりの段階から速やかに脱却することを目指してください。

実効性と影響力に対する改善効果
内部監査部門は、アナリティクスをビジネス全体にわたって活用するこ
とで、組織内のほとんどあらゆる領域でメリットを生み出すことができま
す。アナリティクスは、コスト削減に直結します。なぜなら、ターゲットを
絞った効果的かつ効率的な監査を実施し、削減した時間をアドバイザ
リー（助言）活動に振り向けることが可能となるからです。繰り返しにな
りますが、アナリティクスを採用すること、あるいはアナリティクスをもっ
と深く活用することこそ、ほとんどの内部監査部門が実効性と影響力を
拡大強化するために実行できる単独の施策の中で最も効果が大きいと
デロイトは考えています。

内部監査のアナリティクスの成熟度

初 期 発展途上 定義化 高度化 先進的

・アナリティクス能力なし、また
は限定的な能力

・活動が場当たり的で、成果が
予測不可能である

・成果が個人の能力に依存し、
反復可能なプロセスに基づい
ていない

・組織は基本的なアナリティクス
能力を示している

・基本的な、緩い構成のプロセス
を使用している

・類似のアプリケーションとスコー
プで成功を反復できるが、組織
全体で一貫していない

・アナリティクス能力が一貫して育
成され、習得されている

・一部の監査活動の推進にアナリ
ティクス能力が活用されている

・経営陣は、標準化されたプロセ
スに関する目的と目標を定義し、
その周知徹底を図っている

・アナリティクス能力が十分に育
成され、適切なガバナンスによっ
て実践されている

・プロセスを使用して監査活動が
遂行されている

・プロセスと慣行が日常的に分析
され、常に実効性と効率性の向
上が図られている

・アナリティクス能力が明確に定
義され、制度化されている

・アナリティクス能力に基づいて、
部門の差別化が実現されている

・継続的改善の方法論を使用し
て、将来の変化への適応が図ら
れている

3 以下の資料も参照してください。（英語サイト）
Internal audit analytics: The journey to 2020 ‒ Insights-driven auditing、デロイト、2016年
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-risk-internal-audit-analytics-pov.pdf>
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プロセスを評価するようになると予想しており、過去3年以
内に評価した実績がある35%より高い数字になっています。
ただし、21%がこれに関して「わからない」と回答したことが
示唆するように、この領域で信用を確立して付加価値を提
供できるようになるには知識、スキル、能力を向上させる必
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会に求められる役割であることを認識し始めています。そう
した背景の中で、今、取締役会は、適切な戦略策定プロセス
が存在し、それが実施されているというアシュアランス（保
証）を必要としています。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
戦略策定プロセスに関するアシュアランス（保証）の提供に
関して疑問を抱いている内部監査部門は、そのような疑念
を捨て去るべきです。経営幹部や上層部の問題が絡んでき
ますが、必要なスキルを保持している（または利用できる）こ
とを前提とすれば、内部監査部門が監査するのに適してい
るだけでなく、必要な領域なのです。これは、以下のステップ
に沿って進める必要があります。

1.基本から出発する。組織が戦略を明確に表明しており、し
かもその戦略が明確に計画されたプロセスの所産である
ことを確認する必要があります。もし、戦略自体か、または
戦略策定プロセスのいずれかが欠けている場合、経営陣
はその不備を是正しなければなりません。

2.プロセスを理解する。誰が、いつ、戦略の策定に関与して
いるか？戦略はどのように作成されているか？ どのような
情報源が利用されているか？どのようなモデリングとシナ
リオ開発が行われているか？どのような想定が戦略の基
盤となっているか？取締役会の役割はどのようなものか？ 
誰が戦略を承認するのか？戦略は組織内で、そして対外
的に、どのように伝達されているか？戦略と比較した実績
はどのようにモニタリングされているか？

戦略策定プロセスをレビューする5 3.計画の行方を追跡する。一部の組織では、戦略計画を策
定してもそれを十分に活用できておらず、その用途が、単
に、計画された成果と実績を比較してその不一致を主と
して財務的な観点から分析することだけに限られている
ことがあります。戦略計画がビジネス活動の中でどのよう
に利用されているか、そして状況の変化に応じた調整が
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のように機能したか？」、「そして経営陣が上げた実績はそ
の計画に照らしてどうであったか？」です。

4.助言者の役割を引き受ける。多くの戦略計画は、代替シナ
リオに関して、また戦略を必要に応じてどのように調整す
るかに関して、提供している情報が少なすぎます。また、多
くの計画は、基本的な財務目標以外の業績指標を欠いて
います。内部監査部門は、組織が戦略の柔軟性を高める
ように、またどのような場合に軌道修正が有用であるかを
知る方法を考案するように提言すべきです。内部監査は、
適切な業績指標とリスク指標の開発を支援することで、
計画の遂行状況とその効果に関するフィードバックを向
上させることができます。経営陣が依拠しているデータ
ソースと戦略上の想定の妥当性を問い直し、検証すること
は、非常に価値ある貢献であり、また戦略に内在するリス
クと戦略を脅かすリスクの両方を明らかにすることも同
じく非常に有意義です。

実効性と影響力に対する改善効果
多くの組織の中で、内部監査部門は、今後、実質的に、監査
委員会に対して、「取締役会が戦略計画の策定に全面的に
関与するように取り計らう」ように促していくことになるで
しょう。これは、ガバナンスとモニタリングのあり方に関する
重要な問題であり、特に、経営陣がどのようなデータに依拠
しているか、計画立案者はどのようなモデルを使用している
か、そして経営陣はどのような想定を行っているかを問い直
すことが非常に重要なのです。CAEは、会議の席上で、戦略
計画の妥当性を問い質し、計画が現実に即しているかどう
かをチェックする重要な役割を果たす一方で、計画のその
後を追跡するモニタリング活動の改善も図っていくことにな
ります。

デロイトのグローバルCAEサーベイによると、回答者の86%がアナリティ
クスを使用していますが、24%は中級レベルでの使用であり、上級レベ
ルで使用しているのはわずか7%に過ぎないことが分かりました。3分の2
は、基本的な間に合わせ程度のアナリティクス（例：スプレッドシート）を
使用しているか、またはアナリティクスをまったく使用していないと回答
しています。しかし、さまざまな理由から、アナリティクスの採用は、内部
監査部門が選択し得る単独の施策の中で最も大きな実効性と影響力を
もたらす可能性があります。

ステークホルダーは何を必要としているか
内部監査部門に対するステークホルダーのニーズと期待には、主要リス
クと懸念に関するインサイトと将来展望の提供があります。インサイト
は、データの解析から、それも特にデータセットの組み合わせを解析す
ることから生み出されます。外部のデータが有用であることもよくありま
すが、必要なデータの大半は組織内に存在します。ほとんどすべての組
織データにアクセスできる部門として、内部監査はデータアナリティクス
を採用し、その利用を推進できる立場にあります。
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リー（異常）などを明らかにすることができます。それに役立つステップを
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1.現在の状態を確認する。デロイトの成熟度モデル（下図参照）は、領域ご
とに現在の能力と目標水準とのギャップを理解することに役立ちます3。

2.達成可能な目標にターゲットを絞る。内部監査部門は、アナリティクス
によって既存の監査を迅速かつ低コストで実施すること、焦点を絞って
監査を実施することが可能となります。また、アナリティクスは、リスクの
所在を明らかにし、それに関連する懸念事項を特定することも可能とし
ます。既存のリソースとステークホルダーのニーズに応じ、アナリティク
スにより最も効果的な監査領域を容易に特定することができます。
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3.初期プロジェクトを賢明に選択する。最適な結果を得るためには、すで

に統制が行き届いている領域（出張旅費や支払勘定など）は避けてくだ
さい。その代わりに、ステークホルダーの関心や懸念を明らかにし、それ
に関連して、高い価値が得られる可能性の高いプロジェクトを選んでく
ださい。それから、より詳細なアナリティクス戦略の策定とビジネスケー
スの作成に役立つパイロットプロジェクトを選択してください。
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制されているか、何が特定の支出の原因となっているかなどに関する仮
説です。次に、さまざまな種類の多様なデータ（通常は、単純な財務デー
タ以外のデータ）を結び付けることで、その仮説を検証することが可能
となり、プロセスや行動のあり方を検討する新しい方法を考案するこ
とができます。

5.現実に即してリソースを確保する。CAEは、この活動を主導し、どのよう
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せん。解析ツールの複雑さとコストの問題はすでに解決しているので、
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実効性と影響力に対する改善効果
内部監査部門は、アナリティクスをビジネス全体にわたって活用するこ
とで、組織内のほとんどあらゆる領域でメリットを生み出すことができま
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内部監査のアナリティクスの成熟度

初 期 発展途上 定義化 高度化 先進的

・アナリティクス能力なし、また
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・活動が場当たり的で、成果が
予測不可能である
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ていない
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・経営陣は、標準化されたプロセ
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3 以下の資料も参照してください。（英語サイト）
Internal audit analytics: The journey to 2020 ‒ Insights-driven auditing、デロイト、2016年
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-risk-internal-audit-analytics-pov.pdf>
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内部監査報告書の対象者は、いまや監査委員会だけでな
く、事業部門や管理部門、さらには外部の関係者（例：規制
当局や法定監査人）までも含んでいます。多くの場合には監
査委員会のニーズに合わせてレポートされていますが、リス
クの管理とモニタリングが多数の部門の責任として認識さ
れ、そして内部監査職務が拡大している現在では、リスクの
管理とモニタリングに関与しているすべてのステークホル
ダーに価値を提供する報告書でなければなりません。その
一方で、情報伝達のあり方は簡潔でビジュアルに訴え、リア
ルタイムなものとなる傾向があるので、内部監査のレポー
ティングもこの現実を反映すべきです。

ステークホルダーは何を必要としているか
ステークホルダーが必要としているのは、ビジネス目標の
達成を阻害する恐れがあるビジネス上の問題とリスクに関
する明快なレポートです。確固たる視点に立ち、客観的で正
確で、明快な報告を必要としているのです。リスク状況やリ
スクプロファイルの変化に合わせて常に最新の情報を提供
する簡潔でビジュアル化され、ダイナミックな報告を必要と
しているのです。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
内部監査のレポーティングの大半は、ステークホルダーの
関心や懸念と関連がない（あるいは、わずかな接点しかな
い）領域に焦点が当てられています。コンプライアンスや規
制対応の目的で実施されるレポーティングは、可能な限り
自動化されるべきです。レポーティングに関与するリソース
を重要なリスクとその対策の検討に振り向けることが可能
になるからです。以下にそのための提言の一部を示します。

1.監査計画からスタートする。アシュアランス（保証）ニーズ
だけでなく、アドバイザリー（助言）ニーズにも応えるため
の計画を立ててください。経営陣、取締役会、および監査
委員会の念頭にある疑問に答えることが必要です。新し
い領域（例：文化や行動様式）が出現したら、それに応じて
監査計画を調整します。

2.最も重要なポイントを埋没させない。多くの報告書は、経
営陣の意思決定に影響を及ぼす可能性があるポイントが
わかりにくくなっています。重要なポイントと提言を文書や
プレゼン資料の冒頭に置き、それをはっきりとアピールし
てください。報告書の後ろの方に記載すると、読み手が見
逃してしまう恐れがあります。重要ポイントをビジネス目
標と関連づけて、予想される成果や帰結という観点から、
それを打ち出してください。

内部監査のレポーティングを
時代に合わせて刷新する7 3.インサイトと先見の明を提供する。トレンドを見出して報

告し、後知恵ではなくインサイトを提供してください。リス
クを重要度で格付けし、今後の動きを追跡してください。
ステークホルダーが注目すべき重要な動きに注意を払っ
ていない場合は、なぜ注意すべきなのかを説明してくださ
い。

4.分かりやすく描写する。テキスト文書が廃れることは決し
てないでしょう。しかし、1つの画像や図が1000語の言葉に
も匹敵することもまた（従来にも増して）確かな事実です。
ヒートマップ、バブルチャート、グラフ、ワードクラウド、ダッ
シュボードなどのビジュアルを駆使して、トレンド、変化、
データ間の関連などを描画してください。このようなツー
ルを使用すると、資料の説得力が増し、重要ポイントが明
確になり、また報告書の見た目や雰囲気（ルック&フィー
ル）が向上することに気づかされるでしょう。デロイトの
CAEサーベイによると、全体の35%が今後3～5年以内に
自分が率いる部門が動的な視覚化ツールを採用すると予
想しており、現在すでにそうしたツールを使用していると
回答した7%から大幅に増えています。

5.新しいメディアに移行する。もし長い文書やプレゼン資料
でレポーティングを行っている場合は、新しいメディアに
移行する必要があります。デロイトのCAEサーベイによる
と、現在は回答者の78%がワープロで作成した静的な報
告書を使用していますが、この数字は今後3～5年以内に
58%まで減少する見通しです。リアルタイムの（または少
なくとも動的な）レポーティングを速やかに採用するよう
に計画してください。「旧聞」を旧式な方法で配信している
と、「内部監査は後ろ向きだ」というブランドイメージが定
着してしまうでしょう。

実効性と影響力に対する改善効果
レポーティングの古いアプローチが原因で、優れた内部監
査活動の多くが見過ごされたり、効果を上げずに終わったり
しています。レポーティングを適切に改善することで、そのよ
うな活動に注目が集まるようになり、内部監査の改革の生
き生きとした証拠をステークホルダーに示すことが可能と
なるでしょう。

デロイトは、スキルの欠如や不足が内部監査部門の実効性
と影響力低迷の根本原因であると考えています。デロイトが
調査したCAEの半数以上（57%）が、ステークホルダーの期
待に応えるために必要なスキルが部門内に存在するという
確信がもてないと回答しています。さらに、CAEはスキルが
不足している具体的な領域として、専門的なIT（42%）、デー
タアナリティクス（41%）、モデルリスク検証（27%）、イノベー
ション（26%）、不正防止／検知（24%）などを挙げています。

ステークホルダーは何を必要としているか
組織が内部監査部門に求めているのは、統制、レポーティン
グ、そしてリスク管理に関するアシュアランス（保証）とアド
バイザリー（助言）を提供すること、そしてリスク、懸案、問題
の発生を未然に防ぐことです。ステークホルダーは、内部監
査部門が、問題が発生した後で何が悪かったかを指摘する
だけでなく、問題が発生する前に意思決定や新しい取り組
みに関与してほしいと考えています。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
組織のニーズが拡大発展することを踏まえると、内部監査
のスキルも発展しなければ、その役割を果たし続けること
は不可能です。実効性と影響力を増大させようと思うなら、
なおさらのことです。それを念頭に置いて、内部監査部門は
以下を実行すべきです。

1.適切なアプローチを使用する。多くの場合、内部監査部門
は、従来のスキルで容易に処理できる領域だけに活動範
囲を限定するか、または必要なスキルを欠いたままで新し
い活動に踏み込もうとするかのどちらかです。前者のアプ
ローチをとると、部門の活動は停滞します。後者のアプ
ローチは不十分な結果に終わり、間違ったアシュアランス
（保証）を提供してしまう恐れがあります。どちらのアプ
ローチも、実効性と影響力を低下させます。一部の監査分
野において、報告書の中に優先度が中～高位の項目が欠
落していることは必須のスキルが欠如している兆候であ
り、その結果として生じる誤ったアシュアランス（保証）は
危険を招く可能性があります。

2.どのスキルが必要かを判断する。必要なスキルは、経営陣
の戦略、ビジネスモデル、テクノロジーの利用、そして組織
を取り巻く規制環境とリスク環境によって決まってきます。
したがって、内部監査部門はそうした要因と必須スキルを
継続的にモニタリングしなければなりません。

内部監査のスキルと
能力を高める8 3.代替の人材獲得モデルを活用する。十分なリソースを備

えた大規模な内部監査部門でさえ、代替のリソース調達
（人材獲得）モデルを検討する必要があります。これには、
ゲスト監査人プログラムやローテーションプログラムによ
る内部の専門知識の活用、およびコソーシングやアウト
ソーシングによる外部スキルの活用が含まれます。どの方
法にも、利点と欠点があり、内部監査部門はその両方を
勘案すべきです。

4.雇用慣行を多様化する。定期的に必要となるスキルは、部
門内で確保しておくことが普通です。そのためには、知識を
内部または外部から内部監査部門に移転することと適切
な人材を雇用して定着させることが必要で、内部監査部門
をキャリア発展の目標地点へと変化させる必要が生じま
す。例えば、アドバイザリー（助言）業務を拡大し、イノベー
ションを推進することによって可能となるでしょう。この破
壊的変革の時代において内部監査にもたらされる機会に
目を向ければ、この発想に同意いただけると思います。

実効性と影響力に対する改善効果
内部監査部門がスキルを活用してステークホルダーのニー
ズを満たせば、内部監査の実効性と影響力は必然的に高ま
ります。逆に、部門が静的なスキルセットに固執したり専門
知識を欠いている領域に踏み込んだりすると、実効性と影
響力は減少します。内部監査のスキルをステークホルダー
のニーズに合わせると、ステークホルダーの信頼を得ること
ができるので関係の維持に役立ちます。
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内部監査の実効性と影響力を組織内で強化する 9つの方法
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CAEは範を示してリードすることが求められます。実効性と
影響力は、ニーズを識別して満たすことや適切な技術的ス
キルを獲得することからだけ生じるのではありません。コ
ミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、協調性、
チーム作り、合意形成、リーダーシップなどの人間関係スキ
ルからも生じます。これらのソフトスキルを軽視すると、実効
性と影響力を強化するための他の努力すべてが台無しにな
る恐れがあります。

ステークホルダーは何を必要としているか
組織は信用と協調性のあるCAEを求めています。ビジネス
リーダーと同様に考え、話し、行動するCAEを必要としてい
るのです。組織は適切なレベルのアシュアランス（保証）を求
めています。すなわち過度に楽観的でも悲観的でもない、リ
スクとリターンの関係を明確に表現しているアシュアランス

（保証）です。また、十分な調査と熟慮を経た解決策に基づ
いた提言を求めています。CAEが客観的であることと真実を
語ることを求めています（万一、真実を語ることが求められ
ていないのであれば、今後のキャリアを再考した方がいい
でしょう）。

どのように取り掛かる（または取り組みを加速する）べきか
助言と協力のアプローチを無意識に採用できている内部監
査リーダーもいますが、努力する必要があるリーダーもいま
す。後者の場合は、以下のステップを検討してください。

1.自らのソフトスキルを開発する。ソフトスキルはテクニカル
スキルより重要度が劣るようにも思えますが、組織の中で
一定の時間を過ごした人なら成功にどれだけ不可欠であ
るか分かるでしょう。コミュニケーション、プレゼンテーショ
ン、マネジメント、リーダーシップスキル研修や指導を受け
てから日が経っている場合は、そうした分野のリフレッ
シュ研修を受けるべき時期かもしれません。

2.自分自身を、そして周囲の人を理解する。デロイトのBusi-
ness Chemistry®4、およびその他の類似ツールは、自分自
身や他の人々のコミュニケーションスタイルを理解するこ
とに役立ちます。この理解は一般に、ビジネス上の対話や
人間関係を向上させます。なぜなら、ステークホルダーの
関心やスタイルに合わせて、自分自身のコミュニケーショ
ンのあり方を調整できるようになるからです。これが転じ
て、双方にエンゲージメントの増大を生み出し、CAEと内
部監査部門が大きな効果を生み出すことに役立ちます。

CAEの
個人的な影響力を高める9 3.サービス志向の姿勢を育成する。サービス志向とは顧客

中心の態度であり、内部監査が社内顧客に注力すること
を意味します。これは内部監査のイメージを監督部門か
らアドバイザリー（助言）部門へと変化させることに役立
ちます。また、これは内部監査が監査する項目にも影響し
てきます。現在監査している項目はステークホルダーに
とって重要でしょうか？それとも監査委員会や規制当局、
あるいは内部監査部門だけに重要なものでしょうか？ス
テークホルダーにとって大きな意味がないのであれば、そ
のような項目を監査する活動を効率化し、最も重要な問
題に多くのリソースを配分できるようにする方法を見出し
てください。

4.組織の優先課題に関する計画の立案に注力する。ステー
クホルダーにとって最も重要な問題に焦点を当てること
は計画策定プロセスから始まります。もちろん、監査計画
には統制とコンプライアンス、そして規制に関するアシュ
アランス（保証）が含まれていなければなりません。しか
し、そのような作業を可能な限り効率的に処理すれば、削
減された時間とリソースを重要な取り組み、戦略リスクや
新たなリスク、重大な懸案に投入することが可能となりま
す。そして、そのような課題もすべて、監査計画の中に盛り
込むべきです。

実効性と影響力に対する改善効果
内部監査のリーダーとしてのCAEの個人的な影響力は部門
の基本姿勢を表すものとなり、部門に対するステークホル
ダーの見方に影響を及ぼし、内部監査の実効性と影響力に
影響するでしょう。組織は思いのほかソフトスキルを重視し、
それに報酬を与えているのです。単に、組織がその事実を十
分に自覚または自認していないだけのことです。

4 詳細については、以下のウェブページをご覧ください。（英語サイト）
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/bu-
siness-chemistry.html

実効性と影響力を増大させることは、単に時流に合わせて内部監査の注力先を変更したり、相手
を感嘆させるために新しいテクノロジーを利用したりすることを意味するのではありません。あか
らさまに実効性と影響力の増大を狙った過度に直接的な試みは、概して失敗に終わります。むし
ろ実効性と影響力の拡大は、より多くの「適切なこと」をより効率的に実施することの副産物であ
ると考えた方が望ましい結果が得られるでしょう。

繰り返しになりますが、この「適切なこと」とはステークホルダー、すなわち経営陣や監査委員会か
ら第1および第2のディフェンスライン（防御線）に至るまでの関係者が最も強い関心や懸念を抱い
ている領域に焦点を当てることです。ステークホルダーにとって最も重要な懸案、リスク、課題に焦
点を合わせたり、ステークホルダーの言葉で語り、適切なインサイトと将来展望を提供したりする
ことで、内部監査部門はステークホルダーと新たな方法で関わり合いながら、部門の発展を意識
的に推進していくことが可能となります。

実効性と影響力は時間とともに徐々に生じてくるものであり、プロセスの改善、コストの削減、そ
してリスク管理の向上などにより構築されていきます。本書で取り扱った領域に力点を置き、それ
ぞれの組織にとって重要な領域に注力することで、内部監査部門はバリューチェーンを追求する
ことになります。その途上でコンプライアンス監査は効率化され、レポーティングはニーズに即した
ものとなり、アドバイザリー（助言）業務はさらに信用を高めて有用になり、より強力な支えとなっ
ていくでしょう。内部監査部門が最も重要なテーマに全力で取り組んだときに、その実効性と影響
力が増大していくことは自然の成り行きと言えます。

内部監査のビジョンを組織の戦略的ビジョンと整合させ、リソースをステークホルダーのニーズに
適合させ、内部監査の専門的アプローチをステークホルダーの意向に合わせて調整することが大
事なのです。あとはもう、米国のコメディアンで俳優のスティーブ・マーティンの以下のアドバイス
に従うだけで十分でしょう。

実効性と影響力の
拡大に向かう道

「人の役に立っていれば、
  そのうち誰も無視できなくなる」
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お問い合わせ先

有限責任監査法人トーマツ
東　京　〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル　Tel： 03-6213-1113

大　阪　〒541-0042　大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング　Tel： 06-4560-6021

名古屋　〒450-8530　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋　Tel： 052-565-5511

福　岡　〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ　Tel： 092-751-1517
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