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いかなる組織においても、内部監査部門の客観性や見通す力、様々なスキ

ルが、
ステークホルダーを支援し、有益なインサイトをもたらす領域は数多

く存在します。
しかし、
デロイトのグローバルCAE（内部監査執行役員）
サー
ベイ2016年版1によれば、内部監査部門が組織内で強いインパクトと影響

力を及ぼしていると答えたCAEはわずか28%に留まりました。
ここから、内

部監査部門が最も有益なインパクトと影響力を与えられる領域とは何かと

いう疑問が浮かび上がります。答えは内部監査グループごとに異なるもの
の、一般的に、主要ステークホルダーにとってリスクや重要性が最も高く、懸

念が最大である領域に内部監査部門が取り組む場合に、
そのインパクトと
影響力が高まります。

本年度の「内部監査インサイト」シリーズでは、内部監査部門が今後1年間

で高いインパクトを与えられるであろう11の領域を取り上げ、
ステークホル
ダーにとってそれらの領域が重要である理由と、内部監査部門が次の監査

計画を作るにあたってそれらの領域にどうアプローチできるのかを解説し

ていきます。

1

Evolution or irrelevance? Internal Audit at a crossroads, Deloitte’s 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」）、
デロイト、2016年。
（英語サイト）

<http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-deloitte-audit-executive-survey-2016-print.pdf>
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戦略策定

経営陣が組織の将来に渡る成功もしくは失敗

考慮のためのステップ：内部監査部門は、戦略

述のサーベイでは、今後3年間で自社の戦略策

すなわち、関係者、
データと情報、
モデル、前提、

定だと答えたCAEは53%でした（過去3年間の

の遂行状況をレビューする必要があります。高

の土台を築くのは、戦略策定においてです。前
定プロセスを内部監査部門がレビューする予

35%から上昇）。現代のような変革の時代にお

いて、市場の変化や新たなリスクを踏まえて戦

略策定プロセスを適切に遂行するには、
こうし

策定プロセスを構成するすべての主要な要素、

シナリオ、承認、
コミュニケーション、
そして戦略

いインパクトを与えうる構成要素としては、経
営陣が設定する主な前提やデータ・ソースが挙

げられます。例えば、市場シェアおよび市場の

たレビューは極めて重要です。また、戦略策定

成長、売上予想、金利、投入原価、製品の価格

プロセスが取られたことに独立した保証を望

です。内部監査部門はこのほかにも、
モデルへ

を承認する取締役会も、定められた戦略策定

んでおり、仮に取られていない場合、理由が説

明されることを求めています。忘れてならない

設定、資金調達先、規制当局の活動、について

のアクセス、数式の完全性、データガバナンス
など、
モデルに関連したガバナンスをレビュー

のは、内部監査部門の任務は戦略そのものに

する必要があります。加えて、内部監査部門は

セスと、その戦略を生み出したモデルの完全

可能です。
これにはより多くの関係者を関与さ

疑問を投げかけることではなく、戦略策定プロ

戦略策定プロセスの強化策を提案することも

モデルの完
性、
そして代替的シナリオや戦略的オプション、 せ、追加のデータ・ソースを使用し、
元となった前提をレビューするという点です。

全性を高め、
より幅広い戦略的オプションを考

案し、戦略の伝達を効率化し、目標と比較しな

がらより厳格にパフォーマンスをモニタリング

するといった内容が含まれます。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

サードパーティーの管理

経営陣は、ベンダー、販売チャネル、関係会社、 考慮のためのステップ：内部監査部門は、理想
研究開発（R&D）パートナー、
ライセンシー、ク

としては、経営陣がサードパーティーとの関係

ラウドおよびその他のITサービスを含め、サー

やその関係全体を通じたリスクを管理する際

るリスクに対応しなければなりません。
デロイト

ります。
この関係はサードパーティーの審査・選

ティーに関連して事業の中断・阻害を伴うイン

を受け入れ、
パフォーマンスと契約内容の遵守

は87%にのぼり、
うち28%が大規模な中断・阻

するまで続きます。管理プロセスの各段階で、

全を経験しています。一方、
サードパーティーリ

デュー・ディリジェンスおよび受け入 れ時の

ドパーティーのエコシステムに関係したあらゆ
の調査2によれば、過去2～3年間にサードパー
シデント
（disruptive incident）
に直面した企業

害を、11%がサードパーティーの完全な機能不

に用いるプロセスの評価から始める必要があ
定に始まり、契約を締結してサードパーティー
状況をモニタリングし、契約を延長または終了

サ ードパ ーティー の 選 定・契 約 締 結 手 順 、

スクの管理に用いるツールや技術については

チェックリスト、
パフォーマンスと契約内容の遵

ていないと答え、
リスク管理プロセスの質につ

ます。サードパーティーリスク管理の成熟度を

回答者の94%が、ほとんどまたはあまり信用し

いても87%が同様に回答しました。取締役会は

CAE（監査部門長）
にサードパーティーリスクに

守状況の評価指標といった要素をレビューし
測るフレームワークは、経営陣が特定の領域に

おいて、目標に対し、どの程度の厳格さを目指

ついて質問をしており、規制当局や顧客、投資

すべきかを決定することに役立ちます。サード

示しています。

資金回収という高いリターンを得られる可能

家、
メディアもサードパーティーリスクに懸念を

パーティーをレビューすることで、
コスト低減と

性があり、その場合（法令遵守とは対照的に）
純利益に直結します。
しかし、内部監査部門が

広告、サイバー、投資計画などにおけるサード

パーティーとの特定の関係を評価するには、専
門的スキルが必要となる可能性があります。

2

Third-party governance and risk management: The threats are real, Extended enterprise risk managementglobal survey 2016、
デロイト。
（英語サイト）

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/audit/deloitte-uk-third-party-gov-risk-management-2016.pdf>
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大きなインパクトを与えうる重点領域

内部監査におけるアナリティクス

アナリティクスは、内部監査部門の幅広い活動

アナリティクス関連の課題を受け入れましょう。

ます。内部監査部門は、ダイナミック監査計画

門は、
たとえ自社で作成したデータが最適とは

において有効性と効率性を高めることができ
により、過去のリスクではなく、日々変化するリ

スクに基づいて監査を計画することが可能と
なります。またアナリティクスを活用すること

で、内部監査部門はリスクやステークホルダー
の関心事項に関するインサイトと見通しを提供

するだけでなく、インサイトに基づいたダイナ

完璧なデータなど存在しません。内部監査部
思えない状況でも、
アナリティクスを活用し、監

査に組み込んできました。組織はアナリティク

スに精通した人材の社内育成に努めるべきで

すが、
コソーシングによって、基本的な分析だけ

でなく、
より高度なアナリティクス手法やデータ

の視覚化を活用できる可能性があります。
テク

ミックレポーティングも提供できます。内部監査

ノロジーに詳しい内部監査部門の職員にアナ

るために、監査結果やアナリティクスから得ら

じた場合にのみ、
データ・サイエンティストを採

グループは、
ステークホルダーの強い関心をえ
れたインサイトを報告する際に、
ヒートマップや

リティクス・ツールの研修を受けさせ、必要が生

用するとよいでしょう。データベース・アプリ

バブルチャートといった視覚化ツールのほか、 ケーションやデータ集約ツールを使用して、有

インタラクティブなグラフィックを使用していま

す。また、予測的アナリティクスを活用すること

益なデータセットや、各種事象の関係性やリス

クを特定する方法を開発しましょう。例えば、
あ

で、内部監査部門は内部統制が機能不全に陥

る消費者金融は、3年分のさまざまなデータに

ストや期限を超過したり、不満足な結果に終

けるコンプライアンス違反の可能性を予測しま

る可能性のある領域を予測分析し、予定のコ

基づき、統制の潜在的な弱点と特定支店にお

わったりした後にではなく、問題の発生前およ

した。最後に、
アナリティクスはありとあらゆる

なります。

しては、従業員の常習的欠勤、文化の変化、
コ

び問題への対応中に助言を行うことが可能と
考慮のためのステップ：まずアナリティクスに

取り組み、全ての内部監査グループが直面する

6

問題に適用することができます。
その主な例と

ンダクトリスク、ITコストの抑制のほか、投資計
画やITの導入、組織変革、
そして商品開発に関

する実行リスクが挙げられます。

大きなインパクトを与えうる重点領域

Integrated risk assurance（統合的リスク保証）／
Combined assurance（統合的複合保証）

Combined assuranceは広まりつつありますが

考慮のためのステップ：第3のデイフェンスライ

スピードは遅く、用語もIntegrated risk assur-

ンである内部監査部門は、Integrated risk

bined assuranceを追求すると、統合されたリ

つまり、監査計画を、事業戦略や事業目標、そ

な情報源に基づいてさまざまな保証レポート

いうことです。
そうすることで、事業部門と協力

期待される結果は似ていますが、Integrated

し、監査計画に組み込むことが可能となりま

anceと呼んだほうが望ましいでしょう。Com-

スクの全体像を作成する目的よりも、
さまざま

assuranceを開発し、提供する立場にあります。

の実現手段や関連リスクから始めるべきだと

リスクに関する重要な仮説を作成
を集約する目的に直接の注意が払われます。 しながら、
risk assuranceの方が、監査の計画、実行、報告

の観点から、
より有益なアプローチと言えるか
もしれません。監査計画にIntegrated risk

assuranceを取り入れることで、
ステークホル

す。Combined assuranceという観点から言え
ば、第1、第2のデイフェンスラインが既に十分

な保証を提供している領域（例：安全衛生、信

用、その他のリスク）を確認する必要がありま

ダーにとってより意義のある情報やインサイト

す。
これは、内部監査部門のリソースを再配分

実行においては、第1、第2のデイフェンスライン

えば、
こうしたアプローチにより、内部監査は、

を生み出すことが可能となります。
また、監査の

する際の手がかりとなります。報告に関して言

間の連携および、監査とリスク管理とのリソー （リスク保証の目標を実現できるとは限らな

ス配分を改善することができます。監査報告に

い）保証レポートを集約するよりも、主要リスク

おいては、情報、
リスク予想、
そしてステークホ

そのものに焦点が置かれるため、自然とInte-

とが可能になります。Integrated risk assur-

ように、内 部 監 査 部 門 は 、In teg rate d r i s k

ることによってCombined assuranceという目

たはより少ないリソースで、
より有益なレポート

ルダーに提供するインサイトの質を改善するこ
anceは、保証活動とレポートの整合性を高め
標に貢献すると同時に、
リスクに関する統合的

見解と、内部監査部門にとってより大きなイン

grated risk assuranceがもたらされます。
この
assuranceを採用することにより、同程度か、
ま

を作成することが可能となります。

パクトと影響力をもたらします。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

サイバー

「サイバー」という言葉には、サイバーセキュリ

考慮のためのステップ：先見性のある内部監

分野に関する取締役会の懸念は、
サイバー・イ

画と能力を強化しつつあります。自らに適用さ

ティ以上に幅広い意味が含まれます。
サイバー

ンシデントやセキュリティリスクに留まらないか

査グループは、
こうした動向に従って自らの計

れる要件をモニタリングし、
ステークホルダー

らです。
ここ1年ほどでサイバーの普遍性が明

から求められるであろうレビューと保証の種類

報責任者（CIO）
または最高情報セキュリティ責

あるのです。市場ではサイバー監査スキルを持

確になったことを背景に、取締役会は、最高情

を理解し、
そのために必要な能力を開発しつつ

任者（CISO）の作成するインシデント報告書や

つ人材がまれであることから、多くの内部監査

になりました。取締役会は内部監査部門に対

するか、単純にサイバー監査の外注を検討する

セキュリティ報告書では不十分だと考えるよう

グループは、
コソーシングを通じて能力を開発

し、独立の立場からサイバーリスクを客観的・

ことになります。短期的なリソース計画がどの

法当局や規制当局などもこの傾向を後押しし

体化するのを待ち続けるのではなく、独立した

包括的にレビューすることを求めています。立

ており、米国議会に提出されたCybersecurity

Systems and Risks Reporting Actが可決され

れば、
サーベンス・オクスリー
（SOX）法に基づく

ようなものであれ、内部監査部門は物事が具

立場からの、客観的なレビューの準備を進めな

ければなりません。なぜなら、
リスクはあまりに

も高く、
ブランド、取引関係、
レピュテーション・

報告要件が、サイバーセキュリティに関するシ

リスクに至るまであまりにも多様であり、今や

金融機関検査協議会（FFIEC）と通貨監督庁

まで以上の保証を求めているからです。内部監

ステムとリスクにまで拡大されます。米国連邦

（OCC）は、組織のサイバー監査計画のレビュー

ステークホルダーやガバナンス責任者はこれ

査部門は、自社組織や業界のほか、規制当局、

に乗り出しています。米 国 公 認 会 計 士 協 会

サードパーティー・パートナー、外部監査人を

理能力およびガバナンス能力を評価し、サイ

イバー監査アプローチを定義しなければなり

めるためのガイダンスを策定しつつあります。
こ

スと能力の優先順位を決定し、
それに関連する

スとセキュリティにとって極めて重要であり、厳

そのうえで初めて、監査計画を実行するための

（AICPA）は、サイバーセキュリティ・リスクの管
バーセキュリティ報告の一貫性と透明度を高

うした動向は、サイバーが組織のパフォーマン
格な監査を定期的に行うことが必要であると

の幅広い認識を反映しています。
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含むステークホルダーのニーズに応えられるサ

ません。監査計画では、監査対象とするプロセ

監査の手法と頻度を定義する必要があります。

リソース、
すなわち、人、
スキル、
ツールを用意す
ることが可能となります。

大きなインパクトを与えうる重点領域

デジタル化

大まかに言えば、
デジタル化とは、通貨、取引、 考慮のためのステップ：デジタル化は大きなイ

サービス、商品、経験、そして取引関係をバー

ンパクトをもたらすものであるため、内部監査

されたものは、
より柔軟性が高く、幅広く、収益

う支援しなければなりません。内部監査部門は

困難になる可能性もあります。
デジタル化され

その事業、および各部門にどのようなインパク

チャル形式にすることです。バーチャル形式に
性が高まる可能性があるとともに、監査がより

部門はそれを把握し、自社組織が対処できるよ
少なくとも、社内外のデジタル化が自社組織と

た商品（書籍、映画）
やサービス
（ショッピング、 トを与えるかを測定する必要があります。経営

インターネットバンキング）、
そしてライド・シェ

陣がデジタル化を推進しようと熱心になるあま

アやルームシェアのアプリケーションといった

り、
リスクを見落とすということが往々にしてあ

る、もしくはこれに取って代わる存在です。金融

らかの側面をデジタル形式に移行すれば、従

破壊的な事業モデルは、既存のものを補強す
会社や事業会社からの決済メカニズムや、ブ

りえます。商品、サービス、取引、取引関係の何

来の形式に付随していたリスクを変容させる

デジタル
ロックチェーンを基盤とするデジタル通貨は、 可能性があります。内部監査部門は、
ほぼすべての企業に重要な論点をもたらしま

化が経営陣の戦略的ビジョンや計画にどの程

ゲームだけでなく、設計にもインパクトを与え

位づけを行い、
リスク・エクスポージャーを特定

す。
バーチャルリアリティ
（仮想現実）は、
ビデオ

度適合するかを理解し、適切なリスク分析と順

ています。自動車、冷暖房システム、家電製品、 して経 営 陣 がそれに対 処するステップをレ
その他の多くのものに影響を及ぼすIoT(inter-

ビューする監査手続きを定義する必要があり

net of things)は、市場に投入されつつありま

ます。
これらのステップをいつの時点で実際の

ステークホルダー、脆弱性、そして組織のデジ

かかっています。導入に向けた初期の段階で

機会をもたらします。
たとえ自社組織がデジタ

リングと試査、
または助言サービスが必要とな

す。
さまざまなアプリケーションは、
ビジネスや

監査に導入するかは、組織と内部監査部門に

レビュー、実際の監査サンプ
タル成熟度によって、実に多様な問題やリスク、 は、監査の円滑化、

ル化を進めていない場合であっても、同じこと
が言えます。競合他社がデジタル化を進め、自
社が進めていない場合は、売上や利益、市場

シェアが縮小するおそれがあります。
したがっ

て、デジタル化を進めないことは大きなリスク

るでしょう。内部監査部門は、デジタル化への

意識と関与を高めることで、いつもと同じあり

きたりな監査計画を回避し、将来の見通しや戦
略アドバイスの源泉として位置づけられます。

となりうるのです。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

リスク文化

規制当局と取締役会は、
リスク文化に焦点を

形成する、組織全体を貫く価値観および行動体

リスクテイクは、概ねリスク文化によって決まる

てリスク文化のフレームワークを特定していま

と定義しています。
デロイトは、指標を用い
当てつつあります。組織内の意思決定や行動、 系」

からです。
リスク文化は日々の業務や財務領域

す3 。
フレームワークがどのようなものであれ、

の開発、市場への参入と撤退に関する意思決

しい変化と望ましくない変化をモニタリングす

ずしも問題というわけではありません。多くの

業務監査や財務監査の過程で、聞き取り調査

だけでなく、研究開発（R&D）、製品やサービス

定にも影響します。
リスクを取りすぎることが必

場合、例えばイノベーションや技術の導入とい

指標を用いて既存のリスク文化を評価し、望ま

る必要があります。内部監査部門は、標準的な
時の質問を追加し、
データを収集し、非公式の

う面で、組織が取るリスクは少なすぎるのが実

レビューを開発することにより、
リスク文化を監

スク文化はパフォーマンスを高めることができ

管理プロセスや指標、結果について正式な監

情です。情報に基づいてリスクを適切に取るリ

ます。
したがって、組織内のリスク文化を定期的
に測定することは、業種を問わず、ますます重

査することが可能です。
あるいは、
リスク文化の
査を行ってもよいでしょう。
リスク文化は同じ組

織内でも部門によって異なる場合があるため、

要となりつつあります。例えば、パブリックセク

リスク文化のレビュー結果は、部門ごとと組織

する傾向にあります。
ライフサイエンス企業で

た、内部監査部門は、研修やインセンティブ、統

るリスクが大きな関心の的となります。上層部

文化を強化するよう奨励することもできます。

ターの組織は、
レピュテーション・リスクを気に

は、R&D、買収、事業モデル、規制の遵守に関す
だけでなく、日々の業務においても、価値創造

やリスクに関するモチベーションと態度を明確

にし、
これらについて適切な指示を出す必要が

あります。

考慮のためのステップ：組織は第一に、全関係
者が共通の見解を持つために、
リスク文化を定

義する必要があります。例えば、
デロイトではリ

スク文化を、
「リスクに関する日々の意思決定を

3

全体の両面から検討する必要があります。ま
制、
その他のメカニズムを通じて組織のリスク
四 半 期ごとの「 変 化 へ の 意 識 調 査（ P u l s e

Checks）」
（4～5つの質問で構成）は、
その時点

におけるリスク文化を評価することに役立つで

しょう。一部の監査領域と比べれば技術的には
それほど複雑でないとは言え、
リスク文化の監

査には、文化を測定し、質問を作成し、
インサイ

トを追求するにはどうすればよいかという知識
が必要となります。

以下の資料を参照してください。

Cultivating a Risk Intelligent Culture: Understand, measure, strengthen, and report、
デロイト、
2012年。
（英語サイト）

<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-corporate-governance/us-ccg-cultivating-a-risk-intelligent-culture-050212.pdf>
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大きなインパクトを与えうる重点領域

戦略リスクと
新興リスク

内部監査部門は、企業全体を視野に入れリス

考慮のためのステップ：非公式な会話から正

戦略リスクや新興リスクに関する領域では多く

できる方法は幅広く存在します。次のような質

とんどは、戦略上の重要な前提に影響を及ぼ

リスクをどの程度積極的・包括的に特定できて

力にインパクトを与えかねない、外部の混乱ま

評価し、モニタリングしているか？」
「 戦略を設

ク保証を提供する責任を負っていることから、 式なレビューに至るまで、内部監査部門が関与
の貢献をなすことができます。戦略リスクのほ

すか、あるいは戦略目標を実現する組織の能

問を投げかけてみるとよいでしょう。
「これらの

いるか？」
「これらのリスクをどのような方法で

たは要因に関係しています。新興リスクとは、 定する際やパフォーマンスをモニタリングする
戦略目標や事業目標を実現する組織の能力に

際にこれらのリスクを考慮しているか？」
「さま

インパクトを与えうる、初期段階の動向を指し

ざまな戦略リスクの「責任者」は誰か？」
「 自社

の動きや新たな技術、絶えず変化する市場トレ

か？」
「新興リスクを追跡する責任者は誰か？」

ます。事業部門やリスク管理部門が、競合他社

のリスク感 知 能 力をどの程 度 信 頼している

ンド、規制動向といったもののもたらす戦略的 「どのような方法で追跡しているか？」ほとんど
脅威や新たな脅威を検知できるという保証を

の組織は、新興リスクを検知してモニタリング

監査委員会は得たいと考えています。
しかし多

するための技術的に実現可能な公式なメカニ

画プロセスを支援するために行われるのみで

ルメディア、顧客心理をモニタリングする従来

ていない傾向にあります。組織は一般的に、戦

門間の情報共有が不十分であったり、
ときには

くの場合、戦略リスクの特定は毎年の戦略的計

あり、正式なリスク感知能力は十分に開発され

ズムを必要としています。競合他社やソーシャ
型の試みは、往々にして限定的であったり、部

略上の打撃が少なく、はっきりと知られた、比

その両方の弱点を有している場合もあります。

がちです。また、
リスク管理部門は先見性や外

式で統合的で十分に支えられたプロセスが必

較的管理しやすい目先のリスクに焦点を当て
部への目配りに欠け、新興リスクを特定できな

い場合があります。戦略リスクと新興リスクに
対する総合的な視野がなければ、組織は無防
備なままとなります。

そうではなく、組織には、
フレームワークと、公

要です。内部監査部門は、戦略リスクと新興リ

スクを特定し、評価し、管理するための、
フレー

ムワーク、
プロセス、
メカニズムをレビューする
必要があります。とは言え、内部監査部門に

とってこの領域は馴染みが薄いかもしれませ

ん。手始めに、聞き取り調査を通じて自社組織

が直面している戦略リスクと新興リスクを把握

したうえで、
そのレビューを監査計画に組み込
むとよいでしょう。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

サステナビリティ保証

規制当局や機関投資家、非政府組織（NGO）、 考慮のためのステップ：包括的な年次レビュー

そしてメディアの間では、組織とそのパフォーマ

を実施していない場合、内部監査部門は、問題

ンスに重大な影響を及ぼしかねないサステナ

の重要性に照らして選んだ、サステナビリティ

います。
こうした開示は、健全なプロセスや強

衛生、二酸化炭素排出量、業務管理システム、

ビリティ・リスクの開示を求める傾向が強まって
力な統制、
そして正確なデータに支えられてい
なければなりません。
このため、内部監査部門

は、サステナビリティに関する公的開示の正確

に関する領域（従業員または請負業者の安全

地域社会との関わりなど）を毎年1つは取り上
げるべきです。サステナビリティに関する成熟

度が高い組織であれば、正式なプロセスとレ

性と完全性に関する保証を、取締役会と経営

ビューすべき報告書が存在するはずです。組織

ショナル・リスクと規制リスクの管理状況はス

部門は経営陣に改善を進言すべきです。
コンプ

陣に提供する必要があります。また、オペレー

テークホルダーによるサステナビリティ・パ

フォーマンスの評価に影響するため、
これらの

リスク管理についても保証を提供しなければ

がそれほど成熟していない場合は、内部監査

ライアンスという面以外にも、内部監査部門は

次のような質問、
すなわち、
「サステナビリティ
は戦略に対してどのようなリスクをもたらしう

なりません。規制当局と投資家はサステナビリ

るか？」、
「サステナビリティによって効率性を高

目するようになってきていることから、
この領域

ることができます。必要なスキルが内部監査部

しくは不正確である場合は、罰金や罰則を科さ

用と研修によってスキルを調達するとよいで

ティ・データを含む非財務データにますます注

の重要性が高まっています。
データが不完全も
れたり、投資家の関心が失われたりする可能性

があります。

めることは可能か？」
といった質問を投げかけ

門にない場合は、
コソーシングや外注、人材採

しょう。また、内部監査部門がある分野で馴染

みがない場合は、
プロセスやデータ補足方法、

レポーティングに関するアドバイザリー・サービ
スの提供とそうした理由を説明することから始

めるのが良いでしょう。グローバル・リポーティ

ング・イニシアチブ
（GRI）
や米国のサステナビリ
ティ会計基準審議会（SASB）といったリソース
から得られる情報は、どの問題が重大かを判
断するうえで役立つでしょう。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

メディア監査

組織は多くの場合、広告の計画と実行、費用と

モニタリングの各プロセスをレビューする必要

広告事情を取り巻く最近の変化を受けて、代理

を占めている場合はなおさらです。
しかし、現在

効果の申告を、広告代理店に依存しています。 があります。特に広告が費用全体の大きな割合
店の透明性や広告の効果に対する関心が高ま

の広告事情は複雑であり、多くの場合、専門的

から、広告代理店によるいくつかの不透明なメ

こうした対応は困難です。内部監査部門はま

ながっていることが分かりました。具体的な事

や代理店からの報告書を照合することから始

主に還元しなかったり、自社が所有するサプラ

広告代理店の選定、契約の締結といった広告

りつつあります。
全米広告主協会
（ANA）
の調査4

ディア・バイイング慣行が広告費用の上昇につ
例として、広告代理店が割引やリベートを広告

イヤーや他の関連会社を通じて（代理店では
なく）本人として広告枠を購入し、広告主を利

益相反から保護しなかったりするといったこと

が挙げられます。
このほか、デジタル広告の閲

な知識を持たない内部監査グループにとって、

ず、広告費用を見直し、請求額と契約書の規定

めるとよいでしょう。例えば、内部監査部門は、

を調達する手順や、広告費用と効果の新たな

モニタリング手法を推奨することができます。
代理店契約には、
コストおよび手数料、割引の
取り扱い、
パフォーマンス指標を明記し、監査権

覧が人間ではなく、ロボットによるものであっ

に関する条項を盛り込む必要があります。有益

たりするといった問題もあります。広告代理店

データの視覚化が必要であり、契約内容に照ら

たり、
デジタル広告が不適切な場所に表示され

なモニタリングを行うには、アナリティクスや

契約の中には、広告主にメディアにおける閲覧

してサービスレベルをレビューし、検証する必

ないものや、広告主が計画から広告出稿まで

問うべき最初の質問としては、
「支払金額に見

数などトランザクションの詳細を十分に提供し
の資金の流れを追跡できないものもあります。
考慮のためのステップ：あらゆるベンダーに関

要があります。内部監査部門が自社組織内で
合う成果が得られているか？」、
「料金設定は明

瞭で公正か？」、
「契約上の要件を満たしている

か？」
といったものが挙げられます。繰り返しに

この領域は複雑であることから、
して、
内部監査部門は、
広告代理店の選定、
管理、 なりますが、
専門的知識が必要になる場合があります。

4

全米広告主協会（ANA）
の依頼によりK2 Intelligenceが作成した報告書「米国広告業界のメディアの透明性に関する独立調査」
（2016年6月）。
（英語サイト）

<https://www.ana.net/content/show/id/industry-initiative-media-transparency-report>
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大きなインパクトを与えうる重点領域

新しいレポーティング方法

内部監査部門は、
ステークホルダーの要望に

考慮のためのステップ：長い説明文ではなく、

タに基づいたインサイトを生み出す新たなレ

的なレポートを提供するよう努めましょう。ス

応じて、ユーザーの負担を簡略化しつつ、デー

ポーティング方法を導入しつつあります。
そうし

て作成されたレポートは、
より先見性があり、
イ

ンサイトに富み、
より簡潔かつ階層的で、視覚

要約を記載し、簡潔でインサイトに富み、階層

テークホルダーに対し、何を知る必要がある

か、その理由は何か、それについてどう対処す
べきかを伝えましょう。どのようなアナリティク

的でダイナミックなものとなります。先見性が

ス手法を用いるかにかかわらず、視覚化ツール

ホルダーにとって最も関心の高いリスクや問題

しょう。集約されたデータセットや社内外の複

トは、情報過多により複雑化し、
ステークホル

析を行うことにより、
インサイトの量と深みが増

あり、
インサイトに富んだレポートは、
ステーク
に焦点を絞ります。
より簡潔で階層的なレポー

やダッシュボードを用いてその結果を活用しま
合データおよび予測技術に基づいた高度な分

ダーが目を通したがらないものとなる危険性

すことにつながります。高度なアナリティクスを

下げられるようにします。
より視覚的でダイナ

ルチャート、
インフォグラフィックを用いて知見

境の中で、一目で理解することのできるインサ

グラフィックを作成する際は、社内リソースや、

を回避する一方、読み手がデータや問題を掘り

ミックなレポーティングは、刻々と変化する環

イトを得たいと考えるステークホルダーのニー

ズに適合しています。ダッシュボードやインフォ
グラフィックは、
ステークホルダーが自分のデ

バイス上でレポートにアクセスすること
（このト

駆使しない場合であっても、
ヒートマップやバブ

やインサイトを伝えることが可能です。
インフォ
認められる場合はウェブ上のリソースの活用を
検討するとよいでしょう。必要に応じて、研修を
受けましょう。
ダッシュボードは、
プロセス、
プロ

ジェクトまたはリスク領域についてのダイナ

レンドは上昇傾向にあります）を可能にすると

ミックかつタイムリーで優先順位に基づいたレ

下げ、ユーザーの活用意欲を高めることに貢

者に選択させることができます。例えば、
ある内

ともに、
インタラクティブなツールは情報を掘り
献します。組織の規模や複雑さが増大し、ス

ポーティングを可能にし、詳細さの度合いを読

部監査グループは、
「 範囲内」、
「 懸念される」、

といった領域を特定するSOX
テークホルダーの多忙さが増すほど、内部監査 「重大となりうる」
部門はこうした新しいレポーティング方法をよ

り早く導入する必要があります。

準拠のレポーティング・ツールを開発しました。
内部監査部門の与えるインパクトと影響力を
高めるうえで、新たなレポーティング・モデルは
極めて重要です。
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大きなインパクトを与えうる重点領域

これからの1年間

これらすべての領域が、必ずしもステークホルダーと内部監査グループにとって大きなインパクト
を持つものとなるとは限りません。
また現実的に考えて、最大限に努力したとしても、今後1年間で
少なからぬ数の領域に全力で取り組むことは不可能です。実のところ、組織内で最も強いインパ

クトを与えられる領域は、
これら以外のところにあるかもしれません。
ステークホルダーにとって

最も重要な領域を特定するには、
ステークホルダーに直接尋ね、耳を傾けることです。
そのうえで、

ステークホルダーが活用しうるインサイトや保証、助言を提供するためのフレームワーク、
スキル、
ツール、手法を開発・取得するステップに乗り出すのです。
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