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向上のために
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経営陣からの期待
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貴社の内部監査部門の役割は、「戦略的」機能と「サポート」機能のどちらに該当する
と思いますか。

内部監査人による自己評価と比べ、最高財
務責任者（Chief Financial Officer：CFO）
および監査委員会委員長（以下、「経営
陣」）は、内部監査部門に対して、より戦
略的な役割を期待しています。主体的に責
任範囲を拡大することができるか否かは、
内部監査人次第と言えます。内部監査部門
が組織に対する戦略的な価値の向上を志向
しているのであれば、その門戸は開かれて
います。さもなければ、内部監査部門は戦
略的な役割と無関係な存在となってしまう
ことでしょう。

このことは、KPMGが世界中の企業を対
象に2度にわたり実施した調査によって明
らかになりました。第1回目の調査は、
2015年7月に405名の経営陣を対象に1、
第2回目の調査は2016年7月に134名の内
部監査人を対象に実施しました。

本調査では、経営陣と内部監査人に対し、
内部監査部門の役割と責任に関して同様
の質問を行いました。各種規制への対応
等を目的に、企業が業務プロセスや統制
活動の改善を図ろうと努めるなか、組織
内における内部監査部門の位置付けはま
すます重要性を増しています。経営陣は、
内部監査部門が法令遵守にかかわる対応
水準を高めるだけでなく、戦略的な価値
をもたらすことも可能であり、またそう
するべきであると考えています。

内部監査部門の役割が戦略的機能とサ
ポート機能のどちらに該当するか質問し
た結果、経営陣と内部監査人のいずれに
おいても、大半の回答者は戦略的機能に
該当すると回答しています。しかしなが
ら、経営陣の99%が戦略的機能であると
回答した一方で、内部監査人の回答は
60%に留まりました。一般的に、内部監
査人の多くが自らの役割を戦略的機能で
あると回答するものと予想されますが、
実際の回答は、戦略的機能の発揮はチャ
レンジングなものであることを示してい
ます。また、内部監査部門の役割は今後
どのように進化すべきか尋ねたところ、
多くの内部監査人はより戦略的なパート
ナーとなることであると回答しました。

これらの回答から見ると、内部監査部門
が自社の戦略に関する取組みに強く関与
していないと、内部監査人が考えていて
も驚きはありません。戦略策定プロセス
に関与していると回答した内部監査人が
半数以下であるのに対し、経営陣の94%

は内部監査部門が戦略策定プロセスに関
与していると回答しています。｢戦略策定｣
というフレーズは人によって異なる意味合
いで捉えられますが、そうした差異を無視
しても構わないと考えられるほどの回答比
率となりました。これらの調査結果から、
内部監査人と経営陣の間には、内部監査部
門の戦略的な役割に関する見解の相違が一
貫して見受けられると言えます。

ギャップを埋める
さまざまな事柄において、内部監査部門と
経営陣の意見は異なる結果となりました。
唯一の例外として、内部監査人として成功
するために必要なスキルについて尋ねたと
ころ、両者ともにコミュニケーション能力

が重要であると回答しています。これは意
義深いことです。内部監査人がより重要な
役割を果たそうとする場合、一層の影響力
を持つ必要があります。そのためには、強
力なコミュニケーション能力が必要です。

1 KPMGコンサルティング株式会社「内部監査を通じた価値の追求」（2016年5月）
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「洞察力に富み、価値のある内部監査」に必要な項目はどれだと思いますか。
（複数回答可）
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ことが、洞察力に富み、
価値のある内部監査で
あると考えています。

監査委員会、取締役会および上級経営陣
と重要な事柄について議論を行う場合に
おいては、とりわけ重要です。

洞察力に富み、価値をもたらす内部監査
を行うためには何が必要でしょうか。
85%の内部監査人（最も多くの回答）は、
内部監査とは効率性および有効性に関す
る知見の提供であると定義しています。
他方で、経営陣に最も多く見られた回答
はさらに具体的なものでした。経営陣の
82%は、価値ある監査とは、売上拡大、
費用削減、資本効率の向上に関する可能
性を見出すことにあると考えており、経
営陣が「価値」を具体的な尺度で捉えてい
ることがわかります。

内部監査部門の戦略的な役割に関する両
者の見解の相違は、内部監査人がテクノ
ロジーを活用することの重要性に対して
も影響を及ぼしています。内部監査人の
4分の3は、テクノロジーを活用すること
による最大の利点は効率性の向上である
と考えており、批判的思考の改善やより
深い洞察の提供が可能となることである
と回答したのはわずか4分の1でした。経
営陣の回答からも、テクノロジーの活用は

内部監査のスピードおよび効率性向上の
ための手段であると捉えられていること
がわかりましたが、さらに内部監査業務の
品質向上も可能になるとも考えています。

内部監査人は自らの役割を限定的に捉え
ていますが、過去の栄光に安住すること
に満足しているわけではありません。
内部監査人は、より戦略的な役割を果た
したいと考えており、組織内（および組
織外）においてより影響力を発揮するた
めにはコミュニケーション能力が重要で
あることを理解しています。加えて、内
部監査の専門家は、監査品質とは継続的
な改善へのコミットメントであると定義
しており、品質を保証するうえでは研修
が最も重要な施策であると考えています。

内部監査人が努力家であることは明らか
です。しかしながら、内部監査人はその
位置付け、要員、手続きに関する検討を
適切に実施し、より大きな役割を果たす
ことについて、経営者の期待を満たして
いるでしょうか。価値をもたらすために、
内部監査機能をどのように位置付けてい
るのでしょうか。

3つの主要な示唆
内部監査部門が本調査で提示された期待を
満たす（上回る）ために、重要な点が3つ
あります。第一に、内部監査人は業務プロ
セス、統制活動およびコンプライアンスに
関する質問を行うだけではなく、事業活動
にかかわる事項により深く関与しなければ
なりません。リスクへの対応のみならず、

事業部門が捉えようとしている機会につい
ても理解する必要があります。そうするこ
とによって初めて、内部監査部門がより戦
略的な役割を果たすことを求めている、事
業部門の役員層の期待を満たすことが可能
となります。
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第二に、内部監査部門は、単に効率性の
向上を図るためのみならず、ビジネスの
品質向上や、より深い洞察をもたらすた
めに、テクノロジーを一層活用する必要
があります。デジタルトランスフォー
メーションとは、単なる流行り言葉の1つ
ではありません。デジタル化に伴う戦略
的な影響を理解し、データ分析を活用す
ることで、組織は著しい変化を続けてい
ます。また、機械学習やコグニティブ等
の最新テクノロジーの活用により、企業
は上振れリスクと下振れリスクを管理で
きるようになります。近い将来において、
コンプライアンスに関する意思決定のほ
とんどは、プロセス改善のみならず価値
の向上をも、もたらすでしょう。そのた
めに、内部監査部門はリスクと機会の交
点に、自らを位置付けなければなりま
せん。

第三に、内部監査人は自らの活動をビジ
ネス上の価値で捉える必要があります。
価値を提供するために、内部監査部門は
どのように位置付けられる必要があるで
しょうか。業務プロセスと統制活動に関

する深い分析から得られた洞察を、組織
の成長および競争力強化の機会に、どの
ように結びつけることができるでしょうか。
新興リスクに関する内部監査人の知見は、
統制環境の継続的な変革にどのように結
びつけることができるでしょうか。内部
監査とビジネスが、各階層において継続
的に関わり合うことによって、こうした
問いに答えることが可能となります。双
方が互いに学び合うことにより、ビジネ
スリーダーはリスクに関する鋭い理解を
持つことができ、内部監査部門の責任者
は上振れリスクの真価をより認めるよう
になるでしょう。

こうした変化は、内部監査部門と組織全
体の双方にとって好機となります。さま
ざまな点において、内部監査人と経営陣
の見解の相違が存在することを踏まえる
と、現時点での実現は困難かもしれま
せんが、将来においても困難ということ
ではありません。経営陣は、内部監査部
門がより戦略的な役割を果たすことを明
らかに期待しています。この機会を捉え
るか否かは内部監査部門次第なのです。

調査方法
KPMGは、2016年7月に、134名のInstitute

of Internal Auditors（内部監査協会）の会員を
対象に調査を実施しました。回答者のうち、
37%は内部監査部門長、19%は内部監査部
門のディレクター、23%は内部監査部門の
マネージャー（上級マネージャーを含む）、
それ以外の回答者は内部監査部門スタッフ
とその他の部門の所属者です。

また、回答者の地理的分布は、北米が49%、
中東・アフリカ29%、欧州8%、アジア・
太平洋7%、中南米6%となっています。業
種別では、金融機関が32%、公共機関が
19%であり、それ以外の回答者については、
消費財、ライフサイエンス、製造業等、さ
まざまな業種にわたります。

さらに、回答者の半数が、年間売上高が
10億米ドル以上の企業に属しています。

本レポートでは、上記から得た回答を、
2015年7月に405名の上級経営者から得た
同一の質問内容に対する回答と比較しま
した。405名の回答者のうち、87%は
CFOであり、13%は監査委員会委員長で
した。地理的分布は、北米が57%、中
東・アフリカ4%、欧州12%、アジア・
太平洋25%、中南米3%です。業種別で
は、金融機関が20%、製造業が20%であ
り、公共機関の所属者は含まれていま
せん。また、すべての回答者が、年間売
上高が10億米ドル以上の企業に属してい
ます。


