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□■報告書・概要■□ 
 

 

1. 調査研究の目的 
本調査研究は、米国、英国、ドイツ、フランスを調査対象国として、財政・会計制度、

内部統制制度の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行っている内部統制に

対する検査報告事例を整理・分析することにより、我が国会計検査院が内部統制に係る検

査を行う際に参考としうる有用な情報を提供することを目的とする。 

 

2. 調査研究の方法 
 本調査研究では、文献・インターネット調査及び海外現地調査を行った。 

 文献・インターネット調査では、各国の府省のウエブサイトや公表資料、我が国の各種

文献・報告書を中心に、財政・会計制度及び内部統制制度、内部統制に係る検査制度、及

び個別の検査･報告事例について取りまとめた。 

 調査対象国中、米国については、会計検査院（Government Accountability Office：GAO）、

行政管理予算庁（Office of Management and Budget：OMB）、国家安全保障省

（Department of Homeland Security：DHS）・保健社会福祉省（Department of Health 

and Human Services：HHS）・住宅都市開発省（Department of Housing and Urban 

Development ：HUD）の各監察総監室、国税局財務監察総監室（Treasury Inspector 

General for Tax Administration：TIGTA）、監察総監評議会（Council on Inspector 

General on Integrity and Efficiency：CIGIE）に対して対面式インタビュー調査を実施し

た。 

 

3. 調査研究の結果 
■第 I 章 欧米主要 4 か国政府における財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院の

対応・位置づけの概要 

 調査対象国における財政・会計制度、内部統制制度及び内部統制制度に主要な役割を果

たす機関について調査を行った。米国については監察総監も対象とした。 

 各国とも、内部統制の制度は、単一の法律によって規定されているのではなく、関係す

る複数の法や基準・ガイドラインが諸機関の権限・役割や関連する手続きを定めることに

よって全体的な枠組みが形成されている。会計検査院は、内部統制に関する検査を行って

いるが、その位置づけや関与の方法には国によって差異がみられた。 

 

■第 II 章 我が国及び欧米主要 4 か国の会計検査院等の内部統制に係る報告事例とその特

徴 

 調査対象国において、各国会計検査院及び米国監察総監が行っている内部統制に係る検



 

査の事例について整理した。対象事例は、検査報告書のタイトルあるいは本文に「内部統

制」という言葉が含まれるもののうち、実際に内部統制に関して十分な記載がみられるも

のを選定した。米国監察総監については、現地調査の対象とした 4 監察総監から紹介され

た事例を対象とした。 

 米国、英国及びドイツについては、検査の経緯・目的、範囲・方法、結果について整理

した。特に、米国及び英国の VFM 検査事例については、勧告事項を内部統制の 6 つの基本

要素と対応付けている。フランスについては、内部統制に関する記述を中心に、指摘・勧

告も含む検査報告書の概要について記述した。 

 

米 国 米国監察総監 英 国 ドイツ フランス 

5 事例 6 事例 2 事例 4 事例 8 事例 

 

■第 III 章 まとめ 

 第 I 章、第 II 章での整理結果を基にして、調査対象国における内部統制の制度及び内部

統制に関する検査の体制・観点・方法・結果について取りまとめた。調査対象国の会計検

査院による内部統制に対する検査の傾向等を示している。 

 また、調査の結果を踏まえ、我が国会計検査院の内部統制に対する検査への示唆を導出

した。これには、短期的に対応が可能と考えられる事項及び中期的に対応しうる事項が含

まれる。 
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はじめに 

 

1. 調査研究の背景・目的 

 

内部統制とは、基本的に業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わ

る法令等の遵守並びに資産の保全の 4 つの目的を達成するために、業務に組み込まれ、組

織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、

統制活動、情報と伝達、モニタリング（監視活動）及び IT（情報技術）への対応の 6 つの

基本的要素から構成される。このような内部統制の概念は、民間企業において発達してき

たものであるが、欧米では政府機関へも導入が進められている。 

 我が国では、政府機関に関して内部統制という名称を用いてその枠組みを規定し、構築

を義務付けるような法令規則や制度は存在しないものの、財政法、会計法、予算決算及び

会計令、補助金等適正化法等の財政会計法規によって、内部統制に係る諸手続きは詳細に

規定されている。他方、近年一部の府省等で不正不当な事態が相次ぐなど、実態として必

ずしも十分でない事態がうかがえる。 

 会計検査院では、「会計検査の基本方針」において、内部統制の状況は、検査対象機関に

おける会計経理の適正性の確保に影響を与えることから、検査に際してはその実効性に留

意するとともに、内部統制が十分機能して会計経理の適正性が確保されるよう、必要に応

じてその改善を求めるなど適切な取組を行うこととしている。このように、検査を通じて

内部統制の充実を図ることは、行政運営の改善のみならず検査の効率化にも資すると考え

られる。 

 以上の状況を踏まえ、今後の我が国会計検査院における内部統制に対する取組に資する

ため、欧米主要国――米国、英国、ドイツ、フランス――における財政・会計制度、内部

統制制度の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行っている内部統制に対す

る検査報告事例を整理・分析することにより、内部統制に関する会計検査における着眼点、

手法、課題等について検討する。 

 本調査研究の成果が、今後の会計検査院における内部統制に対する検査の円滑かつ適切

な実施のための一助となれば幸いである。 

 

平成 22 年 2 月 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 
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2. 調査研究の方法 

 

本調査研究は、会計検査院事務総長官房調査課（研究担当）より、三菱 UFJ リサーチ&

コンサルティング株式会社への委託により行われた。 

具体的には、米国、英国、ドイツ、フランスにおける各国中央政府における財政・会計

制度、内部統制制度の概要と特徴、及びそれに対応して各国会計検査院が行う内部統制政

策に対する検査の体制、具体的な検査・監査・評価の実施状況等について、文献及び海外

現地調査により分析を行った。 

 

（1）文献資料調査 

 まず、各国の府省のウエブサイトや公表資料、我が国の各種文献・報告書を中心に、財

政・会計制度及び内部統制制度の根拠規定、特徴、内部統制を担う機関、内部統制に関す

る戦略及びガイドラインについて概観した。 

 次に、各国の会計検査院のウエブサイトや公表資料により、内部統制に係る検査制度、

体制、及び個別の検査･報告事例について取りまとめた。 

 なお、分析に用いた文献資料については巻末に一覧整理している。 

 

（2）海外現地調査 

 調査対象国中、米国については、会計検査院（Government Accountability Office：GAO）、

行政管理予算庁（Office of Management and Budget：OMB）、国家安全保障省

（Department of Homeland Security：DHS）・保健社会福祉省（Department of Health 

and Human Services：HHS）・住宅都市開発省（Department of Housing and Urban 

Development ：HUD）の各監察総監室（Office of Inspector General：OIG）、国税局財

務監察総監室（Treasury Inspector General for Tax Administration：TIGTA）、監察総

監評議会（Council on Inspector General on Integrity and Efficiency：CIGIE）に対し

て対面式インタビュー調査を実施した。特に、会計検査院からは内部統制に係る検査の体

制、内部統制の位置づけ、指摘・勧告事項等に関して、監察総監室からは個々の検査･報告

事例において、検査の経緯、設計、手法、指摘･勧告事項、検査対象の反応、検査･調査実

施上の課題について、文献からは得られない情報について聴取した。米国現地調査の日程

を次ページに示す。 

 個別の検査･報告事例については、第 II 章「我が国及び欧米主要 4 か国の会計検査院等の

内部統制に係る報告事例とその特徴」において記述している。 
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■米国現地調査（対面式インタビュー調査） 

 【日 程】2009 年 10 月 4 日（日）～10 月 11 日（日） 
 【調査者】会計検査院事務総長官房調査課（研究担当）研究企画官   内田 竜雄 
        〃            国際業務室国際第三係長  大曽根 剛 
        〃            国際業務室        保田古都美 
      三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 公共経営・地域政策部 
         公共経営グループ グループ長 兼 主任研究員   荒川  潤 
         公共経営グループ 主任研究員           高崎 正有 

機関名・聴取日 名前 所属・肩書 聴取内容 

Ms. Muriel Forster Director, International Relations, SPEL 
Ms. Helen Hsing Managing Director, International Relations, SPEL 
Mr. Michael E. Motley Director, QCI 
Mr. George E. Breen Jr. Assistant Director, QCI 

GAO 制度概要 

Ms. Michele Hamilton Director, Human Capital Advisory Service Group, HC 
Ms. Margaret G. Braley Director, Personnel & Compensation Management, HC 
Ms. Beverly Norwood Director of Leadership Programs, Learning Center 

GAO 人事制度 

Mr. Jackson W. Hufnagle Assistant Director, FMA 各政府機関 IG 
Mr. James Dalkin Director, FMA 
Ms. Cheryl Clark Assistant Director, FMA 
Mr. Gregory Kutz Managing Director, FSI/FMA 
Ms. Barbara Lewis Assistant Director, FSI/FMA 
Mr. Andrew McIntosh Senior Communications Analyst, FSI/FMA 

内部統制に関する

検査事例 

GAO 
10/5～7 

Ms. Mary Arnold 
Mohiyuddin Capacity Building Coordinator, SPEL 内部統制に関する

GAO の役割 
CIGIE 
10/6 

Mr. Carl A. Clinefelter Inspector General, Farm Credit Administration CIGIE の活動 

Mr. Kenneth S. Kelly Senior Budget Methods Specialst, Budget Review & Concepts Div. 
Ms. Audrey Duchesne Financial Standards & Grants Branch, OFFM OMB 

10/7 
Ms. Dana James Financial Standards & Grants Branch, OFFM 

内部統制に関する 
OMB の役割 

Mr. J. Russell George Inspector General 
Mr. Michael R. Phillips Deputy Inspector General for Audit 
Ms. Nancy A. Nakamura Assistant Inspector General for Audit 
Ms. Susan Moats Assistant Special Agent in Charge Internal Affairs Div. 
Ms. Li-Yun Chien Acting Director of Communications 

TIGTA 
10/8 

Mr. Ryan Hurley Management Assistant 

【米国監察総監事

例 02】 

Ms. Lori S. Pilcher Assistant Inspector General, Grants, Internal Activities & IT Audit HHS/OIG 
10/8 Mr. Joseph J. Green Assistant Inspector General, Financial Mgmt. & Regional Operations, 

【米国監察総監事

例 01】 
Mr. Kenneth M. Donohue Inspector General 
Mr. Michael P. Stephens Deputy Inspector General 
Mr. Dennis A. Raschka Assistant Inspector General OMAP 
Mr. Charles W. Cherry Jr. Senior Special Agent (Desk Officer) 
Ms. Brenda M. Patterson Deputy Assistant Inspector General for Audit 
Mr. Frank A. Rokosz Assistant Director for Technical Oversight & Planning Div. 

HUD/OIG 
10/9 

Mr. Donald W. Johnson Deputy Director of Training 

【米国監察総監事

例 03,04】 

Ms. Anne L. Richards Assistant Inspector General, Office of Audit DHS/OIG 
10/9 Ms. Sondra F. McCauley Chief, Planning, Execution & Review, Office of Audit 

【米国監察総監事

例 05,06】 
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3. 本報告書の構成 

 本報告書の構成は以下のとおりである。 

第 I 章  「欧米主要 4 か国政府における財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院

の対応・位置づけ」 

第 II 章 「我が国及び欧米主要 4 か国の会計検査院等の内部統制に係る報告事例とその特

徴」 

第 III 章 「まとめ」 
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I．欧米主要 4 か国政府における財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検

査院の対応・位置づけ 
 

1．米国における財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院の対応・位

置づけ 
 

（1）財政・会計制度 

①財政・会計制度 

ここでは、米国政府における内部統制制度について述べるにあたり、関連が大きい（a）

予算、（b）決算、（c）会計、（d）入札・契約の一般的制度について概要を以下に示す。 

 

（a）予算制度 

連邦政府の予算は、大統領の予算教書（President’s Budget、以下「予算教書」と言う。）

と、その内容を参考に進められる議会の予算承認プロセスの 2 つの段階を経て、決定され

る1。米国における予算年度は α年度予算の場合、（α－1）年 10 月～α年 9 月までである。 

予算教書作成過程を整理すると、次のような流れとなる2。議会への予算教書提出 9 か

月前（予算年度開始 18 か月前）までに行政管理予算庁（Office of Management and 

Budget：OMB、以下、「OMB」と言う。）は各行政機関と政策方針について協議する。ま

た経済諮問会議（Council of Economic Advisers：CEA）、OMB、財務省（Department 

of the Treasury）は協議の上、経済見通しを作成する。春から夏にかけ OMB から予算作

成方針が各省庁へ交付され、行政機関はこれをもとに予算要求を作成する。各行政機関は、

予算年度開始の前年秋（9 月）に OMB に予算要求を提出する。予算要求に関し、OMB

と行政機関の間で調整が行われ、これらのプロセスの結果を反映して OMB で予算教書を

作成し、当該予算年度の1 月第1月曜日から2 月第2月曜日までの間に議会に提出する。

予算教書には各行政機関の予算案のほか、5 年間の歳入歳出の見込みも示される。これら

の見込みは各年度の積み上げではないが、当年度の数字（大統領の提案する新規施策を含

む）をふまえて、様々な経済前提に基づく伸び率を考慮して試算をしている。作成された

予算教書は、議会の意思決定の参考として提出される。予算化される金額の認識基準は、

支出負担確定主義である。これは、単年度支出額ではなく、当年度以降将来にわたり支払

を要するような取引の総額が予算承認の対象となるシステムを指す。 

 次ページに、各行政機関、OMB、大統領、議会を中心とした米国予算編成プロセスを示

す。なお、財務省の予算編成に対する関わりは、上記のとおり限定されており、OMB が

主要な役割を果たしている。 

                                                        
1 社会経済生産性本部（2003）「欧米主要先進国の公会計改革と決算・財務分析の現状と課題」（平成 14  

年度会計検査院委託研究） 
2 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（米国）」（公会計基本小委員会配布資料） 
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図表 米国予算編成プロセス 

  各行政機関 OMB 大統領 議会 

3 月 

4 月 

 

5 月 

6 月 

7 月 

 

8 月 

 

9 月 

予

算

年

度

開

始

前

年 

10 月 

 

11 月 

 

 

12 月 

予

算

年

度

開

始

年 

1 月 

 

2 月 

    

資料）財団法人統計研究会（1995）「会計検査の現状の比較制度論的研究―米国を事例として―」（平成 6
年度会計検査院委託研究）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

内部への予算作

成方針 

各プログラムへ

のシーリングの

配分、見積作成 

予算要求提出 

予算要求改定 

・経済諮問会議及び

財務省と協議の

上、国際情勢の予

測を含んだ経済見

通しを策定 

・財政計画を作成 

予備見積作成のため

の通達 

・各省庁のトップと

財政政策の協議 

・総支出額の見積作

成 

・大統領への勧告作

成 

予算作成方針 

一般政策、予算シー

リングに関する大統

領の決定の伝達 

見積作成のアドバイ

ス 

・予算要求分析・省

庁からのヒアリ

ング、査定 

・経済見通し及び財

政計画の再検討 

・大統領への勧告準

備 

大統領の決定の伝達

・経済見通し及び財

政計画の再々検討

・大統領予算教書起

草 

・総括表及び分析表

の作成 

・既存の業務、

プログラム目

標、将来計画の

再検討 

・予備的見積作

成、提出 

予算見通し及び政策

について、OMB 長官

及び閣僚と協議 

・一般予算政策、主

要プログラム、シ

ーリングについ

て協議 

・予算に関するガイ

ドライン及びシ

ーリングの設定 

予算状況を検討、各

省庁の額を決定 

予算教書策定、承認

議会へ提出 

上・下院の予算委員会

が、予算教書等を基に

公聴会を開催 

上・下院の予算委員会

が予算決議案を決議 

上下両院協議会を開

催、予算決議案の調整、

予算合同決議案を決議 

下院が「歳出法案」を

審議・成立 
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議会の予算承認プロセスは、予算決議と歳出法案（Appropriation Bills）の制定等の 2

つの段階に分けられる。予算決議では、将来 10 年間の各年度の予算の総枠（収入額、予

算支出額、公債残高等）と 20 に区分された連邦政府の機能的配分を本会議で議決する。

この予算決議は、各歳出委員会（Senate Committee on Appropriations）における歳出

額決定の目安となる。歳出的経費については、12 の歳出委員会がそれぞれ歳出法案を策

定し、上下両院で調整が行われた後、議決する。既に述べたように、この内容は予算教書

とは一致しないが、委員会では予算教書をたたき台（starting point）とした議論が行わ

れている。義務的経費については恒久法で歳出権が付与されているため、毎年予算審議を

行うことはないが、制度変更等法改正が必要な場合には所管の委員会において審議される。

議決単位は、予算項目（Budget Account）であり、その数は約 1,200 とのことであり、

歳入は議決対象ではない。 

 

（b）決算制度 

 米国において、わが国の決算制度に該当する「決算」という形で議会の承認を受ける仕

組みはなく3、次の書類が議会へ参考資料として提出されるにとどまる4。この参考資料に

は、歳入・歳出・収支結合報告書（Combined Statement of Receipts, Outlays, and 

Balances）、連邦連結財務諸表（Financial Report of the United States Government）、

省庁ごとの「業績・財務報告書（Performance and Accountability Report）」がある。 

歳入・歳出・収支結合報告書については、財務長官は、毎年度の収支実績を記述した同

報告書を翌年度議会の通常会期の初日に提出する。これは会計検査院（Government 

Accountability Office: GAO、以下、「GAO」と言う。）の検査対象とはならないものであ

る。同報告書は現金主義に基づき、財政収支実績を記載しており、歳入・歳出内訳も存在

する。 

 連邦連結財務諸表については、1997 年度から、財務長官は、OMB 長官と協力して、翌

年 3 月 31 日までに連邦政府全体を対象とした連邦連結財務諸表を発生主義で作成の上、

GAO の検査を経て議会へ提出している。ただしこれも歳入・歳出・収支結合報告書と同

様に参考資料としての位置づけである。また、前年度との比較対照表が掲載されている。 

 省庁ごとの業績・財務報告書については、各省庁は 2 月 28 日までに監査済の財務諸表

と年初に定めた業績目標に対する業績の報告を議会へ行う。これには前年度との比較対照

表が含まれている。なお、省庁ごとの報告書作成については、（c）会計制度において詳述

する。 

 

                                                        
3 財団法人統計研究会（1995）「会計検査の現状の比較制度論的研究―米国を事例として―」（平成 6 年度

会計検査院委託研究） 
4 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（米国）」（公会計基本小委員会配布資料） 
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（c）会計制度 

 連邦政府の一般的な会計制度について、主に行政機関が従うべき会計基準の策定と財務

管理に関する法律から制度的枠組を整理する。1921 年予算・会計法（Budget and 

Accounting Act）によって、GAO が設立され、設立と同時に会計基準策定権限が与えら

れた5。1950 年には予算・会計手続法（Budget and Accounting Procedure Act）が成

立し、発生主義ベースの会計処理が連邦行政機関に義務づけられた6。同法では、GAO が

OMB と財務省の助言を得て、「適用可能な会計原則・基準・要件」（applicable accounting 

principles, standards, and requirements）の策定を行うものと定められている。また、

GAO には連邦行政機関の財務活動に対する検査の役割が与えられた。しかしながら、こ

れらの法律が存在していたものの、連邦政府内で一貫性を欠いた会計処理・財務報告が行

われていた。1978 年には、行政機関（executive agency）7の財務管理に関して 1978 年

監察総監法（Inspector General Act of 1978）が制定され、行政機関の財務諸表の監査

については、基本的に監察総監が行い、GAO は、特に問題のある事例について、議会に

報告するという体制となった8。なお 1978 年監察総監法と監察総監の役割については、（3）

で詳述する。 

こうした状況の中、1990 年首席財務官法（Chief Financial Officers Act of 1990：CFO 

Act）が成立した。同法は、連邦政府の財務管理に関する今日までの取り組みの起点とな

った法律である9。同法では、行政機関に首席財務官（Chief Financial Officers）を設置

することを定めており、業務統合財務管理システムの構築・維持、財務管理を担う人員の

確保を行うこととされた。1990 年首席財務官法では、首席財務官の具体的な業務として、

財務管理に関して各行政機関の長官に報告すること、年次報告書（財務諸表や監査報告書

等を含む）を作成し OMB 長官に送付すること等が規定されている。これにより首席財務

官は 1992 年から毎年、財務諸表を作成し、OMB 長官に提出することとされた。ただし、

その財務諸表は各行政機関の部局をできるだけ含めることとされ、全ての部局が対象では

なかった。また、同法により連邦行政機関に適用される会計基準の第一次的な策定権限及

び責務が GAO から OMB へ移譲された。首席財務官が年次報告書を作成する際の会計基

準を、「適用可能な会計財務報告原則」（applicable accounting and financial reporting 

principles and requirement）に従い、OMB 長官が規定することとされた。 

 

 

                                                        
5 古市峰子（2002）「米国の公会計制度の仕組みとわが国へのインプリケーションについて」『金融研究

第 21 巻第 1 号』 
6 社会経済生産性本部（2003）「欧米主要先進国の公会計改革と決算・財務分析の現状と課題」（平成 14

年度会計検査院委託研究） 
7 行政機関とは、一般に、省（department）、公社（government corporation）、独立機関（independent 

establishment）を指す。 
8 片山信子（2004）「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』 
9 藤野雅史（2008）「連邦政府における原価計算の制度と実践」『会計検査研究第 38 号』 
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図表 OMB の会計基準策定権限 

OMB 長官は、適正な会計財務報告原則、基準、要件に合致する財務諸表の形式・内容を

設定する。 
The Director of the Office of Management and Budget shall prescribe the form and content of the 
financial statements of covered executive agencies under this section, consistent with applicable  
accounting and financial reporting principles, standards, and requirements. 

資料）合衆国法典 第 31 編 第 3515 条（d） 

 

 ただし、会計基準策定にかかる権限が GAO から完全に失われたわけではない。この点

について、古市（2002）は、「もっとも、GAO の会計基準設定にかかる権限及び責務が

完全に失われたわけではなく、GAO において、引き続き、大統領（実際には OMB）およ

び財務省と協議のうえ、連邦執行機関が遵守すべき会計原則・基準を設定する権限および

責務が留保された。」10としている。したがって、連邦政府会計基準を公式に設定・公表す

るためには、OMB、GAO、財務省の承認が要件とされ、GAO の会計原則・基準の設定に

対する関与は続いていると見られる。なお、各省庁の全ての部局を網羅する財務諸表の作

成が規定されたのは、1994 年政府管理改革法（Government Management Reform Act 

of 1994：GMRA）である。同法により、1997 年から、全ての部局を網羅した監査済財

務諸表が、OMB 長官に提出されることとなった。 

 

図表 GAO の会計基準策定権限 

会計検査院長は、各機関が守るべき会計原則、基準、要件を設定する。原則、基準、要件

を設定する際には、会計財務報告、予算に関する事項について、財務長官、大統領に事前

に協議し、他の機関の要望についても考慮する。 
The Comptroller General shall prescribe the accounting principles, standards, and requirements 
that the head of each executive agency shall observe. Before prescribing the principles, standards, 
and requirements, the Comptroller General shall consult with the Secretary of the Treasury and 
the President on their accounting, financial reporting, and budgetary needs, and shall consider the 
needs of the heads of the other executive agencies. 
 
資料）合衆国法典 第 31 編 第 3511 条（a） 

 

 1990 年には連邦会計基準諮問会議（Federal Accounting Standards Advisory 

Board：FASAB）が設立された。これは GAO、OMB、財務省の 3 機関が構成するもので、

連邦政府会計基準の実質的な設定機関である。連邦会計基準諮問会議は、連邦政府会計基

準として、概念書（Statements of Federal Financial Accounting Concept：SFFAC）

や、基準書（Statements of Federal Financial Accounting Standard：SFFAS）を作成

している11。連邦会計基準諮問会議の作成した会計基準案が公式に基準化されるためには、

連邦政府会計制度の構築に関する主要な権限を持つ機関である GAO、OMB 及び財務省の

                                                        
10 古市峰子（2002）「米国の公会計制度の仕組みとわが国へのインプリケーションについて」『金融研究

第 21 巻第 1 号』 
11 東信男（2002）「NPM における会計検査院の役割―その国際的動向―」『会計検査研究第 26 号』 
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すべての承認を要するとされ、立法府と執行府の相互牽制機能が働く仕組となっている。

それら 3 機関の同会議における役割分担としては、GAO は検査基準の作成、OMB が総括

的立場で報告様式のガイダンス等を発行、財務省は勘定項目の設定、仕訳等の会計処理の

ミクロ面の統括と分かれている12。なお、連邦会計基準諮問会議に関する法律上の記述と

しては、1996 年連邦財務管理改善法（Federal Financial Management Improvement 

Act of 1996）において、会計基準の実質的な設定機関として言及されている。 

 以上をまとめると、現在の行政機関レベルの財務管理については、首席財務官が連邦会

計基準諮問委員会によって策定された会計基準に基づいて各行政機関の財務諸表を作成し、

GAO によって策定された検査基準に基づいて監察総監が監査したうえで当該行政機関の

長に報告し、当該行政機関の長がこれを議会に報告する仕組が採られている。他方、連邦

連結財務諸表については、財務省が作成し、GAO が検査することが義務づけられている13。 

 

（d）入札・契約制度 

 米国の公共調達の特徴、入札・契約方式の類型について、大野泰資・原田祐平（2005）

「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」に基づき整理する。米国では、

従来、連邦調達は封印入札（Sealed bidding）により、 低価格で落札者を決定していた。

しかし、価格のみを落札基準にしていたため、落札後、頻繁に契約変更が必要となり、膨

大な契約変更を通じた価格上昇が常態化していた。政府の 終的な支払額は当初の予算を

大幅に上回り、工期も遅れることが多かった。その結果、ベスト・バリュー（Best value）

という概念が生まれた。これは価格という基準に加え、企業の過去の実績や技術力、財務

能力等の要件を考慮したものであり、必ずしも 低価格を落札基準とした調達を行わない

ことを意味する14。これにより、 低価格で調達した場合よりも長期的な費用削減が可能

となったといわれている。連邦政府では、1997 年に連邦調達規則（Federal Acquisition 

Regulation：FAR）の改定が行われた。連邦政府では、同規則と省庁独自の調達規則から

成り立つ調達ルールに従い入札・契約の手続きが進められる。連邦政府の調達システム構

築に責任を負っているのは、OMB の連邦調達政策室（Office of Federal Procurement 

Policy：OFPP）である。 

 下記に入札方式の類型を示す。 

 

 

 

 

 

                                                        
12 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（米国）」（公会計基本小委員会配布資料） 
13 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
14 大野泰資・原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査研究

第 32 号』 
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図表 入札方式の分類 

入札方式 特徴等 

簡易調達手続 
（ Simplified Acquisition 
Procedures） 

• 連邦調達規則に規定。 
• 少数民族や条件不利地の中小企業や女性オーナーの中小

企業の受注機会改善を意図。 
• 発注は可能な限り有資格業者に公平に分配されなければ

ならない。 
• 繰り返し使う物品やサービスの調達については、包括調達

協定（Blanket Purchase Agreement）を締結すること

ができる。 
封印入札 
（Sealed bidding） 

• 連邦調達規則に規定。 
• 入札の提出を招請し、公開の場で開札した上で 低価格入

札業者と契約する方式。 
• 入札のプロセスとしては、 も早く公正で透明なものであ

るが、落札後の契約変更によって発注者側の支払額が当初

予算を大幅に超過したり、工期が遅れることが多いという

欠点を有する。 
交渉入札 
（Competitive Negotiated 
Proposals） 

• 封印入札の欠点を補いベスト・バリューを追求するため、

連邦調達規則に規定される方式。 
• 時間（工期）が重要な要素である場合、価格以外の要素に

基づいて業者選定を行う必要がある場合、入札業者との議

論が必要となる可能性がある場合に用いられる。 
• 政府が業者に「提案要請書（Request for Proposal）」を

提示し、それに対して業者が出した提案について評価・検

討を行い、業者を選定する。 
• このプロセスでは、入札業者と入札の欠点等について議論

する柔軟性が認められており、契約決定前に入札において

示された内容を改訂する機会が認められるのが一般的で

ある。 
資料）大野泰資・原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査

研究第 32 号』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

 少額調達の際に用いられる簡易調達手続を除き、用いられる入札方式に関係なく「十分

かつ開かれた競争（Full and Open Competition）」によって業者を選定することが原則

とされる15。落札基準については、封印入札では 低価格入札業者が落札者となる。一方、

交渉入札の場合は、評価要素を規定し、ベスト・バリューを評価する。価格、品質（技術

的長所等）、過去の実績の 3 要素については、必ず考慮に含めなければならないものとさ

れる。評価に際しては、定性的な記述説明をすることが GAO によって推奨されている。 

                                                        
15 大野泰資・原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『第 32 号』 
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②財政・会計制度を担う機関 
財政・会計制度を担う主な機関としては、GAO、OMB、財務省及び監察総監が挙げられ

る。このうち、内部統制の枠組みにおいても中心的な役割を果たしている GAO、OMB に

ついては（2）内部統制の基本的枠組み及び GAO の体制の項で、監察総監については、（3）

監察総監の役割と活動状況において述べることとし、ここでは財務省の役割について概観

する。 

 

（a）財務省の設立・地位 

 財務省（Department of Treasury）は、財務省設置法（Act of Congress establishing 

the Treasury Department）より 1789 年に設立された財務に関わる実務と報告を統括す

る機関である16。財務省は自らの基礎的な機能について、以下の整理を行っている。 

 

図表 財務省の基礎的機能 

連邦政府の財務管理 

Managing Federal finances;  

徴税、関税や収納金の徴収、請求金額の支払 

Collecting taxes, duties and monies paid to and due to the U.S. and paying all bills of the U.S.;  

通貨発行及び硬貨鋳造 

Currency and coinage;  

政府会計と公共負債管理 

Managing Government accounts and the public debt;  

国法銀行と貯蓄金融機関の監督 

Supervising national banks and thrift institutions;  

国内及び国際的な財務、金融、経済、通商、税政策に対する助言 

Advising on domestic and international financial, monetary, economic, trade and tax policy;  

連邦政府の財務と税法の強化 

Enforcing Federal finance and tax laws;  

脱税者、偽造者の捜査と起訴 

Investigating and prosecuting tax evaders, counterfeiters, and forgers. 

資料）Department of Treasury ウエブサイト（http://www.treas.gov/education/duties/） 

 

（b）財務省の組織 

財務省は、大きく 2 つの組織に分けることができる。一つは、部局（department office）

であり、もう一つは、事務局（operating bureaus）である。部局は、政策立案と省全体

                                                        
16 Department of Treasury ウエブサイト 
（http://www.ustreas.gov/education/history/brochure/history.shtml） 
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の管理に責任を有するのに対し、事務局は省に課せられた特定の事務を執行する。事務局

は省全体に対し 98％の人員を占める17。 

 

（c）財務省の戦略 

財務省は、戦略計画（Strategic plan）を策定している。以下に、戦略の枠組みを示す。 

 

図表 財務省の戦略枠組 

 戦略目標 戦略目的 
バリュー･ 

チェーン18
アウトカム 

財務 政府の財務の効

率的な管理 

政権運営のた

めに現金資源

が入手可能で

あること 

収納 

支払 

借用 

投資 

説明 

• 公平で一貫した法律の適用

により徴収された歳入 

• 可能な限りの低コストで、期

限内の正確な支払い 

• 可能な限りの低コストの政

府財務 

• 効果的な現金管理 

• 正確・適時・有用で、透明性

が高く入手しやすい財政情

報 

国内外におい

て、持続可能で

確固たる経済

成長をもたら

すような経済

機会・機動力、

安全保障の改

善 

強化 

規制 

 

• 米国の経済競争力の強化 

• 競争的な資本市場 

• 自由な貿易と投資 

• 財政・経済危機の防止あるい

は軽減 

• 世界規模の生活水準格差の

減少 

経済 米国及び世界経

済が潜在力を十

分に発揮 

米国通貨に対

する世界の信

頼と自信の獲

得 

製造 • 安全で確実な米国通貨に基

づく商取引 

安全保障 国際的な金融シ

ステムの強化を

を通じたテロの

防止と国家安全

保障の促進 

国際金融シス

テムに対する

脅威の抑制と

米国安全保障

の向上 

保護 • ならず者国家・個人やそれら

の支援ネットワークによる

テロ、大量破壊兵器の拡散、

麻薬密売、その他の犯罪行為

の国家安全保障への脅威の

除去あるいは減少 

• 米国及び国際金融システム

の安全性及び透明性向上 

マネジメ

ント 

優秀なマネジメ

ントと組織 

財務省の能力

及び有効性向

上 

経営 • 市民中心、結果重視で戦略に

沿った組織 

• 優れた説明責任と透明性 

                                                        
17 Department of Treasury ウエブサイト （http://www.ustreas.gov/education/duties/） 
18 企業等の内部環境を分析するための枠組み。業務の流れは、研究開発→調達→製造→販売→アフター

サービスといった、それぞれ付加価値を生み出す単位が連鎖して顧客に価値をもたらすという考え方

に基づく。 
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資料）Department of Treasury ウエブサイト 

（http://www.treas.gov/offices/management/budget/strategic-plan/2007-2012/07_12.htm
l#framework）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

財務省の役割はこれまで大きく変化している。財務省は、1921 年予算会計法制定以前

は、財務省に設置された監査官（auditor）と検査官（comptroller）が、各行政機関の支

出を個別に審査・承認する役割を果たしていたが、その後 1921 年に GAO が創設され、

連邦政府全体の会計・監査の責任は財務省から引き継がれたため、上記の業務については

現在行っていない。また、1994 年政府管理改革法により、財務長官が、OMB 長官と協議

の上、行政機関全体の連結財務報告書を大統領と議会に提出し、これを会計検査院長が監

査することが義務づけられた19。このように財務省の役割は、連結財務報告書の作成や、

連邦会計基準諮問会議の会計基準策定については勘定項目の設定、仕訳等の会計処理のミ

クロ面を統括することであり20、GAO、OMB と比較すると、実務的な側面から連邦政府

内の会計・財務管理における役割を担っていると見られる。 

 

                                                        
19 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
20 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（米国）」（公会計基本小委員会配布資料） 
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（2）内部統制の基本的枠組み及び会計検査院の体制 

ここでは、米国政府における内部統制の実施体制、実施方針、フレームワークについて

整理する。具体的には、内部統制について規定する法律、GAO や OMB 等内部統制に係る

組織、それらの体制や役割について整理する。 

 

①米国政府における内部統制の根拠規定 

米国政府における内部統制の根拠となる法規は複数存在する。以下に関連する法規を示

す。 

 

a）1950 年予算会計手続法（Budget and Accounting Procedure act of 1950） 

議会は行政機関における内部統制の重要性について長期にわたって認識してきた21。こ

れを受けて「議会の番犬」と称される GAO と内部統制の関わりは、1950 年予算会計手

続法（Budget and Accounting Procedure act of 1950）に始まる。同法において、GAO

は連邦政府が守るべき会計の原則・基準・要件の策定に対する責任が明記され、内部統制

と財務活動に対する検査の役割が与えられた22。同法は、内部統制について「会計と内部

統制システム（systems of accounting and internal control）」という表現を用いて記述

しており、基本的な内部統制の設計と維持についての責任を執行管理者（agency 

management）に求め、効果的な内部統制の設立と保持についての基本的な責任は執行管

理者にあるとした。また、調査官（auditor）は、管理者の内部統制が十分に設計され、

効果的に運用されているかを独立した視点により判断し、必要とされる場合には管理者に

内部統制についての改善提案を行うこととした。 

 

b）1982 年連邦管理者財務保全法（Federal Managers’ Financial Integrity Act of 1982：

FMFIA） 

次に、1950 年予算会計手続法を改正する形で、1982 年連邦管理者財務保全法が制定さ

れた。同法は内部統制と会計システムの強化を目的としたものである23。同法は、行政機

関（executive agency）が組織内部の会計と管理における統制システム（the systems of 

internal accounting and administrative control）について評価と報告を行うことを求

めた。 

 

 

 

 

 
                                                        
21 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
22 GAO（2007）GAO's Strategic Plan for FY 2007-2012 
23 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
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図表 1982 年連邦管理者財務保全法 

（前略） 
第 2 条 1950 年予算会計手続法の第 113 節を以下の新たな項を付記することにより改正

 する。 
 Sec.2. Section 113 of the Accounting and Auditing Act of 1950 (31 U.S.C.66a) is amended 

by adding at the end thereof the following new subsection: 
 
 （d）（1）（A）本節（a）（3）の要件に従うことを保証するため、各行政機関の組織内

部の会計と管理における統制システムは会計検査院長が規定する基準に合致するよう

設置されなければならない、そして以下について妥当性のある保証を行わなければなら

ない。 
 （ⅰ）債務と費用が適用される法律に合致していること 
 （ⅱ）資金、資産、その他の財産が、浪費や損失、不正な使用、着服から保護されてい

 ること 
 （ⅲ）行政機関の業務に関する歳入と歳出が適切に記録・会計計上され、信頼できる財  

 務及び統計レポートの準備を強化し、資産上の説明責任を維持するために、支出

 報告がされていること 
 (d) (1) (A) To ensure compliance with the requirements of subsection (a)(3) of this section, 

internal accounting and administrative controls of each executive agency shall be 
established in accordance with standards prescribed by the Comptroller General, and 
shall provide reasonable assurances that -- 

 (i) obligations and costs are in compliance with applicable law 
 (ii) funds, property, and other assets are safeguarded against waste, loss, unauthorized 
 use, or misappropriation; and  
 (iii) revenues and expenditures applicable to agency operations are properly recorded 
 and accounted for to permit the preparation of accounts and reliable financial and 
 statistical reports and to maintain accountability over the assets. 
 
（B）会計検査院長によって定められた基準は、全ての検査結果の迅速な対応を保証する

基準を含む。 
  (B) The standards prescribed by the Comptroller General under this paragraph shall 

include standards to ensure the prompt resolution of all audit findings. 
 
（2）1982 年 12 月 31 日までに、OMB の長官は、会計検査院長と協議の上、パラグラ

フ（１）の要件に合致するシステムであるか否かの判断のため、行政機関による組織内

部の会計と管理における統制システムの評価のためのガイドラインの策定を行う。長官

は、会計検査院長と協議の上、必要がある場合には随時ガイドラインを修正できる。 
 (2) By December 31, 1982 the Director of the Office of Management and Budget, in 

consultation with the Comptroller General, shall establish guidelines for the evaluation by 
agencies of their systems of internal accounting and administrative control to determine 
such systems' compliance with the requirements of paragraph (1) of this subsection. The 
Director, in consultation with the Comptroller General, may modify such guidelines from 
time to time as deemed necessary. 

 
（3）1983 年 12 月 31 日までに、そして次年からは同日時までに、各行政機関の長は、

パラグラフ（2）に示されたガイドラインに沿った評価基準により、（A）行政機関の組

織内部の会計と管理における統制システムがパラグラフ（1）の要件に十分に従ってい

る、（B）あるいは十分に従っていないことを記述した報告書を準備することとする。  
 (3) By December 31, 1983, and by December 31 of each succeeding year, the head of each 

executive agency shall, on the basis of an evaluation conducted in accordance with 
guidelines prescribed under paragraph (2) of this subsection, prepare a statement -- 

 (A) that the agency's systems of internal accounting and administrative control fully comply 
with the requirements of paragraph (1); or 

 (B) that such systems do not fully comply with such requirements. 
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（4）機関の長が、パラグラフ（3）（B）に示される報告書を準備する際に、当該機関の内

部会計システム及び事務的統制に重大な脆弱性があることが判明した場合には、

是正計画及びスケジュールを記載した報告書を提出する。 
    (4) In the event that the head of an agency prepares a statement described in paragraph 

(3)(B), the head of such agency shall include with such statement a report in which any 
material weaknesses in the agency's systems of internal accounting and administrative 
control are identified and the plans and schedule for correcting any such weakness are 
described. 

 
第 4 条 1950 年予算会計手続法の第 113 節（b）を以下の新たな項を付記することによ

り改正する。「当節の小区分（b）に基づいて作成する年次報告書には、当該機関の会計

システムが、会計検査院長が当法の 112 条に基づいて求める原則、基準及び関連要件を

満たすものであるかについて記載した別の報告書を含める。」 
  Sec.4.  Section 113(b) of the Accounting and Auditing Act of 1950 (31 U.S.C.66a(b)), is 

amended by adding at the and thereof the following new sentence: "Each annual 
statement prepared pursuant to subsection (d) of this section shall include a separate 
report on whether the agency's accounting system conforms to the principles, standards, 
and related requirements prescribed by the Comptroller General under section 112 of this 
Act.". 

 
（後略） 

資料）OMB ウエブサイト（http://www.whitehouse.gov/omb/financial_fmfia1982/） 

 

同法の付録（appendix）の中で内部統制について広義の定義が示され、会計や財務管理

に加え、プログラムや業務、管理についての統制も内部統制に含むこととされた24。行政

機関の長は内部統制の評価と改善を継続的に行うプロセスの構築を求められ、内部統制の

設計が十分か、効果的に実行されているかについての保証書（statements of assurance）

を作成することが求められた。重大な脆弱性（material weakness）が存在する場合には、

行政機関の長は、問題の性質及び是正措置の状態についても保証書に公開することとされ

た。現在、行政機関は検査済財務報告についても掲載された「業績・財務報告書」に上記

の内部統制に関する内容を含めることによって対応している。また、同法は、会計検査院

長に内部統制基準（internal control standards）を設定することを求めている。さらに、

OMB は、行政機関が上記の基準に則し、自らの組織の内部統制状況について評価する際

に従うべきガイドラインを、会計検査院長と協議した上で作成することとされた。 

 

c）1990 年首席財務官法（Chief Financial Officers Act of 1990：CFO Act） 

1990 年代には、効果的な内部統制の意義を強化する追加的な法律が制定された25。ま

ず、1990 年首席財務官法（Chief Financial Officers Act of 1990）は、効果的な内部統

制の意義について追加的に定めた。会計・財務管理システムの整備・維持を首席財務官

（Chief Financial Officer）が行うこととした。この会計・財務管理システムの中には、

                                                        
24 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
25 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
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内部統制基準に準拠した内部統制システムも含まれるとされる26。 

 

d）1993 年政府業績成果法（Government Performance and Results Act of 1993：

GPRA） 

1993 年政府業績成果法（Government Performance and Results Act of 1993）は行

政機関に対し、果たすべき使命（mission）、戦略と業績の目標（goal）を設定し、それら

の目標に向けた業績の評価（measure）を求めた。内部統制は管理者がそれらの目標を達

成するために重要な役割を果たすものとされた27。 

 

e）1994 年政府管理改革法（Government Management Reform Act of 1994） 

1994 年政府管理改革法（Government Management Reform Act of 1994）では、1990

年首席財務官法を拡張する形で、行政機関における財務報告の準備と監査に対する要請を

行い、行政機関全体の財務報告書を統合させることとした28。 

 

f）1996 年連邦財務管理改善法（Federal Financial Management Improvement Act of 

1996） 

1996 年連邦財務管理改善法（Federal Financial Management Improvement Act of 

1996）では、内部統制について財務管理システムを改善するために必須の要素であるとし

た29。 

                                                        
26 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
27 GAO（1999）Standards for Internal Control in the Federal Government 
28 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
29 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
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②内部統制に係る行政機関と会計検査院 

 米国における内部統制のフレームワークは複数の法律により構築され、複数の政府機関

が関与している。特に主要なものとしては、GAO、OMB、及び（3）で述べる監察総監が

挙げられる。以下では GAO 及び OMB に関する基本的事項と内部統制に関する役割につ

いて述べる。 

 

（a）会計検査院（Government Accountability Office：GAO） 

ｱ）GAO の設立・地位 

 GAO は 1921 年予算会計法（Budget and Accounting Act of 1921）において、連邦

政府全体の会計・検査の責任を担う機関として創設され、財務検査、業績検査の役割を担

う機関である。執行府から独立した機関として、それまで執行府内で行われていた支出の

審査・承認について外部から行う30。 

GAO の長である会計検査院長（Comptroller General）は、大統領によって任命される。

任期は 15 年（再任不可）であり、政治的な圧力から独立して職務に当たることとされる。

これに、 高執行責任者（Chief Operating Officer：COO）、 高総務責任者（Chief 

Administrative Officer：CAO）兼首席財務官（Chief Financial Officer：CFO）、法律

顧問（General Counsel）の 3 名により、『執行委員会（Executive Committee）』が組

織され、 高意思決定機関となる31。 

 

ｲ）GAO の組織 

ワシントン本部内の 13 の調査・検査・評価チームと、全米 11 か所の地方支局の職員が

業務に従事している。また、院内目標として設定している『目標 4』を達成するために、

高総務責任者兼首席財務官の統括の下に院内向けサービス各課が存在する。職員は全体

で約 3,150 人おり、このうち約 4 分の 3 がワシントン本部に勤務している。 

 

ｳ）GAO の戦略 

GAO は戦略計画（Strategic Plan）を策定しており、院外に対する価値の提供を目的と

した『目標 1』から『目標 3』が設定されている。『目標 4』は自らの組織内部に関するも

のである。 

                                                        
30 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
31 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社（2009）『欧米主要国における IT 化の進展に対応し

た検査の手法と事例に関する調査研究』（平成 20 年度会計検査院委託研究） 
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図表 会計検査院の体制図

資料）GAO ウエブサイト 

（http://www.gao.gov/about/workforce/orgchartdet.html）

会計検査院長

広報
戦略計画・

外部リエゾン
議会関連 監察総監

最高執行責任者COO

人事

法律顧問
最高総務責任者CAO
兼 首席財務官CFO

目標４

GAOを連邦政府のモデル組織と
し世界水準の専門的サービス機
関とすることによってGAOの価値
を最大化

変化する安全の
脅威と国際協調
に対する課題に
対処すべく、議会
や連邦政府に対
する時宜を得た
質の高いサービ
スを提供

連邦政府プログラ
ムの幅広い再検
証を行うことで政
府の変革を支援

米国民の福祉と財
政的安定性に関
する最近のかつ緊
急性の高い課題
に対処すべく、議
会や連邦政府に
対する時宜を得た
質の高いサービス
を提供

調査・検査・評価チーム
地方局 品質・継続的

改善

全目標・職員に対
する検査その他の
法的支援サービス
を提供

・GAOの調達方

法・入札公告業務
を管理

目標
1

目標
3

目標
2

目標
1

目標
2

目標
4

目標
3

【EWIS】教育、雇

用、所得保障
【FMCI】金融市

場・地域社会への
投資
【HC】医療
【HSJ】国家安全

保障・司法
【NRE】天然資源、
環境
【PI】インフラ

【ASM】調達、資源

管理
【DCM】国防能力

管理
【IAT】国際問題、

貿易

【ARM】応用研究

手法
【FMA】財務管理、

保証、科学的検
査・特別捜査
【IT】情報技術
【SI】戦略問題

【CASO】総務・経

理局
【HCO】人的資源

局
【ISTS】情報シス

テム技術サービス
【KS】ナレッジサー

ビス
専門能力開発プロ
グラム
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図表 GAO の目標体系（戦略計画 2007－2012）【内部統制関連】 

■目標 1■ 米国民の福祉と財政的安定性に関する最近のかつ緊急性の高い課題に対処す  
 べく、議会や連邦政府に対する時宜を得た質の高いサービスを提供 

Goal 1 Provide Timely, Quality Service to the Congress and the Federal Government to 
 Address Current and Emerging Challenges to the Well-being and Financial Security of 
 the American People. 
 ＜戦略目的 1.3＞労働者、家族、子供のための利益と保護 
  Strategic Objective 1.3 Benefits and Protections for Workers, Families, and Children 
  ＜業績目標 1.3.2＞連邦政府の政策を改善する方法と、障害者を支援する政策を特定  
  Performance Goal 1.3.2 Identify Ways to Improve Federal Policies and Support for People 
  with Disabilities 
      ＜鍵となる努力＞障害者プログラムの内部統制がプログラムの一貫性を保証するのに十分であ

  るか、サービスと便益がベストプラクティスに基づき提供されているかについて評価 
  Key Efforts Assess the extent to which federal disability programs’ internal controls  
  are adequate for ensuring program integrity and whether services and benefits are  
  provided in accordance with best practices 
 ＜戦略目的 1.5＞迅速、公正、効果的な処罰システムを保証 
   Strategic Objective 1.5 Ensuring a Responsive, Fair, and Effective System of Justice 
  ＜業績目標 1.5.2＞ 行政機関のテロ等犯罪防止能力を向上する方策を特定 
  Performance Goal 1.5.2 Identify Ways to Improve Federal Agencies’ Ability to Prevent  
  and Respond to Terrorism and Other Major Crimes 

 ＜潜在的アウトカム＞テロを含む国内及び多国間の犯罪との戦いを意図する連邦法と補 
  助金プログラムについて、内部統制を高めミスを管理 
  Potential Outcomes Enhancements to internal controls and management oversight of  
  federal law enforcement and grant programs intended to combat domestic and  
  transnational crimes, including terrorism 
 
■目標 3■ 連邦政府プログラムの幅広い再検証を行うことで政府の変革を支援 
 Goal 3 Help Transform the Government by Supporting a Broad-Based Reexamination 
 of Federal Programs 
 ＜戦略目的 3.2＞成果志向で高い業績の政府への変革を手助けする 
    Strategic Objective 3.2 Support the Transformation to Results-Oriented, High-Performing 
  Government. 
  ＜業績目標 3.2.4＞日常の管理の結果及び費用に有益な情報を提供する財政管理インフラを 
  改善する方法を特定 
  Performance Goal 3.2.4 Identify Ways to Improve Financial Management Infrastructure 
  Capacity to Provide Useful Information for Managing Results and Costs Day to Day  
  <鍵となる努力>会計、監査及び内部統制に関する基準策定の責任を果たし、触発者として行動 
  Key efforts Fulfill accounting, auditing, and internal control standards-setting  
  responsibilities and act as a catalyst for reform in these areas 
  <潜在的アウトカム>政府固有の特徴と特別な必要性に合致し、一般的に認められた会 

  計、監査及び内部統制基準 
  Accounting, auditing, and internal control standards that are tailored to government’s  
  unique characteristics and special needs and are generally accepted 
 ＜戦略目的 3.3＞連邦政府の業務を改善し、説明責任を保証するために、主要なマネジメント 

上の課題とプログラムのリスクに対する連邦議会による管理を支援 
   Strategic Objective 3.3 Support Congressional Oversight of Key Management Challenges 
  and Program Risks to Improving Federal Operations and Ensuring Accountability 
  ＜業績目標 3.3.2＞連邦政府の資産と業務に対する説明責任を強化する方策を特定 
  Performance Goal 3.3.2 Identify Ways to Strengthen Accountability for the Federal  
  Government’s Assets and Operations 
  ＜鍵となる努力＞効果的な内部統制が構築され、意図された通りに機能することを保証する 

  ため、内部統制を評価し、改善を提案する。           
  Key effort Assess internal control and recommend improvements to ensure that effective 
  internal control is in place and operating as intended 
  ＜潜在的アウトカム＞無駄、詐欺、濫用及び誤った管理を防ぐ、より強固な内部統制 

  のシステム 
  Potential Outcomes Stronger systems of internal control to help deter waste, fraud,  
  abuse, and mismanagement 
 ＜戦略目的 3.4＞政府の財政状態を分析し、現状と計画における差異に対処するためのアプロ

ーチを強化 
  Strategic Objective Analyze the Government’s Fiscal Position and Strengthen   
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  Approaches for Addressing the Current and Projected Fiscal Gap 
  ＜業績目標 3.4.4＞政府の財政状態と財源に関する情報の信頼性を評価 
  Performance Goal 3.4.4 Assess the Reliability of Financial Information on the  
  Government’s Fiscal  Position and Financing Sources 
  ＜鍵となる努力＞連邦政府の財務報告と、関連する内部統制の適切性を年次で検査・報告 
  Key Efforts Annually audit and report on the U.S. government’s financial statements  
  and the adequacy of related internal control 
  OMB、財務省、行政機関に対し、（1）内部統制における重大な脆弱性に対する解決方法を提 
  言し、（2）監査される行政機関の財務情報の改善を行い、（3）財務報告準備のための過度な労

  力を削減するためのアドバイスを提供する。 
  Provide technical advice to the Office of Management and Budget, the Department of  
  the Treasury, and the agencies to (1) suggest solutions to material weaknesses in  
  internal control, (2) improve the ability of agency financial information to be audited,  
  and (3) reduce the use of extraordinary efforts to prepare financial statements 
■目標 4■連邦政府のモデル組織、世界水準の専門的サービス機関となることによって

GAO の価値を最大化 
 Goal 4 Maximize the Value of GAO by Being a Model Federal Agency and a World-class 
 Professional Services Organization 
 ＜戦略目的 4.2＞より優れた成果を達成するために、戦略的に主導 
  Strategic Objective Lead Strategically to Achieve Enhanced Results 
  ＜業績目標 4.2.3＞財政活動において、模範的な慣習やシステムを保証 
  Performance Goal 4.2.3 Ensure Exemplary Practices and Systems in Our Fiscal  
  Operations  
  ＜鍵となる努力＞予算会計手続法と、OMB の通達 A-123「管理者の内部統制に  
  対する責任」の実行と調整を通じ、模範的な財政管理を保証 
  Key Efforts Ensure exemplary financial management practices through implementing  
  and coordinating the Federal Managers’ Financial Integrity Act and the Office of  
  Management and Budget’s Circular No. A-123, Management’s Responsibility for Internal 
  Control  
資料）GAO（2007） GAO's Strategic Plan for FY 2007-2012 
注） 戦略計画全体で、4 目標、21 戦略目的、93 業績目標が設定されている。 
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ｴ）GAO の内部統制における役割 
 GAO は、1950 年予算会計手続法（Budget and Accounting Procedure act of 1950）
により連邦政府が守るべき会計の原則・基準・要件の策定に対する責任を担い、内部統制

と財務活動に対する検査の役割が与えられた。さらに、1982 年連邦管理者財務保全法

（Federal Managers’ Financial Integrity Act of 1982）により、内部統制基準（internal 
control standards）を設定することとなった。同法による要請を受け、会計検査院長は、

1983 年に「連邦政府における内部統制のための基準」（Standards for Internal Control in 
the Federal Government in 1983）を策定した。この基準において財務と同様に財務に係

らない統制についても対象とされた。その後、1999 年に GAO は同基準を改定した。改定

を行った背景として、①情報技術の急速な進歩が、コンピュータシステムに関連する内部

統制基準の改定を必要としたこと、②人的資本（Human capital）管理が内部統制の重要

な要素であるとの認識を得たこと、③民間部門において、トレッドウェイ委員会組織委員

会（the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission：COSO）

により公表された「内部統制の基本的枠組みに関する報告書」により内部統制基準の改定

が行われたことを挙げている32。1999 年に改定された同基準は現在も使用されている。 
 GAO においては、政府の内部統制に関する職務を担う特定の部署は存在せず、13 ある

調査・検査・評価チームがそれぞれ、後述する内部統制基準を用いて内部統制に担当する

検査等を実施する。しかし米国現地調査によると、実態面においては 13 チームの 1 つであ

り財務検査を担当している財務管理・保証担当（ Financial Management and 
Assurance：FMA）が、内部統制についての検査を相対的に数多く実施しているとともに、

その知見の蓄積を踏まえて、他チームによる内部統制に関する検査の支援などを実施して

いる。この財務管理・保証担当は、大きく 2 つのミッションを有する。1 点目は、連邦政府

の財務運営（operation）の変革に資することであり、2 点目は科学的検査及び特別捜査を

行う財務管理・保証担当内の１部門（unit）である科学的検査・特別捜査担当（Forensic 
Audit and Special Investigations Unit：FSI）を通じて、無駄な支出や不正な行為に対す

る議会の監視をサポートすることである。財務管理・保証担当が専門とする領域は、財務

検査、科学的検査及び捜査、会計と検査の基準、及び財務分析である33。 
 議会との関係から財務管理・保証担当の役割について捉えると、財務管理・保証担当は、

1990 年首席財務官法（the 1990 Chief Financial Officers Act）、1994 年政府管理改革

法（the 1994 Government Management Reform Act）、1996 年連邦財務管理改善法（the 
1996 Federal Financial Management Improvement Act）等財務管理関連法令について、

議会をサポートする役割を担っている。これは、GAO が財務省によって作成される連邦政

府年次財務報告書（the U.S. government’s annual financial statements）を検査する役

割を担っていることに起因する。 
財務管理・保証担当は政府の財務管理インフラと資本と運営（operation）についての説

明責任を強化するために以下の取組を行っている34。 
 

                                                        
32 GAO（1999）Standards for Internal Control in the Federal Government 
33 GAO ウエブサイト（http://www.gao.gov/careers/fma.html#work） 
34 GAO（2004）FINANCIAL MANAGEMENT AND ASSURANCE 
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図表 GAO 財務管理・保証担当の取組 
• 内部統制についての評価、費用対効果の高い統制を確保するための改善勧告 
• 行政機関に対して報告された財務情報の解釈と分析 
• 財務マネジメントシステムを評価 
• 予算、財務、プログラム結果情報の関連する方法を特定し、推進 
• 政府横断的な財務マネジメントに関する経営課題、すなわち原価計算、負債、不適切な

支払いについての評価 
• 財務管理のベストプラクティスを特定し、必要な財務管理のインフラ整備を勧告 
• 連邦政府の会計、検査、財務管理基準の発展に貢献 
資料）GAO ウエブサイト 
  （http://www.gao.gov/careers/fma.html#work） 

 
さらに、現在進行しているプロジェクトとして以下のものを挙げている35。 
 

図表 GAO 財務管理・保証担当において現在進行中のプロジェクト 
• 公共の利益に対応し、政府の検査の完全性、客観性、独立性を高度に維持するため、政

府検査基準（Government Auditing Standards）の包括的な改訂 
• 内国歳入庁、米国証券取引委員会、連邦預金保険公社に対する財務検査の遂行 
• 連邦行政機関の財務管理システムに対する投資を独立的に評価 
• 業績と説明責任において重要な内部統制と財務管理実務を評価 
• 新たな高リスクの財務管理運営に対し解決策を特定し、提案 
• 財務検査と捜査を通じ、詐欺行為、無駄、濫用、損失に帰着する内部統制の脆弱性を特

定 
• 州、地域、連邦等あらゆるレベルにおいて、政府の財務管理の変革という目標を達成す

る行政間の関係の強化方策を特定 
• 健全な原価会計の採用を促進 
• 費用会計システムと、費用と業績の関係情報を評価 
資料）GAO ウエブサイト 
  （http://www.gao.gov/careers/fma.html#work） 
 

財務管理・保証担当の人員体制は以下の通りである。 

 

図表 GAO 財務管理・保証担当の人員体制 

• マネージングディレクター 1 名 
• エグゼクティブアシスタント 1 名 
• シニアレベルエキスパート 1 名 
• ディレクター 5 名 
• 財務システム（Financial Systems） 
• 政府財務検査（Governmentwide Financial Audits） 
• 財務マネジメント（Financial Management） 
• ガバナンス、監察総監（Governance; IG Issues） 
• 財務検査マニュアル（Financial Audit Manual） 
• アシスタントディレクター 57 名 
資料）GAO ウエブサイト  
  （http://www.gao.gov/about.gao/phonebook/orgphonebook.pdf） 

                                                        
35 GAO ウエブサイト（http://www.gao.gov/careers/fma.html#work） 
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上記の他に、GAO Fraudnet のオペレーションを担当する科学的検査・特別捜査担当が

存在し、マネージングディレクター1 名、アシスタントディレクター6 名の体制である。

GAO Fraudnet とは、誰もが匿名で政府の資産に係る不正についての告発を行うことがで

きるシステムである36。 
内部統制を評価する職務に就く財務調査官（Financial Auditors）のキャリアパスとし

て、会計学や同様の分野について 24 単位を修めた学士及び修士号取得者が財務管理・保証

担当の Professional Development Program（PDP）を経て実務に就く37。 
 
（b）行政管理予算庁 （Office of Management and Budget：OMB） 

ｱ）OMB の設立、地位 

 OMB は、連邦政府行政府内の大統領府（Executive Office of the President）に属する。

GAO の設立と同様に、1921 年予算会計法によって設立された財務省予算局（Bureau of 
the Budget）を前身とする。財務省予算局は大統領の予算編成を支援する組織として設置

された38。その後、1939 年行政府再編法（Reorganization Act of 1939）に基づいて財務

省から大統領府に移管され、1970 年に OMB として改組された 40。 
 OMB のトップは、閣僚メンバーである長官（Director）である。その下に 2 人の副長官

が置かれる。このうちの 1 人が、1990 年首席財務官法により設置されたマネジメント担当

副長官（Deputy Director for Management）である。マネジメント担当副長官は、連邦

政府全体の財務管理方針を策定し、財務管理に関連する全ての機能を担うものとされてい

る39。具体的な機能には、各省庁の財務管理の監視と指導、財務管理に関連する各省庁から

の予算要求の検討、その予算執行の監視、財務管理方針の実行における各省庁間の調整等

が含まれる。また、各省庁の一般管理方針を設定し、経営管理システム、調達方針、資産

管理、人事管理等の管理機能を担うのもマネジメント担当副長官である。なお、当該マネ

ジメント担当副長官は、オバマ新政権の下で新たに任命された首席業績官（Chief 
Performance Officer: CPO）も兼務している。 
 OMB の業務は、1921 年予算会計法、1990 年首席財務官法、1993 年政府業績成果法等

複数の法律によって規定されている。以下では、1990 年首席財務官法、1993 年政府業績

成果法において規定されている OMB の役割について概要を述べる。1990 年首席財務官法

では、OMB 長官に対し、政府全体の財務管理に関する現状報告書（status report）と 5
か年計画（5-year report）を毎年 1 月 31 日までに議会に提出することが義務づけられた40。

これにより、各行政機関の財務管理の現状分析を踏まえ、その統一・改善を図るための方

策を示すことを通じて、政府全体の財務管理の改善を推進する仕組が整備された 40。1993
年政府業績成果法では、OMB は、各行政機関が作成した年次業績計画をもとに、連邦政府

全体の業績計画を策定し、大統領予算案の一部として、議会に提出することされた。また、

                                                        
36 GAO ウエブサイト（http://www.gao.gov/fraudnet/mission.htm） 
37 GAO ウエブサイト（http://www.gao.gov/careers/financial.html） 
38 片山信子（2004）「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』 
39 藤野雅史（2008）「連邦政府における原価計算の制度と実践」『会計検査研究第 38 号』 
40 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
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年次業績計画で定められた業績目標に照らして業績評価をまとめた業績報告書を大統領と

議会に提出することが義務づけられている 40。このように、連邦政府の会計・財務管理に

おける OMB の業務は、連邦政府全体に関わる政策立案及び各行政機関の支援、監督並び取

纏めが主であると見られる。 
 

ｲ）OMB の組織 

  職員数はフルタイム換算で 528 名である41。OMB は、4 つの資源管理局（resource 
management offices：RMOs）、4 つの法定局（statutory offices）、7 つの OMB 全体を

補助する業務を行う内部管理局（OMB-Wide Support Offices）から構成される42。資源管

理局は、対象とする機関とプログラムごとに組織される。資源管理局は、連邦政府の予算

政策の発展や実施に対して基本的な責任を果たし、行政機関に対して進行中の政策につい

て管理指針を提供する。資源管理局は、大統領の予算教書の発展、予算制定後の資金分配

について行政機関の監視をするとともに協力する。また、政策の選択について分析、評価

を行い、政府全体の管理戦略について補佐する。法定局は、大統領の経営課題やその他の

政府全体の管理政策を発展、監督し、それらの政策が実行されることを保証するために、

資源管理局と、または資源管理局を通じて各行政機関と協力する。このうち連邦財務管理

局（The Office of Federal Financial Management：OFFM）は、マネジメント担当副長

官のスタッフとして 1990 年首席財務官法に基づき発足した部署である。同部署は、1990
年首席財務官法や 1994 年政府管理改革法に基づき、財務管理と財務システムに責任を有す

るとされる 41。連邦財務管理局は、行政機関の監察総監と首席財務官省庁間会議（Chief 
Financial Officers interagency councils）の活動の調整も行う。 
 

ｳ）OMB の戦略 

 OMB は、戦略計画（Strategic Plan）を策定している。この中で、OMB のミッション

について、大統領の政策、予算、管理、規制目的に関する会合を補佐し、その法定責任を

果たすこととしている 42。なお、OMB は戦略計画の中で 5 つの目標（Goals）を設定して

いる。 
 

図表 OMB 戦略計画 2008 

1.資源の優先的な配分と効果的な活用を行い、大統領の予算を発展、制定、実施する。 
1. Develop, enact and implement the President’s Budget, shifting resources to higher priority and 

more effective uses.  

2.政府のプログラムにおける有効性と効率性を改善する。 

2. Improve the effectiveness and efficiency of government programs.  

3.政府の規則と命令の有効性と効率性を改善する。 

3. Improve the effectiveness and efficiency of government rules and mandates.  

4.行政機関が、大統領の優先順位に従って政策を策定、公表し、実行することを保証する。 

4. Ensure agencies develop, express and implement policies in accordance with the President’s 
                                                        
41 OMB ウエブサイト（2008）Office of Management and Budget Fiscal Year 2010 Budget 
42 OMB ウエブサイト（2008）Office of Management and Budget Strategic Plan 
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priorities.  

5.連邦機関のモデル機関となる。 

5. Make OMB a Model Federal Agency. 

資料）OMB ウエブサイト（2008）Office of Management and Budget Strategic Plan 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 OMB の体制図

資料）OMB ウエブサイト 

（http://www.whitehouse.gov/omb/assets/omb/organization/strategic_plan.pdf） 
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ｴ）OMB の内部統制における役割 
 OMB の内部統制に関する役割は、議会が立法した関連法を行政府内にて執行するため

に、行政府の機関が従うべきガイドラインを整備すること及びその実施を監督することに

ある。具体的に 1982 年連邦管理者財務保全法（Federal Managers’ Financial Integrity 
Act of 1982）により、OMB は、GAO の策定した基準に則し行政機関が自らの組織の内

部統制を構築しかつ評価する際に従うべきガイドラインを作成している。同法の施行に先

駆けて OMB は、1981 年に OMB 通達 A-123「内部統制システム（Internal Control 
Systems）」を発表した43。この通達の中で、management control という表現を用いて、

各行政機関に対し内部統制の責任を負う職員を任命することや、内部統制の脆弱性を是正

するために必要な行動が速やかに取れるような手続きを確立すること等を求めた44。さら

に翌年に「内部統制指針（Internal Control Guidelines）」を公表した。その後、OMB
通達 A-123「内部統制システム（Internal Control Systems）」は、「内部統制指針（Internal 
Control Guidelines）」、及び 1984 年に公表した同指針と関連する「質問と回答

（Questions and Answers）」を統合し、1995 年に「管理者の説明責任と統制

（Management Accountability and Control）」として公表された。さらに、2004 年に

「管理者の内部統制に対する責任（Management’s Responsibility for Internal 
Control）」として改訂され、現在に至っている45。 

OMB では、政府財務管理局財務基準・補助金担当（Office of Federal Financial 
Management Financial Standards and Grants Branch）が内部統制を担当している46。

既述のように、連邦財務管理局は、マネジメント担当副長官のスタッフとして 1990 年首

席財務官法に基づき発足した部署であり、財務管理と財務システムに責任を有するとされ、

その中でも財務基準・補助金担当の主要な責任分野は、財務報告、内部統制、補助金管理、

財務基準と監査政策である47。 
 
（c）まとめ 

OMB との関係から GAO の役割を捉えると、会計検査院長は、内部統制状況について評

価する際に従うべきガイドラインをOMBが策定する際に、協議をするとされている。GAO
は OMB の内部統制への関与に対して自らの考え方を表明している。 近では、OMB 通

達 A-123 の改訂が 1982 年連邦管理者財務保全法を活性化させるという認識を示し、効果

的な内部統制は行政機関の効果、説明責任、及び目標達成に対して重大な意義を有すると

の考え方を示した48。 
 

                                                        
43 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
44 森毅（2006）「米国の連邦政府における内部統制について」『金融研究第 25 巻第 2 号』 
45 OMB ウエブサイト（http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a123_rev/） 
46 OMB ウエブサイト（http://www.whitehouse.gov/omb/asset.aspx?AssetId=435） 
47 OMB ウエブサイト（http://www.whitehouse.gov/omb/asset.aspx?AssetId=435）。約 20 名のス

タッフにより構成されている部署である（現地調査より）。 
48 GAO（2005）FINANCIAL MANAGEMENT Effective Internal Control Is Key to Accountability 
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（3）監察総監の役割と活動状況  

①監察総監の設立と根拠規定 
 監察総監（Inspector General）は、行政府の各機関の内部に設置されている独立の機

関である。今から約 30 年前に、政府の主要省庁において内部統制の崩壊状況が蔓延し、

政府全体としての誠実性や説明責任に疑義が生じたことがきっかけとなって設置されるよ

うになったものである49。1978 年に監察総監法（Inspector General Act of 1978）が施

行され、省庁内に独立した機関としての監察総監及びそのスタッフである監察総監室が設

置された。同法は 1988 年に改正され、小規模な他の独立機関に対しても監察総監及び監

察総監室が設けられることとなった。 
 1990 年代の半ば以降、監察総監の独立性や権限の強化を目的とした監察総監法の改正

が議論されてきたが、1988 年の改正以降、20 年間改正が行われなかった。その後、監察

総監の団体である監察総監評議会を中心として、監察総監が抱える重要な懸念事項や優先

度の高い課題に関する調査や議会による監察総監の活動に関する聴き取り等を経て、法律

改正の機運が高まり、2008 年に監察総監改革法（Inspector General Reform Act of 
2008）が制定された50。同法は、監察総監の独立性の強化と監察総監評議会の設立を目的

として、監察総監法を一部改正するものである。 
 以下では、監察総監法に基づき、監察総監の根拠規定及び任命について概観する51。次

節では内部統制上の役割について述べる。 
 
a）監察総監の根拠規定 

 監察総監法において、その目的と地位、義務と役割、権限、作成する報告書の内容等に

ついて規定されている。 
  

図表 監察総監法（Inspector General Act of 1978）の枠組 

§1．タイトル 
Short title 
§2．監察総監室の目的と設立 
Purpose and establishment of Offices of Inspector General; departments and agencies involved 
§3．監察総監の任命、監督、罷免、活動 
Appointment of Inspectors General; supervision; removal; political activities; appointment of 
Assistant Inspector General for Auditing and Assistant Inspector General for Investigations 
§4．義務と責任 
Duties and responsibilities; report of criminal violations to Attorney General 
§5．半期報告書 
Semiannual reports; transmittal to Congress; availability to public; immediate report on serious or 
flagrant problems 
§6．監察総監の権限 
Authority of Inspector Generals; information and assistance from Federal agencies; unreasonable 
refusal; office space and equipment 
§7．不服申立て 
Complaints by employees; disclosure of identity; reprisals 

                                                        
49 GAO（1999）INSPECTORS GENERAL Enhancing Federal Accountability 
50 CIGIE（2009）The Journal of Public Inquiry Fall/Winter 2008-2009 
51 監察総監改革法による改正内容は、監察総監法に反映されている。 
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§8．国防省監察総監のための追加的な規定 
Additional provisions with respect to the Inspector General of the Department of Defense 
§9．機能移転 
Transfer of functions 
§10．技術的修正事項 
Conforming and technical amendments 
§11．監察総監評議会（the Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency：
CIGIE）の設立 
Establishment of the Council of the Inspectors General on Integrity and Efficiency 
§12．定義 
Definitions 
§13．発効日 
Effective date 

資料）Inspector General Act of 1978 

 

b）監察総監の任命 

 監察総監は、大統領または当該機関の長官によって任命される。省庁及びそれに次ぐ主

要機関の監察総監は、上院の助言と承認に基づき大統領が任命することとなっている。大

統領任命の監察総監を解任できるのも大統領のみである。一方、主要省庁以外の機関につ

いては、当該機関の長官が機関の人員登用に関する法律に沿って任命し、解任することが

できる。大統領または機関の長官がそれぞれの任命による監察総監を転籍または解任する

場合には、転籍または解任の 30 日前までに理由を書面で両院に提出する必要がある52。 
任命にあたっては、大統領任命、機関長任命の監察総監ともに、政治的信条に関わらず、

誠実さに加え、会計、監査、財務分析、法律、経営分析、公共管理、検査等の能力が考慮

される。 
なお、監察総監法に基づく監察総監は、2009 年 6 月現在で 69 名おり、うち大統領任

命の監察総監は 30 名である53。 

 
②監察総監の内部統制に関する役割 
a）監察総監の目的、義務、責任 

監察総監法が規定する監察総監室の目的には次のようなものがある。監察総監は、機関

の内部にありながら独立した組織であり、内部統制上のモニタリング機能を担う立場にあ

ると言える。 

図表 監察総監法 第 2 条 監察総監室の目的と設立 

独立的で、客観的な部門を創設するために、 
（1） 各省庁のプログラムと業務に関係する監査と捜査を実施、監督する。 
（2） 以下の目的の下、活動に対しリーダーシップの発揮と調整を行い、政策を推奨する。 
 （A）経済性、効率性、有効性を促進させる 
 （B）不正、濫用を防ぎ、発見する。 
（3） プログラムと業務についての問題点と不足点について、それらの是正のために必要

であり是正を促進させるために不可欠な情報について、組織の長と議会に対し十分

で時宜を得た報告。 

                                                        
52 Inspector General Act of 1978 Sec.3(a)及び（b）、Sec.8G(c)及び(e) 
53 IG Net ウエブサイト（http://www.ignet.gov/） 
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In order to create independent and objective units— 
(1) to conduct and supervise audits and investigations relating to the programs and operations of 
the establishments listed in section 12(2);  
 (2) to provide leadership and coordination and recommend policies for activities designed (A) to 
promote economy, efficiency, and effectiveness in the administration of, and (B) to prevent and 
detect fraud and abuse in, such programs and operations; and  
(3) to provide a means for keeping the head of the establishment and the Congress fully and 
currently informed about problems and deficiencies relating to the administration of such programs 
and operations and the necessity for and pro-gress of corrective action; （後略） 
資料）Inspector General Act of 1978 
 
さらに、監察総監の義務と責任は以下のように規定されている。 
 

図表 監察総監法第 4 条 義務と責任 
（a） 監察総監は以下の義務と責任を果たす。 
 It shall be the duty and responsibility of each Inspector General, with respect to the establishment 
within which his Office is established-- 
（1） 各省庁のプログラムと業務に関係する監査と捜査について政策の方向性を示し、指

示、監督、調整を行う。 
to provide policy direction for and to conduct, supervise, and coordinate audits and investigations 
relating to the programs and operations of such establishment; 
（2） 省庁のプログラムと業務に関係する既存の、あるいは提案された法令と規制につい

て評価を行う。また、半期報告書内において、プログラム及び業務管理の経済性と

効率性、不正や浪費の防止や発見に法令や規制が与える影響について提案を行う。 
to review existing and proposed legislation and regulations relating to programs and operations of 
such establishment and to make recommendations in the semiannual reports required by section 
5(a) concerning the impact of such legislation or regulations on the economy and efficiency in the 
administration of programs and operations administered or financed by such establishment or the 
prevention and detection of fraud and abuse in such programs and operations; 
（3） プログラムや業務における管理において経済性や効率性を促進し、不正や浪費を防

止・発見することを目的とする活動のために政策を推奨し、同活動における指示、

調査、あるいは調整を行う。 
to recommend policies for, and to conduct, supervise, or coordinate other activities carried out or 
financed by such establishment for the purpose of promoting economy and efficiency in the 
administration of, or preventing and detecting fraud and abuse in, its programs and operations; 
（4） 所属する省庁と他省庁、州政府、地方政府、非政府組織における関係について、（A）

経済性や効率性を促進すること、あるいは不正や浪費を防ぎ発見することに関連す

る全ての事項、（B）そのような不正や浪費の関係者についての特定や起訴につい

て、政策を推奨し、指示、調査、あるいは調整を行う。 
to recommend policies for, and to conduct, supervise, or coordinate relationships between such 
establishment and other Federal agencies, State and local governmental agencies, and 
nongovernmental entities with respect to (A) all matters relating to the promotion of economy and 
efficiency in the administration of, or the prevention and detection of fraud and abuse in, programs 
and operations administered or financed by such establishment, or (B) the identification and 
prosecution of participants in such fraud or abuse; and 
（5）  第 5 条において要請された報告書やその他の手段により、プログラムと業務の管

理に関わる不正や他の重大な問題、浪費、不足について、そのような問題に対応す

る是正措置と是正措置の進捗度について組織の長と議会に対して十分で速やかな

情報を提供する。 
to keep the head of such establishment and the Congress fully and currently informed, by means 
of the reports required by section 5 and otherwise, concerning fraud and other serious problems, 
abuses, and deficiencies relating to the administration of programs and operations administered 
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or financed by such establishment, to recommend corrective action concerning such problems, 
abuses, and deficiencies, and to report on the progress made in implementing such corrective 
action. 
（b） 
（1）上記の（a）（1）において示された責任を果たすために、監察総監は、 
In carrying out the responsibilities specified in subsection (a)(1), each Inspector General shall-- 
（A） 会計検査院長が連邦省庁、組織、プログラム、活動そして機能の監査のために設

定した基準に従う。 
comply with standards established by the Comptroller General of the United States for audits of 
Federal establishments, organizations, programs, activities, and functions; 
 
（c）監察総監は、本法により定める義務と責任を果たす上で会計検査院との業務の重複

を避け、効果的な協調・協力を保証するために、米国会計検査院長の活動に対して特に留

意する。 
 
(c) In carrying out the duties and responsibilities established under this Act, each Inspector 
General shall give particular regard to the activities of the Comptroller General of the United States 
with a view toward avoiding duplication and insuring effective coordination and cooperation. 
 
（後略） 
資料）Inspector General Act of 1978 

 
 監察総監が義務と責任を遂行する上では、独立性を維持することが不可欠である。監察

総監法では、監察総監の独立性を保証するための条項を設けている。独立性の要件につい

ては後述する。 
 

図表 監察総監の独立性を保証するための条項 

組織的独立性 

第3条 
（a）監察総監は、上院の助言と承認に基づき大統領が任命する。監察総監の任命は、政治

的所属に関わらず、個人の誠実さや会計、監査、財務分析、法律、経営分析、公共管理ま

たは捜査に関する実証された能力による。各監察総監は、一般的には機関の長の監督下に

あり、機関の長に報告を行う。権限委譲により、機関の長に次ぐ階級の者の監督下で、報

告を行うこともあるが、それ以外の者の監督下に置かれることはない。機関の長またはそ

れに次ぐ者は、監察総監が監査または捜査を開始、実行、完了することや、監査または捜

査の過程で召喚状を発行することを妨害または禁止してはならない。 
(a) There shall be at the head of each Office an Inspector General who shall be appointed by the 
President, by and with the advice and consent of the Senate, without regard to political affiliation 
and solely on the basis of integrity and demonstrated ability in accounting, auditing, financial 
analysis, law, management analysis, public administration, or investigations. Each Inspector 
General shall report to and be under the general supervision of the head of the establishment 
involved or, to the extent such authority is delegated, the officer next in rank below such head, but 
shall not report to, or be subject to supervision by, any other officer of such establishment. Neither 
the head of the establishment nor the officer next in rank below such head shall prevent or prohibit 
the Inspector General from initiating, carrying out, or completing any audit or investigation, or from 
issuing any subpena during the course of any audit or investigation. 
 
（b）監察総監は大統領により解任される。監察総監が解任され、当該機関の他の役職また

は場所に異動させられる場合には、大統領は異動の30日以上前に下院に対して文書でその

理由を説明しなければならない。当小区分は、異動または解任以外の法律で定められる処

遇を禁止するものではない。 
(b) An Inspector General may be removed from office by the President. If an Inspector General is 
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removed from office or is transferred to another position or location within an establishment, the 
President shall communicate in writing the reasons for any such removal or transfer to both Houses 
of Congress, not later than 30 days before the removal or transfer. Nothing in this subsection shall 
prohibit a personnel action otherwise authorized by law, other than transfer or removal. 
 
外的独立性 

第6条（a）本法の他の条項が定める権限に加え、各監察総監は業務の実施において、以下

のような権限を持つ。 
（1）全ての記録、報告書、監査、レビュー、文書、論文、提案、または、当該機関におい

て監察総監が責任を有するプログラム及び業務に関連する資料を入手できる。 
(a) In addition to the authority otherwise provided by this Act, each Inspector General, in carrying 
out the provisions of this Act, is authorized-- 
(1) to have access to all records, reports, audits, reviews, documents, papers, recommendations, or 
other material available to the applicable establishment which relate to programs and operations 
with respect to which that Inspector General has responsibilities under this Act; 
 
（6）当該機関の業績や本法に定める責任を果たすために、当該機関の長に対して直接、迅

速に面会できる。 
(6) to have direct and prompt access to the head of the establishment involved when necessary for 
any purpose pertaining to the performance of functions and responsibilities under this Act; 
（後略） 
資料）Inspector General Act of 1978 
 
b）監察総監の業務内容 

 上記の目的の実現を図り、義務と責任を果たすために監察総監は以下の図表に示すよう

な業務を行っている。監査や検査、捜査等の各業務の定義については、監察総監法の中で

明示されていない。監察総監の業務に関して、GAO が実施した業務分類及び各業務内容

の整理によると、監察総監の主要業務は、監査（Audit）、検査（Inspection）、捜査

（Investigation）等に大別することができる。 
 
 監査（Audit）と検査（Inspection）の基本的な違いとしては、監査は政府検査基準

（Government Auditing Standards：GAS）に基づいて行われるものである一方、検査

は法令に基づかないものとされる54。なお、検査と評価（Evaluation）の違いとしては、

評価が主要な部門単位における機能や活動の徹底した評価（Assessment）であり、調査

の開始から 終報告書の公表までおよそ 32 週間かかるものである一方、検査は、より特

定の部門、出来事、事例に対する簡潔なレビューであり、通常 24 週間で完了するもので

ある55。監察総監法において、検査報告書と評価報告書は別個の報告書として記載されて

いるが、各監察総監室においては、上記の表中の名称で示されるように、検査・評価報告

書とまとめて分類される場合が多い。 

                                                        
54 GAO（1999）INSPECTORS GENERAL Activities of the Department of State Office of Inspector 

General 
55 CIGIE（2007）Survey of Inspection and Evaluation Units in the Federal Inspector General 

Community 



 - 34 - 

図表 監察総監の主要業務 
業 務 概 要 

財 務 諸 表 の 監 査

（Financial statement audit）
一般に認められた政府検査基準（ generally 
accepted government auditing standards ：

GAGAS、以下「GAGAS」と言う。）に基づいた一

般に合意された監査基準に従い、財務諸表が財務状

況、業務の結果、キャッシュ・フローを適切に示し

ているかについて合理的な保証を行う。 
Financial statement audit provides reasonable 
assurance about whether the financial statements of an 
audited entity represent fairly the financial position, 
results of operations, and cash flows in conformity with 
generally accepted accounting principles based on 
audits conducted in accordance with GAGAS. 

財 務 関 連 の 監 査

（Financial related audits） 
1）財務情報が基準に沿って示されているか、2）
財務に関連した特定の遵守要求事項に従っている

か、3）財務報告や資産管理に関する内部統制の構

造は統制の目標を達成するように適切に設計・実施

されているかについての監査。 
Financial related audits include determining whether
（1）financial information is presented in accordance 
with established or stated criteria, （2） the entity has 
adhered to specific financial compliance requirements, 
or （ 3） the entity’s internal control structure over 
financial reporting and/or safeguarding assets is 
suitably designed and implemented to achieve the 
control objectives. 

監 査 
（ A u d i t ） 

業 績 監 査

（Performance audit） 
業績監査は、経済性監査、効率性監査、プログラム

監査、プログラム評価を含む。 
Performance audit is an objective and systematic 
examination of evidence for the purpose of providing an 
independent assessment of the performance of a 
government organization, program, activity, or function 
in order to provide information to improve public 
accountability and facilitate decision-making by parties 
with responsibility to oversee or initiate corrective 
action. Performance audits include economy and 
efficiency audits, program audits, and program 
evaluations, which are highlighted below. 
 
• 経済性及び効率性監査は、（1）資源を経済的及

び効率的に取得し、維持し、使用しているか、

（2）非効率、非経済的な業務の原因、（3）経

済性と効率性について法律や規制に従ったか、

について判断するものである。 
  Economy and efficiency audits include determining 
（1） whether the entity is acquiring, protecting, and 
using its resources economically and efficiently, （2） 
the causes of inefficiencies or uneconomical practices, 
and （3） whether the entity has complied with laws 
and regulations on matters of economy and efficiency. 
 
• プログラム監査は（1）立法府や他の承認主体

により設定されたプログラムにおいて望まれ
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た結果と便益がどの程度得られたか、（2）組織、

プログラム、活動、機能の効果、（3）プログラ

ムに効力を発する重要な法律や規則に従って

いるかどうか、について決定する。 
  Program audits include determining （1）  the 
extent to which the desired results or benefits 
established by the legislature or other authorizing body 
are being achieved, （ 2 ）  the effectiveness of 
organizations, programs, activities, or functions, and 
（3） whether the entity has complied with significant 
law and regulations applicable to the program. 
 
• プログラム評価は、どの程度プログラムが機能

しているかについての周期的、組織的に行われ

る調査である。プログラム評価は、（1）意図さ

れたようにプログラムが実施されているか、

（2）アウトカム指向の目標をどの程度達成し

たのか、（3）プログラムが存在しない場合の推

定と比較し、プログラムの純効果について評

価、（4）プログラムのアウトプットとアウトカ

ムを費用との比較を含むものである。 
  Program evaluations are systematic studies 
conducted periodically to assess how well a program is 
working. Program evaluations include （1） assessing 
the extent to which a program is operating as it was 
intended, （2） assessing the extent to which a program 
achieves its outcome-oriented objectives, （3） 
assessing the net effect of a program by comparing 
program outcomes with an estimate of what would 
have happened in the absence of the program, and （4） 
comparing a program’s outputs or outcomes with the 
costs to produce them. 

検 査 
（ I n s p e c t i o n ） 

監査または捜査以外のもので、プログラムと省庁の

活動に対する評価、レビュー、研究、分析を目的と

するもの。意思決定のために管理者に情報を提供

し、プログラムや政策、経過、管理活動に改善を促

すことを目的とする。 
検査は、事実に基づく分析的な情報、コンプライア

ンスの監視、業績評価（measuring performance）、
業務の効率性と有効性の評価、不正や浪費、濫用、

マネジメントにおけるミス等に対する調査を含む。 
Inspection is a process, other than an audit or an 
investigation, that is aimed at evaluating, reviewing, 
studying, and analyzing the programs and activities of 
a department or agency for the purposes of providing 
information to managers for decision-making, for 
making recommendations for improvements to 
programs, policies, or procedures, and for 
administrative action. Inspections include providing 
factual and analytical information, monitoring 
compliance, measuring performance, assessing the 
efficiency and effectiveness of operations, and 
conducting inquiries into allegations of fraud, waste, 
abuse, and mismanagement. 
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捜 査 
（ I n v e s t i ga t i on） 

インタビューや記録の調査、その他の専門的な調査

技術から得られた関係が深く、客観的で十分な事実

と証拠について計画された体系的な調査。 
捜査は行政、民事、刑事である可能性がある。 
Investigation is a planned systematic search for 
relevant, objective, and sufficient facts and evidence 
derived through interviews, record examinations, and 
the application of other approved professional 
investigative techniques. Investigations may be 
administrative, civil, or criminal in nature. 
また、監察総監がこのような捜査を実施するため

に、監察総監法により強制捜査権が与えられている

（Section 6(a)）。 
クリンガー･コーエン法の実施 IT 管理に関連し、ベスト・プラクティスの採用促進

と、投資によってどの程度施策の改善に貢献したか

を示すことを要請するもの。 
連邦行政機関以外の監査の監督 連邦政府に属さない監査者によって実施された監

査が、適用されるべき連邦政府の基準に適合してい

ることを確認。 
ホットラインの運営 当該機関の施策と運営に関連した無駄、不正及び濫

用に関する申し立てを受け、分析。 
資料）GAO（1999）INSPECTORS GENERAL information on Operational and Staffing Issues に基

づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 内部統制に関しては、監察総監は GAO と同様に、政府検査基準に従って財務・業績の

双方の観点からの監査を実施している。GAO が議会に属する機関として、政府全体を対

象とする調査権限を有するのに対して、監察総監は各機関に属する機関として、当該機関

を対象とした監査を行っている。 
 監察総監は、上記の業務内容に対応し、監査報告書（Audit report）、検査・評価報告書

（Inspection and Evaluation reports）、捜査報告書（Investigation reports）等を作成

している。 
 報告書の数から見ると、全報告書に占める監査報告書の割合が大きい。全ての監察総監

が 2007 年度に作成した監査報告書の数は約 6,500 本であり、検査・評価報告書の数は

550 本であった56。なお捜査報告書については未公表である。また、やや古いデータであ

るが、費やした予算の割合（1997 年）で見ても、財務監査（Financial Audit）：17％、

業績監査（Performance Audit）：29％、検査（Inspections）：4％、捜査（Investigations）：
31％と、監査の割合が大きい57。なお、こうした報告書の名称、分類は、各監察総監によ

って異なる。 
 これらの報告書は、それぞれ監査、検査、捜査等の業務別に設置された担当部署により

作成される。監察総監室の体制例として保健社会福祉省の監察総監室の体制を次ページに

示す。 
 
 
                                                        
56 CIGIE（2007）A Progress Report to the President FY 2007 
57 GAO（1999）Inspectors General Information on Operational and Staffing Issues 
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図表 監察総監室の体制図（保健社会福祉省） 

 

資料）Department of Health and Human Services, Office of Inspector General ウエブサイト

（http://oig.hhs.gov/organization.asp）から三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

図表 監察総監の作成文書 
名 称 記 載内容等 

①監査報告書（Audit reports） 財務諸表の監査、財務関連の監査、業績監査

についての報告書。 
監察総監による監査報告書は、組織の管理者

に対し、業務改善を勧める。これらの推奨は

管理実務と手続きを高め、組織の財源をより

好ましく使用する方策を提案し、実際の支出

について異議を唱える。 
この提案に対して、組織の管理者は、同意か

不同意を表明する。 
報告書の名称は各監察総監により異なり、

Office of Audit Services Reports（HHS）、Audit 
Reports（TIGTA、HUD）、Financial Assistance 
(Grants) Reports（DHS）等がある。 

②検査・評価報告書（ Inspection and 
Evaluation reports） 

検査に関わる業務に対応した報告書。 
報告書の名称は各監察総監により異なり、
Office of Evaluation and Inspections 
Reports （ HHS ）、 Inspections & 

監察総監 
Inspector General 

首席副監察総監 
Principal Deputy 

Inspector General 

監査担当副監察総監 
Deputy Inspector General for Audit 

Services 

評価・検査担当副監察総監 
Deputy Inspector General for 

Evaluation and Inspections 

管理・政策担当副監察総監 
Deputy Inspector General for 

Management and Policy 

捜査担当副監察総監 
Deputy Inspector General for 

Investigations 

首席顧問 
Chief Counsel to the Inspector 

General 
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Evaluations Reports（TIGTA、HUD）等が

ある。 
③捜査報告書（Investigation reports） 捜査に関わる業務に対応した報告書。 

監察総監は捜査を行い、その結果についてレ

ポートを作成する。 
詳細な内容については未公表であるが概要

は半期報告書及びウエブサイトにて公表し

されている。 
資料）Inspector General Act of 1978、CIGIE（2007）A Progress Report to the President FY 2007、

GAO（1999）INSPECTORS GENERAL information on Operational and Staffing Issues から三

菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 監査報告書には多くの勧告（Recommendations）が記載される。これの提案の一部に

ついては、監査対象が提案内容を受け入れることによって達成される節約金額も併せて提

示されている 58。これらの金額は、監査総監法の第 5 条に基づき「改善提案

（Recommendation that funds be put to better use）」、「疑義がもたれる金額

（Questioned cost）」、「非承認額（Disallowed cost）」、「根拠に欠ける額（Unsupported 
cost）」として分類されている。これらの用語の定義について以下に示す。 
 

図表 監察総監法により報告が求められる項目 

用 語 意 味 

改 善 提 案 
（Recommendation that 
funds be put to better use） 

組織の管理者が提案を実行し、達成するための行動を起こ

せば、財源をもっと効率的に活用できる監察総監による提

案を意味する。この提案に含まれるのは、 
 （A）支出の削減 
 （B）プログラムや業務における財源の削減 
 （C）貸付金や貸付金保証、保険料、債券における利子

補給経費の回収 
 （D）組織活動や契約者、受領者に関して勧められた改

善点の実施によって負う以外の経費 
 （E）契約や補助金についての合意の事前審査において

指摘された不必要な支出の回避 
 （F）その他の節約行為 
the term "recommendation that funds be put to better use" 
means a recommendation by the Office that funds could be 
used more efficiently if management of an establishment took 
actions to implement and complete the recommendation, 
including-- 
(A) reductions in outlays; 
(B) deobligation of funds from programs or operations; 
(C) withdrawal of interest subsidy costs on loans or loan 
guarantees, insurance, or bonds; 
(D) costs not incurred by implementing recommended 
improvements related to the operations of the establishment, a 
contractor or grantee; 
(E) avoidance of unnecessary expenditures noted in preaward 
reviews of contract or grant agreements; or 
(F) any other savings which are specifically identified; 

                                                        
58 CIGIE（2007）A Progress Report to the President FY 2007 
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疑 義 が も た れ る 額 
（Questioned cost） 

監察総監から以下の理由により疑義をもたれている経費。 
（A）法律や規制、契約、助成金、共同契約及び財源の支

出を管理するその他合意や文書の規定において違反が疑

われる 
（B）監査時に適切な文書により保証されていない費用 
（C）意図した目的で行われた財源の支出が不必要あるい

は不当であることが明らかとなったもの 
the term "questioned cost" means a cost that is questioned by 
the Office because of-- 
(A) an alleged violation of a provision of a law, regulation, 
contract, grant, cooperative agreement, or other agreement or 
document governing the expenditure of funds; 
(B) a finding that, at the time of the audit, such cost is not 
supported by adequate documentation; or 
(C) a finding that the expenditure of funds for the intended 
purpose is unnecessary or unreasonable; 

非 承 認 額 
（Disallowed cost） 

疑義がもたれる額の中で、管理者により政府に課されるべ

きではないと判断された経費 
the term "disallowed cost" means a questioned cost that 
management, in a management decision, has sustained or 
agreed should not be charged to the Government; 
 

承 認 額 
（Costs not disallowed）  

疑義がもたれる額の中で、管理者により政府に課されるべ

きであると判断された経費 

 

根 拠 に 欠 け る 額

（Unsupported cost） 
文書によって適切に根拠付けられていないために、疑義が

もたれる経費 
the term "unsupported cost" means a cost that is questioned by 
the Office because the Office found that, at the time of the 
audit, such cost is not supported by adequate documentation; 

資料）Inspector General Act of 1978 から三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
c）監察結果の処理 

 監察総監は、監査の実施結果に基づいて改善提案を各省庁の長に対して行う。監察総監

によって指摘された「疑義がもたれる額」は、各省庁の長による判断を経て、返還措置の

対象か否かを判断される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

疑義がもたれる額 
（Questioned cost） 

非承認額 
（Disallowed cost）

承認額 
（Costs not disallowed）

返還 
（Financial recoveries） 

返還の対象とは 
ならない。 

監察総監による指摘 各省庁の長による判断 返還措置の有無 
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 また、改善提案の対象については、同様に各省庁の長が改善提案に対する同意・不同意

を判断される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d）監察総監の報告活動 
 監察総監法において規定されている監察総監の報告活動としては、ｱ）半期報告書

（Semiannual report）、ｲ）7 日以内の報告（the 7-day letter）、ｳ）その他の報告があ

る。監察総監は、各省庁の長及び議会に対しこれらの報告を行うこととされる。 
 

図表 監察総監法に規定される報告書 
名 称 記 載内容等 

ｱ）半期報告書（Semiannual report） 過去 6 か月間の監察総監室の活動状況について

記載。 
各省庁の長に 4 月 30 日、10 月 31 日までに提

出され、それから 30 日以内に議会に提出され

る。その後、60 日以内に一般に公表される。 
ｲ）7 日以内の報告（The 7-day letter） 各監察総監は、各省庁の長に対して、特定の深

刻で目に余る問題、浪費、不足について、ただ

ちに報告を行う。 
各省庁の長は、監察総監が作成した報告書に対

しコメントを付し、7 日以内に議会に報告する。 
ｳ）その他の報告 議会証言（testimony at hearings）等 
資料）Inspector General Act of 1978、CIGIE（2007）A Progress Report to the President FY 2007、

GAO（1999）INSPECTORS GENERAL information on Operational and Staffing Issues から三

菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
 
 半期報告書については、監査報告書、検査・評価報告書、捜査報告書において記載され

た監察総監の活動内容を反映させたものである。期報告書において記載が求められる内容

については、監察総監法において詳細に定められている。 
 
 他方、7 日以内の報告については、やや古いデータであるが、1990 年から 1998 年の

間において、発動されたことがなかったとされており、報告の頻度は限られていると見ら

れる59。 
                                                        
59 GAO（1999）INSPECTORS GENERAL information on Operational and Staffing Issues 

改 善 提 案 
（ recommendation 
that funds be put to 
better use） 

同意 
（agreed by 

management）

不同意 
（not agreed by 
management）

監察総監による指摘 各省庁の長による判断
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図表 監察総監法第 5 条 半期報告書 
（a）各監察総監は、毎年 4 月 30 日と 10 月 31 日に遅れることなく、前期の 3 月 31 日

または 9 月 30 日に終わる 6 か月間における活動状況を要約した半期報告書を準備しなけ

ればならない。 
レポートは以下の内容を含むものとするが、それらに限るものではない。 
Each Inspector General shall, not later than April 30 and October 31 of each year, prepare 
semiannual reports summarizing the activities of the Office during the immediately preceding 
six-month periods ending March 31 and September 30. Such reports shall include, but need not be 
limited to-- 
 
（1）報告期間において公開された、プログラムや業務に関連する浪費、不足等重要な問

題についての記載 
a description of significant problems, abuses, and deficiencies relating to the administration of 
programs and operations of such establishment disclosed by such activities during the reporting 
period; 
（2）（1）に準ずる重大な問題、浪費、不足について、報告期間において行われた是正行

為のための監察総監室による提案に関する記載 
a description of the recommendations for corrective action made by the Office during the reporting 
period with respect to significant problems, abuses, or deficiencies identified pursuant to 
paragraph (1); 
（3）前の報告期間の半期報告に記載された、是正措置が完了していない重大な提案につ

いて特定 
an identification of each significant recommendation described in previous semiannual reports on 
which corrective action has not been completed; 
（4）起訴権限に関わる事項、起訴に関わる事項、結果として有罪となった事項について

の要約 
a summary of matters referred to prosecutive authorities and the prosecutions and convictions 
which have resulted; 
（5）第 6 条（b）（2）に基づいて報告期間中に組織の長に提出された報告書の要約 
a summary of each report made to the head of the establishment under section 6(b)(2) during the 
reporting period; 
（6）報告期間内に公表された、表題によって分類された監査報告書、検査報告書、評価

報告書のリスト。「根拠に欠ける額」を含む「疑義がもたれる額」、「改善提案額」の金額。 
a listing, subdivided according to subject matter, of each audit report, inspection reports [report], 
and evaluation reports [report] issued by the Office during the reporting period and for each report, 
where applicable, the total dollar value of questioned costs (including a separate category for the 
dollar value of unsupported costs) and the dollar value of recommendations that funds be put to 
better use; 
（7）特に重要性の高い報告書の概要 
a summary of each particularly significant report; 
（8）監査報告書、検査報告書そして評価報告書の総数、疑義がもたれる額の総額（根拠

にかける金額について別に分類したものを含む）についての統計表 
statistical tables showing the total number of audit reports, inspection reports, and evaluation 
reports and the total dollar value of questioned costs (including a separate category for the dollar 
value of unsupported costs), for reports— 
  （A）報告期間の開始までに管理者による決定がなされなかった報告書 
  （B）報告期間内に公表された報告書 
  （C）報告期間内に管理者による決定がなされた報告書、含まれるのは 
   （ⅰ）非承認額（管理者により拒否された疑義がもたれる額） 
   （ⅱ）承認額（管理者により拒否されなかった疑義がもたれる額） 
  （D）報告期間の終了までに管理者による決定がなされなかった報告書 
（A） for which no management decision had been made by the commencement of the reporting 
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period;  
（B） which were issued during the reporting period;  
（C） for which a management decision was made during the reporting period, including--  
 （i） the dollar value of disallowed costs; and  
 （ii） the dollar value of costs not disallowed; and  
（D） for which no management decision has been made by the end of the reporting period; 
（9）監査報告書、検査報告書そして評価報告書の総数と、改善提案額の総額についての

統計表 
statistical tables showing the total number of audit reports, inspection reports, and evaluation 
reports and the dollar value of recommendations that funds be put to better use by management, 
for reports— 
（A）報告期間の開始までに管理者の決定がなされなかった報告書 
（B）報告期間中に公表された報告書 
（C）報告期間中に、管理者の決定がなされた報告書、含まれるのは、 
 （ⅰ）管理者によって同意された提案の金額 
 （ⅱ）管理者によって同意されなかった提案の金額 
（D）報告期間の終了時までに管理者の決定がなされなかった報告書 
（A） for which no management decision had been made by the commencement of the reporting 
period; 
（B）which were issued during the reporting period; 
（C）for which a management decision was made during the reporting period, including-- 
 （ⅰ）the dollar value of recommendations that were agreed to by management; and 
 （ⅱ）the dollar value of recommendations that were not agreed to by management; and 
（D）for which no management decision has been made by the end of the reporting period; 
（10）報告期間の開始前に公表され、報告期間の終了時までに管理者の意思決定がなされ

ていない監査報告書、検査報告書、評価報告書の要約（それぞれの日付と表題を含む）。管

理者の意思決定がなされていない理由、それぞれの報告書について意思決定を行うために

望まれる予定表についての記述。 
a summary of each audit report, inspection reports [report], and evaluation reports [report] issued 
before the commencement of the reporting period for which no management decision has been 
made by the end of the reporting period (including the date and title of each such report), an 
explanation of the reasons such management decision has not been made, and a statement 
concerning the desired timetable for achieving a management decision on each such report; 
（11）報告期間においてなされた管理者の意思決定についての重要な変更理由に関する記

述と解説 
a description and explanation of the reasons for any significant revised management decision 
made during the reporting period; 
（12）監察総監が同意しない管理者の重要な決定に関する情報 
information concerning any significant management decision with which the Inspector General is 
in disagreement; and 
（13）1996 年連邦財務管理改善法の第 05 条（b）において示された情報 
the information described under section 05(b) of the Federal Financial Management Improvement 
Act of 1996. 
（後略） 
資料）Inspector General Act of 1978 

 
既に述べたような監察総監全体としての活動の成果は、監察総監評議会による大統領向

けの年次報告書に記載が見られる。以下に、2007 及び 2008 年度の主要な成果を示す60。

これによると、監察総監の活動は大きな金銭的インパクトを持っていることがわかる。 
 

                                                        
60 PCIE and ECIE（2007）A Progress Report to the President Fiscal Year 2007 及び CIGIE （2008）
A Progress Report to the President Fiscal Year 2008 
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図表 監察総監の活動結果（2008 年度＜上段＞、2007 年度＜下段＞） 
監査 改善提案額 

（Recommendation that funds be put to better use） 
236 億ドル 
212 億ドル 

  うち、同意額（注 1） 98 億ドル 
73 億ドル 

 疑義がもたれる額 
（Questioned cost） 

63 億ドル 
55 億ドル 

 うち、同意額（注 1） 44 億ドル 
41 億ドル 

捜査 捜査による返還額及び返還予定額（注 2） 
（Investigative recoveries and receivables） 

44 億ドル 
51 億ドル 

 犯罪訴追及び情報件数 
（Indictment and criminal information） 

6,647 
6,805 

 刑事訴訟の勝訴件数 
（Successful criminal prosecutions） 

6,866 
8,961 

 民事訴訟の勝訴件数 
（Successful civil actions） 

1,206 
1,277 

 差し止め及び取引停止件数 
（Suspensions or debarments） 

4,986 
4,296 

 個人の処分件数 
（Personnel actions） 

5,712 
5,807 

 ホットラインへの苦情の処理件数 
（Hotline complaints processed） 

337,916 
309,561 

 監査、検査、評価報告書発行数 
（Audit, inspection, and evaluation issued） 

6,935 
7,080 

 終了した捜査数 
（Investigation closed） 

32,143 
33,740 

資料）PCIE and ECIE（2007）A Progress Report to the President Fiscal Year 2007 及び CIGIE 
（2008）A Progress Report to the President Fiscal Year 2008 
注 1）これらの金額には、機関の長が、監察総監が求めたよりも多い額を返還する場合や、前年度以前に

返還を求められた額について当該年度に同意された場合も含む。 
注 2）刑事・民事訴訟の結果、当該年度中に返還命令が出されたもの及び自主的な返還があったもの。 

 
③監察総監室の体制 

監察総監が内部統制上のモニタリングの役割を果たすにあたっての重要な要素である、

監察総監室の人員や予算、独立性確保の状況について概説する。 
 
a）監察総監及び監察総監室の人員 

 監察総監室の数は、2006 年度では 64（大統領任命 30、機関長任命 34）あり、全体の

人員数は、フルタイム換算で 12,027 人である。うち、大統領任命監察総監室は 10,575
人、機関長任命監察総監室は 1,452 人である。次ページの 2 つの図表は、大統領任命及び

機関長任命それぞれにおける予算規模 10 位までの監察総監室及び監察総監室全体の予算

規模及び職員数を示している。一般に、大統領任命監察総監室は人員規模も大きい。特に

上位 2 つの監察総監室の職員数は千人を超える規模となっている。一方、機関長任命監察

総監室のうち、 も大きい米国郵政公社（United States Postal Service）は 916 人であ
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り、全体でも国防省に次ぐ規模となっているが、その次に位置するイラク再建に係る特別

監察総監（Special IG for Iraq Reconstruction）は 115 人であり、その他の機関長任命

監察総監室は 100 人未満である。 
 

図表 大統領任命監察総監の予算・人員規模（2006 年度） 

機関名 
予算 

（百万ドル） 
職員数 

保健社会福祉省 
（Department of Health and Human Services） 222 1,445 

国防省（Department of Defense） 207 1,370 
国税局財務監察総監（Treasury IG for Tax Administration） 132 838 
住宅都市開発省 
（Department of Housing and Urban Development） 105 646 

社会保障局（Social Security Administration） 91 608 
国土安全保障省（Department of Homeland Security） 82 520 
農務省（Department of Agriculture） 80 598 
労働省（Department of Labor ） 71 450 
退役軍人省（Department of Veterans Affairs） 70 464 
司法省（Department of Justice） 68 411 
その他大統領任命監察総監室計 531 3,225 
合計 1,659 10,575 

（参考）対 1997 年比 － ＋20％ 
資料）GAO（2007）Inspectors General: Opportunities to Enhance Independence and Accountability 
注 1） 職員数はフルタイム換算（Full Time Equivalent）。 
注 2）中央情報局（Central Intelligence Agency: CIA）のデータは含まれない。 
 
 

図表 機関長任命監察総監の予算・人員規模（2006 年度） 

機関名 
予算 

（百万ドル） 
職員数

米国郵政公社（United States Postal Service) 158 916 
イラク再建特別監察総監（Special IG for Iraq Reconstruction) 34 115 
アムトラック（Amtrak） 17 87 
国立科学財団（National Science Foundation） 12 62 
連邦準備制度理事会（Federal Reserve Board） 5 33 
政府印刷局（Government Printing Office） 5 23 
年金給付保証公社（Pension Benefit Guaranty Corporation） 4 21 
平和部隊（Peace Corp） 3 19 
連邦通信委員会（Federal Communication Commission） 3 20 
証券取引委員会（Securities and Exchange Commission） 3 10 
その他機関長任命監察総監室計 23 146 
合計 267 1,452 
資料）GAO（2007）Inspectors General: Opportunities to Enhance Independence and Accountability 
注 1） 職員数はフルタイム換算（Full Time Equivalent）。 
注 2）デナリ委員会（Denali Commission）及び国家情報長官官房（Office of Director of. National 

Intelligence）のデータは含まれない。 
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監察総監法では、監察総監に求められる資質として、誠実さ及び会計、監査、財務分析、

法律、経営分析、公共管理または捜査の実績を伴う能力を挙げている。古い資料ではある

が、GAO による 1999 年の報告書61では、アンケートに基づき実際の監察総監がどのよう

なバックグラウンドを持つかを示している。これによると、大統領任命監察総監は捜査、

機関長任命監察総監は監査の経験が も多く、それぞれ 6 割を超えている。 
 

図表 監察総監のバックグラウンド 

 
資料）GAO（1999）Inspectors General: Information on Operational and Staffing Issues に

基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
注 1）調査時点で在任中の監察総監のうち、回答のあった大統領任命監察総監 19 名と機関長任命

監察総監 28 名のデータに基づく。 
注 2）合計数がそれぞれ 100%を超えているのは、複数カテゴリーのバックグラウンドを持つ監

察総監がいるため。 
 

監察総監は、監察総監室に必要な人材の採用を行う権限を持っている。同報告書による

監察総監室の職員の陣容を見てみると、1997 年時点で、大統領任命監察総監室 8,818 人

のうち 1,426 人（16%）、機関長任命監察総監室 530 人のうち 165 人（31%）が修士号

または博士号保有者である。 も多い分野は、大統領任命、機関長任命ともに経営管理学

修士（Master’s in Business Administration: MBA）であり、それぞれ保有率は 9%、

5%となっている。また、特定資格の保有者数は、大統領任命監察総監では 2,935 人（33%）、

機関長任命監察総監は 245 人（46%）となっている。うち、 も多いのは公認会計士で、

保有率はそれぞれの監察総監で 14%、20%である。その他の資格としては、公認不正検

査士（Certified Fraud Examiner）、公認政府財務管理者（Certified Government 
Financial Manager）、公認情報システム監査人（Certified Information System Auditor）、

                                                        
61 GAO（1999）Inspectors General: Information on Operational and Staffing Issues 
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公認内部監査人（Certified Internal Auditor）等がある62。これらのことから、監察総監

室は専門性の高い職員の集団であるとみられる。 
現地調査によると、監察総監室の職員が、他の行政機関の監察総監室もしくは GAO の

ポストに採用されて異動することは日常的である。逆もまた同様である。また、行政機関

の原課の職員がその知識経験を買われて、当該機関の監察総監室の職員として採用される

こともある。但し、その逆のケースはほぼないようである。 
 

b）監察総監室の予算 

監察総監室の予算プロセスは、基本的に当該機関のものに従うことになっている。監察

総監法によると、まず、監察総監から機関の長に予算要求が提出される。予算の項目には、

i）監察総監の業務に必要な総額、ii）研修実施に必要な金額、iii）監察総監評議会の支援

に必要な金額が明記される。研修実施に必要な金額には、その金額によって全ての研修需

要を満たすことができるという監察総監の証明が添付される。次に、当該機関の長官は、

監察総監の予算要求を当該組織の他の予算要求とともに大統領に提出し、大統領から議会

に提出される。機関の長から大統領に提出される予算要求及び大統領の予算要求において

も、上記 i）～iii）の金額はそれぞれ項目ごとに明記される。また、大統領予算が、監察総

監の活動を著しく阻害すると監察総監が判断した場合には、議会送付に際して当該監察総

監のコメントも添付される63。 
2006 年度の監察総監全体の予算は 19 億 2 千 5 百万ドル64である。これは、GAO の同

年度の予算 4 億 8 千 6 百万ドル65と比較しても大規模であり、監察総監が連邦政府の内部

統制において果たす役割が相対的に大きいことを示している。 
今後は財政赤字の拡大が見込まれること等から、監察総監の役割に対する期待はより大

きくなっており、監察総監が既存のリソースを使ってどのように業務を実施するかが課題

となっている。具体的に、GAO は、監察総監による財務諸表の監査費用を受検機関が支

払うことを議会が検討するべきという提案を行っている66。また、監察総監全体としての

合理化策として、機関長任命監察総監室のうち小規模なものを大統領任命監察総監室に統

合することや、逆に、郵政公社（United States Postal Service）等の大規模な機関長任

命監察総監室を大統領任命監察総監に格上げすることも検討されている67。 
 
c）監察総監の独立性 

監査を行う上で も重要な要素の一つは、監査人や監査機関の独立性である。監察総監

は、当該機関の長の監督下に位置づけられながら監査を行うという立場にあるため、その

独立性の確保は不可欠である。監察総監法では、このように特異な立場にある監察総監の

独立性を保護するために多くの条項を設けている68。GAO の 2007 年の報告書では、政府

                                                        
62 GAO（1999）Inspectors General: Information on Operational and Staffing Issues 
63 Inspector General Act of 1978 Sec.6（f） 
64 GAO（2007）Inspectors General: Opportunities to Enhance Independence and Accountability 
65 Budget of the United States Government: Fiscal Year 2006 
66 GAO（2003）Inspectors General: Enhancing Federal Accountability 
67 GAO（2003）Inspectors General: Enhancing Federal Accountability 
68 GAO（2007）Inspector General: Opportunities to Enhance Independence and Accountability 
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監査基準に基づく監査機関の独立性の要件として個人の独立性、外的独立性、組織的独立

性を挙げ、監察総監がこれらの要件をどのように満たすかについて示している。各要件と

監察総監法の関連条項を以下に示す。 
 

図表 政府監査基準による監査機関独立性の要件及び対応する監察総監の関連条項 
独立性の要件69 概要 監察総監法の関連条項 

個人の独立性 
（Personal 
 Independence） 

監査官または監査機関が、

監査に関わる全ての事柄に

関し、客観性と独立的な態

度を維持すること。 

 監察総監は、個人の独立性を維

持するために、監察総監法のど

の規定をどのように活用するの

かを決定する 
外的独立性 
（External  
Independence） 

監査官または監査機関が、

外部からの影響や圧力に関

わらず、独立的、客観的な

立場で判断を行うこと。 

 当該機関における全ての記録、

報告書、監査、レビュー、文書

や関連資料にアクセスできる

（Sec. 6(a)(1)） 
 当該機関の長に対して、直接、

即時にアクセスできる（Sec. 
6(a)(6)） 

組織的独立性 
（Organizational  
Independence） 

監査機関が、受検機関の活

動から組織的に独立してい

ること。 

 省庁及び主要行政機関の監察総

監は、政治的所属に関わらず、個

人の誠実さや会計、監査、財務分

析等の能力に基づき、上院の助言

と承認のもと、大統領によって任

命される。（Sec. 3(a)） 
 大統領任命の監察総監は、大統領

のみが解任できる（Sec. 3(b)） 
資料） GAO （ 2007 ） Inspector General: Opportunities to Enhance Independence and 

Accountability、GAO（2007）Government Auditing Standards、Inspector General Act 
of 1978 に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
上記のうち組織的独立性に関しては、さらに外部監査組織と内部監査組織で要件が異な

っている。専門的監査基準（professional auditing standards）1225 では、外部監査組

織の独立性の要件として、受検機関の組織の外部に位置づけられていることを挙げている。

一方、内部監査組織の独立性の要件としては、監査組織の長が①当該機関の長官（head）
または副長官（deputy head）、あるいはガバナンスの責任者に対して説明責任を持って

いる、②監査結果を当該機関の長または副長及びガバナンスの責任者に対して監査結果の

報告を行う、③受検部門の職員あるいは管理に対して組織的に外部に位置づけられる、④

ガバナンスの責任者に対してアクセスできる、⑤監査を行い、発見事項や意見、結論を客

                                                        
69 政府監査基準においては、独立性の障害（impairments to independence）になる要因は何かという

観点から、個人的障害（personal impairments）、外的障害（external impairments）、組織的障害

（organizational impairments）について記述している。 
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観的に示せるように、政治的圧力を排除できるといったことが必要であるとしている。こ

れらを踏まえると、その任命・解任手続きの差異により、大統領任命監察総監はより外部

監査組織に近く、機関長任命監察総監はより内部監査組織に近いとしている。 
 
④GAO と監察総監の関係 

GAOと監察総監との関係には、緊張関係と連携関係という 2つの側面が存在している。 
前者については、GAO の財務管理・保証担当の一部門が各行政機関の監察総監を対象

とした監視・監督を行っており、監察総監の独立性の確保の観点からの業績検査を実施し

てその結果を公表している。監察総監の不正を発見すれば、その追及を行うことになる。

このような監視・監督は、監察総監及び（監察総監への影響力を行使しがちな）行政機関

の長への牽制を行って、監察総監の独立性を担保することが目的である。具体的な検査対

象は、議会からの要請を踏まえて決定されている。また検査は、一般に認められた政府検

査基準に基づいて実施している。 
次に後者については、監察総監法は、GAO と監察総監の業務の重複を避け、効果的な

協力・協調を行う観点から、監察総監が同法に定める義務・責任を遂行する上では、会計

検査院長の活動を特に考慮するよう求めている。実際、GAO と監察総監の役割分担は、

GAO は政府全体を対象とし、長期的視点を持ってプログラム評価や政策分析に注力し、

監察総監は当該機関においてより喫緊の課題である不正や無駄・濫用を発見、排除に 前

線で取り組むという形でなされてきた70。両者の具体的な協力・協調の事例として、GAO
による近年の報告書71では以下のような具体的事例を挙げている。 
• 両者とも同じ政府検査基準を用いて検査（監査）を行う。 
• GAO が検査を行う連邦政府の連結財務諸表（Consolidated Financial Statement）

は、監察総監による各機関の財務諸表監査に大きく依存する。 
• 個別連邦行政機関の財務諸表の監査は監察総監が実施するか、外部の独立監査機関に

依頼するかを監察総監が決めることができる。外部の独立監査機関として、GAO に

委託する場合もある。 
• GAO と旧大統領任命監察総監評議会（President’s Council on Integrity and 

Efficiency: PCIE）による財務監査マニュアル（Financial Audit Manual）に基づく

共通の方法論に基づいて財務諸表の監査を行う。 
• GAO の出身者が監察総監に就任したり、監察総監室に勤務したりするといった人材

交流が行われている。 
一方、監察総監法では、GAO と監察総監の役割分担及び協力関係について概要程度の

記述しかなされておらず、両者の間での戦略的な計画や省庁をまたぐプログラムに係る義

務や責任の具体的な線引きは明確にはなっていない。そのため、伝統的に両者の協力は業

                                                        
70 GAO（2007）Inspectors General: Opportunities to Enhance Independence and Accountability 
71 近年、監察総監の独立性とアカウンタビリティーの向上を意図した会計検査院長による議会証言や提

案が行われており、関連する報告書が複数公表されている。これらの報告書において、会計検査院と

監察総監の関係についても記述が見られる。具体的な報告書は次の通り。GAO（2003）Inspectors 
General: Enhancing Federal Accountability、GAO（2007）Inspectors General: Proposal to 
Strengthen Independence and Accountability、GAO（2007）Inspectors General: Opportunities to 
Enhance Independence and Accountability 
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務ごと、課題ごとにその場その場で行われてきた。しかし、財政赤字が拡大し、政府予算

のより有効的な活用が求められる現在、政府の業績及びアカウンタビリティーに係る団体

において、増大する需要や課題に対して現在の資源で対応するために、GAO 及び監察総

監の戦略的な協力は重要な課題として認識されている72。 
 
⑤監察総監評議会 
監察総監同士の協調を促進し、政府横断的な課題に対応するために、監察総監評議会が

設けられている。まず、1981 年の大統領令（Executive Order 12301）により、大統領

任命の監察総監が専門的な業務を遂行する上で協力・協調することを目的として、大統領

任命監察総監評議会（President’s Council on Integrity and Efficiency: PCIE）が設置

された。続いて、1992 年の大統領令（Executive Order 12805）では、大統領任命監察

総監評議会について再定義するとともに、機関長任命による監察総監の協力・協調の場と

して機関長任命監察総監評議会（Executive Council on Integrity and Efficiency: 
ECIE）を設置した73。その後、監察総監同士の連携・協調促進の必要性に対する認識が高

まり、より正式で、行動志向的、戦略的な組織を設けるべく、法律に基づく監察総監評議

会の設立が求められるようになった74。これを受けて、2008 年には監察総監改革法

（Inspector General Reform Act of 2008）が施行され、既存の両評議会を統合する形で、

新たに監察総監評議会（Council on Inspector General on Integrity and Efficiency: 
CIGIE。「シギー」と発音される。）が構築された。 

監察総監評議会の概要を以下に示す。 
 

図表 監察総監評議会の概要 

組織 マネジメント 
• 高議長（Executive Chairperson）：OMB のマネジメント担当

副長官（Deputy Director for Management）が就任 
• 議長（Chairperson）：監察総監より選任され、任期は 2 年 
• 副議長（Vice Chairperson）：議長とは異なるカテゴリーから、議

長が選任 
 
常任委員会 
監査（Audit）、情報技術（Information Technology）、検査及び評価

（ Inspection and Evaluation ）、 誠 実 性 （ Integrity ）、 捜 査

（Investigation）、法律（Legislation）及び専門能力開発（Professional 
Development）の 7 つの常任委員会を設置 

役割・義務 • 不正、無駄、濫用の観点から、連邦政府のプログラムや業務の欠点

や脆弱性の特定、レビュー及び議論を継続的に実施する 
• 連邦政府のプログラムや業務の問題を解決し、経済性及び効率性を

向上させるために、政府横断的な協調活動の計画を策定する 
• よく訓練され、高度な技能を持つ監察総監室の職員による協力を支

援するための方針を策定する 

                                                        
72 GAO（2003）Inspectors General: Enhancing Federal Accountability 
73 Executive Order 12805 では、両評議会に対して同じ役割を与えている。 
74 GAO（2003）Inspector General: Enhancing Federal Accountability 
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• 監察総監に資するインターネットのウエブサイト及び他の電子シ

ステムを維持・管理する 
• 監察総監の監査官、捜査官、検査官、評価官及び他の職員の研修の

ために、必要であれば学者を 1 名以上確保する 
• 監察総監室の職員の任命に際し、適切な任命権を持つ個人に対して

推薦を行う 
• 議長が必要かつ適切と判断した場合には、議会に対して報告を行う 
• 評議会に与えられた権限の範囲で、上記以外の業務を行う 

その他の権限 • 高議長は、監察総監室職員に対する政府横断的研修、誠実性委員

会の役割及び他の評議会が公認した目的のために、省庁間予算拠出

を承認することができる 
• 国庫に監察評議会基金（Inspector General Council Fund）と呼

ばれる回転資金（revolving fund）を持ち、その使用に関して省庁

と調整を行う 
資料）Inspector General Act of 1978 に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
監察総監評議会では、上記の活動の一環として、品質基準等のガイドラインの策定や研

修を実施する等、監察総監の業務の質の維持・向上に取り組んでいる。特に、前身の大統

領任命監察総監評議会とGAOが策定した財務監査マニュアル（Financial Audit Manual）
は、GAO の監査においても活用されており、監察総監が属する機関のみにとどまらない

貢献がうかがえる。 
 現地調査によると、現時点ではまだ既存 2評議会活動の統合自体に重点が置かれており、

その成果を十分に出す段階には至っていない模様である。そのような中でも、これまで各

監察総監に存在していた研修機能を束ねて、研修所（Training Institute）を立ち上げる

など具体的な活動も始められている。 
なお、監察総監法では、監察総監評議会の議長に 低でも 1 年間に 6 回、可能であれば

月次、議長が必要と判断すればそれよりさらに頻回に会議を行うことを求めている75。こ

れにより、監察総監による情報交換を活発にし、協力・協調を促すことを意図したものと

考えられる。 
また、監察総監評議会のこれらの活動を支えるために、同評議会は 12 名のスタッフが

常駐している。 

                                                        
75 Inspector General Act of 1978 Sec.11(b)(3)(B) 
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（4）戦略・ガイドライン等  
 内部統制に係るガイドラインを、各国とも内部統制構築基準、実施マニュアル、研修資

料の 3 つに分類し、内容を要約して整理する。米国に関しては、対象となるガイドライン

は、GAO 及び監察総監評議会のウエブサイトの検索により特定した。また、本調査研究

によって特定された他の資料でガイドラインとして分類可能なものについても対象とする。 
 

図表 内部統制に係るガイドライン一覧 

分類 名称 

内部統制構築基準 • 連邦政府における内部統制のための基準 
Standards for Internal Control in the Federal Government
（GAO/AIMD-00.21.3.1／1999 年 11 月） 

• OMB 通達 A-123 改訂版 
Office of Management and Budget Circular A-123 Revised

（2006 年度より施行） 
実施マニュアル • 内部統制の管理及び評価ツール 

Internal Control Management and Evaluation Tool（GAO 
-01-1008G／2001 年 8 月） 

• 政府検査基準 
Government Auditing Standards July 2007 Revision（2007
年 7 月） 

• 財務検査マニュアル 
Financial Audit Manual（GAO-08-585G 及び GAO-08-586G
／2008 年 7 月） 

• 連邦情報システム統制検査マニュアル～第 1 巻：財務諸表検査 
Federal Information System Controls Audit Manual: 
Volume I Financial Statement Audits (Exposure Draft)
（AIMD-12.19.6／1997 年 8 月） 

 

連邦政府における内部統制のための基準 
Standards for Internal Control in the Federal Government ＜GAO/AIMD-00.21.3.1：1999 年 11 月
＞21 頁 

http://www.gao.gov/special.pubs/ai00021p.pdf 

• 連邦政府行政府の機関において、内部統制を構築・維持するための総合的なフレームワ

ークを提供することを目的とする。内部統制の構成要素として、統制環境、リスクの評

価、統制活動、情報と伝達、モニタリングを挙げて、それぞれについて説明している。 
• 1982 年の連邦管理者財務保全法は、GAO に対して内部統制に関する基準を策定するよ

う求めている。これを受けて 1983 年に旧版の基準が策定された。1999 年の 新版は、

IT の進展、人的資源の重要性の認識向上、民間部門における内部統制ガイドラインの発

展を受けて、1983 年の旧版を改定したものである。 
 

OMB 通達 A-123 改訂版 
Office of Management and Budget Circular A-123 Revised ＜2006 年度より施行＞32 頁 

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a123/a123_rev.pdf 
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• 通達 A-123 は、連邦管理者財務保全法を施行するための通達として、1982 年に施行さ

れた。その後、主に 1995 年の改定を経て、2002 年のサーベンス・オクスリー法の制

定を踏まえた 新の改訂版が 2004 年 12 月公表され、2006 年度から施行されている。

（なお、このような OMB の通達に対して、各機関は遵守義務を負う。） 
• 連邦政府行政府の機関の管理者が、内部統制を構築した上で、継続的に評価、欠陥の是

正、報告をするための要求事項を示す。内部統制に係る実施責任は各機関のトップにあ

ることを明示した上で、内部統制を構築するための基準として上記の「連邦政府におけ

る内部統制のための基準」と同様の内容を記載している。また、統合内部統制フレーム

ワーク（Integrated Internal Control Framework）として、関連する法令を列挙して

いる。 
• 内部統制の評価については、連邦行政機関の管理者が、内部統制を評価するために適切

な水準の文書化を求めるとともに、評価をする際の情報源（例：日々の業務から得られ

る知識、監察総監や GAO の報告書）を列挙している。 
• 欠陥の是正については、内部統制の評価によって欠陥が特定された場合に、それを是正

するための措置をとるとともに、定期的に進捗を管理することを求めている。当該機関

の長は、内部統制における重大な脆弱性の是正計画の概要を、当該機関の施策評価と格

付け（Program Assessment Rating: PAR）に含めなくてはならない。 
• 内部統制に関する報告については、連邦管理者財務保全法に基づき毎年作成される施策

評価と格付けの一部として、「管理者保証（Management Assurance）」（p.20 参照）

と題する報告書を OMB と議会に報告することを求めている。管理者保証に含まれる主

な項目を以下に示す。 
 

図表 管理者保証における項目 

項目名 概要 
保証書 

Statement of Assurance 
 
（連邦管理者財務保全法 2 条

に基づく） 

機関の長による内部統制の適切性、有効性に関する判断で

あり、以下のいずれかの形態をとる。 
 問 題 な し （ Unqualified statement of 

assurance）：重大な脆弱性に関する報告なし 
 条件付（Qualified statement of assurance, 

considering the exceptions explicitly 
noted）：1 件以上の重大な脆弱性が報告されてい

る 
 保証なし（Statement of no assurance）：プロ

セスが存在しないまたは重大な脆弱性が蔓延し

ている 
また、保証書の一項目として、財務報告に関する内部統制

に係る保証書を別途記載しなければならない。 
 
重大な脆弱性がある場合には、その内容及び是正措置の概

要を提出しなければならない。 
基準不適合 

Non-conformance 
 

連邦財務者管理保全法及び OMB 通達 A-127 「財務管理

システム（Financial Management System）」が求める

財務管理に関する政府基準の遵守状況。基準を満たしてい
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（連邦管理者財務保全法 4 条

に基づく） 
ない（基準不適合）場合には、適合していない内容を列挙

し、遵守のための計画を示さなければならない。 
 資料）OMB Circular A-123 に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 
• 上記の外部向け報告に加え、統制上の欠陥、財務諸表や他の財務関連報告書が外部に対

して報告可能な状態にあるかを示す報告可能状況（Reportable condition）及びそれら

の是正措置について、機関の管理者に対する内部での報告を行うように求めている。 
• なお、財務報告に関する内部統制の実施ガイドライン（Appendix A, Internal Control 

over Financial Reporting）が本通達の付録として添付されている。 
 

内部統制の管理及び評価ツール 
Internal Control Management and Evaluation Tool ＜GAO -01-1008G：2001 年 8 月＞71 頁 

http://www.gao.gov/new.items/d011008g.pdf 

• 「連邦政府における内部統制のための基準」に基づき策定されたマニュアルで、連邦行

政機関の管理者等が内部統制を評価し、必要であれば改善策を実施するためのツールの

提供を意図している。また、連邦管理者財務保全法に規定される内部統制に関する報告

義務の遵守にも寄与するとされている。 
• このマニュアルに従うことは義務づけられていないが、内部統制に関する評価の実施に

際しては、「連邦政府における内部統制のための基準」、「OMB 通達 A-123」、「財務検査

マニュアル」等の関連ガイドラインと併せて参照するよう求めている。 
• 内容は 5 つの章からなり、それぞれが内部統制の 5 つの基準である統制環境、リスクの

評価、統制活動、情報と伝達に対応している。各章では、内部統制をレビューする際の

主要項目について列挙・説明している。各ページとも、右側に「コメント・説明

（Comments/Descriptions）」の欄が設けられており、利用者が項目に関するメモや

課題に影響を与える状況等を記入できるようになっている。 
 

政府検査基準 2007 年 7 月改訂版 
Government Auditing Standards July 2007 Revision ＜2007 年 7 月＞58 頁 

http://www.gao.gov/govaud/ybook.pdf 

• 政府検査基準は、一般に「イエロー・ブック（Yellow Book）」として知られている。政

府の組織、プログラム、活動、機能及び外部委託業者・非政府組織・その他に対する政

府支援の検査を行う際の基準を記載している。これらの基準は、「一般的に認められた

政府検査基準（generally accepted government auditing standards : GAGAS）」と

呼ばれるものである。 
• 旧版である 2003 年版からの変更点の一つとして、近年の財務検査と内部統制に関する

進展を受けた、財務検査基準の更新を挙げている。 
• 内部統制についてはイエロー・ブックの各所に記載が見られ、政府検査の中で重要な位

置づけにあることがうかがえる。主な記述の概要は次ページの通りである。 
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図表 内部統制に関する記述＜財務検査＞ 
章 記述内容 

第 4 章 財務検査

の実施基準 

• 財務検査に関して、政府検査基準はアメリカ公認会計士協会（American 
Institute of Certified Public Accountants: AICPA）の実施・報告基準と

監査基準報告書（statement on auditing standard: SAS）を組み込んで

いる。アメリカ公認会計士協会の一般的に認められた基準は、以下の 3 点

である。 
a. 業務の計画及び補助者の監督を適切に行う。 
b. ミスや不正に基づく財務諸表の重大な誤りのリスクを評価し、検査の特

徴・タイミング・範囲を決定するために、検査対象及び内部統制も含め

た環境について十分理解していなければならない。 
c. 財務諸表に対する意見の妥当な基準を得るために、検査によって十分な

証拠を獲得しなければならない。 
• アメリカ公認会計士協会及び政府検査基準の下では、財務報告や法令・契約

等の遵守に係る内部統制の評価は、財務諸表や他の結論に関する意見をつけ

るための証拠となる。ただし、そのような評価は、財務報告や法令遵守、助

成金に関する合意事項に係る内部統制の有効性について意見をつけるには

十分ではない。 

第 5 章 財務検査

の報告基準 

• 政府検査基準では、財務検査報告に関して、アメリカ公認会計士協会の基準

に対して追加する基準を設けており、その中に（a）内部統制及び法律・規

則・契約または補助金の同意事項の遵守や（b）内部統制上の欠陥、不正、

違法行為、契約や補助金同意事項の侵害、濫用に関する報告が含まれている。

それぞれの概要は以下である。 
（a）内部統制及び法律・規則・契約または補助金の同意事項の遵守に関する報

告 
 財務諸表に対する意見または免責条項をつける場合には、内部統

制及び法律・規則・契約または補助金の同意事項の遵守に係る報

告に関する報告も行わなければならない。 
 検査人は、これらの検査に関する範囲について、検査報告書また

は別の報告書に記載する。 
（b）内部統制上の欠陥、不正、違法行為、契約や補助金同意事項の侵害、濫用

に関する報告 
 財務諸表に対する意見または免責条項をつける場合には、検査目

的と検査業務に照らして、次の点について報告する。 
・ 内部統制上の重大な不備（significant deficiencies）。重大

な脆弱性（material weakness）について特定。 
・ 重要度が低いもの以外の全ての不正及び違法行為 
・ 財務諸表に重大な影響を及ぼし得る契約・補助金同意事項の

侵害及び濫用 
 統制上の不備の重大性を分析するに当たっては、受検機関の説明

責任、法律・規則の要求事項、受検機関のプログラム認知度・感

度、国民のニーズ、幹部の懸念、現在及び将来のリスクに関する

定性的な評価も含める。 

 
図表 内部統制に関する記述＜業績検査＞ 

章 記述内容 

第 7 章 業績検査

の実施基準 

• 監査人は、監査の目的に照らして重要な内部統制について理解し、その内部

統制が適切に設計・導入されたものかどうかを評価しなければならない。ま

た、内部統制の有効性に関する評価においては、十分かつ適切な証拠を集め

なければならない。情報システムは、しばしば内部統制の一部をなすもので

ある。そのため、内部統制を理解するためには、情報システム統制について

の評価が必要かどうかを決定しなければならない。 
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章 記述内容 

• 内部統制に関する情報は、問い合わせ、監察、文書や記録の検査、他の監査

人による報告書のレビュー、直接的な検査を通じて入手する。 
• 以下の主要な内部統制の目的に関する議論は、内部統制に関する理解を深

め、監査目的に照らして重要か否かの判断を助けることを目的としている。 
 プログラム業務の効率性及び有効性：プログラム運営に関する統

制は、費用対効果や効率性に配慮しながらプログラムの目的を達

成することを保証するために、受検機関が導入した方針及び手順

を含む。このような統制に対する理解は、プログラム運営に対す

る理解を促進するのに役立つ。 
 情報の妥当性及び信頼性：情報の妥当性及び信頼性に関する統制

には、方針、手順、及び、受検機関の幹部が、運営や財務に関す

る意思決定・外部報告に利用する情報に関する妥当な保証を与え

るための慣習を含む。このような統制に関する理解は、収集した

情報の妥当性及び信頼性に関するリスクを評価することや、監査

目的に応じた情報の評価を設計するのに役立つ。 
 関連する法律や規則、契約や補助金同意事項の遵守：遵守に対す

る統制には、プログラムが法律や規則、契約や補助金同意事項を

遵守しながら実施していることを保証するための方針や手順を

含む。このような統制に関する理解は、違法行為、契約や補助金

同意事項に対する違反や濫用に関するリスクの評価に役立つ。 
• 内部監査は、ガバナンス、説明責任、内部統制全体に関して重要な要素であ

る。内部監査組織の主要な役割は、内部統制が導入されており、リスクの軽

減やプログラムの目的・目標の達成に対する保証を与えることである。内部

統制に関する評価を行う際には、監査業務の重複を防ぐ意味でも内部監査組

織の業務を活用すべきである。 

第 8 章 業績検査

の報告基準 

• 監査人は、内部統制に関する監査の範囲、監査目的及び業務に照らして重大

と考えられる内部統制上の不備について監査報告書に記載する。 
• 業績監査において、内部統制上の不備が監査対象のプログラムや運営の不備

の原因であると結論付けられるかもしれない。このような発見事項について

報告する場合には、内部統制上の不備を原因として示す。 

 
図表 内部統制に関する記述＜証明業務＞ 

章 記述内容 

第 6 章 証明業務

の一般・実施及び報

告基準 

• 証明業務を計画する際、監査人は、その手順の策定と契約の目的を達成する

ために、対象事項に関して重要な内部統制について十分理解していなければ

ならない。 
• 証明業務にあたっては、監査人は、契約目的及び業務に照らして以下につい

て報告する。 
 内部統制上の重大な不備（significant deficiencies）。重大な脆

弱性（material weakness）について特定。 
 重要度が低いもの以外の全ての不正及び違法行為 
 財務諸表に重大な影響を及ぼし得る契約・補助金同意事項の侵害

及び濫用 

 

財務検査マニュアル 
Financial Audit Manual  

Volume 1 ＜GAO-08-585G : 2008 年 7 月＞524 頁 
http://www.gao.gov/new.items/d08585g.pdf 

Volume 2 ＜GAO-08-586G : 2008 年 7 月＞360 頁 
http://www.gao.gov/new.items/d08586g.pdf 
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• GAO と旧大統領任命監察総監評議会（PCIE）によって策定されたマニュアルで、専門

基準（professional standard）に基づき、行政機関の財務諸表の検査に関する方法を

示している。 初に公表されたのは 2001 年で、その後、2004 年の改定を経て、2008
年に 新版が公表されている。 

• 財務検査マニュアルでは、財務諸表に関する検査を4つの局面に分けている。それらは、

計画（Planning,）、内部統制（Internal Control）、検査（Testing）、報告（Reporting）
である。このうち、内部統制では、財務報告の信頼性及び関連する法律・規制の遵守と

いう内部統制上の目標が達成できているかどうかを判断するために、内部統制の状況を

把握・検査･評価することを求めている。また、報告では、内部統制に関する報告の方

法、内部統制上の脆弱性の定義について記述している。 
• また、連邦財務管理改善法の要求事項に対して、財務管理システムの評価を行う基準及

び方法について述べている。 
 

連邦情報システム統制検査マニュアル～第 1 巻：財務諸表検査 
Federal Information System Controls Audit Manual: Volume I Financial Statement Audits＜
AIMD-12.19.6：2001 年 1 月＞276 頁 

http://www.gao.gov/special.pubs/ai12.19.6.pdf 

• 調査官が、財務システム上のデータの完全性・機密性・利用可能性に関する内部統制を

検査・評価するための手法を解説したものである。一義的には財務情報システム・同ア

プリケーションの評価者が用いることを意図しているが、非財務情報（施策情報システ

ム）についても適用可能としている。2008 年 7 月付で改訂版のドラフトが公表されて

いる。 
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2．英国における財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院の対応・位

置づけ 
 

（1）財政・会計制度 

①財政・会計制度 
 ここでは、英国政府における内部統制制度について述べるにあたり、関連が大きい（a）
予算、（b）決算、（c）会計、（d）入札・契約の一般的制度について概要を以下に示す。 
 

（a）予算制度 

英国では、向こう 3 年間を対象とした複数年度予算と単年度の年次予算と 2 種類が存在

する。 
複数年度予算は、政府部内の合意による歳出計画で、2 年ごとの歳出見直し（Spending 

Review）に基づいて策定されるものである。複数年度予算には、3 年間に渡る各省庁の歳

出限度額を示した省庁別歳出限度額（Departmental Expenditure Limit: DEL）と年度

ごとに歳出額を決める各年度管理歳出額（Annually Managed Expenditure: AME）があ

る。両者の概要を以下に示す。 
 

図表 省庁別歳出限度額及び各年度管理歳出額の概要 

省庁別歳出限度額 ・ 人件費や物件費等の経常経費や資本支出経費。 
・ 財務省と各省庁の間での予算配分に対する成果に関する合意であ

る「公共サービス合意（Public Service Agreement: PSA）」の達

成を前提にして、財務省から各省庁に総額配分される。 
・ 各省庁には、人件費や物件費等の区分や、支出に際しての流用や

繰越といった裁量が一定の範囲で認められている。 
・ 歳出総額は 3 か年の間固定されるが、逆にその額の予算が保証さ

れている。 
・ 予 算 制 度 の 大 幅 見 直 し で あ る 「 包 括 的 歳 出 見 直 し

（Comprehensive Spending Review: CSR ）」の導入により、

財務省と各省庁との折衝は、主にこの省庁別歳出限度額の決定に

費やされている。 
各年度管理歳出額 ・ 社会保障関係費や EU への支出金、各種の利払い等、政策とは別

の要因（景気動向やインフレ率等）で歳出規模が決まる経費。 
・ 各省庁にとっても支出に裁量があるわけでもなく、財務省と折衝

する性質のものでもない。 
資料）財務総合政策研究所（2001）「民間の経営理念や手法を導入した予算･財政のマネジメントの改革」

を三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが要約。 
 
 図表に示すように、複数年度予算の編成に関しては財務省が主導的な役割を果たしてい

る。我が国の財務省財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（イギリス）」

によると、財務省は 3 か年の予算の適用を厳格に行っており、各省庁は将来に行う事業を

次の 3 か年予算に適合するようなものになるように考えることが強く求められている。 
他方、単年度予算は、複数年度予算内において、単年度の支出（当該年度の各年度管理
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歳出額と省庁別歳出限度額の年度割を合計したもの）の総額が定められたものである。単

年度予算は、議定費歳出予算法（Appropriation Act、以下「予算法」と言う）の形式で

議決される。予算法には資源要求事項（Request for resources: RfR）が各省庁の政策目

的別に提示される。また、議決の対象ではないが、予算法の審議資料として議会に提出さ

れる予算見積書には、資源要求事項の機能別分類である項目（line）と項目を管理費用、

その他の経常費用、補助金、資本支出等に分けた副項目が示される。 
 なお、英国中央政府の歳出予算の総額（Total Managed Expenditure: TME）は、毎年

度の議決により執行可能となる議定費（Supply Estimates）の他、議会の議決を経ずに

予算執行が可能となる国民保険基金（National Insurance Fund）や既定費（Consolidated 
Fund Standing Service）などの議決対象外の経費も含まれている76。 
 英国の予算編成プロセスの全体像は以下の図表のようになっている。 
 

図表 英国の予算編成プロセス 
FY1998 FY1999 FY2000 FY2001 

CSR1998 発表 1 年目 2 年目 3 年目 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
SR のプロセス 年次予算編成プロセス 

■3 月 
財務省 
・ 経済財政見通しを検討 
・ CSR（SR）編成方針の議論を開始 
 
■5 月 
各省庁→財務省 
・ 公共支出計画の要求を提出 
 
■8 月 
財務省 
・ CSR（SR）の編成方針を決定 
・ 各省庁の要求額を策定（ヒアリングにより実

施） 
 
■12 月 
各省庁→財務省 
・ PSA に関する草稿を提出 
財務省 
・ 各省庁の要求総額を査定（PSA の目標を参

考に実施） 
・ PSA において目標、指標を調整 
財務省→首相 
・ 公共支出計画の査定結果を説明（首相了解後

■11 月 
財務省 
・ プレバジェット･レポートを発表 
財務省 
・ 新の経済データや各省庁からの概算要求

書を下に各年管理歳出を修正（各省庁との折
衝はなし） 

・ 税制改正等があれば歳入法案の議会提出 
 
■3 月 
財務省 
・ 予算演説（財務大臣） 

－財政状況予算報告書 
－経済財政戦略報告書 

 を発表 
 
・ 統合国庫議定費歳出予算案を議会に提出 
 
・ 歳出委員会 
 －予算審議（3 日間） 
 
・ 分野別の 14 の特別委員会 
 －予算審議（5～7 週間） 
 

                                                        
76 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008. 5』 

FY1999 予算編成 FY2000予算編成 FY2001予算編成 

SR2000 策定作業 
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各省庁に通知） 
 
■7 月 
・ CSR（SR）発表 

 
 
■7 月 
・ 議定歳出予算法の成立 

資料）財務総合政策研究所（2001）「民間の経営理念や手法を導入した予算・財政のマネジメントの改革

図 II-3-1 を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが一部加筆修正。 
注） 英国の予算年度は、我が国と同様、4 月から翌年の 3 月であるが、通常は 7 月に予算案が議決され

ることから、慣例的に 4 月から 7 月の期間は暫定予算が組まれている。 
 

（b）決算制度77 

 各省庁の決算は、会計検査院（National Audit Office: NAO、以下、「NAO」と言う。）

の検査を経て議会に提出されることになっている。決算の大まかな流れは以下のようにな

っている。 
 

図表 決算の流れ 

内容 期限 

各省庁が会計検査院長に前年度資源会計（決算）を送付 11 月末 
会計検査院長が検査済みの資源会計を財務省に送付 1 月 15 日 
財務省から下院に提出 1 月末 
資料）松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008. 5』 

 

 実際には、財務省の指導により各省は早期決算に務めており78、NAO、財務省及び下院

への送付は法定期限よりかなり早まっている。2008 年の「財務報告及び管理：会計検査

院長の一般報告（Financial Reporting and Financial Management: General Report of 
the Controller and Auditor General）」には、3 年連続で全ての省庁が資源会計報告書を

法定期限である 11 月末に大いに先立って提出し、さらにこのうち 7 割前後は夏季休暇前

の提出を達成していることが示されている79。 

 議会での決算審査は、下院決算委員会（Committee on Public Accounts: PAC）で、

NAO の報告書（多くは VFM 報告書）に基づき行われる。開会中は週に 2 度のペースで委

員会が開かれ、おもに会計官に対する質疑を行う。 
決算委員会は、審議の結果を自らの報告書としてまとめる。報告書には、改善勧告が含

まれる。この報告書に対して、政府はほぼ 2 か月以内に回答を行う。報告書及び回答につ

いては、下院本会議で各会期に 2 回、まとめて取り上げられ、討論が行われる。 
NAO は、省庁が実際に改善しているかどうかのフォローアップを行う。片山信子（2004）

「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』による

と、NAO や決算委員会の勧告を、省庁が非常に高い率（90％）で受け入れ、改善が進ん

                                                        
77 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008. 5』、片山信子（2004）
「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』に基づきまとめた。 
78 HM Treasury（2003）Managing resources – faster closing では、省庁が連結財務諸表を NAO に

送付する目標期限を会計年度翌年の 9 月末としており、 終的には夏季休暇前に下院へ送付すること

を目標とするとしている。 
79 NAO（2009）Financial Reporting and Financial Management: General Report for the Comptroller 

and Auditor General for 2008 
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でいるようである。その一方で、委員会の勧告にも関わらず、省庁が対応せず、非常に問

題がある事例があり、再び委員会で取り上げられ、改善勧告が出される事例もあるとのこ

とである。 
 
（c）会計制度 

 英国では、2000 年に政府資源会計法を制定し、資源会計を導入している。資源会計は、

完全発生主義と複式簿記に基づいており、企業会計に近いものとなっているのが特徴であ

る。 
資源会計法では、財務諸表を政府会計基準（UK GAAP）に基づいて作成することを定

めている。政府会計基準は、これまで以下で構成されていた80。 
・ 2006 年会社法（The Companies Act 2006）が規定する会計及び開示基準 
・ 英国財務報告評議会の会計基準委員会（Accounting Standards Board: ASB）が

設定する財務報告基準（Financial Reporting Standards: FRS）及び財務基準書

（Statements of Standard Accounting Practice: SSAP） 
・ 英国緊急問題専門部会（Urgent Issue Task Force）が作成する意見書（Urgent 

Issue Task Force Abstracts: UITF） 
2009-10 年度からは、財務諸表を国際会計士連盟（ International Federation of 
Accountants）の国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: 
ISAB）による国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards: IFRS）
に基づいて作成することとなっている81。また、これに伴う会計基準委員会の方針により、

今後は国際会計基準が政府会計基準となる82。 
 国際財務報告基準の導入は、「英国の公共部門の財務報告に関する、資源会計の導入以来

大の改革」83であるとされている。導入の背景・目的としては、次のような点が示され

ている。 
 

図表 国際会計基準導入の背景 

・ 公共部門は経済の非常に大きな部分を占めており、その中には、上場企業であれば既に

国際財務報告基準が適用されているような組織も含まれている。 
・ 国際財務報告基準は、国際的に「ゴールド・スタンダード」と認識されている。 
・ 世界において、国際財務報告基準への移行が志向されてきた。 
・ 財務省は、 も高い基準を採用することを求めている。 

資料）Russel Frith（2009）Improving Your Board’s Performance – Implementing IFRS 

 
 財務省では、国際財務報告基準を採用する 2009-10 年度版財務報告マニュアル

                                                        
80 東信男（2009）「イギリス中央政府における国際会計基準（IAS/IFRS）の導入―公会計の目的に対応

させながら―」『会計検査研究第 39 号』 
81 NAO（2007）Financial Accounting Update 
82 東信男（2009）「イギリス中央政府における国際会計基準（IAS/IFRS）の導入―公会計の目的に対応

させながら―」『会計検査研究第 39 号』 
83 NAO（2008）International Financial Reporting Standards: Revised Readiness Toolkit 
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（Financial Reporting Manual: FReM）84を公表している。企業会計を意図した国際会

計基準を政府会計基準としてそのまま採用することはできないため、財務省では全面適用

（Applied in Full）、公共部門向けに修正適用（Adapted for public sector）、公共部門向

けに解釈（Interpreted for public sector）の 3 つの方法を採っている85。同マニュアル

には、内部統制報告書のひな形が示されている。内部統制報告書の具体的な内容について

は後述する。 
 
（d）入札・契約制度 
 ここでは英国の入札・契約制度の枠組みについて述べる。英国の入札・契約に係る主な

法令としては、公共契約規則（The Public Contracts Regulations 2006）がある。これ

は、EU 公共調達指令（EC Procurement Directives）を国内法制化したもので、従来の

公共工事契約規則、公共物品契約規則、公共役務契約規則を 1 本化した、EU 公共調達改

正指令（2004/18/EC）に基づく新しい規則である86。 
 公共契約規則に定められている公共物品及びサービスの調達方法には以下の 4つがある。 
 

図表 公共物品及びサービスの調達方法 

調達方法 概要 

公開競争手続 全ての事業者が入札に参加できる。 

制限競争手続 全ての事業者が応募できるが、経営・財務状況や技術的能力について、発注

者が提示する基準を満たしている業者の中から、入札参加事業者を選定する。 

交渉手続 

例外的な場合の入札方法。例えば、価格の事前評価が困難な場合、入札不調

の場合、技術的要素等により入札に参加できる事業者が特定される場合、既

存契約への追加の場合に採用できる方法。 低 3 事業者を対象とする必要が

ある。 

競争的交渉手続 

発注者が技術的、法律的、財務的要件を明確に規定することができない等の

理由により公開競争手続及び制限競争手続を採用することが困難な場合に採

用する。入札から落札者決定までの間に複数の応札者と交渉し、 も優れた

提案を採用できる。交渉には、 低３事業者を参加させる必要がある。 
資料）NTT データ（2008）「英国公共機関におけるレガシーシステムマイグレーション」『欧州マンスリ

ーニュース 2008 年 11 月号』 
（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/589_e0811/e0811.aspx） 

 
大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」

『会計検査研究第 32 号』によると、落札者の選定は、「プロジェクトのライフサイクル全

体で VFM が 大のもの」を選択することとなっており、これは EU 指令でいうところの

「経済的に も有利な札」と同義とされている。 低価格による落札は、もはや単純な工

事契約を除いては認められない、とされている。

                                                        
84 HM Treasury（2009）Financial Reporting Manual 2009-10 
85 HM Treasury（2008）Summary of IFRS Included in the IFRS Based FreM
（http://www.hm-treasury.gov.uk/d/2009_10_frem_summary.pdf） 
86 NTT データ（2008）「英国公共機関におけるレガシーシステムマイグレーション」『欧州マンスリーニ

ュース 2008 年 11 月号』（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/589_e0811/e0811.aspx） 
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（2）内部統制の基本的枠組み及び会計検査院の体制 
 

①英国政府における内部統制の根拠規定 
橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』に

よると、英国中央政府における内部統制に関する議論は、民間での議論に追随する形で展

開されてきている。英国では、1990 年代の初めに企業の財務報告やガバナンスに関する

事件が続発し、社会的にも注目を集めたことから、内部統制の有効性を高めることを目的

とした各種報告書が出された。1992 年のキャドベリー報告書とそれを受けた 1994 年の

ラットマン・ガイダンスにおける勧告は、中央政府にも適用されることとなり87、政府の

内部統制制度の端緒となっている。 
1999 年のターンバル・ガイダンスでは、内部統制をリスク管理と一体的にとらえてい

る88。同ガイダンスは、内部統制は、リスク管理を行う上で主要な役割を果たすものであ

ること、業務の有効性及び効率性を促進するものであることといった認識を示している。

ここでは、内部統制報告書の作成対象としての内部統制を、財務上の内部統制から業務上

あるいは政策上の意思決定に関する内部統制にまで拡大している89。これを受けて、政府

においても、同ガイダンスによる原則の適用が図られた。2000 年の財務省通達「コーポ

レート・ガバナンス：内部統制報告書」では、2001-02 年度の年次計算書から内部統制報

告書（後述）を含めることを求めている。NAO による 2000 年の報告書90では、政府機関

におけるリスク管理の進展について述べ、民間部門におけるリスク管理の方法を公共部門

に適用する場合の課題や解決策等を示している。内部統制報告書の鍵は、それぞれの機関

がリスクの発見と管理の仕組みを整えることであるという認識の下91、財務省では、各機

関に内部統制報告書に係るリスク評価システムの状況について 2000 年 10 月までに報告

することを求めるとともに、この支援のために「リスク管理－原則及び概念（Management 
of Risk – Principles and Concepts）」（以下、「オレンジ･ブック」と言う）を発行した。

また、2001 年に出された「シャーマン報告書」では、ターンバル・ガイダンスの原則を

政府機関に適用することを提案している。 
以下は、英国の内部統制に関する主な出来事を示している。 

 
図表 英国の内部統制に関する主要な出来事 

年 中央政府関連 企業関連 

1992 
  キャドベリー報告書（取締役の義務

等） 
1993  資源会計導入計画決定  
1994   ラットマン・ガイダンス（キャドベリ

                                                        
87 橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』 
88 古庄修（2006）「内部統制報告の制度化をめぐる現状と課題」『経済経営研究所年報第 28 集』 
89 橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』 
90 NAO（2000）Supporting innovation: Managing risk in government departments 
91 Cabinet Office and HM Treasury（2000）Managing Risk in Government Departments
（Memorandum submitted by the Cabinet Office and HM Treasury）
（http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmpubacc/180/1012402.
htm#note1） 
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ー報告書の規範の実務指針） 
1995  資源予算導入計画決定  グリーンベリー報告書（取締役報酬） 

1996  財務省・財務報告諮問委員会（FRAB）

設置 
 

1997 
 資源会計マニュアル 
 財務省通達「コーポレート・ガバナン

ス：内部統制システム報告書」 

 

1998 

 公監査原則 
 財政安定化規律 

 ハンペル報告書（コーポレート・ガバ

ナンス） 
 新しい上場規則 
 統合規範（キャドベリー、グリーンベ

リー、ハンベルの報告書を統合） 

1999  公的サービス合意（PSA、1999～

2002 年度） 
 ターンバル・ガイダンス（統合規範の

実務指針） 

2000 
 政府資源会計法 
 財務省通達「コーポレート・ガバナン

ス：内部統制報告書」 

 

2001 

 シャーマン報告書（ターンバル・ガイ

ダンスの適用を勧告） 
 財務省「リスク管理－原則及び概念

（オレンジ・ブック）」 

 

2002   

2003 

 財務省通達「内部統制報告書」 
 監査委員会ハンドブック（シャーマ

ン、ヒッグス、スミスの各報告書を反

映） 

 ヒッグス報告書（社外取締役） 
 スミス報告書（監査委員会） 
 改訂統合規範 

2004 

 パーカー報告書（非府省公共団体の経

営会議） 
 財務省「リスク管理－原則及び概念

（オレンジ・ブック）」改定版 

 

2005 

 統合政府財務諸表（2005～2006 年

度） 
 中央政府の省庁におけるコーポレー

ト・ガバナンス：行動規範 

 改訂ターンバル・ガイダンス 

2009  財務省「公的資金の管理」  
資料）橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』に三菱 UFJ

リサーチ＆コンサルティングが加筆。 
 
このように、政府の内部統制の仕組みは民間における動きを反映しながら発展してきた

経緯を持つ。内部統制は、 初は会計部門と内部監査を念頭に置いた狭義の内部統制であ

ったが、やがて組織全体の内部統制組織や内部統制手続きも含めて捉える広義のものにな

り、さらに、1992 年の COSO 報告以降は、トップや幹部の取組み姿勢等を含む再広義の

概念で捉えられるようになった92。COSO では、全社的なリスク管理を含めたものにまで

内部統制の概念を拡張している。後述するように、英国の内部統制はこの拡張された

                                                        
92 有川博（2008）「NHK ブログ視点・論点『会計検査院報告（1）』」
（http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/14020.html） 
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COSO の概念と同様の概念を採用している。 
このような現在の内部統制制度の根拠となっているのは主に政府資源会計法

（Government Resource and Accounts Act 2000）、財務省「オレンジ・ブック」及び

主に財務省から出されている各種通達・ガイドラインである。以下では、政府資源会計法、

オレンジ･ブック、財務省の複数の通達・ガイドラインを集約した形のガイドラインである

「公的資金の管理（Managing Public Money）」、コーポレート・ガバナンスに関するグ

ッド・プラクティスを示した「中央政府の省庁におけるコーポレート・ガバナンス：行動

規範（Corporate Governance in Central Government Departments: Code of good 
practice）」（以下、「行動規範」と言う）について概要を示しながら、英国の内部統制の枠

組みについて述べる。 
政府資源会計法では、各省庁に財務大臣の任命による会計官（Accounting Officer）を

設置し、この会計官が省庁の資源会計に対する責任を負い、NAO に対して報告を行うこと

を定めている。通常は事務次官が会計官に任命される93。また、NAO は提出された報告書

の検査を行うことを定めており、そのために省庁の計算書に関連するあらゆる資料を入手

することができるとしている。以下は政府資源会計法の関連条項である。 
 

図表 政府資源会計法の関連条項 

5 資源会計報告書：準備 
5 Resource accounts: preparation 

（中略） 
（5）省庁は資源会計報告書を翌会計年度の 11 月 30 日までに会計検査院長に送付す

る。 
(5) A department which prepares resource accounts shall send them to the 
Comptroller and Auditor General not later than 30th November of the financial year 
following that to which the accounts relate.  

（6）財務省は、項目（1）の規定に従って資源会計報告書の作成義務を負う省庁の幹

部を会計官に任命する。 
(6) The Treasury shall, in the case of each department which is obliged to prepare 
accounts in accordance with subsection (1), appoint an official of the department as 
its accounting officer.  

（7）会計官の任命を受けたものは以下の点に対して責任を負う。 
 （a）資源会計報告書の準備 
 （b）会計検査院長への送付 

(7) While a person holds appointment as a department’s accounting officer he shall 
be responsible for—  

(a) the preparation of the department’s resource accounts, and  
(b) their transmission to the Comptroller and Auditor General.  

（8）財務省は省庁の特定の資源会計に関する会計官を任命する。この会計官は当該部

分に関する資源会計報告書を作成する。 
(8) The Treasury may appoint an official of a department as accounting officer in 
respect of a particular part of the department’s resource accounts; and that person 
shall be responsible for the preparation of that part of the accounts. 

（中略） 
6 資源会計報告書：精査 
（1）会計検査院長は、省庁が 5（5）に基づいて作成した資源会計報告書を以下の観

点からレビューする。 
                                                        
93 橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』 
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 （a）資源会計報告書が真実及び公正な見方を示しているか。 
 （b）議会から配分された資金は議会の意図したとおりに使用されているか。 
 （c）議会から承認された資源は、承認の目的に沿って使用されているか。 
 （d）省庁の財務取引は関連する権限に沿って行われているか。 

6 Resource accounts: scrutiny 
(1) The Comptroller and Auditor General shall examine any resource 
accounts which he receives from a department under section 5(5) with a 
view to satisfying himself—  

(a) that the accounts present a true and fair view,  
(b) that money provided by Parliament has been expended for the 
purposes intended by Parliament,  
(c) that resources authorised by Parliament to be used have been used 
for the purposes in relation to which the use was authorised, and  
(d) that the department’s financial transactions are in accordance with 
any relevant authority.  

（2）提出された資源会計報告書によって多大なる資源が必要であることが示されてい

ると会計検査院長が判断する一方、財務省からの承認を得られていない場合には

以下を行う。 
 （a）財務省に報告する。 
 （b）財務省がそのような資源の使用を是認した場合、財務省が承認したものとみな

す。 
(2) If resource accounts appear to the Comptroller and Auditor General 
to suggest that a material use of resources required but did not receive 
the authority of the Treasury—  

(a) he shall inform the Treasury, and  
(b) if the Treasury sanction the use of resources, he shall treat it as 
always having had the Treasury’s authority.  

（3）会計検査院長が（1）項に基づいて評価を行った場合には、 
 （a）証明を行い、報告書を公表する。 
 （b）証明済み資源会計報告書及び報告書を翌会計年度の 1 月 15 日までに財務省に

送付する。 
 （c）（1）（a）から（d）を満たさないと判断した場合には下院に報告する。 

(3) Where the Comptroller and Auditor General has conducted an 
examination of accounts under subsection (1)—  

(a) he shall certify them and issue a report,  
(b) he shall send the certified accounts and the report to the 
Treasury not later than 15th January of the financial year 
following that to which the accounts relate, and  
(c) if he is not satisfied of the matters set out in subsection (1)(a) to 
(d), he shall report to the House of Commons.  

（4）財務省は（3）（b）に基づいて受領した報告書を翌会計年度の 1 月 31 日までに

議会に報告する。 
(4) The Treasury shall lay accounts and reports received under subsection (3)(b) 
before the House of Commons not later than 31st January of the financial year 
following that to which they relate.  

（中略） 
8 会計検査院長：情報へのアクセス 

8 Comptroller and Auditor General: access to information 
（1）会計検査院長が省庁の資源会計報告書を検査するために、 
 （a）当該資源会計報告書に関連するあらゆる文書にいつでもアクセスできる。 
 （b）関連する文書の管理者は、会計検査院長の求めに応じて適切な支援、情報また
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は説明を行う。 
(1) For the purposes of an examination by the Comptroller and Auditor General of a 
government department’s accounts—  

(a) he shall have a right of access at all reasonable times to any of the 
documents relating to the department’s accounts, and  
(b) a person who holds or has control of any of those documents shall give the 
Comptroller and Auditor General any assistance, information or explanation 
which he requires in relation to any of those documents.  

（2）（1）は以下が保有または管理する文書に限定される。 
 （a）政府の省庁 
 （b）財務記録の処理に関して政府機関が行った手配の範囲内 

(2) Subsection (1) applies only in relation to documents which are held or 
controlled—  

(a) by a government department, or  
(b) in pursuance of arrangements made by a government department for the 
compiling or handling of any of its financial records.  

資料）政府資源会計法 

（http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000020_en_1） 
 
「オレンジ・ブック」は、政府機関がリスク管理の仕組みを構築する上での原則を示す

ものである。2001 年に初版が発行され、その後、数年間での経験を踏まえて 2004 年に

改訂版が出された。オレンジ･ブックでは、リスクを「好ましい機会であろうと好ましくな

い脅威であろうと行動及び事象の結果として発生する不確実性」と定義している。また、

内部統制をリスクに対する組織の対応と位置づけ、次のうちいずれかを含むものとしてい

る。 
・ リスクの容認（tolerating the risk） 
・ リスクを受け入れ可能な水準に抑えるような適切な処置、または、不確実性がある

状況を、好ましい結果をもたらす機会と捉えた活動 
・ リスクの移転 
・ リスクを生じさせる行動の中止 
オレンジ･ブックでは、内部統制をこのように位置づけた上で、リスク管理のモデルを示

している。モデルは、リスク選好が定義された環境で機能するものであるとし、リスクの

識別（identifying risk）、リスクの評価（assessing risks）、リスクへの対応（addressing 
risks）、リスクのレビューと報告（reviewing and reporting risks）といった主要な手順

を示して、それぞれについて解説している。 
なお、オレンジ・ブックに示される概念は、COSO の「全社的リスクマネジメント

（Enterprise Risk Management：ERM）」とほぼ同じ概念に依っていると考えられる。

「全社的リスクマネジメント」では、内部統制の概念を全社的リスク管理にまで拡大して、

既存の内部統制モデルに組み込むことを意図したものである。東信男（2009）「国の行政

機関への内部統制制度の導入～欧米諸国の現状と我が国への示唆～」（平成 21 年度評価・

監査中央セミナー）では、全社的リスクマネジメントとオレンジ･ブックについて次のよう

な比較を示している。 
 
 

 



 - 67 - 

図表 全社的リスクマネジメントとオレンジ・ブックの比較 

 全社的リスクマネジメント オレンジ・ブック 

リ

ス

ク

管

理

の

定

義 

 ERM は、事業体の取締役会、経営者及び

その他のものによって遂行され、事業体の戦

略策定に適用され、事業目的の達成に関する

合理的な保証を与えるために事業体影響を

及ぼす発生可能な事象を識別し、事業体のリ

スク選好に応じてリスクの管理が実施でき

るように設計された、ひとつのプロセスであ

る 

 リスクとは、好ましい機会であれ、好まし

くない脅威であれ、行動及び事象の結果に関

する不確実性のことである。リスクは発生す

る可能性と実際に発生したときに生じる影

響度を比較考量して評価されなくてはなら

ない。 

リ

ス

ク

管

理

の

構

成

要

素 

 ERM は相互に関係する 8 つの要素で構成

される。その構成要素は、①内部環境、②目

的の設定、③事象の識別、④リスクの評価、

⑤リスクへの対応、⑥統制活動、⑦情報と伝

達、⑧監視である。 

 リスク管理は、①リスクの識別、②リスク

の評価、③リスクへの対応、④リスクのレビ

ューと報告を含む。 

資料）東信男（2009）「国の行政機関への内部統制制度の導入～欧米諸国の現状と我が国への示唆～」（平

成 21 年度評価・監査中央セミナー） 

 
このように、両者は共通する概念及び要素を示している。ただし、オレンジ･ブックが示す

リスク管理のモデルは、それが適用される公共部門の特性を反映したものとなっており、

主に民間企業を意図した COSO のモデルとは具体的なガイダンスにおいて相違点が見ら

れる。 
「公的資金の管理」には、それ以前に出された会計官向け通達（Dear Accounting 

Officer letter）で示された公的資金の管理に関する要求事項が集約されており、内部統制

に関するガイダンスも含まれている。これによると、会計官が負う個人的な責任（personal 
responsibility）として、所属する組織のガバナンスや意思決定、財務管理の基準に準拠

に関する保証を行うことが規定されている。具体的には、資源会計（resource accounts）、
年次報告書（annual report）及び内部統制報告書（statement on internal control: SIC）

への署名、資源要求事項及び関連する概算資料（associated Estimates Memorandum）

の承認を行う。これらに加え、議会から期待される役割として以下のものが挙げられてい

る。 
 秩序（regularity）及び正当性（propriety）。これには、通常委譲されている以外の

支出または副項目の予算（Estimates）外の支出であり、かつ資源会計に係る適切な

公開を経て実施されるものに関する財務省からの承認を得ることも含む。 
 プログラム、プロジェクトの選択及び評価：財務省による政策評価のガイドラインで

あるグリーンブック（THE GREEN BOOK-Appraisal and Evaluation in Central 
Government）を活用して代替案の評価を行う。また、商務庁（Office of Government 
Commerce: CGC）ゲートウェイのようなプロジェクト及びプログラムの質の高いマ

ネジメント技術を活用してプロジェクトの追跡及び必要であれば調整を行う。 
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 金額に見合った価値（Value for money）：組織の調達、プロジェクト、手順を体系的

に評価することによって、適切性、有効性、慎重であること、高い質、高い価値、誤

謬や無駄の防止を保証し、会計官が属する組織のみならず公共部門全体に対する自信

を与える。 
 組織の事業及びリスクの選好に対する適切なバランスを実現するために、機会及びリ

スクの管理を行う。 
 組織内部におけるフィードバックや公共部門全体を通じて、経験から学ぶ。 
 組織の財政状況や取引に関する正確な会計：政府が公表する財務情報の透明性と 新

の情報であることを保証すること、組織の資源利用の効率性が把握・記録されている

ことを示すことが目的である。 
 「公的資金の管理」の添付資料944.15 では、内部統制報告書について記載されている。

これによると、各省庁の会計官は健全な内部統制の仕組みを維持する責任を負っており、

その主要な要素の 1つであるリスク管理については組織の財務管理に組み込まれているべ

きである。内部統制報告書は、リスク管理について体系立てて報告し、内部でも利用する

ための標準的な手法である。 
同添付資料では、内部統制報告書には当該組織における重大な統制上の問題の全てが記

載されるべきであるとし、記載内容を検討する際の参考として以下のような質問項目を挙

げている。ただし、会計官の判断が重要であるとしている。 
 

図表 内部統制報告書に記載する課題の検討にあたっての質問 

・ PSA の目標達成に重大な悪影響を及ぼすあるいは達成を妨げる課題か？ 
・ 資源会計報告書に重大な影響をもたらす課題か？ 
・ 他の重要な業務から資源を流用することを必要とする課題か？ 
・ 監査委員会はその課題を重大だと考えているか？ 
・ 内部または外部監査がその課題を重大だと考えているか？ 
・ その課題自体や影響は国民の重大な関心事となりそうか、または、当該組織の評価に重

大な損害を与えるか？ 
資料）HM Treasury （2009）Managing Pubic Money  

（http://www.hm-treasury.gov.uk/d/mpm_annex4.15.pdf） 
 
 上記の会計官が内部統制報告書を作成する際には、監査委員会（Audit Committee）や

内部監査部門からのコメントを踏まえることとなっている。後述する「行動規範」では、

経営会議が独立した、非執行メンバーが委員長を務め、 低 3 人のメンバーからなる監査

委員会を設置することを推奨している。実際には、監査委員会は多くの省庁で設置されて

いると見られる。 
内部統制報告書の書式は財務省の「財務報告マニュアル（Financial Reporting 

Manual：FReM）」に示されている。それによると、内部統制報告書は以下のような形式

                                                        
94 「公的資金の管理」が掲載されている財務省のウエブサイト

（http://www.hm-treasury.gov.uk/psr_mpm_index.htm）によると、添付資料はウエブサイトでのみ公表され

ており、少なくとも年に 1 回は更新される。 
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をとることとなっている。斜体以外の部分はどの内部統制報告書にも示される内容で、斜

体の部分は省庁により異なる。また、［］は記載が必要な内容である。 
 

図表 内部統制報告書の形式 
責任の範囲（Scope of Responsibility） 
 私は会計官として、公的資金の管理の規定により個人的に責任を有する公的資金や省の

資産を守りながら、［省庁名］の政策、目的及び目標の達成を支援するために健全な内部統

制の仕組みを維持する責任を有している。 
（会計官はその役割に関して説明責任を果たすための設定について述べる。特に、リスク
管理に関する大臣との協力手順、省庁の内部との関連について記述する。） 
As Accounting Officer, I have responsibility for maintaining a sound system of internal control that 
supports the achievement of [Department Yellow's] policies, aims and objectives, whilst 
safeguarding the public funds and departmental assets for which I am personally responsible, in 
accordance with the responsibilities assigned to me in Managing Public Money. 
(Accounting Officers should add to this paragraph to provide an explanation of the accountability 
arrangements surrounding their role. In particular, they should comment on: 

processes in place by which they work with/involve ministers on managing risk; 
inter-relationship of department/executive agency/NDPB ). 

 
内部統制制度の目的（The purpose of the system of internal control） 
 内部統制制度の目的は、リスクを一定水準に管理することであり、政策、目的・目標に

関する失敗のリスクを完全になくすものではない。そのため、有効性に関しては絶対的で

はないが十分な保証を与えるものである。内部統制制度は、省の政策、目的・目標の達成

に関するリスクを特定して優先順位付けを行い、リスクが現実のものとなる可能性及びそ

の影響を評価し、それらを効率的、効果的、経済的に管理する継続的な取り組みである。

≪省庁名≫では 200X 年 3 月 31 日までの 1 年間における内部統制制度は整備されており、

年次報告書及び資源会計報告書、財務省のガイドラインに沿って 新の状態となっている。 
The system of internal control is designed to manage risk to a reasonable level rather than to 
eliminate all risk of failure to achieve policies, aims and objectives; it can therefore only provide 
reasonable and not absolute assurance of effectiveness. The system of internal control is based on 
an ongoing process designed to identify and prioritise the risks to the achievement of departmental 
policies, aims and objectives, to evaluate the likelihood of those risks being realised and the 
impact should they be realised, and to manage them efficiently, effectively and economically. The 
system of internal control has been in place in [Department Yellow] for the year ended 31 March 
[200X] and up to the date of approval of the annual report and accounts, and accords with 
Treasury guidance. 
 
リスク管理能力（Capacity to handle risk） 
［以下に関する主要な方法について記述する： 
 リスク管理手順におけるリーダーシップ 
 職員が、権限の行使や業務を行う上で適切なリスク管理ができるような訓練及び手段 
職員に対して与えられているガイドラインからのコメント及び会計官がどのようにして

グッド・プラクティスから学んでいるのかに関するコメントを含めること］ 
[Describe the key ways in which: 
leadership is given to the risk management process; 
staff are trained or equipped to manage risk in a way appropriate to their authority and duties. 
Include comment on guidance provided to them and ways in which you seek to learn from good 
practice.] 
 
リスク及び統制枠組み（The risk and control framework） 
［リスク（または変革リスク）を特定、評価、統制する方法を含むリスク管理戦略の主要

要素について記述する。また、どのようにリスク選好が決まるかについて含める。この手
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続きのなかで、情報に関するリスクはどのように管理・統制されるかについても明示する。］ 
[Describe the key elements of the risk management strategy, including the way in which risk (or 
change in risk) is identified, evaluated, and controlled. Include mention of how risk appetites are 
determined. Explicitly include how risks to information are being managed and controlled as part 
of this process.] 
［リスク管理が組織の活動にどのように組み込まれているのか記述する。］ 
[Describe key ways in which risk management is embedded in the activity of the organisation.] 
［公共のステークホルダーに影響を与えるリスクについて、彼らをどのように巻き込んで

いるかの方法を記載する。］ 
[Describe the key elements of the way in which public stakeholders are involved in managing risks 
which impact on them (This section should only be inserted by those bodies to which it is 
relevant).] 
 
有効性に関するレビュー（Review of effectiveness） 
 私は会計官として内部統制制度の有効性についてレビューを行う責任を負っている。レ

ビューは、内部監査人及び省の内部統制枠組みの構築・維持に責任を持つ管理者からの情

報、マネジメント・レター及び他の報告書による外部監査人からのコメントに基づいてい

る。レビューの結果からの示唆及び内部統制制度の継続的改善のために脆弱性を解決する

計画については、経営会議及び監査委員会（またはリスク委員会）からの助言を受けてい

る。 
［内部統制制度の有効性の維持及びレビューに関する手順について記述する。また、以下

の役割についても含める。 
経営会議 
監査委員会 
リスク委員会/リスク管理者/リスク改善管理者（関連がある場合） 
内部監査 
他の明確なレビュー/保証の仕組み 
内部統制制度に関する重大な課題に対してとられた措置の概要または対処方法に 
関する提案（該当する場合）］ 

As Accounting Officer, I have responsibility for reviewing the effectiveness of the system of internal 
control. My review of the effectiveness of the system of internal control is informed by the work of 
the internal auditors and the executive managers within the department who have responsibility 
for the development and maintenance of the internal control framework, and comments made by 
the external auditors in their management letter and other reports. I have been advised on the 
implications of the result of my review of the effectiveness of the system of internal control by the 
board, the Audit Committee [and risk committee, if appropriate] and a plan to address weaknesses 
and ensure continuous improvement of the system is in place. 
[Describe the process that has been applied in maintaining and reviewing the effectiveness of the 
system of internal control, including some comment on the role of: 

the Board 
the Audit Committee 
if relevant, the risk committee/risk managers/risk improvement manager 
internal audit 
other explicit review/assurance mechanisms. 
Include an outline of the actions taken, or proposed to deal with any significant 
internal control issues, if applicable.] 

資料） HM Treasury （2009）Financial Reporting Manual 2009-10 
 
 財務省が 2005 年に公表した「行動規範」はコーポレート・ガバナンスに関するグッド・

プラクティスを示したものである。「行動規範」の内容はそれよりも後に出された「公的資

金の管理」にも反映されていると考えられるが、特筆すべき点は、省庁の業務が複雑化・

専門化する中で、会計官の現状の役割を変更することなく今後も議会に対する説明責任を
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果たしていくのが適切かどうかの議論があることを示している点である。「行動規範」では

各省庁の戦略的枠組みの中で大臣に対して助言を行うとともに業績に対するオーナーシッ

プを持つ「経営会議（Board）」を設置すべきとしているが、同添付資料の中でこの経営会

議に説明責任を担わせることを意図した二つの代替案を示している。一つ目は、経営会議

が大臣の指揮の下省庁の日々の管理業務に対して責任を持つことである。また、事務次官

は、経営会議の代表として、下院決算委員会に対して報告を行う。ただし、この代替案は

政府資源会計法に定める会計官の任命及び役割に関する条項の変更を必要とするだろうと

述べている。二つ目は、経営会議の構成メンバーのうち幹部の割合を減らし、それ以外を

増やすというものである。また、直接的なステークホルダーである非幹部の数の制限も考

えられるとしている。このような議論を踏まえた制度上の大きな変更はまだ見られていな

いが、今後も継続して検討されるであろう。 
 このように、英国の内部統制の特徴としては、民間における議論を反映しながら政府全

体の財政・会計制度に係る改革の中で形成されてきたこと、省庁の財務管理や内部統制、

業績も含めた議会に対する説明責任の重責が会計官に課されていることが挙げられる。 
 なお、英国の枠組みは、民間企業及び INTOSAI あるいは他の複数国における内部統制

の枠組みの基準となっているトレッドウェイ委員会組織委員会（the Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission：COSO）の枠組みに基づい

て構築されているわけではないが、OECD のワークショップにおける財務省及び NAO の

プレゼンテーションで COSO の枠組み（基本要素）との対応が示されていたので参考とし

て以下に示す。 
 

図表 英国内部統制枠組みと COSO の基本要素との対応 
COSO における内部統

制の基本要素 
英国における枠組み（具体的な活動） 

統制環境 議会への説明責任、経営会議及び監査委員会 

リスクの評価 リスク管理制度の普及、内部及び外部監査、内部統制報告書によ

る年次報告 
統制活動 組織への委譲、内部統制報告書への記載 
情報と伝達 年次報告書、経営会議及び監査委員会への定期的な報告 

モニタリング 内部監査報告書、経営会議及び監査委員会による定期的なモニタ

リング、内部統制報告書におけるモニタリング結果概要の記載 
資料）OECD （2008）Workshop on “Audit/Evaluation of PIFC Systems” Ankara 8-9 July 2008 

 
②内部統制に係る行政機関と会計検査院 
 英国政府の内部統制に関して、特に主要な役割を果たしている NAO と財務省の基本的

事項と役割について述べる。 

 

（a）会計検査院（National Audit Office：NAO） 
ｱ）NAO の設立・地位95 
 英国政府における検査機能の歴史は古く、14 世紀にまで遡るが、現在の形になったのは

                                                        
95 NAO State Audit in the European Union 
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中央政府の改革が行われた 19 世紀の半ばである。1866 年国庫及び会計検査庁法

（Exchequer and Audit Departments Act 1866）では、会計検査院長（Comptroller and 
Audit General）の役職を設け、NAO の前身である国庫及び会計検査庁（Exchequer and 
Audit Department）がその職務を助けることとしている。同法では、政府機関が行う全

ての取引を評価することを会計検査院長に求めていたが、政府活動の拡大に従ってこれは

現実的なアプローチではなくなった。そのため、1921 年国庫及び会計検査庁法

（Exchequer and Audit Departments Act 1921）では、会計検査院長は受検庁の統制

システムに部分的に依存し、取引のうち一部を標本的に評価することを認めている。 
 現在の NAO の設置根拠となっているのは、1983 年国家会計検査法（National Audit 
Act 1983）である。同法は、会計検査院長を正式に下院の吏員（Officer）とするととも

に、NAO は会計検査院長の義務の遂行を助けるとしている。ただし、中央政府の財務の検

査を管理する法的権限は全て会計検査院長個人に与えられており、NAO はあくまで会計検

査院長のために検査業務を担う位置づけとなっている。 
 
ｲ）NAO の組織 

2009 年 6 月に会計検査院長が交代し、7 月に大きな機構改編が行われている。これ以

前は、会計検査院長の下に 6 人の院長補（Assistant Auditor General: AAG）が存在し、

それぞれの院長補が、院外業務（検査）と院内業務を割り振られた担当局（Unit）を指揮

する体制であったが96、2009 年の機構改編により、1 人の 高執行責任者（COO）と 4
人の院長補が配置されるようになった97。また、同 7 月には、NAO の戦略目標や計画に関

して会計検査院長に助言を与える NAO 理事会（National Audit Office Board）が設置さ

れた。同理事会は、現在、非常勤会長、非常勤理事、会計検査院長、 高執行責任者及び

2 名の院長補により構成されている98。NAO の 2010-11 年～2012-13 年の戦略（NAO 
Strategy 2010-11 to 2012-13）は、理事会と会計検査院長が共同提出した 初の戦略で

ある。 
 なお、NAO の組織で内部統制を担当する専門部署は見当たらなかった。 
 
ｳ）NAO の戦略 

「NAO 戦略 2010-11 年～2012-13 年」によると、当該期間の戦略として以下のような

項目を示している。 
 
 
 
 

                                                        
96 2009 年の機構改変前の組織体制については、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「欧米

手法国における IT 化の進展に対応した検査の手法と事例に関する調査研究」（平成 20 年度会計検査院

委託業務報告書）pp.77-78 参照。 
97 NAO ウエブサイト

（http://www.nao.org.uk/contact_us/management_board/management_board_biographies.
aspx） 

98 NAO ウエブサイト（http://www.nao.org.uk/system_pages/management_board.aspx） 
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図表 NAO 戦略の概要 

項目 概要 
NAO の知識の発展

と応用 
課題に対する全体論的視野を持つ 
個別プログラムやプロジェクトの評価から得られる知識と省庁レベル

での組織及び統制上の課題とを結びつけることによって、政府横断的な

業績課題やリスクに対するより深い見方ができるようになる。我々の知

識基盤は、議会やその他に対するサービスの向上や業務の優先順位付け

に活用される。 
 
業務プログラムの全域で、政府に共通する問題の解決を図る 

我々は継続的に改善が必要な政府横断的な問題として、政府の情報、

財務管理及び報告、サービスデリバリーの 3 つの領域を特定した。これ

らは、我々の業務プログラムに共通のテーマとなるだろう。また、これ

らの共通問題に取り組むために、標準的なアプローチを採用する。今後

は、利用する資源の 適水準を考慮しながら、VFM 検査により一貫性を

持たせ、長期間に渡っての異なる業務プログラム間での評価を改善する。 
 
公共部門をリードする 

組織的なテーマをはじめとして、主要な課題に対してより戦略的で直

接的な貢献をし、これにより我々の業務に一貫性を持たせることによっ

て公共部門をリードする。我々の業務において客観性と独立性は極めて

重大なものであり、公表するものは広範な証拠に基づく分析に依拠する。 
変革をもたらすた

めに影響力を増大

する 

議会や他のステークホルダーに対するサービスを向上する 
クライアントやステークホルダーに対して、一貫した、構造的なアプ

ローチを導入する。議会や PAC に対するサービスを強化することによっ

て、共同して達成しようとしているアウトカムが向上するであろう。ま

た、目的に沿って、他の組織との連携も強化する。 
 

最大のインパクトをもたらすよう、正しいアプローチをとる 
インパクトをもたらすためには、報告書の公表や意見をつける以上の

ことをする必要がある。課題に対する全体的な見方をとることや、クラ

イアント管理を向上させることによって、公共サービスデリバリーの問

題を解決するための業務の適切な構成を選択することができるだろう。 
NAO から高い業績

を実現する 
高い業績をもたらす文化を醸成する 

戦略の実現には、NAOの組織における大きな文化的変化が必要である。

我々は、職員やリーダーたちとの新しい取り決めに基づいて、チームワ

ークを基盤とし、専門的、効率的で高い業績を生む文化を醸成する。 
 

最先端の能力を育成する 
会計基盤の専門組織としての能力に関わる課題や領域の新しく、深い

スキル及び専門的知識の開発に焦点を置く。我々の業務領域において国

際的に先端を維持するために、財務及び助言のスキルの独特な集積を優

先する。 
資料）NAO（2009） NAO Strategy 2010-11 to 2012-13 

 
 内部統制に関しては、第 2 章に示されている「主要な活動」の一つとして、「会計官の

内部統制報告書に対する保証」を挙げている他、第 3 章の戦略実現のための優先事項の一

つ、「業績改善のために共通する問題に焦点を当てる」としている項目で、「内部統制報告
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書が統制に関する十分に信頼できる証拠に基づいていることを保証するために、同報告書

に関する業務を強化する」と述べている。 
 
ｴ）NAO の内部統制における役割 
 OECD のワークショップにおける財務省及び NAO からの報告99では、内部統制に関す

る英国の方法論が示されている。この中で、外部監査組織としての NAO の役割として、

次の 3 点が示されている。 
・ 各政府機関の内部統制報告書をレビューする。 
・ 資源会計報告書が適切に作成され、重要な記載の誤りがなく、取引は議会の承認に

基づく適切なものであったことを議会に対して保証する。 
・ 公的資金の利用に関して、経済性、効率性、有効性を評価する VFM 報告書を作成

する。 
上記の 1 点目及び 2 点目は財務検査に関する活動であり、3 点目は VFM 検査に関するも

のである。財務検査における内部統制報告書のレビューについては、『公的資金の管理』で、

「内部統制報告書は財務諸表検査の一環として、外部監査人によるレビューを受ける」と

定められている。NAO は、各省の会計官によって作成・署名される内部統制報告書が、財

務省の定めるガイドラインに準拠しているかどうかを検査し、従っていない場合にはその

旨を検査報告書に記載することとなっている。ただし、内部統制報告書のレビューは、当

該省庁の内部統制自体の有効性を評価するものではない。 
他方、VFM 検査に関しては、具体的に内部統制に関する活動を規定するものは特定さ

れなかった。しかし、第 II 章で示す「英国事例 01 ティーズサイド開発公社の業務及び

清算」のように、VFM 検査報告書で内部統制について扱った事例が存在することから、

内部統制は VFM 検査の着眼点の一つであることは想定される。 
これらに加え、NAO では、財務報告に係る各種ガイドラインやマニュアルや政府の財務

会計に係る新しい動きについて解説する資料を公表している。これらは、「クライアント」

である受検庁が、関連する法令・規則にのっとって財務報告を行うことを支援する目的で

作成されており、NAO の内部統制に関する役割の一つと考えられる。 
 
（b）財務省（HM Treasury） 
ｱ）財務省の設立・地位100 
 財務省の歴史は、ノルマン人の征服（Norman Conquest）にまで遡る。その後、長い

歴史の中で幾多の組織・機能的変遷を経て、1833 年に財務大臣（Chancellor of the 
Exchequer）の下、省庁としての位置づけになった。20 世紀には、2 度の世界大戦や大

恐慌の経験を受けて、経済政策や国際金融に関する業務が強化されている。1997 年に金

融政策の役割をイングランド銀行（Bank of England）に移管したのが 20 世紀 後の大

きな改革であった。現在の財務省は、歳入･歳出の管理、租税を始めとする経済・財政政策

全般に関して、非常に幅広い役割・権限を持つ省となっている。 
 
                                                        
99 OECD（2008）Workshop on “Audit/Evaluation of PIFC Systems” Ankara 8-9 July 2008 
100 HM Treasury ウエブサイト（http://www.hm-treasury.gov.uk/about_index.htm） 
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ｲ）財務省の組織 
 財務省は、事務次官の下に5つの局を有する構成となっている。職員数は約1,200名で、

比較的小規模な組織である。以下に、財務省の大まかな組織図を示す。 

 
資料）HM Treasury 組織図（http://www.hm-treasury.gov.uk/d/hmt_orgchart.pdf） 

 
 各局の目標・役割は次のようになっている。 
 

図表 財務省各局の目標・役割 

局 目標・役割 

大臣官房 ・ 省内サービスの提供 
主計・成長局 ・ 公共支出に対する効果的な統制と配分 

・ 公共・民間部門における生産性の向上 
・ 公共サービスの向上・効率化及び経済成長の強化 

主税局 ・ 効率的な租税及び優遇制度の促進を通じた租税収入の維持及び歳

入リスクの管理 
国際・金融局 ・ 国内外における金融の安定性維持を通じた英国の経済的繁栄の促

進 
経済・財政局 ・ 先端の金融・財制政策枠組みの維持 

・ 経済・財政に係る専門的な助言の提供 
・ 経済・財政見通しの作成 
・ 効率的・効果的な政府債務・現金・積立金の管理 

資料）HM Treasury ウエブサイト（http://www.hm-treasury.gov.uk/d/hmt_orgchart.pdf）に基づ

き三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
ｳ）財務省の戦略 
 財務省では、省庁戦略目標（Departmental Strategic Objective: DSO）として次の 2
点を掲げている。 

DSO1: 健全な財政の維持 
DSO2: 高い経済成長の維持、全ての国民の福利・繁栄 

それぞれの項目に関するアウトカムを以下に示す。 
 
 
 
 

事務次官 
（Permanent Secretary）

大臣官房 
（Corporate 

Services 
Directorate） 

主計・成長局 
（Public 

Services and 
Growth） 

主税局 
（Budget, Tax 
and Welfare）

国際・金融局

（International 
and Finance）

経済・財政局 
（Macroeconomic 
and Fiscal Policy）
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図表 2008 年～2011 年の目標及びアウトカム 
目標 アウトカム 

健全な財政の維持 a.  財政規則の遵守 
b.  税収維持及びリスク管理の保証 
c.  公的支出の管理 
d.  政府における財政・調達機能の専門化及び近代化 
e.  政府の現金・債務・積立金の効率的・効果的な管理 

高い経済成長の維

持、全ての国民の福

利・繁栄 

a.  インフレーション抑制の支援 
b.  租税制度の効率性・公正性の促進 
c.  労働インセンティブ及び手段の改善、子供や年金受給者の支援、

国民の将来に対する計画・貯蓄の支援 
d.  公共サービスの質及び VFM の改善 
e.  公正で効率的な金融市場の支援 
f.  英国全ての地域における経済の継続的改善（成長率が 高の地域

と 低の地域の差異を埋めることを含む）によって生産性を向上 
g.  経済的に効率的で持続可能な方法による環境の保護 
h.  EU の生産性及び効率性向上の追求と、国際金融の安定及び世界

の繁栄 
資料）HM Treasury（2009）HM Treasury Group Departmental Strategic Objectives – 2008-11 

 
 省庁戦略目標には、内部統制について明確に示されてはいないが、DSO1 のアウトカム

e の指標として、「全ての業務活動を重要な誤りなしに遂行する」、「財政リスクを統制する

ための適切な制限やモニタリングの仕組みが導入されている」という 2 点を掲げているこ

とから、内部統制に関する活動もここに含まれていると想定される。 
 
ｴ）財務省の内部統制における役割 
 財務省の内部統制上の役割としては、まず会計官の任命が挙げられるだろう。財務省は、

政府資源会計法に基づき各省庁及び特定の資源会計に対する会計官を任命することとなっ

ている（第 5 条）。会計官は、それぞれの内部統制体制構築に関する責任を担い、内部統

制報告書を作成・署名する役割を持っていることから、財務省の位置づけの重要性がうか

がえる。 
 加えて、財務省では、内部統制に関連する通達やガイドラインの作成・公表の役割を担

っている。これにより、省庁の会計官をはじめとする関係機関が内部統制を構築・維持す

るのを支援している。 
 また、2009-10 年度に初めて公表されることとなっている政府全体の決算（Whole of 
Government Account: WGA）に含まれる政府全体の内部統制報告書を作成するのは財務

省の会計官である。 
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（3）戦略・ガイドライン等 
 英国では、財務省ウエブサイトの「ガバナンス及びリスク管理」101のカテゴリー内で、

ガバナンス、内部監査、不正、及びリスクに関して以下のような多数のガイドラインを公

表している。以下では、これらのうち、内部統制の構築やその検査の観点から特に主要と

考えられるガイドラインについてそれぞれ概説する。 
 

図表 内部統制に係るガイドライン一覧 

分類 名称 

内部統制構築基準 ・ コーポレート・ガバナンス：行動規範 
Corporate governance in Central Government departments: 
code of good practice 

・ 公的資金の管理 
Managing public money 

実施マニュアル ・ 公的支出の精査に関するガイドライン 
Guide to scrutiny of public expenditure 

・ 監査委員会ハンドブック 
Audit Committee Handbook 

・ 政府内部監査基準 
Government Internal Audit Standards 

・ グッドプラクティスガイド：外部不正への対応 
Good Practice Guide: Tackling External Fraud 

研修資料 多数 
 

コーポレート・ガバナンス：行動規範 
Corporate governance in Central Government departments: code of good practice ＜2005 年 7 月＞
18 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/corpgovernancecode280705.pdf 

 従前から、コーポレート・ガバナンスに関する各種ガイドラインが公表されていたが、

その中には省庁内での手続きや責任について説明しているものはなかった。本ガイドライ

ンは、経営会議（management board）の役割と経営会議による長の支援に焦点をおきな

がら、省庁のコーポレート・ガバナンスに関するグッドプラクティスを示すものである。 
 具体的には、議会への説明責任や経営会議の役割、能力、独立的非常任メンバー、内部

統制、内部統制、独立機関に関する原則を示している。また、政府におけるガバナンスの

発展に関する議論も示している（pp.70-71 参照）。 
 内部統制に関しては、次のような原則を示している。 
 
 経営会議は、リスク管理、ガバナンス及び内部統制に関する保証を与えることができる

ような効果的な措置をとらなければならない。この観点から、経営会議は次のような独立

機関から助言を受ける。 
・ 独立した非常任メンバーが代表を務める監査委員会 
・ 政府内部監査基準に基づいて業務を行う内部監査部門 
 
 

                                                        
101 HM Treasuryウエブサイト（http://www.hm-treasury.gov.uk/psr_governancerisk_index.htm） 
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 また、経営会議自体も省庁の内部統制及びリスク管理に対して保証を与えるべきであり、

適切かつ効果的な統制枠組みを構築し、リスク管理に関する明確な説明責任、関連する能

力があり助言ができる管理者を養成しなければならないとしている。 
 

公的資金の管理 
Managing public money ＜2007 年 10 月＞200 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/psr_managingpublicmoney_publication.htm 

 本ガイドラインは公共機関が資源を利用する場合の原則について定めている。元々は、

中央政府の省庁に対する要求事項であったものを集めたもので、それまでに出された会計

官向け通達（Dear Accounting Officer letter）の多くはここに集約されている。 
 ガイドラインでは、公的資金の管理に関わる各機関の役割、公的資金の承認や会計の手

順、内部管理や助成金、公共料金等について述べられている。公的資金の管理に関わる機

関の中でも、会計官については特に一つの章を立てて説明がなされている（pp.67-68 参

照）。 
 内部統制に関しては、特に会計官や内部管理に関する役割の一つとして触れられている

他、内部統制報告書の内容や、会計官が作成する際に考慮すべき事項について解説がなさ

れている。 
 

公的支出の精査に関するガイドライン 
Guide to scrutiny of public expenditure ＜2004 年 10 月＞46 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/FE67C08B-BCDC-D4B3-12E3BD9EFCF5AC98.pdf 

本ガイドラインは、省庁、エージェンシー及び非府省パブリック・ボディの会計官、財

務責任者、その他の幹部及び NAO による VFM 検査への対応や説明を担当する者向けに策

定されたものである。これ以前に複数年にわたって公表されてきた関連ガイドラインを集

約して、利用者の利便性の向上を図っている。 
内容は、NAO 及び下院決算委員会による公的支出の精査に係る基本的情報を提供するも

のとなっている。具体的には、NAO 及び下院決算委員会の位置づけや役割、NAO による

財務検査及び VFM 検査の方法について説明し、省庁として誰がどのような役割を担うか、

注意点は何かについて示している。例えば、グッドプラクティスとして、検査の後半にな

って誤解が明らかになるような事態を避けるために、検査対象の政策担当者を 初の段階

から関与させるべきといったことが示されている。 
 

合規性、妥当性及び VFM 
Regularity, propriety and value for money ＜2004 年 11 月＞52 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Reg_Prop_and_VfM-November04.pdf 

 主に会計官向けに書かれたガイドラインであるが、合規性及び妥当性の維持に関して同

様の役割を果たす非府省パブリック・ボディの理事会メンバーにとっても関心がある内容

であると述べている。 
 ガイドラインの目的は、公的資金の管理（stewardship）を行う上で「やってはいけな

い」行為について説明することである。ガイドラインでは、会計官の役割や合規性
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（regularity）・妥当性（propriety）・VFM といった主要概念の定義、公務員として守る

べき原則の説明とともに、公会計委員会の報告書に取り上げられた 20 件の不適切な事例

を「他者の失敗から学ぶ（第 8 章）」として示し、何が問題であったかについて解説して

いる。また、過去の不適切な事例を踏まえて、省庁として実施すべき事項のチェックリス

トも提示している。 
 

監査委員会ハンドブック 
Audit Committee Handbook ＜2007 年 3 月＞35 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/auditcommitteehandbook140307.pdf 

 近年、省庁における監査委員会（Audit Committee）の役割が発展していることに加え、

政府のあらゆる管理階層に対して効果的なリスク管理を導入するというイニシアティブが

進められていることから、組織のリスク、統制、ガバナンスに関する明確な保証の必要性

が生じている。本ガイドラインの目的は、下記の点に関するグッドプラクティスガイドを

更新し、提供することである。 
・ 「コーポレート・ガバナンス：行動規範」の原則や規定を監査委員会が達成するこ

とを支援する。 
・ 監査委員会に対して蓄積されたグッドプラクティスを提供する。 
・ 政府機関のガバナンスにおけるリスク管理や関連する保証の必要性を反映する。 

 本ガイドラインでは、監査委員会に関する 5 つの原則について述べている。以下はその

概要である。 
 

図表 監査委員会に関する 5 つの原則 

原則 概要 

原則 1 
監査委員会の役割 

監査委員会は、理事会や会計官の保証の必要性に鑑みて、保証の包

括性、信頼性、完全性に関するレビューを行うことによって理事会

及び会計官を支援する。 
原則 2 
委員、独立性、客観性

及び理解 

監査委員会は独立的、客観的でなければならない。また、監査委員

会の委員には、当該組織の目的や優先事項、及び監査委員会の役割

に関する十分な理解が必要である。 
原則 3 
能力（skills） 

監査委員会は、その機能を果たすために、必要な能力を全て併せ持

たなくてはならない。 

原則 4 
業務の範囲 

監査委員会の業務範囲は、理事会及び会計官の保証の必要性を全て

包含するものであり、権限規定（Terms of Reference）の中で定

義される。この範囲において、監査委員会は内部監査、外部監査及

び財務報告上の課題に関する特定の業務を実施する。 
原則 5 
コミュニケーション 

監査委員会は、理事会、内部監査部門の長、及び他のステークホル

ダーと効果的なコミュニケーションを行う。 
 

政府内部監査基準 
Government Internal Audit Standards ＜2009 年 4 月＞37 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/internalaudit_300409.pdf 
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 「行動規範」に示されるように、独立的で客観的な内部監査サービスは優れたガバナン

スの主要な要素の一つである。政府内部監査基準の目的は以下である。 
・ 中央政府における内部監査の特性を定義する。 
・ 政府で内部監査を実施する際の基本原則を設定する。 
・ 内部監査サービスを提供するための枠組みを構築する。これは、組織に付加価値を

もたらし、手順や業務の改善につながるものである。 
・ 内部監査の業績を評価する基準を構築し、計画の改善につなげる。 

 政府監査基準には、内部監査の定義、倫理規程、基準が含まれている。内部統制との関

連では、内部統制報告書の作成に関して内部監査が果たす役割についての記述が中心であ

る。以下、具体的な記載箇所及び内容を示す。 
 

図表 内部統制に関する記載内容 

記載箇所 内容 

1000 – 目的・権限・責任 内部監査活動の主な目的は、組織全体のガバナンス、リスク管

理及び統制の枠組みが適切で有効に機能しているかに関する

評価及び意見を、会計官に対して、経済的・効率的な方法によ

り、適切なタイミングで提供することである。 内部監査部門

の長による意見は、会計官が内部統制報告書の完了を知らせる

ために必要な保証枠組みの主要要素である。 
1322 – 不 適 合 事 項

（non-conformance）の

公表 

基準に適合していない事項で、その程度が小さい場合には監査

委員会に報告する。重大な不適合は、内部統制報告書への記載

を検討する。 
2060 – 幹部及び経営会

議への報告 
内部統制部門の長は、会計官に対して、組織全体のガバナンス、

リスク管理及び統制の枠組みの適切性、有効性に関する意見

を、内部統制報告書の作成に間に合うタイミングで提供しなけ

ればならない。内部統制部門の長は、年間の中間報告に関して

合意し、自分の意見を入れた年次報告書を作成する。 
 
政府内監査基準は、2001 年に旧版が発行されて以降に起きたガバナンスやリスク管理、

財務に関する大きな変革を反映して更新された。新しい基準は、経営会議や監査委員会、

会計官との高度で効果的な関与に力点を置いている。また、新しい基準は、会計官が内部

統制報告書を作成する上で参考とするような意見を提供するという内部監査の重要な役割

についても踏まえている。 
 なお、政府内部監査基準における研修基準の補助資料として、「内部監査研修開発ハンド

ブック（Internal Audit Training and Development Handbook）」の他、内部監査に関

連するグッドプラクティスガイドが多数公表されている。 
 

グッドプラクティスガイド：外部不正への対応 
Good Practice Guide: Tackling External Fraud ＜2008 年＞42 頁 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/tackling_external_fraud.pdf 
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 外部からの各種不正により、毎年多くの公的資金が被害にあっている。本ガイドライン

の目的は、外部の不正を防止するためのグッドプラクティスを提供することである。本書

は、公共部門において支出プログラムや歳入の保護等を担当する管理者を対象として意図

しており、このような管理者が現在の慣行を評価するためのチェックリストも含まれてい

る。 
 内部統制に関しては、主に第 2 章「外部不正の抑止及び防止（Deterring and preventing 
external fraud）」で内部統制及び監視の強化について、国民保健サービス（National 
Health Service: NHS）のグッドプラクティスを紹介している。具体的には、国民保健サ

ービスの反不正サービス（Counter Fraud Service）が不正防止室（Fraud Prevention 
Unit）を立ち上げて、システムの脆弱性を特定して方針の変更を提案し、ガイドラインを

発行したことが挙げられている。また、このガイドライン自体も提示されている。 
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3．ドイツにおける財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院の対応・

位置づけ 
 

（1）財政・会計制度 
 

①財政・会計制度 

 
（a）予算制度 

 ドイツの予算編成は、連邦予算と中期財政計画（Finanzplan des Bundes）から構成

される。まず前者の単年度予算の編成過程について、主に財政制度審議会（2003）「公会

計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）に基づき概要を整

理する。連邦予算は、単年度ごとに編成され国会の議決対象である102。予算編成は毎年

12 月に財務省（Bundesministerium der Finanzen：BMF、以下、「BMF」と言う。）

から各省庁に対して出される予算編成通達により開始される。同通達により政府全体の予

算額の上限や人件費・物件費の伸び率の上限等が示された後、翌年 3月に予算要求がされ、

6 月に閣僚による折衝を実施、予算案が閣議決定される。その後、8 月に予算案が連邦議

会（Bundestag）に提出される。この予算案は、本会議における財政演説、一般討論を経

て、予算委員会において審議される。11 月に本会議において各省庁別予算の審議が行われ、

その後議決される。その後連邦参議院（Bundesrat）に送付され、その審議を経て成立す

る。なお、歳入及び歳出ともに議決対象である。予算は、毎年の予算法ならびにその付属

資料である総予算及び個別予算に分類される。予算の構造を下記に示す。 
 

図表 予算の構造 
分類 概要 

予算法 ・ 日本の予算総則に相当する。 
・ 歳入・歳出の総額を記載。 
・ これにより添付資料である総予算、個別予算が決定される。 

総予算 ・ 予算一覧（個別予算の歳入、歳出及び債務負担授権の総括表）。 
・ 資金調達一覧（収支差額の計算。収支差額の補填方策）。 
・ 信用資金計画（信用調達の内容及び償還支出の内訳）。 

個別予算 ・ 個々の行政部門ごと（原則として省単位）の歳出、歳入、債務負

担授権額の提示。 
・ 個別予算は、本省、各部局等に相当する款、さらに使途別の項に

区分される。 
資料）財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資

料）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
 現行の連邦予算では、歳出について約 8,000 の項、歳入については約 1,200 の項が存

在する。性質が類似した経費については、流用が認められており、その対象経費は全体の

予算額の約 6％である。 
 
                                                        
102 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料） 
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 中期財政計画は、財政全体の姿や財政収支の動向等を中期的な観点から国民に明らかに

すること、国と地方との財政政策を調和させること等を念頭に策定される 5 か年の財政計

画である103。対象となる 5 か年とは、進行中の年度、翌年度及びその後の 3 年度である。

財政計画のうち翌年度分が単年度予算として連邦議会及び連邦参議院に提出され、議決対

象となる。 
 

図表 中期財政計画の構成 

1. 概要（重点項目） 
2. 予算及び財政計画基準値（歳出、歳入、純債務調達等の総括表） 
3. 歳出（分野ごと、経済性質ごとの歳出見積り及び説明） 
4. 歳入（税収、その他収入の見積り及び説明） 
5. 他の公共部門との財政関係（地方、EU、その他国際機関） 
6. 財政計画期間以降の連邦予算の見通し（利子支払、年金給付、債務負担授権等） 
7. 財政計画期間のマクロ経済展開の予測（中期財政計画策定の前提となる経済見通

し） 
資料）財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資

料）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 中期財政計画は、BMF により作成される。策定のプロセスとしては、今後 4 年間の税

収見通し及び新規国債発行額を基準として歳出総額を決定した後、それを各省庁に配分す

る。各省庁は翌年度及びそれ以降の 3 年度分の歳出見積りを BMF に提出し、翌年度予算

と一体として、査定及び折衝が行われる。中期財政計画は、当該年度の財政指標（歳出、

歳入、投資的経費等）、その説明（施策の紹介）、前提となる経済指標（経済成長率、雇用

状況等）を内容として含むものである。中期財政計画は、予算案と同時に連邦議会に参考

資料として提出される。歳出については閣議決定の対象となる。中期財政計画は、当初は

将来の単年度予算に対する拘束力は小さかったが、近年では一定の拘束力を持っている。

厳しい財政状況等を背景として、中期財政計画における翌年度予算より後の 3 年度分の計

画は、将来の中期財政計画及び単年度予算の策定において、原則的に拘束力を有するもの

とされる 103。なお、予算編成における役割について会計検査院（Bundesrechnungshof：
BRH、以下、「BRH」と言う。）の代表者は、連邦議会、連邦参議院及び各大臣に対して

助言活動を行うことができるとされている104。この助言活動は通常予算委員会において実

施される。 
 

                                                        
103 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料） 
104 片山信子（2004）「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』 
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ドイツの予算策定の流れは下記のようになっている。なお、会計年度は暦年である。 

 

図表 ドイツにおける予算編成プロセス 

  政府 議会 

予
算
年
度
開

始
前
々
年 

12 月   

3 月   

4 月   

5 月   

6 月   

8 月   

9 月   

10 月   

11 月   

予

算

年

度

開

始

前

年 

12 月   

予 算

年度 

1 月   

資料）BMF（2008）The Budget System of the Federal Republic of Germany、財政制度審議会（2003）
「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）に基づき三菱 UFJ
リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
（b）決算制度 

 各省庁は、年度終了後、財務大臣が定めた期限内に、当該年度における資金の使用状況

について BMF へ文書で報告する。BMF は、各省庁からの報告を踏まえ、全省庁の決算書

を作成し、BRH へ提出する。これを受け、BRH は決算の確認を含む「予算執行及び経済

運営に対する所見」を作成し、翌会計年中に連邦議会、連邦参議院及び政府に提出する。

決算は、連邦議会の両院で審議される。審議の流れとしては、BMF が連邦政府の当該年

度の予算の執行に関する政府の責任を解除することを求める動議を提出する形式が取られ

財務省は各省庁に対し翌々年度予算と、翌

年度から 5 年間の中期財政計画の策定を指

示。 

各省庁が予算要求を財務省に提出。 

・ 中期経済発展及び歳入の予測。 
・ 財政計画諮問会議の実施。 
・ 財務省と各省庁の次官級協議。 

財務省と各省庁の実務者レベルの交渉。 

・ 大臣レベルの交渉の実施。 
・ 予算案と中期財政計画の閣議決定。 

予算案が連邦議会と連邦参議院

に送付され審議（中期財政計画は

参考資料として使用）。 

財務省が各省庁へ予算管理について通達。 

予算執行開始。 

・ 連邦議会の予算委員会にて審

議。 
・ 本会議において議決後、予算

案が成立。 
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る。予算委員会の下部委員会である会計検査委員会は、この動議と BRH の所見について

審議を行う。この際、BRH の責任者は会計検査委員会の審議に出席し、意見を述べる。

会計検査委員会の提案に基づき、予算委員会は「議決勧告及び報告」を作成し、これに基

づき本会議において政府の責任解除の議決を行う。この責任解除とは、連邦議会によって

当該年度の予算執行に関する政府の責任を解除することを意味する。予算委員会において

作成される「議決勧告及び報告」の内容を以下に示す。内容は、議決勧告と委員会報告の

2 部構成になっており、議決勧告の文言は、毎年度ほぼ同一である。 

 
図表 議決勧告及び報告 

議決勧告 

以下の 2 点の議決を連邦議会に勧告する。 
 連邦政府に対し、BMF の動議及び BRH の所見に基づき、当該年度について

責任解除を与えること。 
 次の 3 点を連邦政府に対し要求すること。 

 連邦予算案の作成及び執行にあたってはBRHの所見に係る予算委員会の確

認に従うこと。 
 委員会の決定を考慮して経済性の向上のための措置を導入すること。 
 予算審議の際に結果を適時に利用できるよう報告義務の期限を遵守するこ

と。 
委員会報告 

 総論：審議経過 
 各論：BRH の各所見に対する確認と委員会の議決 

資料）片山信子（2004）「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』

に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 なお、連邦参議院における決算審議の手続は、連邦議会の手続よりも簡略化されている。

財務委員会において、BMF の動議及び BRH の所見を審査し、責任解除を与えるべきとす

る委員会の勧告が本会議に提出され、決議される。 

 

（c）会計制度 

 ドイツにおける公会計制度について、主に財務管理に関する法律から制度的枠組みを整

理する。ドイツにおける公会計制度は、主に予算原則法（Haushaltsgrundsätzegesetz：
HGrG）により規定されている。同法は 1969 年に制定された法律であり、連邦政府及び

各州が新たに制定すべき予算及び会計制度に関する規定のための原則を定めている105。同

法に基づき、連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung：BHO）が制定される等、公会

計に係る諸規定の根拠となっている。また、近年では公会計改革に対する議論の高まりを

受け、1997 年に予算・持続的発展法（Gesetz zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts 
von Bund und Ländern）が制定された 105。 
 現行の予算法は、人件費、物件費、施設費等の経費ごとに現金主義で作成されている。

                                                        
105 亀井孝文（2004）「ドイツ公会計制度の現状と問題」『会計検査研究第 29 号』 
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とはいうものの、公会計改革に対する要請は強まってきており、1997 年に予算原則法は

改正された。その中心部分は第 6 条及び第 33 条である。第 6 条では、「経済性、節約性、

原価及び給付の計算」に関して規定し、経済性評価を要求している。これは、行政の事前

評価に、事後評価、すなわち行政成果の機能が付加されたととらえられる。また、同条で

は原価及び給付の計算の導入が示された。さらに、同法第 33 条では「商法典の諸原則に

基づく簿記及び会計」を規定している。これにより、ドイツの公会計に初めて複式簿記を

導入する可能性が開かれた。この予算原則法の改正により、複式簿記の導入が可能となっ

たものの、公会計制度における簿記法について、カメラル簿記に依拠するのか、複式簿記

に転換するのかの選択は、連邦政府及び各州の判断に委ねられている。このように予算原

則法においては、現行の現金主義と併用することを条件に予算制度及び会計制度に発生主

義を導入することが認められているが、現在のところ発生主義に基づいた各省庁の貸借対

照表、損益計算書等の財務諸表や、これらを連結した連邦政府全体の財務諸表は作成され

ていない106。 
 また、1997 年に制定された予算・持続的発展法に基づき、同年から原価計算の手法を

応用した「費用と業績の計算制度」（Kosten und Leistungsrechnung：KLR）が導入さ

れた 106。同制度では、各プロダクトの費用は、発生主義に基づいて算定することになって

いる。 
 近年、連邦政府の予算・会計制度の改革に係る動きはさらに加速していると見られる107。

以下では、BMF が 2008 年 10 月に公表した月次報告に基づき近年の改革に係る動きを概

観する。同報告によると、改革の領域として、公会計制度への商業会計制度

（Kaufmaennisches Rechnungswesen）及び複式簿記（Doppik）の適用、財政の統制

におけるインプット方式から成果方式への変更及び財政政策の統制におけるより一層の

「トップダウン方式（Top-Down-Verfahren）」への変更が挙げられている。 
 改革の一環として、2006 年には BMF 内に「連邦予算・会計制度の現実化プロジェク

トチーム（プロジェクトチーム MHR）」が設立された。同チームは、国内外における改

革モデル及び連邦政府の予算・会計制度の改革の必要性について調査することを任務とし

た。同プロジェクトチームは、2007 年に連邦予算・会計制度の現実化プロジェクトに関

する構想の概要を公表し、連邦予算・会計制度の現代化プロジェクト（Projekt MHR）の

第 1 段階が終了した。同年にその構想に対する所見が出され、説得的であり、実行可能で

あるものと評価された。これに基づき、構想の細部についての議論が開始され、2008 年 7
月から KPMG が 1 年間のコンサルティング業務委託を受注し、同構想の発展について専

門的領域及び IT に関する助言を行うこととなった。今後の現代化プロジェクトについては、

2010 年以降に構想の実施のための試行期間が設けられ、その後、展開段階に移行してい

くものと考えられる。 
 以上のように、ドイツでは公会計制度における改革の動きが見られ始めており、今後複

式簿記を含めた新しい会計制度が導入される可能性がある 107。 
 
（d）入札・契約制度 
                                                        
106 東信男（2004）「NPM における会計検査院の役割―大陸系諸国の動向―」『会計検査研究第 29 号』 
107 BMF（2008）Auf dem Weg zu einem neuen Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes 
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 ここではドイツの入札・契約制度の枠組みについて、公共工事関連を中心に述べる。ド

イツにおいて、入札・契約について規定する公共契約規則は調達内容により異なる。例え

ば、建設・土木工事には、官民合同のドイツ建設工事請負委員会（DVA）により作成され

た建設工事発注契約規則（Verdingungsordnung für Bauleistungen：VOB）が適用さ

れる108。 
 入札方式としては、EU 指令の限度額以上の場合は公開方式、非公開方式、交渉方式が、

限度額未満の場合は一般競争入札、制限競争入札、随意契約が適用される。これらの入札

方式における対応関係について、日本の入札制度との類似性から以下にまとめる。 
 

図表 ドイツと日本の入札制度の対応関係 
ドイツにおける入札制度 

EU 指令の限度額以上 EU 指令の限度額未満 
日本における入札制度 

（参考） 

公開方式 一般競争入札 一般競争入札 
非公開方式 制限競争入札 指名競争入札 
交渉方式 随意契約 随意契約に類似 

資料）大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査

研究第 32 号』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 落札基準については、建設工事発注契約規則の規定により、デザインや機能面も含めて

経済的に も有利な条件を提示したものが落札することとなっている 108。評価要素、評価

ウエイトについては、発注機関は予め公示しなければならないとされる。評価は、基本的

には発注機関内部で行い、その際に外部専門家を評価委員として雇うことは少ない。 
 交渉の可否については、公開方式（限度額以上）・一般競争入札（限度額未満）、非公開

方式（限度額以上）・制限競争入札（限度額未満）では、価格や工事内容の妥当性を知る目

的に限って応札者と交渉することが可能であるが、例外的であるとされている。それ以外

の目的での交渉は禁止されており、見積りにおける誤り等明白な誤り以外は、交渉によっ

て入札内容を変更させることはできない。一方、交渉方式や随意契約では、価格や工事内

容等、すべての面について交渉が可能であり、入札内容の変更もあり得るとされる。ただ

し、交渉が可能な交渉方式や随意契約の場合であっても、1 社に対してのみの交渉は禁止

されている。交渉する内容は公表され、すべての応札者と交渉し、公平な機会を与えるこ

とが原則とされている。 
 ドイツにおける特徴的な入札・契約制度としては、付随入札・代替案があり、入札時に

基本入札以外に付随入札又は代替案を提出することができる。付随入札は入札業者からの

任意の提案であり、後者は発注者側が特に提案内容を指定する場合である。 
 

                                                        
108 大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査研

究第 32 号』 
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（2）内部統制の基本的枠組み及び会計検査院の体制 
ここでは、ドイツ政府における内部統制の実施体制、実施方針、フレームワークについ

て整理する。具体的には、内部統制について規定する法律・規程類、BRH、内務省 BMI
等の体制や役割について整理する。 

 
①ドイツ政府における内部統制の根拠規定 

 ドイツ政府における内部統制は、単一の法律により明示的に定められているのではなく、

内部監査に関する規定や、不正防止に関する指針等、財政・会計、刑事に関連する諸規定

により、政府機関における内部統制を担う部署等の活動方針・権限を定めることにより、

重層的に規定されているものと考えられる。なお、内部統制の構築に関する基準について

明確に規定している単一の文書は、今回の調査において見当たらなかった。 
 2008年にEU各国が参加して開催された内部統制に関するシンポジウムにおいてBMF
が発表したプレゼンテーション資料「公会計の質の改善－ドイツの経験－」109では、ドイ

ツ政府の財務管理及び統制機能について、内部統制の基本要素との対応状況を整理してい

る。これによると内部統制の基本要素の一つである統制環境の根拠規定として、予算原則

や検査ガイドラインについて規定する連邦予算規則の諸条文が挙げられている。法令との

関係が示されている部分について以下に抜粋する。 
 

図表 統制環境に対応する連邦予算規則 

連邦予算規則及び他の法令により統制環境との対応が示されている。 
 予算原則：（連邦予算規則第 1 節, 第 4 節, 第 6 節, 第 7 節, 第 8 節, 第 11 節, 第
15 節, 第 17 節, 第 35 節, 第 45 節） 
 検査ガイドライン：（連邦予算規則第 78 節,第 89 節） 

資料）BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The German Experience に基づ

き三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 統制環境に対応するとされる連邦予算規則の項目及び条文の内容について以下に示す。 
 

図表 連邦予算規則（統制環境に関係する条文を抜粋） 

番号 項目 条文 
第 1 節 予算案の確定 予算案は、会計年度ごとに、 初の会計年度が開始される前に予算法

により決定される。予算法により、総計画のみが公表される。 
第 4 節 予算年度 会計（予算）年度は暦年である。BMF は個々の分野ごとに予算年度を

暦年とは異なった形で規定することができる。 
第 6 節 支出の必要性と債

務枠 
予算の決定と実行の際には、歳出と将来年度の歳出の成果に対する義

務の引き受けの権限（債務枠）を考慮しなければならず、これらは連

邦の任務遂行に不可欠である。 
第 7 節 経済性・節約・費

用計算と成果計算 
（1）予算案の作成と実行には経済性及び節約の原則に注意する必要が

ある。この原則は国家任務及び公的な目的に寄与する経済活動が、

分離や民営化等によりどの程度実行されうるかについての検査を

義務とする。 
（2）財政に影響を与える全ての施策に対して適切な経済性調査が行わ

                                                        
109 BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The German Experience 
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れなければならない。その際、その施策に関わるリスク配分を考

慮する必要がある。当該事例において、民間のサービス提供者が

国家任務あるいは公的な目的に寄与する経済活動で同様の成果あ

るいはさらにすぐれた成果をあげることができるのか、またそれ

はどの程度なのかということについて説明をする機会が与えられ

るべきである。（利害の表明手続き） 
（3）当該分野においては費用計算及び成果計算が導入される必要があ

る。 
第 8 節 総合的な補填の原

理 
全歳入は全歳出を補填する役割を持つ。法によって規定されている場

合、あるいは予算案で許可されている場合に限り、歳入は特定の目的

への使用に制限される。 
第 11 節 完全性と統一、支

払期限の原則 
（1）予算案は各会計年度を対象として作成されなければならない。 
（2）予算案は会計年度における全ての 1．歳入計画、2.歳出計画、3．

必要な債務枠の予測を含む。 
第 15 節 総合査定、自己管

理資金 
（1）歳入と歳出は全金額、別々に査定されるべきである。これは信用

市場の貸付金からの歳入やそれに関連する償却支出の査定には適

用されない。さらに文章１の例外は特に購入及び売却取引におけ

る付帯費用や付帯収益に対して予算案内で認められる。文章３の

事例において査定額の算出は予算案に添付書類として付け加える

かあるいは注釈に加えることができる。 
（2）これによって、節約的な管理が促進される場合、歳出を自己管理

のために査定することが可能である。自己管理資金は現行会計年

度を超えて使用することが可能である。管理において生じた歳入

は自己管理資金へ振り分けられる。会計の際には関連部署（関与

部署、係、職）への資金の割り当てのみが歳出として証明されな

ければならない。 
第 17 節 個別査定、解説、

定員ポスト 
（1）歳入は成立根拠にしたがって、歳出と債務枠は目的にしたがって、

別々に見積りを立てられるべきであり、解説が必要とされる場合

もある。解説は義務として行われる場合もある。 
（2）複数年度にわたる施策のための支出においては、予算案における

初の見積りの際には予想される総費用を、また各年度の見積り

の際にはさらに財政遂行を説明する必要がある。 
（3）目的に即した歳入とそれに付随する歳出は明示されなければなら

ない。 
（4）同一目的のための歳出と債務枠は同一の項目において見積りを出

されなければならない。 
（5）定員ポストは給与号数区分及び官職名称に応じて予算案の中に述

べられなければならない。この定員ポストはその受任のために公

務員の条件の確立が許可される場合及びその任務が通例長期任務

である場合に限り設置されることが可能である。 
（6）定員ポスト以外のポストは注釈の中で示されなければならない。 

第 35 節 総証明と個々の証

明 
（1）全ての歳出と歳入は第 15 節 1 項、第 2 節及び第 3 節に基づき他

になにも生じない限り、全額あらかじめ計画された項目に基づい

て記帳されなければならない。 
（2）予算案が許可する場合に限り、同一の目的のために異なる項目か

ら支出することが許される。以上は債務枠の利用にも適用される。 
第 45 節 事務的、時間的な

拘束 
（1）歳出と債務枠は予算案において示された目的にのみ、その目的が

継続する限り、予算年度末までに履行されるあるいは要求される。

不必要な債務枠は、予算法が次の予算年度にむけて適切な時期に

告知されなかった場合、この予算法の告知がなされるまで有効で

ある。 
（2）繰り越し可能な歳出においては、各目的確定に関して予算年度を

越えて以後 2 年目の予算年度の承認が終わるまで裁量が残される

歳出不用残を形成することが可能である。建設においては承認が
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行われる予算年度ではなく、その建設物の主要部分が使用開始さ

れる予算年度が適用される。BMF は個別の事例において例外を認

めることが可能である。 
（3）歳出不用残の利用には BMF の承諾が必要である。承諾が得られ

るのは、同一もしくは他の個別計画において同額の歳出が現行の

予算年度末まで履行されない場合、または歳出資金が歳出不用残

の埋め合わせのために見積もられていた場合である。 
（4）BMF は、歳出が既に承認された処置のために次の予算年度にお

いても履行される必要がある場合に限り、特に根拠づけられた個

別事例において歳出の繰り越しを容認することができる。 
第 78 節 不定期検査 支払いや記帳を担当する部署には少なくとも年 1 回、ストック管理の

担当機関には少なくとも 2 年に 1 回抜き打ちの検査が行われる必要が

ある。BMF は例外を認めることができる。 
第 89 節 検査 【後述】 

資料）Bundesministerium der Justiz ウエブサイト（http://www.gesetze-im-internet.de/bho/）
に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
 また、「公会計の質の改善－ドイツの経験－」110では、ドイツにおける内部監査の特徴

を他国との相対的な位置づけから以下のように整理している。 
 

図表 ドイツにおける内部監査アプローチの相対的特徴 

 
資料）Jack Diamond（2002）The Role of Internal Audit in Government Financial Management: An 

International Perspective、BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The 
German Experience に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
 これによると、ドイツの内部監査制度は、諸外国の同制度とは異なる特徴を有するとし

ている。すなわち、各行政機関の長が統制責任を担う一方で、内務省が内部監査のための

                                                        
110 BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The German Experience 

 財務省が、基準や
手続の作成を行う
ことで、事前の統
制に直接介入。 
 財務省が、自らの
職員を各行政機関
に配置。 
 内部監査は、特定
の組織に対し実施
される。（例：監察
総監制度） 

 
→より独立的な
内部監査及び
「プロフェッ
ショナリズム」 

 ライン管理者は予算、統制及び内
部統制に全ての責任を負う。 
 内務省は、事前及び事後の監査に
関するガイドラインを作成する。 
 内部監査は、合規性監査に焦点を
合わせる。しかし、業績監査の意義
についても議論がされている。 
 1998 年の予備検査事務所の BRH
への移管。 
 BRH は内部監査について調査し、
追加的な専門的監査基準を策定す
る。 

 
→ライン管理者の説明責任は重
大、しかし指示やルールの設
定は財務省や内務省により実
施される。 

ライン管理者は予
算、監督及び予防
について全ての責
任を有する。 
 内部監査の焦点は
全ての規則、統制
及び手続に及ぶ。 
 内部監査の焦点と
して業績面が増
加。 

 
→ライン管理者
の強い説明責
任 

集権的アプローチ 複合型アプローチ（ドイツ） 分散的アプローチ 

集権的 分散的 
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ガイドラインを作成する役割を担う。BRH は内部監査の状況を調査し、監査基準を作成

している。そのため、集権的アプローチ（Centralized Approach）と分散的なアプロー

チ（Decentralized Approach）の両方の側面を有する複合的アプローチ（Hybrid 
Approach）であると説明している。 
 なお、連邦予算規則以外にも、近年新たに公表された内部統制に係る戦略・ガイドライ

ンとして、「連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針」と「連邦行政における内

部監査のための勧め」がある。これらについては③戦略・ガイドラインにおいて詳述する。 



 - 92 - 

②内部統制に係る行政機関と BRH 
 ドイツ政府における内部統制に係る主要行政機関として、BRH 及び内務省について概

説する。 
 
（a）会計検査院（Bundesrechnungshof：BRH） 
 BRH は基本法（Grundgesetz）第 114 節第 2 項において、地位及び役割が規定され、

立法・司法・行政のいずれにも分類することはできない組織として位置づけられている。 
 

図表 基本法 第 114 節 会計の管理、財政の監督 
（1）BMF は、すべての歳入及び歳出、すべての資産及び負債についての年間会計を

管理し、連邦政府としての義務履行の承認を得るために、次期財政年度内に議会両

院に対して報告を行う。 
（2）司法上の独立性が保障された BRH の上級職員は、会計を検査し、財政管理上の

業績や合規性を検証する。BRH は、毎年直接、議会両院及び連邦政府に対してそ

の報告を行う。BRH のその他の権限については、連邦予算規則（Federal Budget 
Code）によって定められている。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の

現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書） 
 
 さらに、連邦予算規則第 88～90 節では、検査の範囲や基準について規定されている。 
 

図表 連邦予算規則 第 88～90 節 
第 88 節 BRH の役割 
（1）次に規定される節項により、BRH は、連邦政府のすべての財政管理の検査を行う。そ

の対象には、政府から分離された財産基金や企業も含む。 
（2）会計検査での発見事項に基づき、BRH は、連邦議会の両院や連邦政府及び個々の連邦

省庁に対して助言を与えることができる。BRH が議会に対して助言を与える場合、それ

は連邦政府に対しても同時に伝えられなければならない。 
第 89 節 検査の範囲 
（1）BRH は、次のものを検査する。 

1. 歳入、歳出、支出を負う付託、資産及び負債 
2. 歳出または歳入を伴う政策 
3. 歳入または歳出を伴う暫定的な会計記載事項 
4. 独立行政機関に配分された基金（自己管理基金） 

（2）BRH は、その裁量によって、検査範囲を限定し、特定の会計を検査しないで済ますこ

とができる。 
第 90 節 検査の実体 
会計検査は、合規性及び十分な財政管理の原則が観察されるかどうか、という観点から行われ

る。とりわけ、 
1. 予算決議及び採用された見積りが執行されているかどうか、 
2. 歳入ならびに歳出が適切に実現化され、それが証憑によって裏付けられているかどうか、

また、予算及び資本勘定とも適切に準備されているかどうか、 
3. 基金は効率的かつ経済的に管理されているかどうか、 
4. 目的はより少ない人数や資源で実行され得るかどうか、あるいは他の手段によって、より

効果的に実施し得るかどうか、 
という観点が検証される。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の
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現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書） 
 
 BRHは、院長・副院長の他に、検査領域・テーマ別に分けられた9つの検査局（Abteilung）
と、その下に属する 49 の検査課（Prufungsgebiet）によって構成されており、1 つの検

査課は大体 6～7 人の調査官によって構成されている。これらとは別途、組織の管理機能

を担う間接部門が院長局に属している。 
 BRH の職員は約 670 人であり、このうち約 3 分の 2 が調査官、残りの約 3 分の 1 が内

部管理職員である。また、1998 年からは全国に 9 つの地方検査事務所（Prüfungsamt）
を置いており、別途約 800 人の職員が在籍している111。地方検査事務所の詳細について

は後述する。 
 なお、BRH において、行政機関における内部統制について中心的な役割を果たしてい

ると見られる部署は、組織図上から判断する限りにおいて、第Ⅶ局であると考えられる。

第Ⅶ局は政府横断的課題を処理するとされ、人事制度、組織、業務手続及び IT 関係が業務

対象である112。なお、第Ⅰ局においても、検査基準、行政改革や予算・会計制度の基本的

問題を取り扱っており、行政機関における内部統制について関与していると見られる。 
  

                                                        
111 ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、ハノーバー、コーブレンツ、ケルン、マグデブルグ、ミュ

ンヘン、シュツットガルトの 9 地域。 
112 BRH（2005）The Bundesrechnungshof and its Regional Audit Offices 
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図表 1 BRH の体制図（本部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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図表 2 BRH の体制図（地方検査事務所） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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交通

検査課3(Ⅳ5)
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公共工事
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国防：海軍、調達
部門Ⅱ／IT
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南方国防

検査課3(Ⅴ4)

公共工事

検査課3(V2)
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検査課4(Ⅷ5)

関税、消費税、
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検査課4(Ⅴ1)
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検査課4(Ⅶ3)

人件費

検査課4(Ⅳ6)

国防：空軍Ⅰ

検査課6(Ⅵ2/6)
求職者基本保険、

労働庁Ⅰ(組織、人事、
財政)

検査課4(Ⅶ5)

組織Ⅱ、内務、調達、
中立行政費用

検査課4(Ⅶ1)

人事制度、
賃金・労働法

検査課4(Ⅱ4)

家族、高齢者、女性、
若者、司法憲法裁

検査課4(Ⅸ4)

社会補償

検査課5(Ⅶ3)

人件費

検査課5(Ⅸ5)

社会扶助

検査課5(Ⅷ1)

所有税
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健康保険、社会
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農業経営の社会保障、
事故保険、公的財産
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所有税

検査課6(Ⅸ1)

農業経営の社会保証、
事故保険、公的財産

検査課6(Ⅸ3)

退職年金

検査課7(Ⅷ4)

EU、国際機関

検査課7(Ⅵ3)

労働庁

検査課7(Ⅸ6)

健康保険、社会介護
保険、保険庁

検査課7(Ⅵ6)

求職者基本保険

検査課7(Ⅱ3)
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自然保護、原子力
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求職者基本保険

検査課7(Ⅸ2)
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道路建設

所 長
－ － －
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 BRH による一般的な検査結果の取扱について概要を述べる。BRH は、財務検査及び業

績検査を年間 600 件実施し報告書を作成している。検査結果は、内部報告の形式で詳細な

報告書として受検庁（及び当該庁を所管する母省）に対して送付される。受検庁により合

意が得られなかった場合は、大半の事案について国会に対する年次報告（Bemerkungen）
の中に示され、国会に報告される113。以下に検査結果の取扱についてフローを示す。 
 

図表 BRH の検査結果の取扱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の

現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究） 
 
 
 
 
 

                                                        
113 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現

状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究） 

①財務検査・業績検査（600 件／年） 
― 内部報告という形で、受検庁に事前に照会 ― 

②-1 受検庁が合意（500 件／年） ②-2 不合意 
（100 件／年） 

『検査結果の照会』（Prüfungsmitteilungen 
/management letter）を受検庁に提出 

― 非公開 ―

予算委員会（会計検査小委員会）が 
各所管委員会に送付。内容審議の 
結果、約 9 割が承認決議を得る。 
受検庁は履行義務が課される。 

④問題事案は『特別報告』（Sonderberichte / 
special report）として取りまとめて国会へ提

出。以後複数年にわたり注視 
― 原則非公開（1～200 件）― 

著しい改善が見られた事案は 
グッドプラクティスとして 
年次報告に掲載される場合もある。 

非
公
開
が
望
ま
し
い
場
合
の
例
外
的
措
置 

③『年次報告』（Bemerkungen /annual 
reports）として取りまとめ議会提出 

― 公 開 ― 
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 次にドイツ政府における内部統制と BRH の関係について述べる。BRH の活動は外部財

務検査（externe Finanzkontrolle）と位置づけられており、それぞれの省庁に組み入れ

られた内部監査（interne Revision）とは異なるものとされる114。2004 年に BMF が公

表した資料「説明責任と統制」115においても、BRH による検査を外部財務統制とした上

で、相対的な位置づけとして「内部財務統制及び内部監査」の機能を整理している。これ

によると、財務に係る統制は、事前の統制と事後の統制に区分される。事前の統制とは、

包括的で、予算準備過程に統合され実施される。一方、内部監査は、事後に実施されるも

のであり、無作為に抽出した自己チェックの形式で実施される 115。 
 

図表 内部監査及び BRH による事前・事後の統制 

 
資料）BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The German Experience に基づき

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 ドイツ政府における内部統制体制については、1990 年代後半から改革が進展しており、

これまでに各省庁に設置されていた監査機関の廃止と外部監査機関の再編が行われた。

1997 年まで連邦省庁における監査機関として、予備検査事務所（Vorprüfungsstellen des 
Bundes）が存在した。予備検査事務所は、1958 年に施行された連邦省共通事務規則

（Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien：GGO）第 10 節において

規定された組織である。各省庁の予算、出納、会計及び事前審査業務は財政担当局

（Haushaltsreferent）が担当しており、同局に所属する予備検査事務所は、所属組織の

監査を実施していた 116。しかしながら、予備検査事務所は組織上各省庁に所属している一

方で、業務上は BRH から指示を受けているという非常に曖昧な立場であった。さらに、

                                                        
114 BRH（2005）The Bundesrechnungshof and its Regional Audit Offices 
115 BMF（2004）Accountability and Control 

予算過程 

内
部
監
査 

事前（Ex-ante） 

 無作為抽出によ
る管理と財務監
査を実施 
 所属組織に対す
る勧告を実施 

 資源の効率
的な使用（連
邦予算規則 7
節） 

議
会

 終報告書
は必要な場合
に BRH へ提
出 

 BRH による
勧告の実施
（連邦予算規
則 88 節） 
 財務省によ
る予算審査 

 BRH の勧告
の実施（連邦
予算規則 88
節） 

 合規性及び
業績検査（連
邦 予 算 規 則
90 節） 

 両院による
予算案のレビ
ュー 

（
会
計
検
査
院
）

外
部

予算案策定 立法 執行 検査 

事後（Ex-post） 

 BRHの作成した報告
書を基に、監査委員会
（Audit Committee）
で審議 
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省庁内の予備検査事務所の職員数増加による人件費の問題にも波及した116。およそ 100
の予備検査事務所が存在し、担当者の人数はおよそ 2,400 人に達した117。こうした状況

を受け、シュレーダー政権の発足を背景とした行財政改革の中で、予備検査事務所の廃止

が決定された。予備検査事務所の廃止及び地方検査事務所の設置に至った BRH による理

由を下記に示す。 
 

図表 予備検査事務所の廃止及び地方検査事務所の設置に至った理由 

① 予備検査事務所の位置づけにより外部検査の独立性が失われる危険性 
② 官庁への組織上の従属と距離の近さにより、監査官が批判的立場を失う危険性 
③ 管理内部監査と外部財政検査間に明確な区別が欠けていたこと 
④ 人員確保に際して BRH が影響力を行使できなかったこと 
⑤ 規模が小さく限定されていた予備検査事務所では経済性検査が不可能であったこと 
⑥ 所轄原則への顧慮のため管轄を超えた検査が不可能であったこと 
⑦ 予備検査事務所の制御と調整に多くの人員が必要であったこと 
⑧ 主に追加的に会計依存の監査が行われていたこと 
⑨ 断面的検査、組織検査、経済性検査を行うには困難な状況であったこと 
資料）三菱総合研究所（2002）「欧米主要先進国の内部監査制度等の現状と課題に関する調査 －ドイツ・

フランス－」（平成 13 年度会計検査院委託業務報告書）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ

ィング作成。 
 
 1998 年 1 月 1 日より予備検査事務所は内部監査部署に置き換えられた118。内部監査の

タイプ及び程度は個別の行政機関の長により異なるが、内部監査部署は BRH の検査基準

に従い、支出が正しいか、合理的なものか、経済的なものかを分析する役割を有する。な

お、リスクマネジメント及び IT マネジメントに対する監査の実施も想定されているものの、

現在のところ主要な位置づけとはされていない。内部監査の成果は、内部監査報告書

（Berichte der Innenrevision）に反映され、監査基準に対する合致状況等内部監査の結

果や勧告が盛り込まれ、当該行政機関の長に提出される。その後内部監査部署自身が内部

監査報告書の 終版を作成する。内部監査報告書は行政機関の執行レベルにおいて修正は

なされないとされる 118。仮に内部監査実施中に犯罪や懲戒的な違反行為が認められたなら

ば、内部監査報告書の写しは適切な組織に提出され、BRH に提出される場合もある119。 
 また、予備検査事務所の廃止を受けて、1998 年 1 月 1 日に BRH 直属の地方検査事務

所（Prüfungsamt）が設置された。BRH によると、廃止の目的は予備検査事務所が外部

の会計検査として引き受けていた任務を、地方検査事務所がより効果的に、より経済的に

進めることであるとされる。以前の予備検査事務所に比べ、地方検査事務所においては配

置される職員が減少したにもかかわらず、連邦会計検査の効果は上がったとされる 116。地

方検査事務所設置の根拠となったのは、1997 年に制定された予算・持続的発展法である

116。なお、予備検査事務所の設置根拠であった連邦省共通事務規則は2000年に改定され、

                                                        
116 三菱総合研究所（2002）「欧米主要先進国の内部監査制度等の現状と課題に関する調査 －ドイツ・

フランス－」（平成 13 年度会計検査院委託業務報告書） 
117 Milagros García Crespo（2005）Public expenditure control in Europe: coordinating audit 

functions in the European Union 
118 BMF（2004）Accountability and Control 
119 BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The German Experience 
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予備検査事務所についての規定は削除された。予算・持続的発展法における地方検査事務

所に関する記述を以下に示す。 
 

図表 予算・持続的発展法における地方検査事務所に関する記述 

（前略） 
節項 2 連邦予算規則の変更 
100 節は以下のようにあらわされた。 
【地方検査事務所】 

 BRH は調査活動の準備、援助、補完のために調査任務を地方検査事務所に請け負わせ

ることができる。地方検査事務所は BRH の業務監督・専門監督の影響下にある。地方検

査事務所は検査任務を BRH にも適用される決定を適用し、BRH の指示に従い実施する。 
 
109 節第 2 項は以下のようにあらわされた。 
（2）連邦直属の公的法人の予算・経済管理の会計は、BRH による調査に関わりなく、法

律等によって定められた部署によって調査されるべきである。調査実施についての規定に

は、BMF 及び BRH と合意の上で担当省庁の同意が必要である。調査結果は BRH に提出

されなければならない。BRH は調査の制限を認めることが可能である。 
（中略） 
節項 3 会計検査院法（Bundesrechnungshofgesetz）の変更 
20 節に挿入される。 
>>20 節 a 
【地方検査事務所】 

（1） BRH は、BRH の業務監督及び専門監督の指揮命令下にある地方検査事務所を設置

することができる。 
（2） 地方検査事務所は BRH から割り当てられた調査課題を、BRH に適用される指示

を適用し、BRH の指示に従って実施する。地方検査事務所に委譲された調査課題

の枠内で、地方検査事務所は被調査対象に対してBRHと同等の検査権限を有する。 
（3） BRH は地方検査事務所の所在地を定める。 
（4） 職員は BRH 院長により任命される。 
（後略） 
資料）ザールランド大学 
  （http://archiv.jura.uni-saarland.de/BGBl/TEIL1/1997/19973251.1.HTML#GL） 
 
（b）内務省（Bundesministerium des Innern：BMI） 
 内務省は、幅広い業務を担う行政機関であり、本部はベルリンに置かれている。内務省

の主要な役割について以下に示す。 

 

図表 内務省の主な任務 

 公安 
 災害対応 
 外国人、亡命者及びその保護 
 「新しい国家・行政機関」関係 
 情報化社会 
 欧州、国際関係 
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 スポーツ政策 
資料）BMI ウエブサイト 

（http://www.en.bmi.bund.de/cln_028/nn_122730/Internet/Content/Homepage/Homepa
ge__en__tasks.html#doc771594bodyText4） 

 

 政府横断的に行政組織の課題に対する役割を担う内務省の部局が、O 局（Abteilung O）

である。O 局は、「行政の現代化の原動力」として、連邦行政組織における革新や官僚主

義解体に係る役割を担う120。省庁の枠組みを超えて、省庁における行政管理上の措置の実

施を調整し、腐敗予防の強化のための措置等について所掌する。 

 内務省は、O 局を中心として、各省庁における内部監査部署設置について一定の役割を

果たしていると見られる。現在、連邦政府の近代化、政府機関のコンピュータネットワー

クの小型化、公共政策部門の質と効率性の向上を目的とする包括的戦略「イノベーション

を通じた未来志向の行政運営（Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen）」
の一部として、内部監査のガイドライン策定等を内容とする「連邦行政における内部監査

のための勧め」プロジェクトが実施されている。同ガイドラインは、内部監査の構築や内

部監査部署の設置についての具体的なヒントを与え、主に行政機関の管理者を援助するも

のである。内務省は内閣に毎年政府プログラムの発展状況を報告する任務を負っており、

「実施計画 2009 政府プログラム『イノベーションを通じた未来志向の行政運営』に関す

る発展的報告」では、「連邦行政における内部監査のための勧め」について、「勧めの発展」、

「連邦行政における内部監査のための統一的な実施基準の策定」及び「内部監査のさらな

る専門化」が目的及び効果であったと記述している121。同報告における「連邦行政におけ

る内部監査のための勧め」に関連する部分を以下に示す。 
 

図表 「連邦行政における内部監査のための勧め」プロジェクトの概要 
実施分野：組織 
 
目的・効果 
連邦行政における内部監査のための勧めプロジェクトの推進。 
連邦行政における内部監査のための統一的な実施基準。 
内部監査の更なる専門化。 
 
対象団体 
連邦行政の全監査組織。 
 
参加部局 
内務省、経済技術省、交通建設省、環境省。 
 
プロジェクト説明 
1998 年 3 月 19 日の内部監査のための内務省基本書類の改訂。 

                                                        
120 BMI ウエブサイト

（http://www.bmi.bund.de/cln_173/SharedDocs/StrukturAbteilungen/abteilung_o.html?n
n=109676） 

121 BMI（2009）Umsetzungsplan 2009 Fortschrittsbericht zum Regierungsprogramm 
“Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen” 
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全ての連邦行政における内部監査のための勧めの作成。 
これらは内部監査への根本的な論議に加え、職業上の能力等のための模範審査規則や規制

も包含すべきである。 
 
プロジェクトの進捗 2008 
連邦行政における内部監査のための勧めに関するガイドラインの作成。特にリスクに基づ

く審査計画のモデルの作成。 
 
対策 2009 
目標とした成果に関する、連邦当局やそれに関連する全部局の情報に基づいた内部監査の

ための暫定リスク年次審査計画の作成に向け、事例研究を実施。 
 
2010 年までの展望とマイルストーン（もしくはプロジェクトの総所要時間について） 
2010 年末に行われる実地を踏まえたガイドラインの評価。 
必要であれば内部監査のための勧めの適応を実施。 
資 料 ） BMI （ 2009 ） Umsetzungsplan 2009 Fortschrittsbericht zum Regierungsprogramm 

“Zukunftsorientierte Verwaltung durch Innovationen” 
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（3）戦略・ガイドライン等 
 内部統制に係る戦略及びガイドラインについて概要を示す。ドイツについては、BRH、

内務省及び BMF のウエブサイトにおいて検索を実施した。その結果、前述のとおり、内

部統制構築基準を明示した文書は見当たらなかったものの、内部統制に係る戦略及びガイ

ドラインとして、内務省が作成及び公表した下記の資料を発見した。以下ではその概要を

示す。 
 

図表 内部統制に係るガイドライン一覧 

分類 名称 

内部統制構築基準 • 連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針 
Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in 
der Bundesverwaltung Vom 30. Juli 2004 
• 連邦行政における内部監査のための勧め 
Empfehlung fuer Interne Revisionen in der Bundesverwaltung 

実施マニュアル • 幹部及び管理職のための手引（連邦行政における腐敗予

防についての連邦政府方針の添付書類） 
Leitfaden fuer Vorgesetzte und Behoerdenleitungen 

 

連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針 
Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung Vom 30. Juli 

2004＜2004 年＞3 頁 

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/134460/publicationFile/133
14/Richtlinie_zur_Korruptionspraevention_in_der_Bundesverwaltung.pdf 

 1998 年に内務省により作成され、その後 2004 年に改定され現在に至っている。行政

機関における腐敗や汚職等に対する予防戦略の基準となる要素について取り上げており、

腐敗予防措置の実施の基礎としての位置づけを有する。なお、2005 年の BRH の年次報告

の中で、行政機関における内部監査の設置に関する基準として同方針が言及されている。 
 

図表 連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針 

○ 概要 
基本法 86 節第 1 項に従って以下の方針を公布する： 
 
1．適用分野 
全ての連邦省庁の腐敗予防についての対策はこの方針に従って決定される。連邦省庁に

は 上部の行政機関、間接的・直接的に連邦行政を担う行政機関、裁判所も含まれる。規

定は軍隊にも適用されるが、細部は連邦国防省が規定する。 
 この方針は連邦政府が関与する公共及び民間法人にも適用される。 
 
2．特に腐敗の危険性がある業務領域の確認と分析 
 全ての連邦省庁において定期的に特に腐敗の危険性が高い業務領域を確認する必要があ

る。 
 このためにはリスク分析の実施が求められる。リスク分析の結果によってどのように組

織構造、組織構成、人材配置を変えるべきか調査される。 
 
3．「複数の目原則」と透明性 
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 特に腐敗の危険性のある領域においては、「複数の目原則」（複数の職員または組織体に

よる協力または共同調査）を確実に行うことが求められる。もし法規定や実践的困難が「複

数の目原則」の妨げになっている場合には、共同調査を無作為抽出により行うことができ

る、あるいは代替として腐敗予防の他の措置（たとえばより集中的な専門監督）を定める

ことができる。 
 決定準備を含む決定の透明性は確保されなければならない（例えば、明確な規定や報告

制度、ＩＴによるプロセス統制、手続きに付随した正確で完全な資料の収集・整理等を通

して透明性を確保する）。 
 
4．人事 
 腐敗の危険性のある業務領域に従事する者については特に注意を払って選ぶ必要があ

る。その者の従事期間も原則的に制限をする必要があり、通例５年を超えてはならない。

延長が必要なときにはその理由を公的な書類で明らかにしなければならない。 
 
5．腐敗予防の担当者 
腐敗予防の担当者は省庁の任務や規模に従って選任されるべきである。担当者は複数の

省庁も担当することができる。担当者には以下の業務を委託することが可能である： 
・職員及び/あるいは省庁管理、対市民担当 
・省庁管理の助言 
・職員への説明（たとえば定期的に情報に関する催しを開催する） 
・継続教育への協力 
・腐敗の前兆の観察と評価 
・当該者の人格権への顧慮のもと、業務法・刑法による制裁措置（予防的観点）について

の公表の際の協力 
担当者は腐敗行為の嫌疑のある事実を発見した場合には、当該省庁の幹部にこれを知ら

せ、内部調査や隠蔽対策、刑罰訴追担当機関への通知についての提案を行う。省庁幹部は

状況の解明に必要な手順を指示する。 
担当者に懲戒権限を委譲することはできず、腐敗が原因で行われる懲戒手続きにおいて

担当者は調査者として従事することはない。 
省庁は担当者に対し、任務の受任について適時全面的に通知しなくてはならない。 
腐敗予防に関する任務の受任の際、担当者は指示とは無関係である。彼らは省庁管理に

おいて直接報告権を有し、任務の履行によって冷遇されることは許されない。 
担当者は職員について知り得た情報に関する守秘義務を在職期間終了後も、遵守しなけ

ればならない。 
 
6．腐敗防止についての部署 
リスク分析の結果あるいは特別な機会によって必要となった場合には、再調査のためま

たそれぞれに行われている腐敗予防措置をまとめるための、期限付きあるいは長期間にわ

たる指示から独立した別の部署を設置するべきである。この任務は内務監査が引き受ける

ことも可能である。腐敗予防において欠陥がある際には、この組織体は省庁幹部と腐敗予

防の担当者に通知する。部署は適切な変更に関する勧めを提示することが求められている。 
 
7．職員の意識向上と教訓 
職員は服務宣誓または義務に際し、腐敗の危険について注意をする必要があり、また腐

敗行為について教わるべきである。この教えは文書化される必要がある。起こりうる腐敗

の恐れに関して更に職員の意識を高めることが求められる。それに加えて「腐敗に対する

行動規範」は全従業員に対し、特に腐敗が起こりやすい分野や状況において何に注意する

べきなのか伝えることが求められる。腐敗の起こりやすい分野における活動について、定
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期的に職員の新たな意識向上の取り組みが行われる必要がある。 
 
8．養成教育と継続教育 
養成教育・継続教育を担う組織は「腐敗予防」をテーマとしてプログラム内に取り入れ

る。この際特に管理職、腐敗予防の担当者、腐敗の起こりやすい分野の職員、6 で挙げた

部署の職員の継続教育の必要性を顧慮しなくてはならない。 
 
9．徹底的な業務監督、専門監督 
幹部は業務監督・専門監督を徹底的に実施する。「幹部及び管理職のための手引き」には、

積極的で先見的な人材管理や人材統制について記載されている。 
これに関連して幹部は腐敗の兆候に注意を払う。幹部は定期的に、また必要に応じて職

員の意識向上を行う。 
 
10．腐敗嫌疑の通知と対策 
 事実に基づいた腐敗行為の疑いがある場合、省庁幹部は即刻検察庁及び上位の官庁へ通

知しなくてはならない。さらに役所内の調査や隠蔽予防措置を実行に移すことが求められ

る。連邦行政機関は毎年内務省に所定の形式で、法的手続きが行われた嫌疑事案（分野や

状況、実施された手続き等）及び当該年度に終了した法的手続きの結果を報告する。 
 
11．委託についての手引き書 
・競争について 
 公募や公開手続きの原則は腐敗予防において特に意義を持つ。公的任務の委託の際には、

容認できない影響要素が無かったかどうか、定期的に業務監督・専門監督の権限において

調査を行う必要がある。 
・ 計画立案・委託・決算の原則的分離について 
 公的任務を委託する際は、財政法・委託法上の規定に従い、準備と計画立案・需要の記

述を一方とし、委託手続きの実施は他方として別々に、可能であればのちの決算も組織的

に切り離されるべきである。 
・競争委員会について 
 省庁は、信頼性が疑われ競争からの除外につながりうるような入札者あるいは応募者に

よる深刻な違反があるかどうか調査する。そのような深刻な違反は特に入札者や応募者の

誰かが委託手続きの準備や実施を担当している者に対してその者への利益あるいは第三者

への利益を提供する、約束する、与えるときに問題になる。 
 
12．義務法律（Verpflichtungsgesetz）による反腐敗留保約款、受託者の義務 
 公的任務の委託に際して適した事例において反腐敗留保約款が定められるべきである。 
 私企業が公共体の課題に協力するときには、この企業の個々の従業員は（必要な範囲で） 
法律に従い、委託による職務の細心の遂行を義務づけられるべきである。該当する者には

「腐敗に対する行動規範」と報酬と贈答物の受領についての現行規定が印刷されたものを

支給されるべきである。 
 
13．共同開催、共同施設への助成金；スポンサー援助 
 連邦のある省庁あるいは複数の省庁へのスポンサーによる金銭・事物・サービス行為の

受領には、2003 年 7 月 7 日の「民間による連邦活動の援助に関する連邦政府の一般行政

規定（スポンサー援助、寄付、その他の贈与）」（Allgemeine Verwaltungsvorschrift der 
Bundesregierung zur Foerderung von Taetigkeiten des Bundes durch 
Leistungen Privater（Sponsoring, Spenden und sonstige Schenkungen））が適用さ

れる。 
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14．助成金受給者 
 機関援助の範囲における連邦助成金のために、助成金受給者に対し財政法によって委託

法が適用されるとき（助成金の金額あるいは複数の省庁による資金融資における助成金の

総額が 100,000 ユーロ以上）には、助成金受給者は助成金の決定における特別規程によ

って、この方針を合理的に用いることを義務づけられるべきである。助成金契約の際には、

方針のふさわしい適用が契約によって取り決められなければならない。 
 外国の機関の助成金受給者と共に契約によって腐敗予防についての原則が取り決められ

る必要がある。 
 
15．特別措置 
 省庁は必要な範囲で方針を更に超えた措置を講じることができる。 
 
16．施行 
 この方針は官報で公表した後日に発効する。これと同時に 1998 年 6 月 17 日の方針は

失効する。 
資 料 ） BMI （ 2004 ） Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 

Bundesverwaltung Vom 30. Juli 2004 
 

連邦行政における内部監査のための勧め 
Empfehlung fuer Interne Revisionen in der Bundesverwaltung＜2007 年＞8 頁 

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/134484/publicationFile/133
04/interne_revision.pdf 

 「連邦行政における内部監査のための勧め」は、内務省が学会や経済界の助言を得て作

成した文書であり、内部監査における基本方針、ガイドラインとしての位置づけを有し、

内部監査の構成や実施についての具体的な手掛かりであるとともに政府機関の運営を援助

する役割を担う文書であるとされる。内務省によると、内部監査とは、組織の包括的な統

制・監督システムの基本となる要素の一つに該当し、連邦行政の全分野にとって大変重要

なものであり、様々なリスクマネジメントプロセス・統制プロセスを結びつけることによ

って行政機関の運営を援助するものであるとしている122。そして、内部統制が構築されて

いるかが内部監査の課題の一つとされている。また、内部統制の妥当性や効果に対する責

任は、行政機関の長に課せられると定められており、内部監査部署は行政機関の長を援助

することとされている。 
 

図表 連邦行政における内部監査のための勧め 

 内部監査部署は行政機関の長が負う責任の遂行を支援し、負担を軽減することが求めら

れる。後続の勧めは内部監査の今日の標準に基づいている。それぞれの部局において、内

部監査は必要かどうか、あるいはどの程度必要なのか、またどのようにこの勧めを実行す

るか、とりわけどのような修正が管轄部局の特徴に基づいて必要かについての決定と責任

は、個々の管轄部局に委ねられている。この勧めは内部監査についての基本方針として利

用される。 
 
                                                        
122 BMI ウエブサイト

（http://www.bmi.bund.de/cln_145/DE/Themen/OeffentlDienstVerwaltung/ModerneVerwa
ltung/Innenrevision/innenrevision_node.html） 
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1．一般事項 
（1）内部監査は、監査及び協議を通してリスクを減らす必要がある。内部統制の妥当性

や効果に対する責任は、行政機関の長に課せられる。行政機関の長は具体的な検査指示を

与える。内部監査部署はこの際に行政機関の長をサポートする。内部監査部署は行政活動

を調査し、情報、分析、評価、勧告及び助言を提供する。内部監査は調査されるプロセス

に関与していない組織の見解を仲介する。さらに内部監査は予防機能を持ち、行政活動の

文化や質、効果、効率を持続的に改善することに貢献する。政治的決定は監査課題に適用

されない。 
（2）内部監査部署は知識を提供し、業務及び専門監督の実施のための助言を与えるが、

これらに取って代わることはない。職員は内部監査を自身の課題処理のための援助である

と理解するべきである。 
 
2．目標設定 
 内部監査は独立した監査・統制機能を行政機関の長の指示により引き受ける。内部監査

は自身の任務の立場の枠内で行政機関における行政活動について透明性をもたらす。内部

監査は以下の際に行政機関の長を援助する： 
・統制及び監督課題の受任 
・行政活動の質、革新、効果及び効率の保証 
・規程や規制の遵守 
 
3. 課題 
 内部監査の活動は原則的に全行政活動を対象とする。特に以下の課題がある。： 
 （1）法律及び規則の適合性、機能性、有効性、行政活動の経済性の監査。特に以下の

点について監査される。 
   ・現行の法・行政規定（内部規定も含む）は遵守されているか 
   ・行政機関の長の目標規準は目的に適って実行され、合法的に履行されている

 か 
   ・経済活動の原則は遵守されているか 
   ・資産は十分に守られた状態か 
   ・内部規程は適切か  
   ・内部統制ならびに情報・取引プロセスは目的に適って構築されているか、また確

 かに機能しているか 
   ・幹部は、業務・専門監督を含む自身の管理役割を合法的に受任しているか 
   ・内部のリスク管理システムは役割を果たし、目的に適っているか 
 （2）行政機関の長の支援 
   ・包括的透明性の創出と、資産や環境・業務プロセス・統制情報と関連したリスク

 についての決定に向けた概括的な知識の提供を通して支援を実施 
   ・政府機関内部の規定を定め、発展させる際に支援を実施 
 （3）幹部や職員の情報や助言 
 （4）内部監査に行政機関内部の腐敗予防及び／または嫌疑のあるケースにおいては

 監査の任務を委譲することができる。 
 
4．組織上の規定 
 （1）内部監査部署は、管轄分野において中央に（ 上位の行政機関レベル）あるいは

分散して（それぞれの省庁や管轄領域の行政機関）に設置されることが可能である。

管轄部局の責任者はリスクや成果能力への考慮のもと、組織構造を決定する。 
 （2）内部監査部署は、行政機関の責任者の下あるいはその代理の下へ直接置かれるべ

きである。 
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 （3） 上部の連邦行政機関の同意のもと、内部監査活動は委譲された課題受任の過程

において他の行政機関が引き受けることもできる。例えば、ある政府機関の人材や

リスク可能性が各自の内部監査に正当でない場合がこれにあてはまる。委譲した行

政機関の長の責任はこの時点から解除される。 
 （4）内部監査の人材、事物の装備は、例えばリスク可能性や規模、構造、複雑性など

行政機関特有の基準を基に方針が決められなければならない。 
 （5）内部監査は調査分野に対しても指示権を保有していない。 
 
5．内部監査の権利 
 （1）全幹部及び職員は内部監査を支援し、促進しなければならない。全幹部及び職員

はこれについて必要な情報を提供し、必要な証明書類を調達する。 
 （2）任務の受任について内部監査部署は全ての組織において包括的な情報権、調査権、

立ち入り権を保有している。内部監査は行政機関の長に対して口頭及び文書による

報告権を保有する。 
 （3）内部監査は任務の受任につきそれに属する電子データの閲覧を含む文書閲覧権を

保有する。文書、データの例として： 
   ・全工事契約の目録 

・全調達の目録 
・中央記帳システム（財政制度、決済制度、会計制度、出費計算、給付計算） 

 ・手続きに関する文献・資料目録 
 ・在庫品（資産）目録 

     内部監査の調査の枠内で、データバンク利用が可能である。 
 （4）引渡し及び拒否権は、VS 用件（VS-Angelegenheiten）に関してのみ存在する。

連邦データ保護法（Bundesdatenschutzgesetz）の規定には手が加えられないま

まである。 
 （5）外部の専門家には現行規定への顧慮のもと協力を求めることが可能である。 
     
6．内部監査の義務 
    （1）内部監査に従事する者は自身の任務を公正及び誠実に被調査者に対して独

立して受任する。内部監査担当者はとりわけ以下のことを遵守する： 
      ・潔白性 
       内部監査の潔白性は信頼関係の基礎となり、内部監査の判断の信頼性のた

めの基礎を築く。 
      ・客観性 
       内部監査担当者は調査対象の活動やプロセスについての情報の収集、評価、

伝達において 大限の専門化意識と客観性を費やす。内部監査担当者はあ

らゆる重要な事情に関して十分考量した判断を行い、自身の利益に流され

ることあるいは第三者によって自身の判断を不用意に影響されることは

許されない。 
      ・守秘性 
       内部監査役には守秘義務がある。監査役は自身に対して公開されている情

報に対する権利とその価値を尊重し、これに関して法律上、職業上の義務

が存在する場合を除いて情報を別の者に渡さない。 
    （2）内部監査の責任者は職員の養成教育や継続教育について責任がある。 
 
7．内部監査への要求 
    （1）内部監査における活動は原則的に専門任務の実施と相容れない。 
    （2）担当者には十分な業務経験が求められる。常に研修・勉強を続けること、
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知識水準を 新のものに維持することが義務づけられている。 
   
8．調査方法、調査計画立案、調査経過 
    （1）内部監査は政府機関に関わるリスクの分析に基づいて支出・利益状況への

顧慮のもと、調査テーマ目録を作成し、それに基づいた調査計画を作成する。

これらは認可のために行政機関の長へ提出されなければならない。調査計画

の内容は調査の事物的、人員的、時間的観点を含む。長期的な調査計画を定

期的に作成されることが求められる。 
    （2）調査は例えば以下の項目について行われる： 
      ・規定調査 
      ・在庫（現金高）調査 
      ・システム調査 
      ・特定事項の調査 
      ・確認調査（以前の指示や勧めの実施について） 
    （3）監査は重点設定に応じて、とりわけ以下の基準に応じて実施される： 
      ・合法性 
      ・合規性 
      ・安全性 
      ・経済性 
      ・将来性の確保 
      ・目的適合性／効果 
      ・効果作用方針 
    （4）内部監査は通例、調査をそれぞれの組織に予告する。 
    （5）調査の枠内で内部監査は実情を取り上げ、評価し、調査活動や調査確認、

調査評価を文書化する。すでにこの段階において得られた知識やそれに基づ

いた対策についての提案を被調査者である組織体とともに論議することが可

能である。 
   （6）調査は原則的にチームで行われるべきである。 
    （7）調査の終わりに内部調査は即刻それぞれの組織体に対して調査報告案を送

付する。この調査報告案において確認や評価の他にその点において必要な提

案が欠陥の除去や改善のために行われる。 
    （8） 終協議において調査分野に対して討議の後に意見表明の場が与えられる。

意見表明は文書によって行われることも可能である。 終協議の結論につい

て議事録が作成される。    
    （9）調査後、行政機関の長に即刻 終調査報告が提出される。調査された組は

通例これに関する謄本を受けとる。 
    （10）調査計画や調査経過のより詳しい詳細は、政府機関において公示されてい

る調査規定によって定められている。 
 
9．調査の勧めの実施 
 行政機関の長は内部監査の勧めの実施を決定する。実施それ自体は被調査者である組織

の務めである。その他の組織の管轄領域に接触することはできない。 
 
10．年次報告 
 内部監査部署は行政機関の長に自身の活動について年次報告を提出しなくてはならな

い。 
 
11．質の保証 



 - 109 - 

    （1）内部監査は適切な措置を通して業務の質を保証している。それは、以下の

措置を通し行われうる。 
      ・課題に特化した養成教育と継続教育 
    ・透明性の高い調査プロセス 
    ・規格統一された調査経過 
    ・画一的な報告書のレイアウト 
    ・経験の交換（情報交換）  
    ・その他の内部監査における聴講 
 内部監査間における定期的な経験の交換と適切な養成教育・継続教育は不可欠である。

各管轄部局は内部の経験の交換を、連邦内務省は管轄部局包括的な経験の交換を保証する。 
 
12．内部監査の受諾 
    （1）内部監査の成功は本質的に従業員における認知にかかっている。 
    （2）内部監査担当者の氏名や連邦行政における内部監査の勧め、政府機関独自  

の調査規則は全ての従業員に公示される。 
      （3）従業員は直接内部監査に問い合わせることができる。 
   
13．監督 
    （1）管轄分野の政府機関の内部監査に対する監督は、分散した構造の場合、

上部の連邦政府機関の務めである。監督は内部監査の独立性、潔白性、客観

性を維持するために特に以下の点に関係する。： 
      ・内部監査部署の設置 
      ・内部監査の設備 
      ・年次報告 
    （2）管轄分野の行政機関は、 上部の連邦行政機関に、情報及び調査計画を送

付する。 
資料）BMI ウエブサイト 

（ http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/134484/publicationFile/13304/i
nterne_revision.pdf） 
 

 

 

幹部及び管理職のための手引 
Leitfaden fuer Vorgesetzte und Behoerdenleitungen＜2004 年 7 月＞3 頁 

http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/134484/publicationFile/133
04/interne_revision.pdf 

 
 「連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針」の添付書類である「幹部及び管

理職のための手引」は、行政機関の幹部に対し自らの部下に対する模範的役割と保護の義

務を示したものである。部下に対する言動及び関心が腐敗防止に対して重要であるとし、

幹部に対し明確な権限の規制、透明性の高い課題の説明及び適切な統制の度合いを保証す

ることを求めるものである。そのために、次の対応をすることを要求している。 
 
 
 

図表 幹部及び管理職のための手引 
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教えること及び意識を高めること 
謝礼や贈り物の受領の禁止及び利益の対立の回避に関する規定から生じる義務について、

職員と共に定期的に話し合いなさい。 
 
組織的対策（あなたの権限の範囲内で） 
明確な定義及び場合によっては決定の余地の制限に注意を払いなさい。 
権限の委譲の構造や裁量の余地の境界について論議しなさい。 
特に腐敗が起こりやすい業務領域において、数または文字によるシステムを用いたプロセ

ス処理の柔軟化に対し、対応し、注意を払いなさい。 
（中略） 
複数の目原則を実現しなさい。業務チームの教育を提供しなさい。現実的に実現が難しい

場合は統制を企画運営しなさい。 
特に早く専門知識が習得できる活動においては、人事及び経済的手段を講じなさい。： 
（中略） 
保護 
特に腐敗が発生しやすい業務領域における腐敗予防には職員の手厚い保護が必要である。 
（中略） 
監督・監視；指導様式 
腐敗においては苦情を訴える被害者はいないこと、よって腐敗予防はあなたの敏感さ及び

あなたの職員の意識向上に依拠することを意識しなさい。あなたには、どちらにせよ幹部

としての中核義務である業務監督及び専門監督が求められている。 
（後略） 
資 料 ） BMI （ 2004 ） Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 

Bundesverwaltung Vom 30. Juli 2004 
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4．フランスにおける財政、会計制度と内部統制の状況及び会計検査院の対応・

位置づけ 
 

（1）財政・会計制度 

①財政・会計制度 
フランスにおいては、2001 年に成立し、2006 年から完全施行された予算組織法（loi 

organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances、以下「LOLF」
と言う。）が財政・会計制度の全体の枠組みに関して重要な役割を果たしている。ここでは、

LOLF による改革によって導入された新制度の概要を中心に、フランスの財政・会計制度

について述べる。 
 

（a）予算制度 

フランスにおいては、財政に関する以下のような規定が憲法に設けられている。このう

ち、歳入歳出等を定める予算法の要件等については、LOLF で規定されている。 
 

図表 フランス憲法における財政関連規定 

・ 予算法による歳入歳出の決定（第 34 条第 5 項） 
・ 予算法案の国民議会先議（第 39 条第 2 項） 
・ 歳入減・歳出増を伴う議員提出法律案・修正案の禁止（第 40 条） 
・ 予算法案の議決及び会計検査院（Cour des comptes：CDC、以下、「CDC」と

言う。）の国会・政府補佐等（第 47 条） 
資料）松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
 

LOLF による改革によってフランスの予算手続きは大きく変わった。これは、第五共和

制の議会制度において「初めて予算手続きに全体的な枠組みがもたらされた」123といわれ

る水準のものである。 
特徴としては、まず、予算を従前に使用されていた支出の性質（事業・投資・介入等）

別の予算分類ではなく政策（安全保障･文化･保険等）別の予算分類へ提示の仕方を変更し

た。これにより、政策毎の予算と成果を示すことが可能となった。予算は次ページに示す

ミッション・プログラム・アクションの 3 層構造によって記述される。 
 

図表 LOLF による予算の構造 
階層 概要 

ミッション 
（mission） 

・ 国家の重要な政策の単位で、プログラムに分解される（LOLF 第 7
条）。 

・ 議会の議決単位である。 
・ 単一または複数の省庁が共同で担当する。 
・ 2006 年度では、政府全体で 34 のミッションが存在し、1 つの省

庁につき 1～2 のミッションを持っている。 
                                                        
123 予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF 
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プログラム 
（programme） 

・ 全体的な予算枠と予算上限を定める単位で、アクションに分解さ

れる。 
・ 議会の承認の単位であり、議会にはプログラムを設定・修正・廃

止する権限が与えられている。 
・ 単一の省庁が担当する。 
・ 2006 年度では、政府全体で 132 のプログラムが存在する。 

アクション 
（action） 

・ プログラムの細目で、予算の使途を明確にする。 
・ 2006 年度では、政府全体で 601 のアクションが存在する。 

資料） 予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF 及び高山直也（2008）
「【フランス】予算法の新方式」『外国の立法（2008.4）』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサル

ティング作成。 
 
さらに、公費の使途をより明確にするために、プログラムごとに 2 通りの方法で予算を

提示する。一つは上記のアクション（使途）別であり、もう一つは支出性質別の記述であ

る。支出性質別の記述は、支出の種類をタイトル及びタイトルの細目であるカテゴリーに

分類して示される。支出の項目（タイトル及びカテゴリー）は以下のようになっている。 
 

図表 支出項目  
タイトル カテゴリー 

タイトル 1： 
公権力基金（Dotations des pouvoirs 
Publics） 

－ 

タイトル 2： 
人件費（Dépenses de personnel） 

・ 活動への報酬 

・ 社会保障分担金・寄付金 

・ 社会給付・諸手当 

タイトル 3： 
活動費（Dépenses de fonctionnement） 

・ 人件費以外の活動費 

・ 公共サービス支出のための補助金 

タイトル 4： 
国債支出（Charges de la dette de l’État） 

・ 譲渡可能な負債の利子 

・ 譲渡不可能な負債の利子 

・ 各種財政負担 

タイトル 5： 
投資支出（Dépenses d’investissement） 

・ 国家の有形固定資産支出 

・ 国家の無形固定資産支出 

タイトル 6： 
介入支出（Dépenses d’intervention） 

・ 世帯への支出 

・ 企業への支出 

・ 地方公共団体への支出 

・ 他の団体への支出 

・ 保証費 

タイトル 7： 
財政操作支出（Dépenses d’opérations） 

・ 融資・前払金 

・ 自己資本への支出 

・ 出資分担金 
資料）予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF に基づき三菱 UFJ

リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
プログラムごとの予算の提示イメージは以下のようになっている。プログラム間での支

出の移用は、同一省内及び異なる省の間で可能である（LOLF 第 12 条 I・II）。ただし、移

用の総計は、予算法による歳出全体の 2％以内までに限定されている。また、アクション
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間での流用は、原則的にプログラム責任者の裁量にゆだねられている124。支出性質別の分

類は目安に過ぎず、人件費以外のタイトル間では流用が可能である。人件費についてはプ

ログラム別に上限が定められており、他のタイトルからの流用はできない。 
 
 

図表 プログラムの予算提示

 
資料）予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF に基づき三菱 UFJ

リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
このように政策ごとに予算をくくることによって、政策目標とそれを実現するために要

した資金、成果を結びつけて考えることができるようになり、公共支出に関する評価が向

上した。また、一度執行された予算がほぼ自動的に翌年も執行されるような方式が廃止さ

れ、予算の必要性を物理的要因（利用者数、活動量）及び財政的要因（単位価格、総賃金）

に基づき説明する「ゼロベース方式（justification au premier euro）」が導入されたこと

により、財政の透明性が向上した。 
フランスの予算策定の流れは次ページのようになっている。会計年度は暦年である。 

 

 

 

                                                        
124 プログラム及びアクション間での移用・流用については、新日本監査法人（2008）「フランスの公会

計･予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）。 

アクション１ 

代替可能性

プ ロ グ ラ ム 

Ｘ 

タイトル２

人件費

タイトル３ 

活動 

タイトル５ 

投資 

タイトル６ 

介入 

アクション２ 

アクション３ 

アクション n 

支 出 性 質 別 の 提 示 

使

途

別

の

提

示

（
ア

ク

シ

ョ
ン

） 
全 体 予 算 枠

アクション１ 



 - 114 - 

図表 フランスにおける予算編成プロセス 

  政府 議会 CDC 

1 月    

2 月    

3 月    

4 月    

5 月    

6 月    

7 月    

8 月    

9 月    

10 月    

11 月    

予

算

年

度

開

始

前

年 

12 月    

資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書）、松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」

『レファレンス 2008.5』、予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de 
la LOLF に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

注 1）経済財政産業大臣の下に置かれ、政府内での予算編成作業を取りまとめる大臣職。 
注 2）予算局（Direction du Budget）は、予算・公会計・行政サービス・政府改革省の部局。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備作業 
・ 経済構造に関

する会議：予算

担当大臣（注 1）
による大臣会

議。予算上の見

通しや経済政

策の議論。 
・ 予算会議：各省

庁と予算局（注

2）による会議。

予算要求や予

算制約の議論。 
・ 成果に関する

会議：各省庁と

予算局による

会議。達成目標

や業績指標に

関する議論。 
予算法の実施報告の事

前報告 

予算討論 
国家財政と国家経済の発

展に関する報告書 

議会質問（7 月 10 日） 

予算審議 
年次業績計画書に基づき

予算法案を議論。 

予算法議決 

予算の 終化 
・ 予算書類の 終化と予算配分

の討議の集約。 
・ プログラムやアクションごと

の歳出、人員配分の確定。 
・ 成果目標や指標の確定。 

政治裁定 
大統領がミッ

ション、歳出、

人員に係る方

針の通達を出

す。 

政府回答（10 月 10 日） 
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予算審議には次のような資料が添付されることになっている。 
 

図表 予算法添付資料 

書類名 概要 

年 次 業 績 計 画 書

（projets annuels de 
performances: PAP）  

・ 予算法の法定添付資料として議会に提出される。（LOLF 第 51
条） 

・ プログラムごとに作成され、プログラムを構成する具体的なア

クションの種別、それらに関する費用、追求される目的及び来

るべき年度において予測される結果を提示することが求めら

れている。このうち結果については、「正確に選択された明確

な目標」によって測定されなければならないとされ、プログラ

ムの目標とすべき成果指標が示される。 
・ プログラムの責任者が作成及び議会に向けた説明の責任を持

つ。 
説明附属資料 ・ 債務負担行為に基づくその後の支払い計画や税金のリスト等。 
情報・内部監査附属資

料 
・ 議会向けの情報と内部監査のための資料。 

国の経済社会財政の現

状と展望報告書 

・ 付託された予算法案の対象年を含む少なくとも 4 年間につい

て、歳入、歳出、公的部門全体の収支について説明する。（LOLF
第 50 条） 

国民経済と公的財政の

進展に関する報告書 

・ 毎年、政府が議会会期の 後の 4 半期（4 月～6 月）に設けら

れる予算方針の審議の際に議会に対して提出することになっ

ている報告書。（LOLF 第 48 条） 
資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書）及び松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算

制度」『レファレンス 2008.5』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 各省の予算執行に関しては125、支払命令官（ordonnateur）、財務統制官（contrôleur 
financier）、出納官（comptables publics）の 3 者が重要な役割を担っている。支払命令

官は、大臣もしくは大臣によって支払命令権限を委任された者で、収入・支出に関する命

令を発することとなっている。財務統制官及び出納官は予算・公会計・公共サービス・政

府改革省の職員である。財務統制官は、財務活動の検査、省庁活動の監視、予算限度額の

管理等の役割を担う。出納官は、支払命令官が行う収入・支出決定が、会計法令に従って

いるかを確認し、違法な収入・支出を拒絶する権限を有し、支出・収納行為を担当する。

出納官は、意思決定に関して個人的な責任を持っており、CDC が計算書を検査し、出納

官の責任を解除するまで責任を有し続ける。 
このように、フランスにおいては、予算・公会計・公共サービス・政府改革省が各省に

職員を派遣して監視にあたるという財務統制の枠組みをとっている。なお、各省には監察

総監が設置されており、内部統制にあたっているほか、予算・公会計・公共サービス・政

                                                        
125 NAO（2005）State Audit of the European Union、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）
「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査

院委託業務報告書）、新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関

する調査研究」（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）、新日本監査法人（2008）「フランスの行財

政改革と業績予算の実態に関する調査」（経済産業省平成 19 年度政策評価調査事業）、松浦茂（2008）
「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』を参考にまとめた。 
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府改革省の財務監察院が各省の財務監査を担当している。このような全体の内部統制の仕

組みについては後述する。 
 

（b）決算制度 

 政府は、CDC の検査を経て、前年度の決算法案を 6 月 1 日までに国民議会に提出する

こととなっている（LOLF 第 46 条）。LOLF 以前はこの提出期限は 12 月末であり、LOLF
によって決算の議決が約半年も短縮されたことになる。次年度予算の国民議会における第

1 読会は、決算法案の議決後でなければできないことになっている。これにより、前年度

の決算が次年度の予算に反映されるような仕組みとなっている126。 
決算法案への添付書類には次のようなものがある。このうち、「予算執行結果及び国の予

算管理に関する報告書」及び「国の決算の合規性・真実性・誠実性（fidélité）に関する証

明書」は CDC によって添付される。 
 

図表 決算法添付資料 

書類名 概要 

年 次 業 績 報 告 書

（ rapports annuels 
de performances: 
RAP） 

年次業績計画書に示された指標の決算における実績値が示され

る。 
年次業績計画書と年次業績報告書は同一の構造になっており、両

者の比較が容易になっている。 
予算執行結果及び国の

予算管理に関する報告

書 

CDC が作成。（LOLF 第 58 条） 
 

国の決算の合規性・真

実性・誠実性（fidélité）
に関する証明書 

CDC が作成。（LOLF 第 58 条） 
 

財 務 書 類 （ compte 
général de l’État） 

企業会計に基づき策定されたもの。 

資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書）、松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」

『レファレンス 2008.5』、予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de 
la LOLF に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

（c）会計制度 

 会計制度については LOLF 第 27 条以降で定められている。第 27 条では、政府の会計

に 3 つの側面を導入している。3 つの側面とは、予算上の歳入歳出の会計である「予算会

計」、行政活動（予算の執行）に係る「財務会計（CGE）」、プログラムの様々なアクショ

ンに係る費用を分析するための「コスト分析会計」である127。 
 予算会計は、単年度主義に基づいており、会計年度独立の原則が採用されている。歳入・

歳出が行われた時点で収支を認識する現金主義的会計となっており、投資・減価償却・引

                                                        
126 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
127 予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF 及び新日本監査法人

（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平成 19 年度会計検査

院委託業務報告書） 
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当金・資産等を測定するのには不適切である。そこで、次に述べる財務会計は予算会計に

よる情報を補完するものとなっている。 
 予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF（以下

「LOLF ガイド」と言う）によると、新しい財務会計は企業会計及び海外の公会計から大

きく影響を受けたものであり、それにより政府会計を刷新し国富をより正確に算定できる

ようになった。LOLF 第 27 条では、財務会計に発生主義（principes de la comptabilité 
d'exercice）を採用することを定めている。そのため、債権・債務に関しては、債権があ

る場合には受領した時点ではなくその期の歳入とし、債務がある場合には支払い時点では

なくその期の歳出として処理する企業会計的処理である「権利確定主義（droits 
constatés）」に基づく。 
財務会計は企業会計から影響を受けているものの、政府の独自性は保持している。財務

会計を構成する財務書類は以下の 4 種類ある。 
 

図表 財務会計に係る書類 

書類名 概要 

政府収支決算  正味価額による表の形で貸借が示される。 
 有形固定資産・ストック・支払負担金、引当金の情報を

提供することにより、国家の新しい規範による要求に応

えられるようにするものである。 
収支結果報告書  会計年度における収入と費用の総額を示す 3 つの表から

なっており、年度における純利益・純損失・未払金を確

定する。 
財務行政におけるフロー表  財務局における歳入・歳出を政府活動・投資活動・財政

活動の 3 つのカテゴリーに分けて提示する。 
付属書類  政府の財政書類の理解とその活用に役立つ情報を提供

し、財政の透明化に貢献することを目指している。 
 特に政府収支決算書に現れない投資活動の明示と数値化

に力を入れている。例えば、公務員の退職金支給に関す

る評価や、政府が補助金を出している特殊団体への出資

の必要性について記述している。 
資料）予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF に基づき三菱 UFJ

リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 コスト分析会計は、予算策定時に提出される資料の一つである。コストには、当該活動

を実施するための資源の全てが含まれ、アクションの単位で分析される。コスト分析会計

の役割には以下のようなものがある。 
 各政策のコストの算定・結果の分析・予測の修正 
 業績評価に必要な要素と予算の正しさの明確化 
 行政運営者の意思決定の支援 
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（d）入札・契約制度 
ここではフランスの入札・契約制度の枠組みについて示した後、公共工事を中心とした

契約の手続きについて述べる。 
フランスの入札・契約に係る主な法令としては公共契約法典（Code des marchés 

publics: CMP）がある。公共契約法典では公共工事の発注方式や物品の調達等、あらゆる

公共調達に関して規定するものである128。同法典は 2001 年に改正されている。この一番

の目的は、複雑になりすぎた体系を、発注者、受注者双方にとって簡素化するということ

であったが、改正により、手続きの透明化、EU の統一規格に沿った内容にするというこ

と、中小業者が公平に入札に参加できる仕組みとするということ、また価格のみではなく

経済的にもっとも有利な手段に頼るようにするという目的もあわせてもった内容となって

いる129。具体的には、価格競争入札の廃止、競争的交渉手続の導入や国と地方の規定の一

本化等が行われた。 
現状の契約手続130は、23 万ユーロから 590 万ユーロまでは入札手続、交渉手続、競争

的交渉手続が適用され、23 万ユーロ未満は目的に応じた適切な方式を採用することとなっ

ている。23 万ユーロから 590 万ユーロまでの各手続の概要を以下に示す。 
 

図表 契約手続きの概要（23 万ユーロ～590 万ユーロ） 
手続き 概要 

入札手続 

 入札参加者に制限を設けない公開入札とするか、一定の制限を設け

る制限入札とするかは完全に発注者の自由。 
 一般的に、公共工事・サービス調達の場合は制限入札が多く、物品

の調達の場合は公開調達が多い。 
 業者とは交渉を行うことなく、客観的基準に基づいて選定する。 
 パフォーマンスに基づく入札方式の場合は、常に制限入札となる。 

競争的交渉手続 

 EU 公共調達指令の改正を見越して 2001 年に導入。 
 発注者側で技術を特定できない場合や、法的・財務的に複雑な構造

物を調達する場合、通常の競争入札と同様に入札公告後、応札者と

これらの諸点について交渉し、技術面の改善により価格を下げるこ

とを目的に行われる。 

交渉手続 
 例外的手続。 
 事前価格評価困難、入札不調、緊急性、技術的・芸術的要件のため

契約可能業者が特定される場合のみ適用される。 
価格のみに基づく手続  現在はなし。 
資料）大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査

研究第 32 号』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

                                                        
128 勝山浩利（2004）「イギリス，フランスにおける新しい入札契約手法の動向」『建設マネジメント技

術（2004 年 7 月号）』によると、公共契約法典は、ただし、それ自体で執行力を持つものではなく、後

に出るデクレ（政令）やアレテ（通達）により具体的な効力を発する。 
129 建設経済研究所（2003）「第 19 次海外調査（欧州）報告書 概要版」 
130 大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査研

究第 32 号』 
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落札にあたっての評価要素としては、運営コスト、技術的価値、調達に要する期間、質

（美的面、機能面）、採算性、アフターサービス、技術的援助、納期、価格等が挙げられる。

これらの評価要素の順位付けは公表されるが、評価要素間でウェイトを付けて点数化する

ことまでは行っていない131。

                                                        
131 大野泰資、原田祐平（2005）「日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較」『会計検査研

究第 32 号』 
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（2）内部統制の基本的枠組み及び会計検査院の体制 
ここでは、フランス政府における内部統制の実施体制、実施方針、フレームワークにつ

いて整理する。具体的には、内部統制について規定する法律、CDC や内部統制委員会、

公的財務局、各省の予算会計統制官・「会計の質」部局・予算会計統制部、内部統制委員会、

財務監査院、それらの体制や役割について整理する。 
 

①フランス政府における内部統制の根拠規定 
 フランス政府における内部統制は、従前より単一の法律によって定められているのでは

なく、財政・会計に関連する諸法律によって内部統制を担う諸機関の権限・任務と併せて

規定されていたと考えられる132。これが、LOLF によって財政・会計制度が改革されたこ

とにより、国の財務諸表が法律に沿って作成されることが求められること、会計情報は出

納官のみでなく現場の事務担当者が作成すること等133により、新たな概念としての内部統

制が必要となった。LOLF 以降の内部統制の枠組みも、LOLF 自身が規定する会計原則や、

それに関わる各種機関について定めた法令等及び金融市場庁（Autorité des marchés 
financiers）が推奨する枠組みがそれぞれの側面から規定することによって全体としての

仕組みをなしている。 
 予算・公会計・行政サービス・政府改革省では、2005 年度以降毎年「国家の内部統制

に関する報告書」を公表している。同報告書は毎年、政府の内部統制に関する進展状況や

重要な概念、及び関連する機関について報告している134。2008 年版135では、内部統制の

一般的な目的は「会計活動が規則（法律・規範・内部指令）と合致していること、内部プ

ロセス（特に貸方の保護）が良好に機能していることを確かめること、財政・会計に関わ

る情報（内部情報・一般公開情報）の信頼度を確実にすることである」としている。同報

告書ではさらに、会計内部統制（contrôle interne comptable）という言葉を用いており、

「会計内部統制は、国家会計指標の遵守を確実なものとするとともに、財政情報の信頼性

を高めることを目的としている」としている。2007 年度版では、会計内部統制は内部統

制の一部であるとしており、それについて次のように述べている。 
 
この会計に関する内部統制の定義は内部統制分野における権威であり、国際的な枠組み

の一つでもある COSO から直接着想を得たものだ。特筆すべき違いは、COSO の枠組み

                                                        
132 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書）では、「LOLF 改革の以前から、政府には統制の仕組みが存在し

ていた。会計業務の適切性を担保する上で、支払命令官と出納官の業務を分けるべきであるが、フラン

スの公的機関では従来よりこの仕組みが取り入れられている。また、財務統制官と出納官の区別もある

ため、収入支出の意思決定者と実行担当者の業務が分離されており、出納に対する統制があるといえる。」

（p.141）としている。 
133 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書） 
134 同報告書の位置づけについては、2005 年版の前文で「この報告書は、一貫して政府財政報告書を補

完するものであり、会計の透明性について、 も優れた慣行を共有しなければならないという今日の

関心事に応えるとともに、政府サービスによって行われるアクションを考慮に入れ、会計の質やその

証明の向上において、内部統制を強化したいという意思に応えるものである」としている。 
135 予算・公会計・行政サービス・政府改革省（2008）RAPPORT SUR LE CONTRÔLE INTERNE 

COMPTABLE DE L'ÉTAT 
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では企業のすべての過程に範囲が及ぶのに対し、会計内部統制の適用領域は財政・会計活

動を中心に置いていることだ。（中略）財政・会計の領域に範囲を限定した選択は、内部統

制の他の側面との補完性を強調しつつも、「会計に関する内部統制」という概念を採りあげ、

その内容と共に目的を定義した金融市場庁と同じ考えである。 
 
このように、フランスにおける内部統制は、より財政・会計における内部統制に焦点を置

いているとみられる。なお、2006 年度版では、内部統制に関して「金融市場庁が推奨す

る基準を採用する」としている。後述するように、金融市場庁の枠組みは、COSO の「内

部統制の基本的枠組みに関する報告書」を参照していることから、国家の内部統制報告書

で採用されている基準も COSO の同フレームワークに基づくと推察される。 
 このような内部統制の目的を達成するために、フランス政府では地方の現場レベルの統

制から中央のモニタリングによる統制までの 3 段階での内部統制を導入している。この内

部統制の段階の概念を次ページに示す。 
 

図表 内部統制の 3 段階 

 

自己統制 
（auto-contrôle） 職員が自らの活動に対し、事前・同時に統制を行う。 

相互統制 
（contrôle mutuel） ある職員が別の職員の活動に対し、事後に統制を行う。 

統制の監視 
（ contrôle de 
supervision） 

機関幹部が職員の活動に対し、あるいは、ある機関（全

体）が別の機関（全体）に対し、事後に統制を行う。 

資料）予算・公会計・公共サービス・政府改革省の各種資料に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

ング作成。 
 

地方レベルで実施 中央レベルで実施 

第 1 段階 
自己統制 
相互統制 
統制の監視 

第 2 段階 
会計品質部による統

制 

第 3 段階 
中央レベルでの全体

的統制 
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 この 3 段階を国家の組織に当てはめると、内部統制の構造は以下のようになっている。 
 

図表 国全体における内部統制の構造 

 
資料）予算・公会計・公共サービス・政府改革省の各種資料に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ

ング作成。 

 
 上記のように、各省庁は CDC に対して「内部統制に関する省庁アクションプラン（Plan 
d’Action Ministériel de contrôle interne: PAM）」（以下、「内部統制アクションプラン」

と言う）を提出する。内部統制アクションプランは、公会計に係る改革の一環として 2007
年に導入された仕組みで、各省庁の指令により作成が義務づけられている。これは、省庁

ごとに会計リスクを図示（体系化）し、有効活用することを目的で策定されるもので、各

会計プロセスに固有のリスク全体を詳細に提示するとともに、それらのリスクに対処する

ためのアクションを定めたものである。アクションは、CDC の勧告に対応する形で作成

されており、また、提出先も CDC となっている。 
 
②内部統制に係る行政機関と会計検査院 
フランス政府における内部統制上に関わる主要機関として、CDC、予算・公会計･行政

サービス・政府改革省の財務監査院、及び各省の監察総監について概説する。 
 
（a）会計検査院（Cour des comptes：CDC） 

ｱ）CDC の設立・地位 

 CDC は、立法府・行政府から独立した司法機関としての地位を有している。CDC の任

務は、従来、共和国憲法により財政法律の執行の監視に関する政府・国会の補佐、社会保

 

省庁内 

部局間の調整

を行う 

省庁の部局レベル 
組織に内部統制を確立

し、アクションを決

定・実行 

 
地方レベル 

 

中 
 
 

央 

地
方 

第 2 段階 

第 1 段階 

第 3 段階 

全体 

CDC に省庁

計画を提出 

会 計 品 質 部

（CQC）が第 2
段階で関与 

 
予算会計統制

官（CBCM） 

 
公 会 計 総 局

（DGFiP） 

 
会 計 担 当 局

（DCM） 
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障資金調達法律の適用の監視に関する政府・国会の補佐136の 2 点が定められていた。具体

的には、決算法案への添付資料や、両院財政委員会の求めに応じた個別テーマに関する報

告書（年間 10 本程度）を議会に提出している。また、各省庁の収入・支出業務を行う出

納官に対する司法的検査も行う。この司法的検査の結果、出納官が国庫に損害を与えたと

認められるときは、CDC の審決により、損害額の弁償が出納官に課せられる137。これに

加え、2008 年 7 月 23 日の憲法改正によって政府の行為の監視に関する国会の補佐、公

共政策の評価に関する政府・国会の補佐、公的報告を通じた市民の情報収集への貢献の 3
点が追加され、CDC の機能強化が図られている138。共和国憲法を改正する条文のうち

CDC の機能強化に係るものを以下に示す。 
 

図表 2008 年の憲法改正における CDC の機能強化 
第 47 条 2 項 
CDC は、政府活動の統制において、国会を補佐する。CDC は、財政法の執行、社会保障

資金調達法の適用、ならびに公共政策の評価において、国会及び政府を補佐する。CDC
は、（国民との）公的な関係を通じて、国民への情報提供に貢献する。 
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle 
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de 
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des 
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.  
  
公共行政の会計（報告）は正当かつ公正であり、その（会計）管理の結果や、資産及び財

政状況に関して、忠実な概観を与えるものである。 
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle 
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.  

資料）2008 年 7 月 23 日の憲法的法律 2008-724、第 22 条 

 
三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」

によると、この憲法改正は、第 5 共和制下で 大の改正であり、サルコジ大統領の選挙公

約にある統治機構改革が端緒となっている。CDC の機能強化については、英国において

NAO と国会の決算委員会の連携がうまくなされ行政監視に寄与しているという事例が参

考にされたとのことである。 
CDC の審判権限が及ぶ範囲は広い。CDC の基本法である財政裁判法典（Code des 

juridictions financières）によると、CDC は地方会計検査院に付与された一部の権限を

除いて、公会計に関する審判権限を全て有している。ただし、地方会計検査院の検査権限

も有していることから実質全ての審判権限を有していると考えられる139。財政裁判法典に

よる検査対象は「義務的検査対象」と「任意検査対象」に分かれている。それぞれの対象

機関を以下に示す。 

                                                        
136 三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」『レファレン

ス 2009.2』 
137 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
138 三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」『レファレン

ス 2009.2』 
139 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書） 
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図表 CDC の検査対象 

義務的検査対象 

・ 国 
・ 国の公的機関（政府関係機関） 
・ 国有企業 
・ 社会保障機関 

任意検査対象 

・ 義務的検査対象機関が資本又は議決権の過半数を有している機関 
・ 国･政府関係機関・国有企業又はその子会社から財政援助を受けてい

る機関 
・ 慈善団体 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「欧米先進国の社会保障制度と会計検査の現状と課題に関

する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書）より作成。 
 

LOLF は CDC の権限を強化し、従前の検査報告書に加えて国家会計監査証明書の提出

を規定している。CDC による報告書には次のようなものがある。 
 

図表 CDC の主な検査報告書 
年次検査報告書 
Rapports publics annuels 

各省庁の検査結果をまとめた報告書。 

個別テーマ検査報告書 
Rapports publics thématiques 

港湾や教育等特定のテーマについて検査した結果

をまとめた報告書。 
財政展望に関する報告書 
Rapports sur la situation et les perspectives des 
finances publiques de l'État 

中期的な国家財政の見通しに関する意見をまとめ

た報告書（政府が予算案を提出する際、予備的な報

告として議会に提出するもの）。LOLF 法第 58 条第

3 項の要請。 
国家会計報告書／国家会計監査証明報告書 
Rapports sur les comptes de l'Etat／ 
Certification des comptes de l'Etat 

LOLF 法の発効後、2006 年度予算からは「国家会

計監査証明報告」に。LOLF 法第 58 条第 5 項の要

請に基づき保証を行うことになった財務会計につ

いて監査結果をまとめた報告書。 
予算管理と結果に関する報告書 
Rapports sur les résultats et la gestion 
budgétaire 

予算会計について検査結果をまとめた報告書。

LOLF 法第 58 条第 4 項の要請。 

社会保障財政法実績報告書 
Rapports sur l'application des lois de 
financement de la sécurité sociale 
社会保障会計監査証明報告書 
Rapports sur la certification des comptes de la 
sécurité sociale 

社会保障費の資金調達に関する法律の適用につい

ての報告。1994 年 7 月 25 日付第 637 号法律によ

って議会への提出が要請。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「欧米主要国における IT 化の進展に対応した検査

の手法と事例に関する調査研究」（平成 20 年度会計検査院委託研究） 
 
ｲ）CDC の組織 

CDC の院長（Premier Président）は大統領令に基づき閣議決定で任命される。院長は

司法官（magistrat）であり、厳格な身分保障がある140。会計検査院長の下には事務総長

（secrétaire général）と庁内サービス事務次長（Direction générale des services）が

存在しており、院内各課向けサービス機能に関する責任を有している。院長・事務総長の

下にある 7 つの局で業務を遂行する体制となっている。7 人の局長（Président de 
                                                        
140 国立国会図書館（2005）「諸外国の決算制度：会計検査院と決算審議」 
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Chambre。2006 年 4 月に、広報・検査報告委員会担当局長が新たに任命されて現在の局

長ポストは 8 人）は、政府によって上席判事（conseillers maîtres）の中から選ばれる。

各担当局内には、上席判事を長とする検査チームごとに仕事が割り振られている。7 つの

担当局の他には、検事総長（Procureur Général）を長とする検事部（Parquet Général）
が存在しており、国のサービスと CDC の間の仲裁者として機能する141。 

CDC の職員数は、2008 年で 665 名で、うち検査担当が 403 名である。検査担当のう

ち、216 名は司法官としての地位を有している。以下の図表は、詳細な人員配置の推移を

示している。 
 

図表 会計検査活動における人員配置の推移 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

院長 1 1 1 1 1 1 1 
検事総長 1 1 1 1 1 1 1 
局 長 7 7 7 7 8 8 8 
事務総長・事務次長 3 3 3 3 4 3 4 
主席・次席検事 3 3 3 3 4 4 4 

幹部計 15 15 15 15 18 17 18 
上席判事 106 109 106 106 118 123 127 
判事 70 84 76 76 75 76 73 
会計調査官 18 14 16 20 18 15 16 
常勤報告者 48 56 60 60 65 65 65 
アシスタント 80 84 83 70 75 66 64 
監査証明担当専門家・調査官 ―― ―― ―― ―― 24 37 40 

調査官計 322 347 341 342 375 382 385 
行政職員 253 258 256 259 257 266 262 

CDC 職員総数 590 620 612 616 650 665 665 
資料）Cour Des Comptes（2008） Rapport d'activité 2008 
 
ｳ）CDC の戦略 

 CDC の年次報告書には、各年の戦略が記載されている。2007 年～2009 年の戦略の概

要を以下に示す。なお、公表資料の中では、内部統制に関する戦略を明示しているものは

ないと見られる。 
 

図表 CDC 戦略概要（2007 年～2009 年） 
年 概要 

2009 経済危機の 中にあって、「不安を軽減する」のが政府の役目。経済主体に、

公会計の指針や手段を示すことでそれを達成するべき。CDC は、利用可能

なデータベースに基づいてこの指揮の役割の条件を明確にすることを目指

す。また、公共政策の判断の指針を示すことを目指す。 
2008 「株主としての政府（Etat actionnaire）」（政府の効率化のため、株主とし

ての機能を認め、管理あるいは出資している公社に対して強化すること）を

取り上げ、その透明性を目指す。 
2007 ここ数年、検査院は公会計の立て直しの必要性を主張している。2007 年報

                                                        
141 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「欧米主要国における IT 化の進展に対応した検査の

手法と事例に関する調査研究」（平成 20 年度会計検査院委託研究） 
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告書では、10 年間の公会計の変遷とその健全化の問題に焦点を当て、2006
年度の公会計と社会保障の展望について勧告を加えている。 

資料）Cour des comptes Rapport public annuel （2007-2009）各前文より抜粋。 

 
ｴ）CDC の内部統制における役割 

CDC は、主に政府業務の検査を通じて内部統制に関与している。予算・公会計・公共

サービス・政府改革省142では、「CDC は、政府会計の内部統制全体にわたる評価を行う。

これは、CDC の『政府会計証明』のミッションの枠内で行われる。」としている。具体的

には、財務検査を通じた各省の出納官による決算書の審判と国家会計監査証明報告書にお

ける国家会計の証明業務がこれにあたる143。 
財務検査は、財務年度ごとに各出納官の作成した決算書を審判し、出納官の責任を解除

すること、「予算管理と結果に関する報告書」を国会に提出することの 2 つの業務として

遂行される。 
各省の出納官は毎年 CDC に対して計算書を提出し、CDC はこの計算書の正確性を検査

し、出納官による適切な義務の履行を審判する。検査の目的は全ての取引の合規性を確認

することである。全ての取引が適切であると判断された場合には、検査官は検査担当局内

の上席判事から構成される「カレッジ（collège）」に対して出納官の計算書に対する責任

解除を勧告する。また、この際に担当の出納官が退職する場合には、当該出納官の資産に

関するボンドを解消するように勧告する。逆に、違法であると判断される場合には、検査

官はカレッジ及び局長に対してその旨を報告する。カレッジが検査官の判断に賛同する場

合には、違反の詳細や関連総額、出納官の書面での回答期限を含めた仮判決を出す。この

回答をカレッジが審査し、仮判決を取り消すか裁可する。裁可された場合には、出納官に

対して違法な金額及び利子の返還が法律に基づき課せられる。この検査は司法的検査の性

質を帯びており、そのために CDC の検査官は裁判官としての身分を有している。 
 CDC では、出納官による計算書を検査するとともに、決算法案の添付書類である「予

算管理と結果に関する報告書」を国会に対して提出する。予算管理と結果に関する報告書

では、年次業績報告書に示される各省の成果実績について分析がなされる。 
 国家会計に関する証明は、2006 年度から、LOLF 第 58 条に基づき国会への支援という

ミッションの中で、国家会計の合規性・公正性・正確性に関する保証を行うというもので

ある。結果は国家会計監査証明報告書に示される。予算・公会計・公共サービス・政府改

革省（2008）「国家会計内部統制に関する報告書」では、「CDC のミッションは、政府活

動の全体を統制するものではなく、国家会計がその合規性・公正性・正確性に影響を及ぼ

すような性質を持った重大な誤りを含んでいないということに関する妥当な保証を行うこ

とである。省庁の内部統制・内部監査体制は、財務書類に記載された会計記録が正確であ

ることを保証するものでなくてはならない。」としている。実際、2006 年以降、毎年の国

家会計監査証明報告書では、内部統制及び内部監査に関する記述が見られる。（具体的な記

述内容については、第 II 章 1.「内部統制に係る報告事例とその特徴」で述べる。） 
 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調

                                                        
142 予算・公会計・公共サービス・政府改革省ウエブサイト 
143 NAO（2005）State Audit in the European Union 
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査研究」によると、CDC では、国家会計の初年度の検査に先立ち、証明のためのガイド

ラインを策定した。このガイドラインは、国際会計基準の考え方を基礎としつつ、国の特

殊性、証明業務の実務上の論点を加味して作成されたものである。このガイドラインは非

公開であるが、主に以下のような内容が記載されているとのことである。「コントロール評

価の技術」には、内部統制に係る内容が記載されていると想定される。 
 

図表 国家会計に係る検査のガイドライン記載内容 

・ 監査証明のミッション 
・ 国際監査基準の概要 
・ 監査証明の関連者、監査対象の組織 
・ 第三者とのコミュニケーションのとり方 
・ 作業のチェック体制 
・ コントロール評価の技術 
・ 品質とその保証 
・ 典型的な監査手法 
・ 中間レポートのミッション、等 
資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書） 
注） 新日本監査法人による CDC へのヒアリングに基づく。 

 
これらに加えて、CDC の行う業績検査も、内部統制に関わる役割を果たしていると考

えられる。木村琢磨（2001）「フランスにおける政策評価－港湾事業の評価を中心にして

－」『季刊行政管理研究（2001.9. No.95）』によると、フランスの評価科学評議会は 1991
年に提出した 初の報告書で、「CDC の主たる任務は、公金の支出の事後的統制である。

この任務の自然な延長として公的活動の有効性、効率性、一貫性の統制に及んでいる。」と

して、会計統制の延長としての「管理統制」の役割が CDC にあることを示している。こ

の管理統制は、経済性、有効性、効率性の観点から評価を行うものであり、業績検査に相

当する。 
業績検査は、「公的支出による望ましい目的の達成についての精査（bon emploi des 

fonds）」と言われるものである。業績検査のテーマは局ごとにリスクや検査サイクル、関

連分野における過去の経験・政治的・国民的関心に基づいて選定される。検査方法につい

ては、検査のアプローチについては検査官に大きな自主性が与えられており、検査チーム

のリーダーが業務の定義や作業配分を含めた詳細な計画を策定して実施する。各検査官は、

割り振られた作業に関する個人的な責任を有する。検査結果は、カレッジによって承認さ

れ、検査対象に対して送付される。 も重要な検査や、検査対象機関からの回答が望まし

くない場合には、年次報告書に掲載される。第 II 章 1.「内部統制に係る報告事例とその特

徴」で示すように、年次報告書の中で複数の公的機関の内部統制に関する記述が見られた。

なお、CDC の資源の約 3 分の 2 は財政管理に係る検査や業績検査に投入されている。CDC
では、業績検査の実施に際して他機関からの出向者の知見を大いに活用しており、出向者

や他の専門家の作業は検査官による報告書に統合されるか、または添付される。 
このように、CDC は内部統制に係る検査を行っているが、内部統制を専門とする部署

は存在しない。これは、CDC では、「各局（chambre）が省庁及びその管轄化にある国立



 - 128 - 

公共機関や様々な組織、セクターの公営企業の会計や運営の統制を、それぞれの機能の及

ぶ分野に応じて行う」144としており、7 つある局のそれぞれが対象となる機関の財政・業

績検査を通じて内部統制上の役割を果たしているためである。 
 
（b）予算・公会計・行政サービス・政府改革省 

LOLF 改革で中心的な役割を担ってきた経済・財政・産業省（Ministère de l'Economie, 
des finances et de l'Industrie）は予算・公会計・行政サービス・政府改革省（Le portail 
du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l'État）と経済・産業・雇用省（Le portail du ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et de l'Emploi）に分離された。予算・公会計・行政サービス・政府改革省は

LOLF 推進の役割を引き継ぐとともに、財政･会計制度及び内部統制制度において広範な役

割を担っている。同省の組織図を次ページに示す。 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
144 CDC ウエブサイト（http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Organisation.html） 
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図表 予算・公会計・公共サービス・政府改革省の組織図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
財政・会計制度及び内部統制に関わる主な部局としては予算局（Direction du Budget）

及び公的財務総局（Direction Générale des finances Publiques: GDFiP）、及び財務監

察院（Inspection Générale des Finances: IGF）がある。以下では、これら各組織の役

割について概説する。 
 
ｱ）予算局 

 予算局は、予算案作成に際して各省との交渉を行うなど主要な役割を担っている。また、

LOLF 改革の実行にも責任をおっており、新しい公会計基準の策定や、LOLF 実施に伴う

ガイドラインの策定、教育・研修等の幅広い活動を行っている145。また、財務統制官は同

                                                        
145 新日本監査法人（2008）「フランスの行財政改革と業績予算の実態に関する調査」（経済産業省平成

19 年度政策評価調査事業） 
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局に属している。 
予算局の組織概要は以下のようになっている。予算局には約 230 人の職員がおり、その

3 分の 2 以上が上級公務員であり、8 つの副局に分かれて配属されている146。 
 
 

図表 予算局の組織概要 

 
資料）フランス政府ウエブサイト 

（http://alize.finances.gouv.fr/organigrammes/budget/orgbudge.htm） 
 

ｲ）公的財務総局 

 公的財務総局は、2008 年に公会計総局（Direction Générale de la Comptabilité 
Publique）と税務総局（Direction Générale d’Impôts）を統合して設立された。設置根

拠となっている政令（Décret）2008-310（2008 年 4 月）の第 2 条では、公的財務総局

の役割を 15 項目に渡って規定している。これによると、公的財務総局は、徴税やその他

公的収入の管理、租税や財政・会計に関する規定・手続きの策定及びそれらの執行の監督

等の幅広い役割を担っており、政府機関から地方公共団体に至るまでを対象としている。

以下に政令 2008-310 第 2 条を示す。 
 

図表 政令 2008-310 第 2 条 

公的財務総局は次の業務を実施する。 
La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes : 

 
第1項 税制に関する法律・規則及びその適用にあたっての注意書の作成 
1° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité 
ainsi que les instructions générales interprétatives nécessaires à leur application ; 
 
第2項 徴税・土地登記簿・不動産税の告示に関する法律・規則の作成、その実施の監督、

対応する行政ミッションの遂行  
2° Elle conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs au 
                                                        
146 予算局ウエブサイト（http://www.budget.minefi.gouv.fr/） 
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recouvrement des recettes publiques, au cadastre et à la publicité foncière, veille à 
leur mise en œuvre et exerce les missions d'administration correspondantes ; 
 
第3項 あらゆる租税及び分担金の課税基礎の確立と統制の実施ならびにそれらの税金

その他の歳入の徴収 
3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en œuvre du contrôle des 
impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à 
celui des autres recettes publiques ; 
 
第4項 国家会計の作成監督、会計の質の監督、その活用への協力 
4° Elle veille à la production et à la qualité des comptes de l'Etat et concourt à leur 
valorisation ; 
 
第5項 公共支出の統制・支払に関する規定・手続の作成、国立公共施設及び地方公共教

育施設の財政・会計管理に関する規定・手続の作成、その施行状況の監督 
5° Elle élabore les règles et les procédures relatives au contrôle et au paiement des 
dépenses publiques, à la gestion financière et comptable des établissements publics 
nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement, et veille à 
leur mise en œuvre ; 
 
第6項 地方公共団体及びその施設の財政・会計管理に関する規定・手続の作成、その施

行状況の監督、地方公共団体及びその施設の会計の活用への協力、公共投資プロ

ジェクトや地方部局の経済的アクションへの経済的・財政的観点からの鑑定 
6° Elle élabore les règles et les procédures relatives à la gestion financière et 
comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements et veille à leur 
mise en œuvre ; elle concourt à la valorisation des comptes de ces collectivités et 
établissements ; elle anime l'expertise économique et financière des projets 
d'investissements publics et l'action économique de ses services déconcentrés ; 
 
第7項 国有財産の獲得・管理・譲渡に関する規定・手続の作成（2004 年 4 月 29 日の

デクレの規定に従う）、法的根拠の確立、あらゆる納付金・国有財産の徴収の管

理に関する規定・手続の作成、及びその施行状況の監督 
7° Elle élabore les règles et les procédures en matière d'acquisition, de gestion et de 
cession des biens domaniaux dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 
2004 susvisé, d'établissement de l'assiette et de contrôle des redevances 
domaniales ainsi que de recouvrement des produits domaniaux de toute nature, et 
veille à leur mise en œuvre ; 
 
第8項 財務・経済政策総局（Direction générale du Trésor et de la politique 

économique）との協力による、公共支出管理、国庫に対するオペレーションの

執行、政府の貯蓄金の収集活動の実現、国庫の取引先に関する規定・手続の作成、

その施行状況の監督 
8° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, elle 
élabore les règles et les procédures relatives à la gestion de la dette publique, à 
l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi qu'à la réalisation 
d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du 
Trésor, et veille à leur mise en œuvre ; 
 
第9項 公的資金利用の検査に関する規定・手続の作成、その施行状況の監督 
9° Elle élabore et veille à la mise en œuvre des règles et procédures relatives à la 
vérification de l'utilisation des fonds publics ; 



 - 132 - 

 
第10項 行政・司法の領域の管轄の前では、その能力の及ぶ領域において、政府を代表す

る 
10° Elle représente l'Etat, dans les domaines de sa compétence, devant les 
juridictions des ordres administratif et judiciaire ; 
 
第11項 租税に関する国際交渉においては、（予算・公会計・行政サービス・政府改革）

省を代表する 
11° Elle représente le ministère dans les négociations internationales en matière 
fiscale ; 
 
第12項 租税の承認請求の申し立て 
12° Elle instruit les demandes d'agréments fiscaux ; 
 
第13項 管轄化にある地方部局の運営・推進・評価 
13° Elle pilote, anime et évalue ses services déconcentrés ; 
 
第14項 各部局の人材登用方針の決定、人事運営の保証、補助金の支給、DGFiP 運営の

分析・監査・統制のための方法やツールの作成・実施、業績の向上 
14° Elle définit la politique des ressources humaines pour ses services et assure la 
gestion de ses personnels ; elle alloue leurs moyens ; elle conçoit et met en œuvre les 
méthodes et instruments d'analyse, d'audit et de contrôle de gestion de leur activité 
permettant d'accroître leur performance ; 
 
第15項 他の行政組織及び軍隊の協力による、年金支給の推進と調整 
15° Elle exerce une mission d'animation et de coordination en matière de pensions 
de l'Etat, en liaison avec les autres administrations civiles et militaires de l'Etat. 
資料）Legifrance ウエブサイト 

（ http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018565358&date
Texte） 

 
 各省庁に派遣される出納官は公的財務総局の所属である。出納官の役割については、

LOLF 第 31 条では以下のように規定している。 
 

図表 LOLF 第 31 条に規定される出納官の役割 
LOLF 第 31 条 政府会計の記録及び作成を担当する出納官は、第 27 条～第 30 条に規定

されている原則・規則を遵守しているかどうかを監督する。特に、会計記録が正確である

か、正しい手続きにそって行われているかどうかを確認する。 
Article 31 Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des 
comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 
27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et 
du respect des procédures. 
資料）LOLF 

 
 次ページの組織概要に示すように、公的財務総局は組織・資金管理担当局、公共運営担

当局、課税担当局の 3 つの局からなっている。このうち、公共運営担当局の下にある政府

会計局のウエブサイトによると、「会計に関する見解・会計内部統制のミッションは、この

政府会計局の管轄下にあり、内部統制全体の構想と活発化に努め、政府とその関連機関の
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会計情報の信頼性向上という目的の達成に貢献している」とのことである。 
 

図表 公的財務総局の組織概要 

製作部 Production 情報システム局 
Service des systèmes 
d’information 

研究・開発部 
Etudes et développement 
予算・資産管理部 
Gestion du budget et de 
l’immobilier 

予算／業績局 
Service du budget et de la 
performance 

管理の業績・統制部  
Performance et contrôle de 
gestion 
人事・職歴管理部 
Gestion des personnels et des 
parcours professionnels 

組織・資金管理担当

局 
La direction 
chargée du 
pilotage du réseau 
et des moyens 
    
  

人材局 
Service des ressources 
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幹部・労使関係部 
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sociales 
政府支出・支払担当者部 
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政府会計局 
Service comptable de l’Etat 

政府会計部 
Comptabilité de l’Etat 
税務・財政・経済委員会 
Conseil fiscal, financier et 
économique 

公共運営担当局 
La direction 
chargée de la 
gestion publique 

地方公共団体局 
Service des collectivités 
locales  

地方公共団体の会計・財政管理部 
Gestion comptable et 
financière des collectivités 
locales 
基本ミッション・財産税・統計部 
Missions foncières, fiscalité du 
patrimoine et statistique 
法人・徴税担当部 
Professionnels et action en 
recouvrement 

課税に関する法整備局 
Service juridique de la 
fiscalité 

私人担当部 Particuliers 
職業税訴訟部 
Contentieux des impôts des 
professionnels 

課税担当局 
La direction 
chargée de la 
fiscalité 

税務管理局 
Service de la gestion fiscale 

所得税訴訟部 
Contentieux des impôts des 
particuliers 

資料）フランス政府ウエブサイト 
（http://alize.finances.gouv.fr/organigrammes/dgfip/orgdgfip.htm） 

 
 
 
ｳ）財務監察院 
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 財務監察院は、歴史的には 1816 年に当時の財務省内部で設置された147。1831 年に当

時の財務大臣であったルイ男爵（baron Louis）の要求によってその役割が定められて以

降、基本的な精神は変わっていない。財務監察院の主な役割は、調査・監査を実施するこ

とによって、国庫収入の厳密かつ効果的な管理、行政組織の刷新、経済生活の調整のため

のツールの改善に貢献することである148。 
 財務監察院の役割・権限は複数の法律・政令に分散して規定されている。財務監察院の

権限に関する公会計についての一般的規則を定めた 1962 年の政令（Les dispositions du 
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 （J.O. du 30 décembre）portant règlement 
général sur la Comptabilité publique concernant les pouvoirs de l’Inspection 
générale des finances）では、政府会計は全て財務監察院の検査を受けなければならない

と定めている（第 149 条）。検査の対象に関しては、1958 年の法令（Ordonnance）で

は財政支援を直接受けている機関に限定していたが、経済・財政関連諸規定を含む 1996
年 4 月 12 日法 No.96-314 の第 43 条では、財政支援を受けた機関がその一部または全部

を第三者機関に譲渡した場合にも対処できるように、 終的な受益者にまで広げた149。さ

らに、財務監察院の特殊な地位に関する 2006 年 10 月 4 日の政令（Décret n° 2006-1213 
du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut 
particulier du corps de l'inspection générale des finances、以下「2006 年政令」と

言う）では、財務監察院の任務を拡大している。以下は 2006 年政令における当該部分の

条項である。 
 

図表 2006 年政令に規定される財務監察院の役割 
第 1 章 第 1 条 第 1 項 
財務監察院は、法律及び法的文書によって委託されている任務・権限に加え、行政・経済・財

政の分野における統制・監査・研究・助言・評価の全体的な任務を行使する。同様に、首相か

ら指定された任務を負うこともある。経済・財政担当大臣の許可のもと、ほかの国内官庁、公

的機関、地方公共団体及びそれに準ずる集団・基金・協会、外国政府、海外機関、EU からの

依頼を受け、任務を実行することができる。 
 
Chapitre Ier  Article 1 1° 
Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes 
réglementaires, l'inspection générale des finances exerce une mission générale de 
contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, 
économique et financière. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre. 
Elle peut être autorisée par le ministre chargé de l'économie et des finances à effectuer 
des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de 
collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, 
d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne. 
資料）Décret n° 2006-1213 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 

                                                        
147 三菱総合研究所（2002）「欧米主要先進国の内部監査制度等の現状と課題に関する調査 －ドイツ・

フランス－」（平成 13 年度会計検査院委託業務報告書） 
148 財務監察院ウエブサイト   
（https://www.igf.minefi.gouv.fr/IGF/sections/documents/missions-competences/） 

149 ただし、対象は無制限というわけではない。財政支援額が受益機関の財源の半分を超えない場合、財

務監察院の監査の対象となるのは当該機関によって管理される人事・投資等の財源である運営会計（le 
compte d’emploi）のみである。 
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relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances 
 
 財務監察院は、予告なしに書面監査及び実地監査を行う権限を有し、監査結果について、

所管（各省庁）大臣あての報告書により、所見を示す150。 
財務監察院の院長は大統領から任命され、経済・予算担当大臣の下、同院の人事・予算

面の全権限を持つ。財務監察院は、その職員である財務監察官の大半が国立行政学院

（École nationale d'administration : ENA）の出身者であることもあって、フランスの

政府機関の中でも非常に高い権威を有するグラン・コール（grands corps）と呼ばれる機

関の 1 つである。財務監察院の組織を以下に示す。 
 

図表 財務監察院の組織図 

 
資料）財務監察院ウエブサイト 

（ https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/documents/organigramme/downloadFile/att
achedFile/organigramme_010709.pdf?nocache=1246446045.21） 

 
（c）各省庁における監察総監 
 各省庁には監察総監（Inspection générale）が設置されている。これらの監察総監は、

一般に、予算・公会計・公共サービス・政府改革省に設置されている財政監察院とは異な

り、会計に関する監査は行わず、業務内容に関する監査を行うものである。監査官にも、

特別な会計監査の資格は必要とされない151。ただし、行政、社会保障、教育、軍の各領域

に関しては、財務監察院と同様にグラン・コールに数えられる特別な監察総監が存在する。

これらの監察総監は、それぞれの領域において会計も含めた監察業務を行っている。それ

                                                        
150 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
151 三菱総合研究所（2002）「欧米主要先進国の内部監査制度等の現状と課題に関する調査 －ドイツ・

フランス－」（平成 13 年度会計検査院委託業務報告書）に基づいてまとめた。 
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ぞれの概要を以下に示す。なお、これらの監察総監が属する省庁には、一般的な監察業務

を担当する別の監察総監が存在しており、このことからも 4 者が特殊な位置づけであるこ

とがうかがえる。 
 

図表 行政、社会保障、教育、軍に係る監察総監の概要 

名称 所属省庁 業務の概要 

行 政 監 察 総 監

（ Inspection 
Générale de 
l’Administration: 
IGA） 

内 務 ・ 海 外 県 省

（Ministère de  
l’Intérieur et 
l’Outre-mer） 

・ 統制・監査・評価（省庁間ミッション

への介入も多くなってきている）が中

心的な業務。特に予算・マネジメント

の面における行政制度・法制度を改善

することを目指す。 
・ 財政・組織に関する監査。安全保障監

査（県庁・空港・情報システム）、財政

監査（県予算の総括）、不動産監査（行

政サービスの配置や拡大）、業績監査を

行う。 
・ 事故及び技術災害、自然災害等に関す

る調査・報告。 
・ 公共政策評価。 
・ 海外の行政制度の研究。 
・ 勧告に対する省庁アクションの実行支

援。 
社会問題監察総監

（ Inspection 
générale des 
affaires sociales : 
IGAS） 

労働・社会関係・家族・

連 帯 ・ 都 市 省

（ Ministère du 
Travail, des Relations 
sociales, de la 
Famille, de la 
Solidarité et de la 
Ville） 

・ 財務監察院、行政監察総監と並び、複

数省庁にまたがる大規模な監察総監。 
・ 制度的統制（公的・準公的・民間機関、

及び公的資金援助を受けている機関の

運営が対象）を行う。 
・ 分野は社会問題に関するもの（雇用・

労働・訓練・社会保障・保健・ケア提

供・家族・子ども・移民・都市政策）

等多岐にわたる。 
・ 公的資金援助を受けている機関が、適

正に資金を利用しているかを監査

（CDC と協力する）。 
・ 調査・監査・評価の 3 つのミッション

を持つ。大臣の要請を受けた場合、支

援ミッションを行うこともある。 
・ 省庁間ミッションにも多く介入してい

る。 
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・ 年間 150 ほどの報告書を発表する。 
国民教育・研究管理

監察総監 
（ Inspection 
générale de 
l’administration 
de l’Education 
nationale et de la 
recherche: 
IGAENR） 

国民教育省（Ministère 
de l’Education 
Nationale） 

・ 教育及び研究も監察の対象とする。 
・ 教育及び研究に関わる公共サービスの

執行を担当している全ての機関の機能

的側面を網羅する。 
・ 対象とする分野は、運営・財政・会計

に及ぶ。 
・ 7 の地域別グループに分かれて業務を

行う。 

軍 統 制 総 監 （

 Contrôle 
Générale des 
Armées） 

防衛省（Ministère de 
la défense） 

・ 軍監察総監とは別に設けられている監

察機関。 
・ 防衛大臣直属の総監長によって指揮さ

れる。合法性・適時性・情報伝達

accompagnement の側面からの統制

を行う。 
・ ４つのグループに分かれている。 

 軍・支援機関統制グループ 
 軍備部局・軍備産業統制グループ 
 人事・規則・予算統制グループ 
 監査 inspection グループ（労働・

環境に関する統制を行う） 
資料）各監察総監ウエブサイトより三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
注） 所属している省庁以外にも、関連分野を所管する省庁の業務も監察の対象としている場合がある。 
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（3）戦略・ガイドライン等 

 フランス政府の内部統制は、金融市場庁（AMF）152が推奨する枠組みによっている153。

以下では、金融市場庁による内部統制の枠組みのガイドラインについて概要を示す。 
 

内部統制の体制：準拠の枠組み 
Le dispositif de Contrôle Interne : Cadre de référence＜2007 年 1 月＞ 

http://www.amf-france.org/documents/general/7602_1.pdf 

 本ガイドラインは、企業を対象とした内部統制の枠組みを意図して策定されたものであ

る。ガイドライン前文では「内部統制に関する外部報告に関して二重の制約が生じるのを

避けるため、海外で用いられている基準、特に COSO の枠組みを考慮しなければならない」

としており、COSO の枠組みを重視していることがうかがえるが、実際の検討過程では

COSO に加えて英国のターンバル・ガイダンス、欧州委員会の指令を参照し、そこから着

想を得たことが示されている。具体的に、COSO に関しては、「 も普及している指標は

間違いなく、1992 年にアメリカで出版された文書『内部統制の基本的枠組みに関する報

告書』であろう。これは COSO の名称で知られている」とした上で、COSO による 5 つ

の基本要素から着想を得たことを示している154。また、ターンバル･ガイダンスに基づき、

次のようなことを目標とする方針を採用したとしている。 
・ 企業がその目標を追求する際の手順の中に、内部統制を統合するような、健全な職業

慣習を高めること。 
・ 絶えず変動する職業環境にも適応可能なものであること。 
・ 各企業の状況や特殊性を考慮しつつ、内部統制を実施することを可能にすること。 
欧州委員会については、2002 年に採択されたアクションプランの中で会社法の刷新と企

業管理の強化を目指しており、このための提案として「公的資金援助を受けている企業は、

毎年、財務諸表の作成に関連して、内部統制とリスク管理システムの主な特徴を説明する

こと」が予定されていることを挙げている。その上で、一般企業に関する第 4 号指令及び

第 7 号指令（4ème et 7ème directives comptables）では、内部統制に関してもリスク

管理に関しても説明的なアプローチをとっていること、リスク管理の領域は会計の観点の

みから捉えられていることを強調している。 
本ガイドラインに示される枠組みは企業を対象としたものであるが、政府における内部

統制もこの枠組みに基づいている155。次に、本ガイドラインの主要な項目及び内容につい

て示す。 
 

 

                                                        
152 2001 年 8 月 1 日の財政安全保障法（la loi de sécurité financière）により、株式取引審議会

（Commission des operations de bourse）、金融市場委員会（Conseil des marchés financiers）
と財政管理分野委員会が合併して設立された。 

153 新日本監査法人（2008）「フランスの行財政改革と業績予算の実態に関する調査」（経済産業省平成

19 年度政策評価調査事業） 
154 ただし、COSO で用いられている基準と全く同じ用語を使っているわけではないとしている。 
155 新日本監査法人（2008）「フランスの行財政改革と業績予算の実態に関する調査」（経済産業省平成

19 年度政策評価調査事業） 
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○内部統制の一般原則 

内部統制の定義 

内部統制とは、企業自身の責任の下で定められ、実践される措置であり、以下のことを

保証するためのものである： 
・ 法律と条例への適合 

・ 総局または取締役会（la direction générale ou le directoire）によって定められた指

令、方針の適用 

・ 会社の内部手続き（とりわけ資産の保護を目指すもの）の適切な作用 

・ 経理・財務情報の信頼性 

また、内部統制は全体的な方法で、活動の統制・作業の効率・資産の効率的な使用に貢

献する。内部統制の措置は、会社が定めた諸目的を達成するのを妨げるリスクを予測し、

統制することに貢献することで、さまざまな活動の指揮・運営の中で鍵となる役割を果た

している。しかしながら、内部統制は企業の諸目的が達成された時でないと、絶対的保証

を与えることはできない。 

 
○内部統制の対象（Périmètre du contrôle interne） 

各企業は状況にあわせた内部統制の措置を実行する役目を担う。グループ会社において

は、親会社が子会社の内部統制の措置の存在にも注意を配る。これらの措置は各会社固有

の特性や親会社と子会社の関係等に合わせたものでなければならない。 

 
○内部統制の措置の構成要素 

総局または取締役会が内部統制の措置を構想する。この措置は関係者によって実行され

るようにするために、適切なコミュニケーションの対象となる。 

 内部統制は、ガバナンス機関によってもたらされ、あらゆる協力者に伝えられた行動規

定に公明正大に基づいていればいるほど、正当なものである。実際、その枠組みの外で企

業倫理に対する重大な違反が起きてしまうかもしれないので、措置を純粋に形式的なもの

に還元することはできない。各企業の特性に合わせて採用された内部統制の措置は以下の

ことを用意しなければならない。 

・ 資産、適切な専門知識を有し、手続、情報システム、手段、適した実践をよりどころと

した役職・責任の明確な定義を含む組織。 

・ 各々が責任を果たせるようになる適切な情報の内部における普及。 

・ 会社の諸目的に照らし合わせて、識別できる主なリスクを調査し、分析する、そして、

これらのリスク管理の手続の存在を確保することをねらうシステム。 

・ 各過程に固有の争点に合わせ、会社の諸目的の実現に影響を及ぼしかねないリスクを減

らすために構想される統制活動。 

・ 内部統制体制を常に監督し、それが有効に機能しているかを定期的に検査すること。こ

のような監督を行うにあたっては、もし企業の中に内部監査機能が設けられているので

あれば、それを有効に援用する。このような監督を行うことで、（ 終的には）内部統

制体制を（企業環境に）適合させていくことができる。 
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○内部統制の関与者 

 内部統制はガバナンス機関から企業の協力者全体に関わる事柄である。 

 
○理事会あるいは監査会（Le conseil d’administration ou de surveillance） 
総局または取締役会が理事会（あるいは存在するならば監査委員会）に、内部統制の措

置の も重要な特色を報告する役割を担う。 

 理事会は時宜を得たと判断した統制や検査または、その分野に関して他のイニシアティ

ブをとる方が適していると考えた場合、統括権を利用して、それらを進めることができる。 

 
○総局／取締役会（La direction générale / le directoire） 

状況、会社の活動に も即した措置を定義し、推進させ、監視する責任を担う。 

この枠組みにおいて： 

・ （内部統制の）機能不全・欠陥・実行困難さらには統制の過剰等に関して定期的に情

報を入手する。 

・ 上記のような問題を解決するために必要な措置が正しく行われているかどうかを監督

する。 

・ 理事会に重要な点について情報を与える。 

 

○内部監査 

内部監査が存在する場合、内部統制の措置の機能を評価することと、任務によってカバ

ーされる領域においてそれを改善させるためにあらゆる勧告を行う責任を負う。 

 
○企業の関係者 

関係のある協力者は、割り当てられた諸目的に照らし合わせ、内部統制の措置を確立し、

機能させ、監視するのに必要な知識と情報を有していなければならない。 
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5．関連する国際的取り組み  
 

（1）最高会計検査機関国際組織等におけるガイドライン等 
 
 高会計検査機関国際組織（ International Organization of Supreme Audit 
Institutions：INTOSAI、以下、「INTOSAI」と言う。）、 高会計検査機関欧州地域機構

（The European Organisation of Supreme Audit Institutions：EUROSAI、以下、

「EUROSAI」と言う。）及び欧州会計検査院（European Court of Auditors：ECA、以

下、「ECA」と言う。）が公表している内部統制に関するガイドライン等を整理する。対象

となるガイドラインは、INTOSAI 及び EUROSAI のウエブサイトの検索により特定した。 
 

図表 内部統制に係るガイドライン一覧 

分類 名称 

内部統制構築基準 【INTOSAI】 
• 公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン 

Guidelines for Internal Control Standards for the Public 
Sector（INTOSAI GOV 9100/2004 年 10 月） 

• 内部統制の有効性について報告するためのガイダンス：内部統制

の実施と評価における SAI の経験 
Guidance for Reporting on the Effectiveness of Internal 
Controls: SAI Experiences In Implementing and Evaluating 
Internal Controls（1997 年 11 月） 

• 内部統制：政府の説明責任のための基礎の提供 
Internal Control: Providing a Foundation for Accountability 
in Government（2001 年 10 月） 

• 公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン―全組織的

リスクマネジメントの詳細情報 
Guidelines for Internal Control Standards for the Public 
Sector – Further Information on Entity Risk Management
（INTOSAI GOV 9130/2007 年） 

 
【EUROSAI】 
• 参加候補国及びEUのSAIが得た経験に基づいた検査活動のため

の望ましい協力実践ガイド 
GOOD co - operation PRACTICE GUIDE for audit activities 
based on experience gained by SAIs in the Candidate 
Countries and the European Union（2005 年） 

• 検査の質のためのガイドライン 
Guidelines on Audit Quality（2004 年 10 月） 

実施マニュアル 【ECA】 
• 業績検査マニュアル 

Performance Audit Manual 
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公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン 
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector＜INTOSAI GOV 9100/2004 年 10 月
＞71 頁 

http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1guicspubsece.pdf 

• 当ガイドラインは、INTOSAI の内部統制基準委員会（Internal Control Standards 
Committee）によりとりまとめられたものである。内部統制の概念を示し、各 高会計

検査組織（Supreme Audit Institution：SAI、以下「SAI」と言う）における内部統制

の共通理解に寄与することを目的としている。公的セクターにおいて推奨される内部統

制の枠組みを定義し、内部統制の評価を可能にする基礎を提供している。ただし、内部

統制基準委員会は、内部統制基準の実施を強制する立場にないとしている。 
• 当ガイドラインは、1992 年 10 月に公表された同名のガイドラインに、トレッドウェ

イ委員会組織委員会（the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission：COSO、以下「COSO」と言う）の報告書の概念を盛り込み、2004 年

10 月に改訂されたものである。改訂版には、COSO の全社的リスクマネジメント

（Enterprise Risk Management：ERM）等の新たな理論の進展の影響を取り込んで

いる。また、業務の倫理的側面が追加されている。これは、1990 年代以降、公的セク

ターにおける不正や腐敗の防止と発見だけでなく、倫理的に行動することの重要性がさ

らに重視される状況を踏まえたものである。さらに、当ガイドラインは非財務情報の重

要性も強調している。 
• 当ガイドラインは 3 つの章から構成されており、第 1 章では内部統制の概念を定義し、

その範囲を示すとともに、内部統制の有効性に関する限界についても説明している。第

2 章では、内部統制の 5 つの構成要素を提示し検討している。第 3 章では職務と職責に

ついて説明している。 
• 第 1 章において、内部統制の定義は以下のように示されている。 
 

図表 内部統制の定義 

内部統制とは、組織の管理者とその他職員が実施し、リスクに対応するとともに、組織の

任務を遂行する中で、以下の一般的な目的を達成することについての合理的な保証を与え

るように設計された統合的なプロセスである。 
Internal control is an integral process that is effected by an entity’s management 
and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable 
assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives 
are being achieved: 

• 秩序正しく、倫理的、経済的、効率的、効果的に業務を遂行すること 
executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations; 

• 説明責任を果たすこと 
fulfilling accountability obligations; 

• 関係法令を遵守すること 
complying with applicable laws and regulations; 

• 損失、悪用、損害から資源を保護すること 
safeguarding resources against loss, misuse and damage. 
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• 上記の内部統制の定義に関し、内部統制とは、組織が直面する変化に対し、継続的に適

応していく上でなくてはならない動的プロセスであるとしている。また、管理者とその

他職員はあらゆるレベルでリスクに対応するとともに、組織の任務と一般的な目的を達

成する合理的な保証を与えるために、内部統制プロセスに関与する必要があるとしてい

る。 
• 内部統制の有効性に関する限界については、内部統制の設計と運用がどれほど良好であ

れ、内部統制システムは管理者に対し、組織の目的の達成又はその存続に関する合理的

な保証を与えるに過ぎず、絶対的な保証を与えることは不可能であるとしている。 
• 第 2 章では、内部統制の構成要素として、統制環境、リスクの評価、統制活動、情報と

伝達、監視活動の 5 つを挙げており、それぞれについて概要を説明している。それぞれ

の概要について以下に述べる。 
 

図表 統制環境 

統制環境は組織の気風を決定し、組織を構成する職員の統制に対する意識に影響を与える。

それは内部統制の他のすべての構成要素の基礎をなすとともに、規律と構造を提供する。 
統制環境に関係する要因は以下のとおりである。 

The control environment sets the tone of an organisation, influencing the control 
consciousness of its staff. It is the foundation for all other components of internal 
control, providing discipline and structure. 
Elements of the control environment are: 

（1）内部統制に対し、組織全体にわたって常時とられる協力的な態度を含む、管理者と職

員の個人及び職業人としての誠実性と倫理的価値観 
the personal and professional integrity and ethical values of management and 
staff, including a supportive attitude toward internal control at all times throughout 
the organisation; 

（2）能力（向上）に対する取組 
commitment to competence; 

（3）「上層部の気風」（すなわち管理者の哲学と行動様式） 
the “tone at the top” (i.e. management’s philosophy and operating style); 

（4）組織構造 
organisational structure; 

（5）人的資源に関する方針と実務 
human resource policies and practices. 

 
図表 リスクの評価 

リスクの評価とは、組織の目的達成に関連するリスクを識別・分析し、適切な対応策を決

定するプロセスである。 
リスクの評価には、以下の事項が含まれる。 

Risk assessment is the process of identifying and analysing relevant risks to the 
achievement of the entity’s objectives and determining the appropriate response. 
It implies: 

（1）リスクの識別 
 ・組織の目的に関連付けて実施される。 
 ・包括的に実施される。 
 ・組織全体と個々の活動の両レベルで、外部要因及び内部要因によるリスクがともに含

まれる。 
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risk identification: 
• related to the objectives of the entity; 
• comprehensive; 
• includes risks due to external and internal factors, at both the entity and the 

activity levels; 
（2）リスクの見積 
 ・リスクの重大性を見積もる。 
 ・リスク発生可能性を評価する。 

risk evaluation: 
• estimating the significance of a risk; 
• assessing the likelihood of the risk occurrence; 

（3）組織のリスク選好の評価 
assessment of the risk appetite of the organisation; 

（4）リスクへの対応策の確立 
 ・転嫁、受容、処理、業務活動停止という 4 種類のリスクへの対応を検討する必要があ

るが、効果的な内部統制はリスクを処理する主要な手段であることから、本ガイドラ

インに も関係の深いリスク対応策はリスク処理となる。 
 ・適切な統制活動は、発見的にも予防的にもなる可能性がある。 

development of responses: 
• four types of responses to risk must be considered: transfer, tolerance, 
treatment or termination; of these, risk treatment is the most relevant to these 
guidelines because effective internal control is the major mechanism to treat risk; 
• the appropriate controls involved can be either detective or preventive. 

行政、経済、産業、規制及び運営に関する条件は絶えず変化していることから、リスクの

評価は、継続的に反復されるプロセスである必要がある。これは、変化する条件、機会、

リスクの識別と分析（リスクの評価過程）を行い、リスクの変化に応じて内部統制を修正

することを意味する。 
As governmental, economic, industry, regulatory and operating conditions are in 
constant change, risk assessment should be an ongoing iterative process. It implies 
identifying and analysing altered conditions and opportunities and risks (risk 
assessment cycle) and modifying internal control to address changing risk. 

 
図表 統制活動 

統制活動とは、リスクに対応し、組織の目的を達成するために確立された方針及び手続き

である。 
Control activities are the policies and procedures established to address risks and 
to achieve the entity’s objectives. 

統制活動は、効果を発揮するため、全対象期間にわたって計画に従って常に適切に機能す

るとともに、費用対効果が高く、包括的、合理的で直接統制目的に関係するものでなけれ

ばならない。 
To be effective, control activities must be appropriate, function consistently 
according to plan throughout the period, and be cost effective, comprehensive, 
reasonable and directly relate to the control objectives. 

統制活動は、職員の上下と職務を問わず、組織全体にわたって行われるものである。統制

活動には、以下のような様々な発見的統制活動と予防的統制活動が含まれる。 
Control activities occur throughout the organisation, at all levels and in all 
functions. They include a range of detective and preventive control activities as 
diverse, for example, as: 

（1）許可・承認手続 
authorization and approval procedures; 
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（2）職務（許可、処理、記録、調査）の分離 
segregation of duties （authorizing, processing, recording, reviewing）; 

（3）資源と記録へのアクセスに対する統制 
controls over access to resources and records; 

（4）確認 
verifications; 

（5）照合 
reconciliations; 

（6）業績の再確認 
reviews of operating performance; 

（7）業務、プロセス及び活動の検討 
reviews of operations, processes and activities; 

（8）監督（割当、再確認・承認、指導・訓練） 
supervision (assigning, reviewing and approving, guidance and training). 

 
組織は、発見的統制活動と予防的統制活動のバランスを適切に保つ必要がある。さらに、

組織の目的を達成するためには、統制活動を補完する是正措置も不可欠となる。 
Entities should reach an adequate balance between detective and preventive 
control activities. 
Corrective actions are a necessary complement to control activities in order to 
achieve the objectives. 

 
図表 情報と伝達 

情報と伝達は、内部統制におけるすべての目的を達成する上で不可欠な要素である。 
Information and communication are essential to realising all internal control 
objectives. 

情報 
Information 

信頼できる適切な情報に関する前提条件は、取引と事象の迅速な記録と適切な分類である。

職員が組織の内部統制とその他の責務を履行できるような形式及び期限で、適切な情報を

特定し、捕捉し、伝達する必要がある（適切な職員に対するタイムリーな伝達）。従って、

内部統制システムとしては、あらゆる取引と重要な事象を完全に文書化すべきである。 
A precondition for reliable and relevant information is the prompt recording and 
proper classification of transactions and events. Pertinent information should be 
identified, captured and communicated in a form and timeframe that enables staff 
to carry out their internal control and other responsibilities (timely communication 
to the right people). Therefore, the internal control system as such and all 
transactions and significant events should be fully documented. 

情報システムは、業務、財務及び非財務情報に加え、コンプライアンス関連情報を記載し、

業務の運営と管理を可能にするような報告を生み出すものである。また情報システムは、

内部で作成されたデータのみならず、意思決定と報告を可能にする上で必要な外部の事象、

活動及び状況に関する情報も処理する。 
Information systems produce reports that contain operational, financial and 
non-financial, and compliance-related information and that make it possible to run 
and control the operation. They deal not only with internally generated data, but 
also information about external events, activities and conditions necessary to 
enable decision-making and reporting. 

情報が適切であるか、タイムリーであるか、 新のものか、正確であるか、入手可能かと

いった、その情報の質は、管理者の適切意思決定能力に影響を及ぼす要素である。 
Management’s ability to make appropriate decisions is affected by the quality of 
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information which implies that the information should be appropriate, timely, 
current, accurate and accessible. 

伝達 
Communication 

効果的な情報の伝達は、あらゆる構成単位と組織構造全体にわたって、組織を縦横に流れ

る形で進める必要がある。 
Effective communication should flow down, across, and up the organisation, 
throughout all components and the entire structure. 

職員はすべて、内部統制に関し重大な責務を負うべき 高幹部から明確なメッセージを受

ける必要がある。また、個々の行動がどのように他者の作業と結びついているかだけでな

く、内部統制システムにおける各自の職務の役割を理解する必要もある。 
All personnel should receive a clear message from top management that control 
responsibilities should be taken seriously. They should understand their own role 
in the internal control system, as well as how their individual activities relate to the 
work of others. 

さらに、外部の関係者との効果的な情報伝達手段も確立すべきである。 
There also needs to be effective communication with external parties. 

 
図表 監視活動 

内部統制システムの長期にわたる機能状況の質を評価するために、内部統制システムを監

視する必要がある。監視活動は、日常的監視活動、独立的評価（個別に行う評価）又はそ

れらを併用することで進められる。 
Internal control systems should be monitored to assess the quality of the system’s 
performance over time. Monitoring is accomplished through routine activities, 
separate evaluations or a combination of both. 

（1）日常的監視活動 
Ongoing monitoring 
内部統制の日常的監視活動は、組織の反復的な通常業務に組み込まれる。そのような業

務には、日々の管理・監督業務に加え、職員が各自の職務を遂行する上で講じるその他

の措置が含まれる。 
Ongoing monitoring of internal control is built into the normal, recurring operating 
activities of an entity. It includes regular management and supervisory activities, 
and other actions personnel take in performing their duties. 
日常的監視活動は、内部統制の各構成要素を対象とし、変則的、非倫理的、非経済的、

非効率的で効果のない内部統制システムに対する措置を扱うことになる。 
Ongoing monitoring activities cover each of the internal control components and 
involve action against irregular, unethical, uneconomical, inefficient and ineffective 
internal control systems. 

（2）独立的評価（個別に行う評価） 
Separate evaluations 
独立的評価を行う範囲と頻度は、主にリスクの評価と日常的監視活動手続の有効性によ

って決定される。 
The scope and frequency of separate evaluations will depend primarily on an 
assessment of risks and the effectiveness of ongoing monitoring procedures. 
特定の独立的評価は、内部統制システムの有効性の評価を対象とし、内部統制が、所定

の方法と手続に基づく望ましい成果をおさめることを確保する。内部統制上の欠陥が発

見された場合、その欠陥は適切なレベルの管理者に報告される必要がある。 
Specific separate evaluations cover the evaluation of the effectiveness of the 
internal control system and ensure that internal control achieves the desired 
results based on predefined methods and procedures. Internal control deficiencies 
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should be reported to the appropriate level of management. 
監視活動は、監査での指摘及び勧告に適切かつ迅速に対応し是正を図るようにしなければ

ならない。 
Monitoring should ensure that audit findings and recommendations are adequately 
and promptly resolved. 

 
• 第 3 章では、「職務と職責」と題して、内部統制に係る者及び組織について整理してい

る。概要を以下に示す。 
 

図表 職務と職責 

組織に所属するものはすべて、内部統制に関する何らかの責任を負うものである。 
Everyone in an organisation has some responsibility for internal control: 

「管理者」は、内部統制システムの設計、実施、適切な機能の監督、維持及び文書化を含

む、組織のあらゆる活動に冠する責任を直接負う。各自の責務は、組織における役割と組

織の特質によって異なる。 
Managers are directly responsible for all activities of an organisation, including 
designing, implementing, supervising proper functioning of, maintaining and 
documenting the internal control system. Their responsibilities vary depending on 
their function in the organisation and the organisation’s characteristics. 

「内部監査人」は、自らの評価と勧告を通じて、内部統制システムの継続的な有効性に関

する調査を実施し、その有効性の確保に寄与することで、効果的な内部統制を構築する上

で重要な役割を果たす。しかしながら、管理者の主要な責任である、内部統制システムの

設計、実施、維持及び文書化に関する責任を負うことはない。 
Internal auditors examine and contribute to the ongoing effectiveness of the 
internal control system through their evaluations and recommendations and 
therefore play a significant role in effective internal control. However they do not 
have management’s primary responsibility for designing, implementing, 
maintaining and documenting internal control. 

「職員」も内部統制に寄与する存在であり、内部統制は全職員に明示的又は目次的に割当

てられる職務の一部である。職員はすべて統制活動に携わり、業務上の問題、行動規範の

不遵守又は方針違反を報告する責任を負う必要がある。 
Staff members contribute to internal control as well. Internal control is an explicit or 
implicit part of everyone’s duties. All staff members play a role in effecting control 
and should be responsible for reporting problems of operations, non-compliance 
with the code of conduct, or violations of policy. 

「外部の関係者」も、内部統制プロセスにおける重要な役割を果たす存在であり、組織の

目的達成に寄与する、あるいは内部統制を実施するうえで有益な情報を提供する場合もあ

る。しかし、外部の関係者は、組織の内部統制システムの設計、実施、適切な機能、維持、

文書化に関する責任を負うものではない。 
External parties also play an important role in the internal control process. They 
may contribute to achieving the organisation’s objectives, or may provide 
information useful to effect internal control. However, they are not responsible for 
the design, implementation, proper functioning, maintenance or documentation of 
the organisation’s internal control system. 

SAI は、政府関係機関における効果的な内部統制の構築を奨励・支援するものである。内

部統制の評価は、SAI のコンプライアンス検査、財務検査及び業績検査を実施する上で不

可欠な要素である。それらの検査を実施した後、SAI は利害関係者に対し、指摘事項と勧

告を伝達する。 
Supreme Audit Institutions （SAIs）encourage and support the establishment of 
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effective internal control in the government. The assessment of internal control is 
essential to the SAI’s compliance, financial and performance audits. They 
communicate their findings and recommendations to interested stakeholders. 

「外部監査人」は、特定の国における特定の政府関係機関に関する監査を実施するもので

あり、外部監査人とその所属団体は内部統制に関する助言と勧告を与える。 
External auditors audit certain government organisations in some countries. They 
and their professional bodies should provide advice and recommendations on 
internal control. 

「立法者と規制当局」は、内部統制に関する規則と指令を作り上げる者であり、内部統制

に対する認識を共有する必要がある。 
Legislators and regulators establish rules and directives regarding internal control. 
They should contribute to a common understanding of internal control. 

「他の関係者」は、組織（受給者や契約相手方など）と情報を交換し、組織の目的の達成

に関する情報を提供する。 
Other parties interact with the organisation （beneficiaries, suppliers, etc.） and 
provide information regarding achievement of its objectives. 

 
• 内部統制を主に実施する者は、管理者、内部監査人及びその他の職員を含む、組織内部

の利害関係者であるが、外部の利害関係者の行動が内部統制システムに影響を及ぼす場

合もあるとしている。 
 

内部統制の有効性について報告するためのガイダンス：内部統制の実施と評価における

SAI の経験 
Guidance for Reporting on the Effectiveness of Internal Controls: SAI Experiences In Implementing 
and Evaluating Internal Controls＜1997 年 11 月＞18 頁 

http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1icexpe.pdf 

• INTOSAI は、1992 年に公表した「内部統制基準のためのガイドライン」に基づき、各

国 高会計検査機関に対し、内部統制の確立を奨励し、支援を行うよう求めた。INTOSAI
は、各国の 高会計検査機関が作成した報告書を通じて、健全な内部統制構造に現れる

複数の共通要素を特定している。本ガイダンスは、日本を含む加盟各国の会計検査院か

ら寄せられた報告の概要を示している。良好に機能している統制実務と統制上の弱点と

して特定された事例の両方の観点から記述されている。 
• INTOSAI 加盟諸国は、効果的な内部統制構造の構築に必要な重要な要素として、以下

のものを挙げている。 
 

図表 内部統制の枠組みの確立と監視の実施に有効とされる実務 

• 効果的な内部統制の維持を目的とした全般基準（または要件及び目的）を法的に確立

する憲法上または立法上の規定を整備すること。 
• 内部統制構造を設計する場合に従うべき内部統制基準を規定すること。その場合、

INTOSAI の基準を模範とする、または同基準を採用することも可能である。 
• 管理者は、効果的な内部統制の実施と積極的な内部統制環境の継続的維持に関する自

らの責務に留意すること。 
• 管理者に対し、内部統制に関する定期的自己評価を義務づけることによって、内部統

制の機能停止を発見し是正するということではなく、その防止を強調すること。 
• 組織の内部統制の構成要素として不可欠となる内部監査人の職務を重視すること。 
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• （1）内部統制基準を確立する、（2）確固たる内部統制の枠組みを構築する、（3）内部

監査人と連携を図る及び（4）内部統制を財務監査と業務監査の両方に不可欠な要素と

して評価する、以上の点で、 高会計検査機関が重要な役割を果たす状況を確保する

こと。 
 

内部統制：政府の説明責任のための基礎の提供 
Internal Control: Providing a Foundation for Accountability in Government＜2001 年 10 月＞8 頁 

http://intosai.connexcc-hosting.net/blueline/upload/1brochleitfe.pdf 

• 当文書は、「政府機関管理者のための内部統制概論」と副題が付いている。管理者には

所属する機関における効果的な統制環境を構築する責任があり、組織に属する全ての管

理者が効果的な内部統制の確立・維持の重要性を理解することが不可欠であるとして、

作成したものである。文書の目的として、以下のものを挙げている。 
 

図表 文書の目的 

効果的な内部統制システムを確立・維持する全体的な枠組みを提供する。 
政府組織の管理者及び監査人の内部統制における役割と責任を解説する。 
一般的な内部統制の手順を解説する。 
簡潔なチェックリストを提供し、所属組織が適切な段階を経て確実に効果的な内部統制を

実行してきたか否かの検討を始める支援を行う。 
詳細情報を得るための参考文献リストを提供する。 
 
• 効果的な内部統制を確立・維持するための枠組みを示しており、管理者に対するチェッ

クリストを掲載している。チェックリストを以下に示す。 
 

図表 管理者チェックリスト 

内部統制の枠組を策定する際のチェックリスト： 
 組織が直面するリスクを評価したか。 
 リスクを管理するための統制目標を特定したか。 
 統制目標を達成するための施策と手順を作成したか。 
 建設的な統制環境を創造したか。 
 個人的、職務的な誠実性と道徳的価値観を維持し、実証したか。 
 効果的かつ効率的な業務遂行の確保に必要な技術水準を維持し、実証したか。 
 職責を効果的に果たすに足りる内部統制への理解を証明・維持したか。 

 
内部統制を実施する際のチェックリスト： 

 効果的な内部統制を組織全体に採用したか。 
 信頼できる内部統制水準を基本にしているか。 
 組織の内部統制の枠組みに適切かつコスト効率の良い統制手順を取り入れているか。 
 業務指示、業務計画、業務方針をもとに統制手順を規定したか。 
 組織の内部統制手順の履行を継続的に監視する方法を作成したか。 

 
監査機能に関するチェックリスト： 

 内部統制と監査の違いに関する理解を示したか？ 
 監査機能が組織の内部統制に不可欠である点を認識しているか。 
 監査機能を確立したか。 
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 監査機能の独立性を確保しているか。 
 被監査機関の内部統制手順の有効性を評価する責任を監査機関に付与したか。 
 内外の監査人による勧告の実行に関し、組織の進捗状況を監視する制度を確立したか。

 

公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン―全組織的リスクマネジメントの詳細

情報 
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector – Further Information on Entity Risk 
Management＜INTOSAI GOV 9130/2007 年＞38 頁 

http://www.issai.org/media(577,1033)/INTOSAI_GOV_9130_E.pdf 

• 2004 年 9 月にトレッドウェイ委員会組織委員会（COSO）がまとめた「全社的リスク

マネジメント」の枠組みの成果を取り入れる必要性から、リスクマネジメントについて

の 新の考え方を、「公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン」に反映させ

ることを目的としている。なお、トレッドウェイ委員会組織委員会では、「企業

（Enterprise）」という表現を使用しているが、本報告書では「組織（entity）」という

表現を使用し、全組織的リスクマネジメント（Entity Risk Management）と表現して

いる。これは、主として公的セクターの読者を対象にしているためである。 
• 公的セクターに全組織的リスクマネジメント（Entity Risk Management）原則を適用

する上で望ましい枠組みを概説し、全組織的リスクマネジメントを評価する土台を提供

している。ただし、「公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン」に置き換わ

るものを意図しているのではなく、加盟国が、これら基準はともに適切なものであると

考えるような、補足的な追加情報として準備されたものである。 
• 「公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン」では、内部統制を組織目的が達

成されるような業務運営を可能とする包括的な概念的枠組みを提供するものと捉えら

れていたが、トレッドウェイ委員会組織委員会による全社的リスクマネジメントの枠組

み及びその他の類似モデルは、将来のリスクと事業機会を区分することにより、組織目

的を洗練させ、リスクを 小化し事業機会を 大化させる内部統制を設計することをベ

ースにして、組織を方向付けることを可能とするものである。 
• 内部統制と全組織的リスクマネジメントの関連性について、全組織的リスクマネジメン

トは内部統制モデルの自然な進化形とみなされており、内部統制は全組織的リスクマネ

ジメントに欠くことのできない部分であるとしている。 
• 「公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン」と同様の構成となっており、第

1 章で全組織的リスクマネジメントの概念を定義し、第 2 章で全組織的リスクマネジメ

ントの構成要素を提示し、内部統制基準の拡大について明示している。 
 

参加候補国及び EU の SAI が得た経験に基づいた検査活動のための望ましい協力実践ガイ

ド 
GOOD co - operation PRACTICE GUIDE for audit activities based on experience gained by SAIs in 
the Candidate Countries and the European Union＜2005 年＞19 頁 

http://www.eurosai.org/docs/doc8v6aeng.doc 

• 高会計検査機関欧州地域機構（EUROSAI）により 2005 年に公表された当ガイドは、

高会計検査機関間における協力関係について述べている。 



 - 151 - 

• 付録としてチェックリスト（GOOD PRACTICE CHECKLIST）を付しており、同チェ

ックリストにおいて、プロジェクトの目的は、公的セクターの内部統制の枠組みにおけ

る変化に注意を払わなければならないとされる。 
• また、同様に付録としてケーススタディが記載されており、内部統制については、検査

対象組織の管理者は内部統制における脆弱性について文書により通知されるとの検査

活動を通じての経験が記載されている。 
 

検査の質のためのガイドライン 
Guidelines on Audit Quality＜2004 年 10 月＞57 頁 

http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf 

• 当ガイドラインは、 高会計検査機関のために作成されたものである。 
• 内部統制については、被検査機関における内部統制システムの適切な文書化、評価、検

証について、調査担当責任者は適切な手段が講じられるよう保証しなければならないと

している。 
• 付録として、検査計画チェックリストが記載されており、この中で被検査機関の内部統

制システムの基本要素の確認が必要であるとしている。 
• また、同じく付録として、検査実施チェックリストが記載されている。この中で、内部

統制の信頼性を評価するための適切な検証がなされているか、内部統制システムの評価

の観点で十分な報告書が存在しているかについての項目が示されている。 
 

業績検査マニュアル 
Performance Audit Manual＜年＞96 頁 

http://eca.europa.eu/products/PERF_AUDIT_MANUAL 

 
• 当マニュアルは、ECA により、調査官及び調査管理者の必要性に合致するように作成さ

れたものである。業績検査がどのように計画、実行及び報告されるべきかについて記載

されている。 
• 内部統制については、「健全な財務管理を達成するための内部統制」と題して、COSO

による内部統制の 5 つの基本要素が提示されている。 
• 内部統制のフレームワークを示した上で、実際に業務検査をする際の基準について提示

しているが、この中に内部統制に関する記述が分散して見られる。例えば、証書類の収

集の方法の中で、強固な内部統制が構築されていれば、収集される情報は信頼に足ると

いうことが述べられている。 
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II．我が国及び欧米主要 4 か国の会計検査院等の内部統制に係る報告事例とそ
の特徴 

 

1．内部統制に係る報告事例とその特徴 
 

（1）我が国会計検査院 

 我が国会計検査院では、毎年「会計検査の基本方針」を示している。この基本方針に「内

部統制」という言葉が初めて明確に示されたのは「平成 14年次会計検査の基本方針」であ

った156。これ以降の会計検査の基本方針では、検査にあたって検査対象機関の内部統制（内

部牽制や内部監査を含む）に留意する旨が記載されている。最新の「平成 22年次会計検査

の基本方針」（平成 21年 9月 4日検査官会議了承）では、次のように記述されている。 

 

内部統制の状況に対応した取組 

検査対象機関における内部統制の状況は、会計経理の適正性の確保に影響を与えること

から、検査に際してはその実効性に十分留意する。また、内部統制が十分機能して会計経

理の適正性が確保されるように、必要に応じて内部統制の改善を求めるなど適切な取組を

行う。 

 

 我が国会計検査院のこれまでにも①不適切な事態に対する指摘を行った上で、内部統制

の不備を指摘したり改善を求めたりする事例はあったが、②内部統制について直接的に取

り上げている事例はそれほど多くない。以下では、①に相当する事例 01～08、②に相当す

る事例 09及び 10について、それぞれ概要を示す。 

 

【日本事例 01】東北大学において、内部統制等が十分機能するための体制を整備するなど

して、常に適正な契約事務が行われるよう意見を表示したもの 

平成 19年度/意見表示事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h19/2007-h19-0884-0.htm 

 

■概要 

東北大学病院が発注した工事に関し、次のような不適切な事態が発生していた。 

・ 2,310万円の工事の発注が直前にA社に口頭で行われ、工事完了後事後的に予定価格、

契約書が作成された。 

・ 2,310 万円の工事は、本来法人本部の施設部長が経理責任者となり入札に付すべきと

ころ、病院の事務部長が、随意契約で発注し、随意契約が可能な 1,000 万円以下の A

                                            
156 「今後も、上記の正確性や合規性の観点からの検査を十分行い、その際には、検査対象機関の内部監査
を含め内部統制の状況についても注視していく。」と記載されている。 
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社を相手方とする 3つの契約書を作成していた。 

・ 発注等の契約事務を所掌していない営繕係及び設備係が業者への発注を行っていた。 

・ 契約の内容を HPで公表すべきところ公表していなかった。 

 この要因として、工事業者に関して教授の意向を受け入れざるを得ない状況（統制環境）、

決裁や契約書押印時に問題提起が行われない（統制活動）、監事監査、監察室監査、経理課

総務監査係の監査、会計監査人の監査とも契約上の問題提起をしない（モニタリング）と

いった内部統制上の問題が見られた。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院の意見として、以下のような処置の必要性が示されている。 

 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

工事を行うに当たり専門的な医学の知識が必要となることなどから、

教授等の意向を受け入れざるを得ない状況に陥りやすい統制環境の

改善に資するため、体制を整備すること。 
○       

各部局の担当者に対して、内部牽制におけるそれぞれの役割を果たす

ことの重要性を十分認識するよう周知徹底すること。   ○     

各監査機関等が、監査対象部局の統制環境を十分把握した上で、個別

の契約事務等についても厳正に監査するなど、的確な監査を実施して

いくこと。 
    ○   

各監査機関等が監査計画等を策定するに当たっては、監査対象の重

複、漏れが極力生じないよう、各監査機関等が相互に、適切に調整す

るなどして、監査を行っていくための体制を整備すること 
    〇   

 

【日本事例 02】生活保護事業の実施において、詐取等を防止するため、事業主体における

内部統制を十分機能させることなどにより保護費の支給事務等を適正に実施させるととも

に、詐取等に係る事案の把握体制や負担金の積算方法等について整備するよう適宜の処置

を要求し及び是正の改善の処置を求めたもの 

平成 19年度/処置要求事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h19/2007-h19-0342-0.htm 

 

■概要 

平成 14年度から 19年度までの間に発覚した現業員等による生活保護費の詐取等の事態

は、19都道府県 35事業主体の 43福祉事務所において、２億 0566万円（これに係る国庫

負担金相当額 1億 4237万円）に及ぶことが判明した。 
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問題のあった福祉事務所において、現業員の担当期間が長期（統制環境）、現業員の現

金の取り扱いについての不備・不適切な金庫の管理や保管方法（統制活動）、査察指導員

の活動の不備（モニタリング）といった内部統制上の問題が見られた。問題がなかった福

祉事務所においても同様の事態であった。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院では、以下のような是正処置を求めている。 

 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

福祉事務所における保護費の支給等の事務処理に関して、管理者、出

納担当、査察指導員及び現業員が自ら行うべき事務の範囲、決裁権者

等を内部規定等の文書により明確にして徹底を図ること。また、福祉

事務所において、現業員の現金取り扱いに関する事項、現業活動の把

握等の各点検項目を明確にすること。 

〇  〇  〇   

現業員の出納事務への関与を縮減するよう事務処理の方法について

見直しを行うこと。 〇  〇  〇   

 

【日本事例 03】報償費の執行について、領収書等の証拠書類が保存されていないなどのた

め、その使途等を確認できない状況となっていて、会計経理が著しく適性を欠いているも

の 

平成 19年度/不当事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h19/2007-h19-0225-0.htm 

 

■概要 

 報償費の執行に関し、以下のような不適切な事態がみられた。 

・ 平成 13年度から 16年度までの分について、謝金の支払い相手方の領収証書を会計検

査院に提示しなかった。 

・ 17年度の謝金の受領書に記載された支払相手先に確認したところ、いずれも本省から

報償費を受領していないとのことであった。 

 これに関して、報償費の取扱責任者の責任者としての認識の欠如（統制環境）、取扱い

責任者が自ら決裁すべき支出負担行為担当官宛ての請求書の決裁を取扱者である書記が実

施、証書の不備や事実と異なる受領書の作成（統制活動）といった内部統制上の問題が見

られた。 
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【日本事例 04】診療収入の収納に当たり、不正に医事会計システムの収納データが削除さ

れるなどして、削除された収納データに係る診療収入が国庫に納付されておらず、会計経

理が著しく適正を欠いているもの 

平成 19年度/不当事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h19/2007-h19-0223-0.htm 

 

■概要 

診療収入の収納に関し、13年 5月から 19年 5月までの間に、現金収納事務に従事して

いた複数の出納員が、不正に収納データの一部を削除することにより収納速報リストの金

額を改ざんして、本来収納すべき額より少なくするなどの処理を行った上、改ざん後の収

納速報リストと同額の現金を収入官吏に払い込んでいた。このため、3040万余円が国庫に

納付されていなかった。 

この要因として、収入官吏による点検の不足（モニタリング）、一部の収納データの削

除（ITへの対応）といった内部統制上の問題が見られた。 

 

【日本事例 05】労働保険料について、不払賃金の是正情報を活用することにより不払事業

主の納付する労働保険料の徴収義務を一層適切なものにするよう改善させたもの。 

平成 18年度/処置済事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h18/2006-h18-0251-0.htm 

 

■概要 

労働保険料に関し、8労働局において、計 13事業主が確定保険料の申告の際に不払賃金

の支払額 4 億 1759 万余円を前年度の賃金の総額に算入するなどしていなかったため、保

険料 782万余円が徴収不足となっていた。 

 労働局において、不徴収業務担当課と監督業務担当課の間で是正情報を共有するための

連携が十分でなかった（情報と伝達）という内部統制上の問題が見られた。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院の指摘に基づき、厚生労働省が講じた改善の処置は以下のようなものである。 
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勧告 

内部統制の基本要素 内
部
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と
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Ｉ
Ｔ
へ
の
対
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監督業務担当課で把握した是正情報を徴収業務担当課に提供させ、徴

収業務担当課の調査対象事業主の選定基準に他部署からの情報提供

があったものを加えることとした。 
   〇    

 

【日本事例 06】物品の購入、業務の委託等の契約の実施に当たり、契約業務の公正性、透

明性を確保し競争の利益を享受するため、随意契約について見直すなど契約業務を適切に

実施するよう改善の意見を要求したもの 

平成 17年度/処置要求事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h17/2005-h17-0412-0.htm 

 

■概要 

国立美術館の 1件 100万円以上の契約は、平成 16年度では 470件、30億 2645万余

円、平成 17年度では 558件、35億 6097万余円となっている。このうち競争に付するこ

とが可能で随意契約となっているものが、平成 16年度では件数で 51.9％、金額で 25.0％、

平成 17年度では件数で 53.7％、金額で 30.6％となっているなどして、競争の利益を享受

できていない。 

 この要因として、業務の効率的実施等と競争の利益を享受できなくなるデメリットとの

比較検討が十分でない（リスクの評価と対応）という内部統制上の問題がみられた。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院では、以下のような是正処置を求めている。 

 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
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統
制
環
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の
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情
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Ｉ
Ｔ
へ
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対
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少額を理由とした随意契約限度額は 500 万円に引き下げられた後に
おいても競争性を確保する上で十分な水準とはなっていない事態は、

競争の利益を享受しておらず、改善の要があると認められる。 
 〇      
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【日本事例 07】都道府県労働局の会計経理の状況について 

平成 17年度/特定検査 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h17/2005-h17-0787-0.htm 

 

■概要 

都道府県労働局において、不正または不適正な会計処理により支出されるなどした額は

平成 7年度から 17年度で 78億余円に上ることが判明した。 

この要因として、労働局における関係職員の法令遵守意識の欠如・職業安定行政の指揮

命令系統の問題に起因する組織的不当経理（統制環境）、一連の会計処理を同一の係が実

施等（統制活動）、本省監査指導室の体制の不足（モニタリング）、本省内及び本省と労

働局の間の連絡・報告の仕組みの不備・地方課の労働局に対するフォローアップの不足（情

報と伝達）といった内部統制上の問題がみられた。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院の所見では、内部統制に関して主に以下のような事項の改善の必要性につい

て言及している。 

 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
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タ
リ
ン
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Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

職員に対し、基本的な会計法令の遵守、公務員倫理及び綱紀の保持の

徹底、不正経理の再発防止等に向けた研修指導を徹底し、今後、不正

経理を実行した職員等については懲戒免職を原則とする旨の基本方

針についても一層の周知を図る。 

〇       

監査等の一層の充実強化を図る。     〇   
労働局から再発防止等に関する取り組み状況、監査の実施状況等を定

期的に報告させるとともに、同省内部の連携を強化する。    〇    

 

【日本事例 08】貸付金の繰上償還に伴う期限前弁済手数料を適正に徴求するよう改善させ

たもの 

平成 17年度/処置済事項 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h17/2005-h17-0390-0.htm 

 

■概要 

商工中金が貸付金の繰上償還を受けた際に貸付先から徴する期限前弁済手数料が平成 16、
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17両年度で 6096万円徴求されていなかった。 

 この要因として、繰上償還手数料計算システムがホストコンピュータに保有している貸

付金のデータを自動的に読み取る機能を有していなかったため、担当者が、計算方式の選

択及び貸付金のデータを手作業で入力していて、これが誤っているという内部統制上の問

題（ITへの対応）が見られた。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院の指摘に基づき、商工中金では次ページのような処置を講じた。 

 

勧告 
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部
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報
と
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タ
リ
ン
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Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

繰上償還手数料計算システムが、ホストコンピュータに保有している

貸付金のデータを自動的に読み取り、規定されている計算方式の適用

及び計算要素の入力を自動的に行うような機能を有したものとなる

ようにすること。 

     〇  

 

【日本事例 09】政府出資法人における内部監査等の状況について 

平成 17年度/特定検査 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h17/2005-h17-0930-0.htm 

 

■概要 

 政府出資法人における内部統制の在り方は法人ごとに異なるが、内部統制の充実強化は

すべての政府出資法人に求められている。内部監査にはその一端を担うことが期待されて

いるが、その状況は検査対象となった 50法人で様々であった。平成 17年度末において、

検査の対象とした 50法人のうち 10法人は内部監査組織を設置していなかった。 

 

■求める内部統制の整備 
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勧告 
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（1）内部監査業務における独立性、客観性の確保 
ア 内部監査組織を監査対象部署から独立させるとともに、内部監

査規程等において監査権限等について明確化すること ○    〇   

イ 内部監査職員が、現在兼任する業務等に対する内部監査には携

わらない等の配慮をし、監事監査業務を実質的に補助する場合

などには、両監査の役割等の相違に留意すること 
○    〇   

（2）効率的、効果的な内部監査等の実施 
ア 業務リスク等を踏まえて適切な監査計画を策定し、監査対象部

署の業務を把握して効果的な監査に努めること  ○   〇   

イ 必要な監査水準を確保し、効率的な監査を実施するため、マニ

ュアル等を整備すること。マニュアルは陳腐化防止のために見

直しを行い、監査職員の創意工夫に留意すること 
  ○  〇   

ウ 他の監査組織と情報提供・意見交換を行い、監査の品質向上や

効率化に努めること    ○ 〇   

エ 指摘や不祥事の発生部署だけでなく関連部署も対象として監

査等を実施し、措置の有効性についても監査すること     〇   

（3）内部監査等の有効性の確保 
監査結果の法人組織内への周知と、改善状況のフォローアップ

を行うこと   〇  〇   

 

【日本事例 10】国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について 

平成 13年度/特定検査 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h13/2001-h13-0756-0.htm 

 

■概要 

 平成 8年度から 12年度までの決算検査報告において、不当事項又は処置要求事項として

掲記した事項は計 253 件に上る。不適切な事態が多発している状況を受け、会計検査院で

は内閣ほか14府省等に設置されている会計監査機構を対象として検査を行った。その結果、

現状において運用されている監査体制及び監査方法が必ずしも十分でないことも明らかと

なった。 

 

■求める内部統制の整備 

 会計検査院の所見として、以下のような内容が示されている。 
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勧告 
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会計監査機構は、その権限及び業務について一定の独立性を確保し、

又は監査計画、監査マニュアル等の作成等による監査内容の標準化、

監査結果の有効活用等により監査の実効性の向上を図り、もって会計

監査が本来備えるべき機能を十分に発揮することができるよう会計

監査の実施体制について一層の整備を図ることが望まれる。 

○  ○ ○ ○   
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（2）米国会計検査院  

 GAOでは、全体で年間およそ 1,000件の検査報告を公表している。各年度に公表した報

告書を、その分野毎に整理して実績数をホームページ上で報告しているが、内部統制は分

野として掲げられていない。一方、ホームページ上で報告書のタイトルに「内部統制

（internal control）」という言葉が含まれるものを検索すると、次の表に示すように毎年

10件前後の内部統制に関する報告書が抽出される。 

 

図表 GAOの検査報告の推移 

年度（10月～9月） FY2003 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 

検査報告数 963 923 894 1,000 1,008 1,013 

 うち「Internal Control」 10 12 11 9 10 15 

割合 1.0% 1.3% 1.2% 0.9% 1.0% 1.5% 

 

本調査研究では、現地調査を通じて最新の状況を把握する目的のもと、2008年度の報告

書に焦点を当てて分析を行った。対象となった 15件157の内部統制について、検査の背景及

び結果に着目すると、①財務検査の結果として内部統制の不備を指摘しているもの、②内

部統制そのものがきちんと機能しているかということを明示的に掲げて、内部統制につい

て検査している事例、③業績検査等の結果として内部統制の不備を指摘しているものの 3

つの類型が見られた。②については、さらに、内部統制のみを検査の対象としている事例

と、内部統制以外の目的が含まれているものがあった。15件の事例の内訳は下記のように

なっている。 

 

図表 2008年度事例の検査類型 

検査類型 ①財務 ②内部統制 ③業績等 

報告書数 5 7 3 
資料）GAOが 2008年度に公表した内部統制に関する報告書を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティン

グ作成。 

 

 各事例の概要を次ページに示す。ただし、分析の対象として詳細に取り上げた 5 事例に

ついては後述する。 

 

                                            
157 15件のうち 1件は、内部統制に関する政府機関、プログラム等の検査を行ったものではないとみられ
る。 
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図表 GAOの内部統制に関する検査報告事例（2008年度） 
検査類型 タイトル 概要 

財務 

【米国事例 02】内部統制：証券取
引委員会の会計及び財務報告プロ

セスは改善が必要 
Internal Control: Improvements 
Needed in SEC's Accounting 
and Financial Reporting Process 

後述 

 

マネジメント報告書：FDICの内部
統制及び会計手順改善の機会 
Management Report: 
Opportunities for Improvements 
in FDIC's Internal Controls and 
Accounting Procedures 

○背景 

GAOでは、2007年に FDICの財務報告に係る内部統制に関する報告書を出している。また、特定の法律に対する FDICのコンプ
ライアンスを検査を実施した。今回の報告では、2007年度の財務諸表検査の課程で判明した内部統制上の課題について示す。 
○不適切な事態 

判明した FDICの内部統制上の課題は、重大な脆弱性や欠陥ではないが、マネジメントが事態を理解し、対応をとることが必要と
考えられるものである。具体的には、ダラス郵便室から送られてくる手形の確認が不適切であること、手形の輸送安全性に関する

手順や統制が不十分であること、支払いに関する記録上の間違いが会計システムから適時に把握できない、という点である。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、郵便室の運営上の手続きや電子入金システムの整備等、5件の勧告を行った。 

 

財務検査：米国政府の連結財務諸

表の準備過程における内部統制の

重大な脆弱性 
Financial Audit: Material 
Weaknesses in Internal Control 
over the Processes Used to 
Prepare the Consolidated 
Financial Statements of the U.S. 
Government 

○背景 

GAOが米国政府の連結財務諸表（Consolidated Financial Statement: CFS）の検査を開始して以降、過去 11年間に渡る、内
部統制及び特定の会計・財務報告慣行における重大な脆弱性により、GAO は適切（適正）である旨の検査意見をつけることがで
きなかった。GAO では、CFS の準備に関し、適切なシステム、統制及び手順が欠如していることを再三指摘してきた。2007 年
度の連結財務諸表に係る検査意見の免責事項においては、連結財務諸表の作成にあたり継続する統制上の欠陥について議論してい

る。 
本報告書の目的は、（1）継続する重大な脆弱性に関する詳細の提供、（2）改善点の推奨、（3）従前の 81の推奨事項に対する是正
措置の進捗情報の提供である。 
○不適切な事態 

2007 年度の CFS の検査を通じて、米国政府には継続的及び新規に発生している統制上の欠陥があることが判明した。それらは、
（1）省庁間に渡る活動とバランス（残高）の調整、（2）CFSが各政府機関の財務諸表との整合性が取れているか、適切にバラン
スしているか、米国会計原則に基づいているかという保証、（3）財務省の報告にある、予算不足の要素間に生じている重大な差異
を特定し、説明あるいは解決することができないことである。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOがこれまでに出した、81の勧告事項のうち、35は処置済みであり、46は未解決（対応中）である。本報告書では、新たに
10件の勧告事項を示した。 

 
財務管理：FBIでは、センチネル・
請負業者の請求書確認及び資産購

入に関して内部統制を強化した

○背景 

GAO では、2006 年 2 月に、FBI におけるトリロジー（Trilogy）情報技術近代化プロジェクトに関して、請負業者への支払い及
び資産の説明責任に関する内部統制上の問題を報告している。 
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検査類型 タイトル 概要 

が、追加的なアクションが必要 
Financial Management: FBI Has 
Designed and Implemented 
Stronger Internal Controls over 
Sentinel Contractor Invoice 
Review and Equipment 
Purchases, but Additional 
Actions Are Needed 

FBI では、現在、トリロジー･プロジェクトの一環として実施される予定だったセンチネル（Sentinel）と呼ばれる自動事件管理
システムの導入を行っている。FBIでは、センチネルに関してプロジェクト管理室（Project Management Office: PMO）を設置
し、技術や財務に関する日々の監視を行うようにした。 
○不適切な事態 

GAOが PMOによる資産統制をテストしたところでは、いくつかの改善余地があることがわかった。具体的には、（1）FBIの資産
記録を構築するのに利用されているロッキード･マーチン社のデータベースの正確性や完全性を保証するプロセスの導入、（2）月
次の請求書確認の過程で、資産記録を情報源と一致させること、（3）センチネル関連資産の検査と資産に割り当てられるバーコー
ドの検証を文書化する方針と手順の整備、（4）資産受領日の記録である。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、既存のセンチネル方針・手順の改正に関連する 5件の勧告を行った。 

 

マネジメント・レポート：IRS に
おける内部統制は改善が必要 
Management Report: 
Improvements Needed in IRS's 
Internal Controls 

○背景 

GAOでは、2007年度の内国歳入庁（Internal Revenue Service: IRS）の財務諸表及び内部統制の有効性に関する報告書を 2007
年 11月に公表している。また、IRSが特定の法律の重要な条項を遵守しているかに関する報告も行っている。本報告書の目的は、
2007年度の財務諸表検査の過程で特定された内部統制上の改善事項について示すことである。 
○不適切な事態 

2007年の財務諸表検査において、RSの総勘定元帳システム等で詳細な取引記録が確認できないものがある、未払評価のレビュー
プロセスがエラーの特定に関し効果的でない等、新たな内部統制上の課題が特定された。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、新たに特定された問題に関し、計 24件の勧告を行っている。 

内部統制 

【米国事例 03】政府全体における
購買カード：詐欺的、あるいは、

不適切、濫用的な購買を減少させ

るために内部統制の強化が必要 
Governmentwide Purchase 
Cards: Actions Needed to 
Strengthen Internal Controls to 
Reduce Fraudulent, Improper, 
and Abusive Purchases 

後述 

 

【米国事例 04】プレミアムクラス
出張：政府全体に蔓延している内

部統制の脆弱性が不適切で濫用的

なプレミアムクラス出張の利用に

つながっている 
Premium Class Travel: Internal 
Control Weaknesses 

後述 
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検査類型 タイトル 概要 

Governmentwide Led to 
Improper and Abusive Use of 
Premium Class Travel 

 

【米国事例 05】マネジメント･レ
ター：プレミアムクラス航空旅行

に関して、農務省の内部統制の改

善についての推奨事項 
Management Letter: 
Recommendations for 
Improvements to USDA's 
Internal Controls and Policies on 
Premium Class Air Travel 

後述 

 

リーガルサービス社：助成金管

理・監督における内部統制強化が

必要 
Legal Services Corporation: 
Improved Internal Controls 
Needed in Grants Management 
and Oversight 

○背景 

リーガルサービス社（Legal Services Corporation: LSC)は、低所得者の民事訴訟を支援するために民間非営利団体として設立さ
れ、連邦予算に大きく依存している。GAO では、LSC の助成金管理とプロセスに係る内部統制が、助成金の有効活用を保証する
のに十分なレベルであるかを検査するよう要請された。 
GAOでは、LSCの内部統制フレームワーク（助成金受給者のモニタリングと監督を含む）を把握するため、主要な記録を分析し、
LSCの役員のインタビューを行った。また、14の助成金受給者に対する内部統制と規制遵守に係る限定的なレビューを実施した。 
○不適切な事態 

検査の結果、GAO では、LSC における内部統制上の脆弱性を特定した。具体的には、助成金受給者を監督する 2、3 の部門の責
任の定義が不明確であること、監督部門間のコミュニケーションと助成金受給者への訪問の調整が十分でないこと、助成金受給者

訪問のタイミングやスコープが、法律違反リスクや財務統制の脆弱性の分析に基づいた系統だったものになっていないこと、助成

金受給者の内部統制の監視が十分でないこと、助成金受給者へのフィードバックが遅れがちであることが問題として特定された。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAO では、LSC の役員会及びマネジメントは、特に次のような点を実施し、内部統制及び助成金の管理を改善するべきとの勧告
を行った。。改善内容には、（1）内部統制及び助成金受給者の監督を改善するために、LSC の部署間で責任の所在を明確にするこ
と、（2）監督機能を担う部署間の協調及びコミュニケーションを改善すること、（3）助成金受給者の内部統制及び法律遵守に関す
るレビューの対象を選定するに際して、リスクに基づく基準を活用することを含む。 

 

マネジメント･レター：MCC のプ
レミアムクラス航空旅行に関する

内部統制及び方針の改善に関する

推奨事項 
Management Letter: 
Recommendations for 
Improvements to MCC's Internal 
Controls and Policies on 

○背景 

GAOでは、2007年に政府全体における不適切、濫用的なプレミアムクラス旅行に関して報告書を公表している。この過程で、ミ
レニアム･チャレンジ社（Millennium Challenge corporation: MCC）に対しても検査を実施している。本報告書の目的は、MCC
に対する検査の過程で明らかになった内部統制上の脆弱性について報告することである。 
○不適切な事態 

政府全体における旅行経費に占めるプレミアムクラス旅行の割合は 7%であるのに対し、MCCでは 77%に達している。GAOがテ
ストした MCC の 36 のプレミアムクラス旅行は、いずれも適切な承認がなされていないあるいは正当化されないものであった。
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検査類型 タイトル 概要 

Premium Class Air Travel MCCでは、14時間以上かかる旅行に関しては特別な承認を必要としないという説明を行っている。しかし、連邦出張規則（Federal 
Travel Regulation：FTR）では、プレミアムクラスの利用を途中 14時間以上休憩が取れない場合や到着地で休憩できない場合に
限定している。GAOがテストした 36件のうち 20件は休日の到着となっているため、これに違反している。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、不適切なプレミアムクラス旅行を減少させるために、MCCの最高経営責任者が、プレミアムクラス旅行に関する内部
統制の改善を行うことを勧告した。 

 

メディケア・メディケイドサービ

スセンター：内部統制の欠陥によ

って数百万ドルの請負業者への疑

わしい支払いにつながっている 
Centers for Medicare and 
Medicaid Services: Internal 
Control Deficiencies Resulted in 
Millions of Dollars of 
Questionable Contract 
Payments 

○背景 

メディケア処方薬の改善及び近代化法（The Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003)に
より、外来患者への自主的な処方薬手当が制度化され、その管理をメディケア・メディケイドサービスセンター（Center for 
Medicare and Medicaid Services: CMS）が行うこととなった。CMSでは、基本的なミッションを遂行する上で請負業者に大き
く依存している。議会は、同法に基づき CMSの初期管理費用として 10億ドルの予算を計上している。GAOでは議会の要請によ
り、(1)CMS がどのようにこの 10 億ドルを使用しているか、(2)請負業者に対して無駄な支払いが生じないよう、契約慣習や内部
統制は適切に機能しているか、(3)請負業者への支払いは政府基金の適切な使用基準に基づいているかの検査を実施した。 
○不適切な事態 

CMS のマネジメントは、請負の増大に対応するような、契約や請負業者の監督を行うための十分な人員及び予算を配分していな
い。特定の契約慣習、例えば、請負業者と協力して間接費率を決めるようなことは、CMS にとってリスクを増加させる要因とな
る。また、適切な請求書レビュープロセスも存在していない。請負業者が期間内に業務を完了しているかを確認できていない。こ

れらの結果、GAOでは 9千万ドルもの疑わしい支払い実績を特定した。 
○検査結果（指摘・勧告） 
GAOでは、内部統制及びアカウンタビリティーを改善するための 9件の勧告を提示した。 

 

移民手当：人道的臨時入国許可に

関する内部統制は効果的といえる

が、いくつかの点は強化すべき 
Immigration Benefits: Internal 
Controls for Adjudicating 
Humanitarian Parole Cases Are 
Generally Effective, but Some 
Can Be Strengthened 

○背景 

移民国籍法（The Immigration and Nationality Act）は、米国への移民に対してビザを要求しているが、ビザの獲得ができない
場合でも、人道的臨時入国許可を申請することができる。この臨時入国許可を所管している国家安全保障局の人道的支援部

（Humanitarian Assistance Branch: HAB)は、2007年 8月に米国市民権・移民サービス（U.S. Citizenship and Immigration 
Services: USCIS）に移管されている。GAOでは、議会要請に基づき、(1)臨時入国許可の申請者の特徴、(2)申請を裁定するため
の HABの内部統制について検査を行った。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、HABによる申請書の処理が適切であることを保証するために、DHSが HABの職員水準をレビューすること、人道的
臨時入国許可の裁定に関する研修プログラムを策定すること、人道的臨時入国許可の申請手順に関するウエブサイトを改定するこ

とを提案した。 

業績等 

【米国事例 01】脱麻薬コミュニテ
ィ支援プログラム：助成金提供プ

ロセスの管理を改善するために内

部統制の強化及び他の対応策が必

要 

後述 
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検査類型 タイトル 概要 

Drug-Free Communities Support 
Program: Stronger Internal 
Controls and Other Actions 
Needed to Better Manage the 
Grant-Making Process 

 

コロンビア特別区オポチュニティ

ー奨学金プログラム：追加的政策

とプロセスにより内部統制及びプ

ログラム運営の改善が期待される 
District of Columbia Opportunity 
Scholarship Program: Additional 
Policies and Procedures Would 
Improve Internal Controls and 
Program Operation 

○背景 

DC学校選択インセンティブ法（D.C. School Choice Incentive Act）により、幼稚園から高校までの私立学校通学に対する低所
得者向け奨学金が連邦政府基金より拠出されることとなった。この制度は DCオポチュニティ奨学金プログラムと呼ばれ、ワシン
トン奨学金基金（WSF）という NPOが運営にあたることになった。 
○不適切な事態 
WSFの運営する基金の額は 15万ドル（2004年）から 1290万ドル（2006年）に急拡大したが、この規模の基金管理に必要な
システム、手順及び内部統制の仕組みが十分でない。また、職員の離職率が高いこと、詳細な財政方針がないこと、会計機能が統

合されていないこともアカウンタビリティーを弱める要因となっている。さらに、対象者の保護者による学校選択を支援するため

にWSFが提供している情報も不完全で不正確である。 
○検査結果（指摘・勧告） 

GAOでは、以下のような勧告を行った。 
教育大臣は、助成金受給者による内部統制の改善、財務システムの統合の継続、モニタリングの改善、親への正確な情報提供をす

るよう命令する。 
教育大臣及びワシントン DC首長は、学校への入学が DCの要求を満たすよう保証する。 
教育大臣は、プログラムが評価要求に沿って実施されていることを保証する。 

 

証券取引委員会：中小公開企業の

証券取引法に基づく定期報告書に

関する内部統制 
Securities and Exchange 
Commission: Internal Control 
Over Financial Reporting in 
Exchange Act Periodic Reports 
of Non-Accelerated Filers 

○背景 

GAOでは、証券取引委員会（Securities and Exchange Commission: SEC）が導入した、中小公開企業の証券取引法に基づく
定期報告書に関する内部統制の新ルールをレビューした。 
○不適切な事態（特になし） 

法律の最終案では、サーベンス・オクスリー法に基づく特定の要求事項を中小の公開企業に対して適用することを延期している。

また、SECは法律を施行するために必要な申請項目要求に準拠している。 
○検査結果（指摘・勧告） 

指摘・勧告なし。 
資料）GAO各報告書に基づき三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。
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これらの検査報告のうち、日本における内部統制の検査に有効活用できることを念頭に、

特に内部統制に関する検査として各類型を代表するような事例、政府全体を対象として大

規模な事例等を合計 5件選定した。以下、各事例について概要を紹介する。 
 
【米国事例 01】脱麻薬コミュニティ支援プログラム：助成金提供プロセスの管理を改善す
るために内部統制の強化及び他の対応策が必要 
 Drug-Free Communities Support Program: Stronger Internal Controls and Other Actions 
Needed to Better Manage the Grant-Making Process 

2008年 7月（GAO-08-57） 
http://www.gao.gov/new.items/d0857.pdf 

 
■概要 

 本事例は、脱麻薬コミュニティ支援プログラム（Drug-Free Communities Support 
Program）における内部統制を対象としたものである。GAOは、2005年度及び 2006年
度について、全米麻薬撲滅対策室（Office of National Drug Control Policy：ONDCP）
と薬物濫用・精神衛生管理庁（Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration: SAMHSA）が連邦内部統制基準、関連法令及び他のガイドラインに沿っ
て助成金の管理を着実に実行しなかったことを発見した。GAOは、全米麻薬撲滅対策室に
対し、内部統制を強化し、資金援助をしてもらう助成金申請者が法律の求める資格基準を

満たすことを保証し、全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の役割と責任につ

いて十分に定義することを勧告した。 
 
■経緯・目的 

 米国では、2007年に 13歳～17歳の生徒のうち 25％が違法麻薬を使用したという報告
がある。1997年脱麻薬コミュニティ法（Drug-Free Communities Act of 1997）に基づ
き設立された脱麻薬コミュニティ支援プログラムは、薬物乱用の防止と治療について、包

括的で長期的な計画の発展と実施を行うコミュニティを支援するプログラムである。この

プログラムでは若者による麻薬使用の減少に関わるコミュニティに助成金を提供している。

助成金額は年間 125,000 ドルまで、受給の期間については 5 年間の受給を 2 期まで、計
10年間に渡り受け取ることができる。各期の初年度（1年目及び 6年目）の助成金の受給
の後、当該コミュニティについて十分な働きが見られると全米麻薬撲滅対策室が判断した

場合には、5年間継続して受給することとなる。ただし、申請者は毎年度申請手続を行う必
要がある。 
 受給申請者には下記の 2種類の分類が存在する。 

• 初回申請者（Initial grant applicants） 
 初めて助成金を申請する者 
 既に 5年間の助成金を受給しており、6年目の申請を行う者 
 前年度に資金拠出において誤りのあった者 

• 更新申請者（Renewal grant applicants） 
 前年度に助成金を受給しており、2年目から 5年目、7年目から 10年目の申
請を行う者。一般的に他の申請者とは受給において競合しない。 

 初回申請者が提出した申請書類は、外部の専門家による評価にかけられ、戦略計画や実

施の効果を 0から 100の間で点数化される。この点数の高さに基づき、受給団体が全米麻
薬撲滅対策室によって決定される。更新申請者については、予算や実施計画について記述

した簡易的な申請書類を薬物濫用・精神衛生管理庁に提出し、助成を継続するかを判断さ

れる。 
 1997 年のプログラム開始当初から全米麻薬撲滅対策室がプログラムの管理を行ってお
り、助成金の管理事務は他の機関に権限を委譲している。全米麻薬撲滅対策室は、2004年
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までは法務省（the Department of Justice：DOJ）の少年司法犯罪防止局（Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention：OJJDP）と協力して管理を行ってきた
が、2005年度から助成金の管理者として、米国保健社会福祉省の一部門である薬物濫用・
精神衛生管理庁を選定した。 
 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁が共同でプログラムを管理するように

なった最初の年である 2005年度に、それまで助成金を得ていた団体の一部に対し助成金を
継続して提供しなかった。この出来事により、助成金プログラムがどのように管理され、

会計年度において受給申請者のレビュー過程がどのように実施されているのかについて、

疑問が呈されることとなった。 
 本事例では、GAOは議会から次に示す事項について検査を行うよう要請された。 

• 2005年度、2006年度に、全米麻薬撲滅対策室及び薬物濫用・精神衛生管理庁が連
邦内部統制基準、関連法令及び他のガイドラインに沿って助成金の管理を行ってい

たかの把握 
• 2006 年の全米麻薬撲滅対策室の助成金管理における措置はどのようなものであっ
たかについての評価 

 
■検査範囲・方法 

 本事例の業績検査は、一般に認められた政府検査基準（generally accepted government 
auditing standard：GAGAS、以下、「GAGAS」と言う）に基づいて 2006年 7月から 2008
年 7月まで行われた。GAOでは主に以下のような内容を実施した。 

• 下記に示される入手可能なプログラム関連の文書をレビュー 
 助成金申請者に対して助成を行うことを示す文書（ the Request for 

Applications funding announcements） 
 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の組織間における合意文書 
 評価活動の成果や助成の決定に対する勧告についての文書 

• 「連邦政府における内部統制のための基準」（Standards for Internal Control in 
the Federal Government）に示されている判断基準に基づいて、2005年度から
2007年度までの全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の助成金関係の
活動を比較 

• 下記の法律に示される判断基準に照らして全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神

衛生管理庁の助成金関係の活動を比較 
 1997年脱麻薬コミュニティ法（Drug-Free Communities Act of 1997） 
 2001 年脱麻薬コミュニティ支援プログラム再承認法（Drug-Free 

Communities Support Program Reauthorization Act of 2001） 
 2006 年全米麻薬撲滅対策室再承認法（Office of National Drug Control 

Policy Reauthorization Act of 2006） 
• 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁が資格要件の審査を文書化した

かを判断するために、2005年度及び 2006年度の助成金申請書類をレビュー 
• 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の主要な職員に対して、助成金

関係の活動についてどのように実施し、記録化したのかインタビューを実施 
 

■検査結果 

 2005年度、2006年度に、全米麻薬撲滅対策室及び薬物濫用・精神衛生管理庁は連邦政
府における内部統制基準に沿わず、脱麻薬コミュニティ支援プログラムの管理についての

法律上の要請事項に合致しなかった。 
 下記の領域において脆弱性が認められた。 
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〇脱麻薬コミュニティ助成金実施過程に含まれる多くの脆弱性 

a） 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁における助成実施過程は、モニタリン
グと文書化に関係する内部統制基準を遵守しなかった 

 連邦政府における内部統制基準は、業績についてモニタリングを行うことを求めている。

しかしながら、全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁が取り交わした合意事項

には、プログラムのモニタリングと調査事項に対するガイダンスが盛り込まれていなかっ

た。また、全米麻薬撲滅対策室の職員によると、それらの義務を薬物濫用・精神衛生管理

庁が果たすべきであると上記の合意事項や助成金支出の公示文に定められているため、全

米麻薬撲滅対策室ではモニタリングを行っていなかったことを認めた。このため、薬物濫

用・精神衛生管理庁が期待される助成金活動を果たしているか合理的な保証を行うことが

できないリスクが増大した。加えて、助成金申請の書類に関して、66件中 47件（71%）
について法律上の判断基準に合致したかを示す文書が欠如していた。また、全米麻薬撲滅

対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁が使用した助成金申請者の適格性を判定する様式には、

法令上要請される適格度についての判断基準の全てについて含まれていなかった。このた

め、申請者が法律上の適格性に合致しているか否かの全ての判断基準について評価されな

いリスクが存在した。 

 

b） 2005年度及び 2006年度について助成金申請者は法律上の適格性について評価を受け
なかった 

 脱麻薬コミュニティ支援プログラムの規定は、初回申請及び更新申請の両方について、

助成金申請者が法律上の適格性についての基準に合致しなければならないとしている。し

かしながら、全米麻薬撲滅対策室は、それまで助成金を得てきた申請者に対する法律上の

適格性についても、判断する過程を欠いていた。結果として、全米麻薬撲滅対策室は 2005
年度に助成金を交付した継続申請者のおよそ 86%に対し、2006 年度についても法律上の
適格性についての保証がないにも係らず、助成金の支出を行ってしまった。 
 
c） 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の助成金実施過程は、役割と責任、記
述された方針と実施過程が欠如 

 全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁は、役割と責任に関する合意事項や、

相互の領域を超えて実務を行う互換性のある方針、手続き、その他の方法について協力を

行ってこなかった。両機関の間で取り交わされた合意事項においても、助成プロセスの管

理についての全ての役割や責任について十分に定義されていなかった。例えば、薬物濫用・

精神衛生管理庁の更新申請者の適格性審査における役割などである。結果として、2005年
度には、適格性審査においてどの程度行うべきなのかについて、混乱が生じた。 

 

〇助成金実施過程における全米麻薬撲滅対策室の管理には進捗が見られるが、実施上の脆

弱性が存在している 

a） 助成実施過程で、モニタリングと文書化に関する特定の内部統制基準に従っていない 
 2006年度から全米麻薬撲滅対策室では、上述の問題点のいくつかについて、幹部級の管
理者会議を設立し取り組んできた。しかし、会議は特段の成果もなく、内部統制における

脆弱性及びその他の課題は現在も存在している。全米麻薬撲滅対策室は、内部統制基準に

よって要請される助成金プログラムにおける薬物濫用・精神衛生管理庁の管理についての

モニタリングと、助成金プログラム全体の監視について改善を行わず、文書化を行ってい

ない。2007年度の、全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の間で取り交わされ
た合意事項において、薬物濫用・精神衛生管理庁はリスクの高い受給者についての月次の

報告書を全米麻薬撲滅対策室に提出すると記述されたが、その他のモニタリングと監視に

ついては取り上げられなかった。また、内部統制基準によって要請される適格性について

の審査書類を助成金に関する一連の文書ファイルに含める仕組についても 2007 年度の時
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点で導入していなかった。さらに、全米麻薬撲滅対策室は適格性を審査する様式について、

法律上の適格性基準を全て盛り込むように修正を行っていなかった。 
 
b） 再承認法に応じた適格性判断基準の除去にも関わらず、更新申請について法律上の適格
性に基づいた審査が行われなかった 

 議会からの懸念及び 2005 年度に受給の対象とならなかった更新申請者からの異議に対
応し、2006年全米麻薬撲滅対策室再承認法は、同法に規定されない適確性に関する判断基
準を設けることを禁じた。これに対応し、全米麻薬撲滅対策室は 2007年度について 20％
の判断基準を削除し、承認の手順を変更した。しかし、助成金の更新に関しては、申請者

が法律に規定される資格要件を満たしていることを保証するような手順変更は行わなかっ

た。その結果、初回申請時に資格要件を満たしていれば、次年度からの 4 年間の更新にお
いても資格を満たしているとして扱われており、年度ごとの申請者の状況変化に応じた審

査がなされていなかった。これは、例えば、複数団体が共同して助成金を申請している場

合、そのうち 1 団体の代表者が脱退して補充されない場合に、この団体が法律的な資格要
件を満たしているかが審査されないということである。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 GAOでは、脱麻薬コミュニティ支援プログラムにおける管理、監督、内部統制を強化す
るために、全米麻薬撲滅対策室長に対し、3件の勧告を行った。以下では、3件の勧告と各
勧告が内部統制の 6つの基本要素のどれに相当するかを併せて示す。 
 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応 

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

■全米麻薬撲滅対策室長に対する勧告 

1. 薬物濫用・精神衛生管理庁及びプログラム全体をモニタリング、
監督するためのアプローチを策定し、文書化する。   ○  ○   

2. 助成金を初めて及び継続して提供される団体が法律に基づく基準
を満たしていることを毎年度確認し、文書化する。   ○     

3. 全米麻薬撲滅対策室及び薬物濫用・精神衛生管理庁は、両者の間
で毎年策定される合意において、それぞれの役割と責任を明確にす

る。 
○       

資料）GAO（2008）Drug-Free Communities Support Program: Stronger Internal Controls and Other 
Actions Needed to Better Manage the Grant-Making Process、金融庁・企業会計審議会内部統制
部会（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ
ィング作成。 

 
 全米麻薬撲滅対策室長は、GAOの 3つの勧告に対して次のような点を示している。 

• 1点目の勧告については、全米麻薬撲滅対策室と薬物濫用・精神衛生管理庁の間の
合意事項において、役割と責任についてより詳細な記述を加え、プログラムの方

針マニュアルを作成、2007年度から実施している。 
• 2点目の勧告については、更新申請者が適格性を審査されることを保証するための

改善を行い、申請者の審査に関係する文書は助成金に関する文書ファイルに含め

られたとした。 



 - 172 -

• 3点目の勧告については、全米麻薬撲滅対策室は、薬物濫用・精神衛生管理庁との
プログラム管理者の役割についての合意事項において、追加的な詳細事項を加え

ることを計画している。  

 

【米国事例 02】内部統制：証券取引委員会の会計及び財務報告プロセスは改善が必要 
 Internal Control: Improvements needed in SEC’s Accounting and Financial Reporting Process 

2008年 4月（GAO-08-461R） 
http://www.gao.gov/new.items/d08461r.pdf 

 
■概要 

 本事例は、財務報告に関する内部統制を対象としたものである。GAOは、証券取引委員
会（Securities and Exchange Commission：SEC）の 2007年度及び 2006年度の財務
諸表に関する検査において、財務管理に関する内部統制上の問題点を発見した。本事例に

おいては、特定された内部統制上の重大な脆弱性及び重大な不備について再度記述すると

ともに、問題が生じている各領域に対して勧告を提示している。 
 
■経緯・目的 

 GAO は、証券取引委員会の 2006 年度、2007 年度の財務諸表に対する検査及び 2007
年 9 月 30 日時点での内部統制の状況に関する報告書（以下、「2007 年報告書」と言う）
を 2007年 11月に公表している。2007年報告書では、財務諸表に対する検査意見として、
「証券取引委員会の 2007年度、2006年度の財務諸表及び付随する注記は、全ての要素の
観点から、一般に認められた政府会計原則（U.S. generally accepted accounting 
principles）に照らして、適正に示されている」としている。一方、「証券取引委員会の他
の報告書による財務情報には誤った記載が含まれる可能性があるが、（2007 年報告書が指
摘する）内部統制上の不備により、これを防止または発見できない可能性がある」とも指

摘している。内部統制上の問題点としては、重大な脆弱性（material weakness）として 4
件、重大な不備（significant deficiencies）として 3 件の領域を挙げている。各領域を以
下に示す。 
 

図表 2007年報告書で指摘された内部統制上の問題領域 
評価 領域 

重大な脆弱性 a） 期末の財務報告プロセス 
b） 不当利益吐き出し（disgorgement）及び罰金（penalty）受取勘
定 

c） 取引手数料収入の会計 
d） 財務諸表の公開準備 

重大な不備 a） 情報セキュリティ統制 
b） 資産及び備品 
c） 予算資源の会計 

資料） GAO（2007）FINANCIAL AUDIT: Securities and Exchange Commission’s Financial Statements 
for Fiscal Years 2007 and 2006 

 
 本事例は、財務報告に関する上記の内部統制上の重大な脆弱性及び重大な不備について

再度記載するとともに、解決のための勧告を示すことが目的である。ただし、重大な不備

のうち、情報セキュリティ統制に関しては、別の報告書158で取り上げているため、本事例

には含まれていない。 
                                            
158 GAO（2008）Information Security: Securities and Exchange Commission Needs to Continue to 

Improve Its Program（GAO-08-280） 
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■検査範囲・方法 
 財務諸表の検査に際し、GAOでは主に以下のような内容を実施している。 

• 財務諸表に示される金額と公開情報に関する証左を試査により検証 
• 証券取引委員会が採用している会計原則及び重要な推計を評価 
• 財務諸表全体の体裁の評価 
• 財務報告及び法律・規制の遵守に係る内部統制に関する証券取引委員会の状況及び

意見の獲得 
• 「管理者の議論及び分析（Management’s Discussion and Analysis）」で報告され
ている業績指標の記録、処理、要約の把握 

• 財務報告及び法律・規制の遵守に係る内部統制を検証し、内部統制の設計や運用の

有効性を評価 
• 1982 年連邦管理者財務保全法に基づく内部統制及び財務管理システムの評価･報告
プロセスを検討 

• 以下の法律・規制のうち、特定の条項に対する遵守状況を検証 
 1934 年証券取引所法改正法（Securities Exchange Act of 1934, as 

amended） 
 1933年証券法改正法（Securities Act of 1933, as amended） 
 予算不足防止法（Antideficiency Act） 
 証券取引委員会の支払・引当制度に関する法律（laws governing the pay and 

allowance system for SEC employees） 
 支払遅延防止法（Prompt Payment Act） 
 1982年連邦職員退職制度法（Federal Employees’ Retirement System Act 

of 1986） 
 なお、本事例の基となっている 2007年報告書においては、1982年連邦管理者財務保全
法に定義される内部統制の目標全てに対する評価は行っていないとしている。本事例の評

価対象は財務報告と法律遵守に限定したものであり、統計報告の準備や、業務の効率性を

保証するような内部統制は対象となっていない。 
 
■検査結果 
 2007年報告書に示された重大な脆弱性及び重大な不備の各領域について指摘を行い、勧
告を示している。ここで言う重大な脆弱性とは、財務諸表の記載に関する重大な誤りにつ

ながる重大な不備または複合的不備のことである。重大な不備とは、機関が、一般会計原

則に沿って財務情報を作成・承認・記録・処理・報告する機能に悪影響を及ぼすような不

備または複合的不備のことで、財務諸表の記載に関する重要性が低くはない（more than 
inconsequential）誤りにつながるようなものである。 
以下では、情報セキュリティ統制を除く各領域についての指摘の概要を示す。 

 
〇重大な脆弱性 

a） 期末の財務報告プロセス 
 OMBの通達 A-127「財務管理システム（Financial Management System）」では、ソ
フトウエア・ハードウエア・人員・手順・統制・データに関して効果的で効率的な相互関

係が構築されるよう求めている。同通達は、さらに、財務システムには共通のデータ要素・

処理手順、一貫した内部統制、効率的な入力が不可欠であること、財務システムから出力

される報告書は、総勘定元帳から直接追跡できる財務データに基づかなければならないと

している。GAOによる検査では、証券取引委員会の財務管理システムは、この通達 A-127
に準拠していないことが明らかになった。具体的には、期末の財務報告プロセスに用いら

れるシステムが統合されておらず、総勘定元帳システムに入力するまでに様々な情報源か
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らのデータを複数の集計表を用いて処理していたり、処理が自動化されていない部分も多

い。また、電子データに関する基本的な統制、例えば、パスワードによる保護や変更記録

などの方法が、個別情報源のシステムと総勘定元帳システムとの間で一貫して用いられて

おらず、データの信頼性に関するリスクが増大している。 
 さらに、証券取引委員会では、財務諸表の準備や公開に対する方法・手順の詳細が文書

化されていないため、報告の一貫性や適切性に関するリスク、担当者が離職した場合に混

乱や誤りが起きるリスクが高まっている。 
 
b） 不当利益吐き出し及び罰金受取勘定 
 証券取引委員会の不当利益吐き出し及び罰金受取勘定に関するフェニックス（Phoenix）
と呼ばれるシステムは、総勘定元帳システムと統合されていない。そのため、不当利益吐

き出し及び罰金の受取額を計算するために、フェニックスから表計算ソフトにデータをダ

ウンロードして、関数を用いてデータを操作する必要がある。このような作業により、残

高の計算や記録上のミスが起きる可能性が高まっている。実際に、GAOによるレビューで、
2007年度の中間及び期末の残高に誤りを発見した。 
 
c） 取引手数料収入の会計 
 証券取引委員会では、自主規制機関（self-regulatory organizations: SRO）159から証券

取引の量に応じた手数料を毎年 3月と 9月の 2回受け取ることになっている。自主規制機
関は、月末から 10日が経過するまでは取引量に関して報告する義務がない。そのため、年
度末である 9 月分の手数料に関しては、証券取引委員会が毎年予測に基づき受取勘定に入
力している。このことによって生じる期末残高の予測と実績との差異については、財務諸

表の修正を行うか、財務諸表と併せて公表するかのいずれかが求められているが、証券取

引委員会では、年度末の財務諸表報告プロセスにおけるこのような処理手続きが文書化さ

れていない。 
 
d） 財務諸表の公開準備 
 証券取引委員会が策定した財務諸表の公開にあたって、GAOのレビューにより多数の誤
りが発見された。この中には、金額の間違い、個別項目の明細の間違い、2006年度からの
繰越残高が 2007 年の期初残高に適切に反映されていない等の事例があった。GAO では、
このような誤りの原因は、主に 2007年度の財務諸表をレビューして完成するまでのスケジ
ュール及びプロセスが適切に文書化されていないからだと考えている。また、既に述べた

ような面倒で複雑な処理手順のために、証券取引委員会の財務担当者が期限までに十分な

レビューができないことも原因である。 
 
〇重大な不備 

a）（情報セキュリティ統制については別の報告書に記載） 
b） 資産及び備品 
 GAO による検査によって、資産及び備品の取得日や購入費用の記載が不正確な事例や、
そもそも記録されていない事例が複数発見された。また、資産受け取り確認機能に関する

内部統制上の不備や、内部向けソフトウエアに関するプロジェクトにおける資本化、償却

に関する誤りが特定された。このような誤りの原因は、証券取引委員会が、資産及び備品

の購入に際して、注文した数や種類と実際に受け取った数や種類を比較する正式でかつ文

書化されたプロセスを持たないことである。これに対し、証券取引委員会では、資産管理

マニュアル（Property Management Manual）草案を策定し、2008年中に導入するとし
ている。同マニュアルでは、資産管理補佐官（Assistant Property Management Officer）
                                            
159 自らの会員に対して規制権限を持つ非政府組織。全米証券業者協会（National Association of 

Securities Dealers: NASD）や証券取引所が含まれる。 
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が注文と受取内容の確認をすることになっているが、この確認を記録する標準的な書式は

整備されていない。 
 他の問題点としては、資産に関する補助元帳システムが総勘定元帳システムと統合され

ていないことが挙げられる。証券取引委員会では、表計算ソフトを用いて減価償却額を計

算しているが、GAOでは、この表計算ソフトで使用している計算式の誤りを発見した。 
 資産及び備品に関するこれらの問題は、証券取引委員会の 2007年度の最終財務諸表に重
大な影響を与えるものではなかった。しかし、全体として、資産及び備品の残高の記録に

対する信頼性に影響するような統制上の重大な不備があることを示すものである。 
 
c） 予算資源の会計 
 証券取引委員会が 2007年度に発注した財やサービスに対する支払義務（法的債務）は 8
億 7千 7百万ドルであった。2007年度末時点で、未収の財やサービスに対する義務的予算
は、2億 5千 5百万ドルである。GAOの検査によって、証券取引委員会では（1）財やサ
ービスに対する発注の文書による証拠書類を受領する前に、債務を記録している、（2）総
勘定元帳の転記設定が不適切であるために、未収の財やサービスに対する債務が正しくな

い、（3）不適切な勘定の使用及び誤った額を総勘定元帳に転記したことにより、新規の債
務及び債務解消の記録が間違っているといった事例が多々発見された。 
 

○その他の課題 

 重大な不備には入らないものの、管理者による対応策の検討を要する内部統制上の脆弱

性が存在している領域として以下を挙げている。 

• 職員のタイムカードに関する証明書 
• タイムカード証明書に関するモニタリングの文書化 
• 個人の処遇に関する承認 

 

■指摘・勧告及び機関の反応 
 GAO では、検査結果に示した各領域に関して、計 14 件の勧告を提示している。また、
本事例において 2004年度以降、毎年の財務諸表検査で提示された勧告の一覧とその対応状
況を年度ごとに一覧にして示しており、今回の 14件の勧告はそれらへの追加となる。以下
では、14件の勧告と各勧告が内部統制の 6つの基本要素のどれに相当するかを併せて示す。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

重大な脆弱性 

a）期末の財務報告プロセス 
 1.重要な会計データを処理する補助システムを総勘定元帳シス

テムと統合する。      〇  

 2.補助システムが完全に統合されるまでの間、表計算ソフトを含
む補助システムから抽出されるデータの信頼性を検証する方

法を作成し文書化する。データの信頼性検証には、監督者の

レビューも含める。 

  ○ ○  ○  

 3.総勘定元帳の締め処理を記録する手順を文書化して整備する   ○     
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勧告 
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とともに、締め処理に関して行った重要な作業を文書に記録

する。 
b）不当利益吐き出し及び罰金受取勘定 
 4.不当利益吐き出し及び罰金受取勘定の計算に対する統制を構

築する。この対象として、フェニックスシステムからダウン

ロードしたデータの信頼性及び表計算の関数等を含む。 
  ○   ○  

c）取引手数料収入の会計 
 5.取引手数料及び関連する受取勘定を記録するための詳細な手

順を文書化して整備する。これには、貸借対照表の期日後、

公表前に受け取ったデータの扱いを含む。 
  ○     

d）財務諸表の公開準備 
 6.当年度・前年度の財務諸表及び「管理者の議論及び分析」に関

連する金額も含む財務諸表公開の準備及びレビューに際し、

文書化された詳細な手順を構築する。 
  ○  〇   

重大な不備 

a）資産及び備品 
 7.動産、賃貸借物件、及びソフトウエアの補助元帳に資産及び備

品の取得費用と日付が正確に記録されるよう統制を構築す

る。 
  ○ ○  〇  

 8.資産及び備品の減価償却費が、関連する既存資産及び備品の残
りの耐用年数分に対して正確に加算されるよう、計算に関す

る統制を構築する。 
  ○ ○  〇  

b）予算資源の会計 
 9.前年度以前の未収の注文に関する金額の調整が、米国標準総勘

定元帳に従って行われるよう、総勘定元帳システムの設定を

修正する。 
     ○  

 10.適切な米国標準総勘定元帳勘定の使用を保証するよう、債務
関連の入力に関する統制を構築する。   ○   〇  

 11.職員が記録に関する法律に従って債務関連の業務を行うよ
う、基金ガイダンスに関する事務的統制を明確化するととも

に職員の責任を文書化する。 
  ○     

 12.証券取引委員会の職員が、記録に関する法律に違反するのを
防止するために、既存の方針や手順を遵守するよう統制を構

築する。 
  ○     

その他 

 13.タイムカードの証明に対するモニタリングの証左を文書化
する手順を構築し、例外的事例について文書化する手順も含

める。 
  ○  ○   

 14.個人の処遇に関する承認権限を分離し、職員が自分自身の処
遇の承認を行わないようにする。 ○  ○     

資料）GAO（2008）Internal Control: Improvements Needed in SEC’s Accounting and Financial 
Reporting Process、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について

（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
証券取引委員会の委員長は、本事例に係る GAOの報告書の草案に対するコメントにおい
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て、統制上の不備の是正に尽力する姿勢を明確にしている。また、財務報告のプロセス・

文書化・統制に関しては既に対応策をとっており、GAOの勧告に対応するための是正措置
計画（Corrective Action Plan: CAP）を示している。 
  
【米国事例 03】政府全体における購買カード：詐欺的、あるいは、不適切、濫用的な購買
を減少させるために内部統制の強化が必要 
Governmentwide Purchase Cards: Actions Needed to Strengthen Internal Controls to 
Reduce Fraudulent, Improper, and Abusive Purchases 
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■概要 

 本事例は、個別の政府機関における購買カードプログラムに関する内部統制を対象とし

たものである。GAOでは、政府全体の購買カードプログラムにおいて行われた取引が基本
的な内部統制基準に基づいていないことを把握した。政府全体で不正や無駄、濫用を減少

させるために、GAOでは、OMBと共通役務庁（General Services Administration：GSA）
に対して購買カードに関する統制強化の指導を行うよう、13件の勧告を示した。 
 
■経緯・目的 

 本事例の対象である購買カードプログラムとは、共通役務庁が管理するプログラムであ

る。同プログラムは、政府の購入プロセスにおける合理化策として、業者から財やサービ

スを直接購入するための低コストで効果的な手段を提供するため創設された。購買カード

は、小額物品等調達（Micropurchase）を含む簡易な購入、契約行為に関する発注や返済
に利用可能である。小額物品等調達とは、簡易購入手続きを用いた消耗品やサービスの取

得を意味し、2,500ドル未満の取引（2006年 9月 28日から基準を 3,000ドルへ引き上げ）
と定義される。調達規則（FAR）は、購買カードを、小額物品等調達を行う際の推奨手法
として指定した。共通役務庁によると、調達効率を改善させ、従前の紙による調達と比較

して年間 18億ドルの削減効果を生んだ。 
 購買カードプログラムは、調達プロセスにおいて相当な費用削減を果たしてきた。実際

に GAOがこれまでに行った調査においても、小規模な購買における購買カードの利用は管
理コストを削減し、政府の多様な需要への対応の柔軟性を向上させたことが示された。 
 しかしながら、2001 年から、GAO では、個別の機関における購買カードプログラムに
関する内部統制の不備を多々指摘してきた。すなわち、購買カードの使用について適切に

管理及び統制がなされなかった場合、不正や無駄、濫用に帰着することを示してきた。 
 本事例は、（1）政府の購買カードプログラムに内部統制上の脆弱性が存在しているのか、
（2）そうであれば、どのような不正や不適切、濫用的な事例があるのか報告することを目
的とする。 
 
■検査範囲・方法 
 本事例の業績検査は、2006年 9月から 2008年 2月の間に、GAGASに基づいて行われ
た。統制の脆弱性と不正、不適正、濫用的な行為の例を特定するために、主に以下のよう

な内容を実施している。 
• 調査対象とした機関は、調達規則に従うことが求められる機関であり、連邦機関
（executive departments）、独立機関（independent establishments）、合衆国
法典（United States Code）において定められている連邦政府企業（federal 
government corporations）を含む。 

• 5 つの銀行（バンクオブアメリカ、シティバンク、JP モルガンチェース、メロンバ
ンク、U.S.バンク）から得られた購買カード取引のデータを利用し、購買カード利
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用における 2つの確率標本（probability sample）を抽出した。それぞれの確率標
本は 96件の取引から成る。 

 1つ目の標本は、2005年 7月 1日から 2006年 6月 30日までの期間におけ
る、1,600万件の取引の母集団から抽出された 50ドル以上の購買カード活動
から構成され、総額はおよそ 140億ドルである。 

 2 つ目の標本は、同じ期間において、総額でおよそ 60 億ドル、60 万件を超
える取引活動の母集団から抽出された、小額物品等調達の基準である 2,500
ドルを超える取得を含む取引である。 

• 適用される連邦法（Federal laws）と調達規則と購買カード使用に関係する規制を
レビューした。 

• 「連邦政府における内部統制のための基準」（Standards for Internal Control in 
the Federal Government）、検査ガイド「政府購買カードプログラムにおける検査
と捜査」（Audit Guide: Auditing and Investigating the Internal Control of 
Government Purchase Card Programs）、行政機関の購買カード方針と手続きに
含まれる内部統制原則（internal control principles）に照らして評価した。 

 2,500 ドルの小額物品等調達の基準を超える購買については、所要の業者を
利用し、入札を募ることで競争を促進させるという調達規則の購買カード所

有者に対する要請事項についても検査。 

• （1）購買カードの取引が適切に認可されたか、（2）購買カードによって取得された
財やサービスが、独立して領収され、受領がなされたかを立証する十分な文書を機

関が提供しているかを、内部統制の検査の焦点とした。それぞれについて以下の方

法が用いられた。 
 取引が適切に認可されたかの判断のため、カード所有者以外の者が、当該取
引の承認に関与したということを解明する文書をレビューした。小額物品等

調達の認可については、責任を有する職員からの購買要求、請求書、電子メ

ール、公式な必要性を証明するその他の文書を証拠として利用した。小額物

品等調達の認可の基準を超える取引については、契約書、請求書、その他の

認可書類を用いた。また、要件を満たした業者を使用したか、競争を促進す

る見積を請求したかについての証拠も調べた。 
 財やサービスが独立的に領収、受領されたかを判断するため、証拠となる文
書をレビューし、それぞれの取引について、質、価格、物品の説明書を比較

した。 
• また、郵政公社（the U.S. Postal Service：USPS）等特定の権限が認められた連邦
機関の取引についてもデータを精査した。これら取引については、機関によって、

捜査活動によって作成された書類を請求し、評価を行った。 
 
■検査結果 
 購買カードプログラムにおける内部統制の脆弱性は、連邦政府を不正、不適正、濫用的

な購買と資産の喪失にさらしている。全ての購買カード利用における統計調査によると、

41%の取引は適切な認可を得ていない、または、財やサービスが独立した当事者（a 
independent party）によって受け取られたとの証拠がなかった。また、2,500 ドル以上
の取引についても、48％が適切な認可を得ていないか、独立した領収と受領（independent 
receipt and acceptance）がなされていなかった。今回の検査結果は、政府全体の不適切
な割合は看過できないほど高いことを示した。 
 
○重要な内部統制の欠如 
a） 取引に関する内部統制検査についての全体結果 
 GAOによる今回の検査では、カード所有者が購買を行う際に適切に認可されたか、財や
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サービスが独立して受領されたかを検証した。その結果、下記の図表に示したように、全

体の欠損率は 41％であると推計された。15%は適切な認可について不足しており、34%は
領収と受領の分離について不足していると推計される。 
 適切な認可における欠損については、「連邦政府における内部統制のための基準」による

と、取引は認可権限を保有する者が認可を行わなければならないとされている。適切な認

可の欠如は、（1）購買カード所有者が十分な書類の保存を怠ったこと、（2）機関の方針と
して認可を必要としなかったこと、（3）機関が内部統制及び認可されない購買について調
査する体制を欠いていたことが原因である。 
 領収と受領の分離における欠損とは、政府購買カードによって請求され支払われた財や

サービスが、カード所有者に受け取られていることを示す。「連邦政府における内部統制の

ための基準」は、重要な義務や責任は、異なる人に分離することで間違いや不正のリスク

を減少させる必要があることを示している。さらに、同基準は、全ての重要な取引につい

て個人が単独で統制を果たしてはならないと示している。 
 

図表 統計的検査結果 50ドル以上の全ての購買カード取引 
統制活動 推定される重要な統制活動

における不適切の割合（%） 
95％信頼区間 

適切な認可 15 8-23 
領収と受領の分離 34 25-44 
全体の欠損率 41 31-51 
 
 従前の個別の機関について行った際の欠損率と比較すると、今回推計した政府全体にお

ける欠損率は低かった。従前の検査は個々の機関に限定されていたため、今回導かれた低

度の欠損率から、政府全体で内部統制の改善がなされたとの結論は得られない。しかしな

がら、大きな購買カードプログラムを有するいくつかの機関においては、GAOの従前の勧
告に応じて、内部統制の改善を実施した例も存在する。また、OMB も 2005 年に、通達
A-123付録 Bを公表し、購買カードプログラムのガイダンスと要件について規定している。 
 

図表 政府全体の標本結果と、従前に実施した個別の機関における結果の比較 
 報告年 推計される不適切な割合（%） 

適切な認可 独立した受領 
今回の報告書 
 政府全体 2008 15 34 
従前の報告書 
 国家安全保障賞 2006 45 63 
 空軍省 2002 69-87 53-68 
 海軍省 2002 80-98 58-67 
 陸軍省 2002 25-69 55-87 
 

 

b） 小額物品等調達の限度額を超える取引ベースの内部統制検査の結果 
 2005年 7月 1日から、2006年 6月 30日までに政府全体の購買カード取引のうち、3％
のみが 2,500 ドルの小額物品等調達の基準値を超えるものであったが、これらの取引が同
期間の取引金額の 44%を占めた。金額の大きな取引については、調達規則において、小額
物品等調達に求められるものとは別に、認可についての要件が求められており、購買カー

ド所有者は異なる業者から見積を取ることで競争を行わなければならないとされている。

GAO ではこれらの金額の大きな取引について別の統計標本を用いて検査を行った。GAO
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はこの検査において、（1）適切な購買認可と、（2）領収と受領の分離について検証した。
その結果、48%について、属性テスト（attribute tests）に不合格となると推定した。35％
は、カード所有者は適切な認可を得ておらず、30％は領収と受領の分離について、十分な
証拠を示せなかった。34件の適切な認可に欠ける取引の中で、10件の取引は競争に関する
証拠に欠けていた。 
 

図表 統計的検査結果 2,500ドルを超える購買カード活動 
統制活動 推定される重要な統制活動

における欠損の割合 
95％信頼区間 

適切な認可 35 26-45 
領収と受領の分離 30 21-39 
全体の欠損率 48 38-58 
 
 
c） 物的資産における説明責任の保持の欠陥 
 GAOは、機関が購買カードによって取得された物的資産について説明責任を果たしてい
るか否かについて検査を行った。取引説明責任のある資産についての基準は各機関が個別

に設定しているが、GAOは、説明責任を有する資産について 350ドルを超えるシリアルナ
ンバーが付されている資産と定義した。また横領可能な物品については、容易に私用に流

用できるもの、すなわち、カメラ、ラップトップパソコン、携帯電話、iPod 等である。な
お、この検査については、非代表抽出法（nonrepresentative selection methodology）を
使用した。なぜなら、購買カード利用のデータの中に、資産取引を分類するための十分な

情報が存在しなかったためである。また、該当する取引の統計標本を得られなかったため、

説明責任があり横領可能な資産について欠損率を算定することができなかった。検査の結

果、今回検査対象とした 1,058件の内、458件について各機関は説明責任を果たせなかっ
た。それらの物品等の価値の合計は 270万ドルを超え、失われた商品の購買金額は 180万
ドルを超えた。失われた、あるいは盗難にあった商品は、コンピュータのサーバー、ラッ

プトップパソコン、iPod、デジタルカメラ等である。 
 
○不正及び不正にあたる可能性がある、不適正、濫用的な取引 
a） 不正及び不正にあたる可能性がある取引 
 GAOは、不正と不正にあたる可能性がある購買カード利用の事例を多く発見した。不正
な取引とは、詐欺的な行為が裁かれたもの、あるいは議論の余地がない詐欺的な行為、購

買カードの口座が不正にさらされたものをいう。これらの事例は、（1）認可されないカー
ド所有者による取得と個人使用、（2）購買カードに課金されたものの、不正な取引の可能
性を有する購買などを含む。 
 
b） 不適正、濫用的な購買 
 データマイニングにより、不適正、濫用的な取引の事例も多く発見された。不適正な取

引は、政府による利用を意図しながらも、法律、規制、政府や機関の政策と合致しないも

のを指す。GAOが発見した例には、以下の 2種類を含む。（1）禁じられていたり、連邦法
や、規制、政府や機関の方針によって認可されていない購買と、（2）カード所有者による
単身での購買制限を避けるための、または 2,500 ドルの小額物品等調達の基準値を超える
購買において競争を得る必要を回避するために分割された購買である。濫用的な購買とは、

政府組織、プログラム、活動、または政府機能が、良識的な行動として社会が期待する程

度に達しないような購買活動を行うことである。例としては、（1）過度なコストによる財
やサービスの購買、（2）政府の必要性が疑問視される物品の購買がある。 
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■指摘･勧告及び機関の反応 
 GAOでは、政府購買カードプログラムにおける内部統制の改善と、不正、不適正及び濫
用的な購買カード使用を減少させる努力の一部としての購買カードに対するモニタリング

と調査の強化のため、下記の 13 件の勧告を提示している。以下では、13 件の勧告と各勧
告が内部統制の 6つの基本要素のどれに相当するかを併せて示す。 
 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
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と
対
応

統
制
活
動 
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報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
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Ｉ
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へ
の
対
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■OMB長官に対する勧告 
1. 通達A-123に詳細が記載されている購買カードに関する内部統制
について、政府機関が認識を新たにするようメモランダムを発行す

る。 
  ○     

2. 非承認または不適切な購買カードの利用に関し、カード所有者、
承認者、あるいは両方が政府に対して返金を行うよう指示するメモ

ランダムを発行する。 
  ○     

3. カード保持者の上司が、その上司個人用のものをカードを使って
購入するように指示し、その購入が不適切であったと判明した場

合、政府に返金することを求めるメモランダムを発行する。 
  ○     

■共通役務庁長官に対する勧告 

（財務省の Financial Management Service との相談を踏まえ、以下を実施） 

4. カード所有者がどのようにして個別の様式及び購入品の受け取り
を記録するかに関するガイダンスを提供する。このガイドライン

は、政府機関による僅少な金額の購入や購入タイプを特定すること

を推奨する旨を含める。 

  ○     

5. 同ガイドラインは、カードによる購入を承認した上司・監督者が、
購入物の受け取りを確認するために必要な手順を含めることを推

奨する。 
  ○     

6. 購入物のうち、取扱い注意のもの、盗難の可能性のあるものと考
えられるかに関するガイダンスを提供する。   ○     

7. 政府の業務に関する旅行において、政府の費用で食事を提供され
る場合には、その分を日当から差し引くことが必要であることを再

度周知する。 
  ○     

8. カード保持者は、基準額未満の少額購入について事前承認または
事後のレビューを受ける必要があることを再度周知する。   ○     

9. 盗難の可能性がある購入物に関しては、資産のアカウンタビリテ
ィーに対する統制を維持する必要があることを再度周知する。   ○     

10. 資産アカウンタビリティー担当者は、取扱注意や盗難の可能性が
ある物品をカードで購入した場合に、即座に記録する必要があるこ

とを再度周知する。 
  ○     

11. 購買カードの口座に対して発行される簡易手形を最小限にすべ
きだということを再度周知する。   ○     

12. 不適切なカード利用を行った購買カード所有者に対しては、簡易
手形の特権が失われるということを再度周知する。   ○     

13. カード所有者は、盗難の可能性がある資産を購入した場合、資産
アカウンタビリティー担当者に速やかに知らせる必要があること

を再度周知する。 
  ○     

資料）GAO（2008）Governmentwide Purchase Cards: Actions Needed to Strengthen Internal Controls 
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to Reduce Fraudulent, Improper, and Abusive Purchases、金融庁・企業会計審議会内部統制部
会（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルテ
ィング作成。 

 
OMB は、GAO の報告書に対する返答の中で、3 つ全ての勧告に対して同意した。同庁
は、購買カードプログラムの効率性は、連邦機関が強力で効果的な購買カードの浪費、不

正、濫用を防止するための統制を実施しない限り、十分には実現できないと同意した。同

庁は、政府のクレジットカード（charge card）管理は、通達 A-123の付録 B「政府クレ
ジットカードプログラムの管理を改善する」（ Improving the Management of 
Government Charge Card Programs）の主要な注力分野であることを示した。勧告を踏
まえ、同庁は、付録 Bの対象として、政府クレジットカードと同様に簡易手形（convenience 
check）160も含まれていることを周知するとしている。そして、機関の職員は、認可され

ない間違いのある購買カード取引に関しては、財務上の責任を有するとの認識についても

改めて機関に求めるべきだとした。 
 共通役務庁は、4つの勧告に対しては、全体としてあるいは部分的に同意したものの、勧
告の多くに対し同意しなかった。同庁は、資産の説明責任と政府購買カードで購買された

物品の領収と受領、機関に対するガイダンスの公表は、厳密に言えば購買カードの問題で

はなく、同庁の権限の範囲ではないと述べた。 
 さらに、同庁は、購買カードの誤った使用や濫用については、現行の政策についての通

知の公表の効果性には疑問があると述べた。また、GAOの検査方法に対しての異議申し立
ても行われた。 

 ただし、共通役務庁は、部分的に GAOの勧告を認めた。 
 
【米国事例 04】プレミアムクラス出張：政府全体に蔓延している内部統制の脆弱性が不適
切で濫用的なプレミアムクラス出張をもたらしている 
PREMIUM CLASS TRAVEL: Internal Control Weaknesses Governmentwide Led to Improper and 
Abusive Use of Premium Class Travel 

2007年 9月（GAO-07-1268） 
http://www.gao.gov/new.items/d071268.pdf 

 
■概要 

 本事例は、連邦政府全体における内部統制を対象とした検査である。GAOによる国防総
省（Department of Defense: DOD）及び国務省（Department of State）に対する検査
によって、内部統制上の脆弱性に起因する不適切なプレミアムクラス出張が行われている

ことが明らかになり、政府全体に対しても検査を行うことになった。本事例では、政府全

体における不適切なプレミアムクラス出張の規模を推計するとともに、その要因に関する

分析を行い、OMB及び共通役務庁（General Service Administration：GSA）に対して
合計 8件の勧告を提示している。 
 
■経緯・目的 

 政府全体の出張は共通役務庁のスマートペイ（SmartPay）プログラムの一環として管理
されている。スマートペイプログラムは、購買の合理化と旅費支払の迅速化のために 1998
年に導入されたもので、出張旅費支払に使用する購買カードを政府機関や個人に対して提

供するものである。購買カードを提供しているのは、バンク・オブ・アメリカ（Bank of 
America）、シティバンク（Citibank）、JP モルガン・チェース（JP Morgan Chase）、
USバンク（US Bank）の 4行である。 

                                            
160 購買カードプログラムの一環として発行される小切手。 
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 2006年 6月までの 1年間でのスマートペイ出張カードによる購入金額は政府全体で 69
億ドルであり、そのうち 34億ドルが航空券の購入である。プレミアムクラス出張の航空券
費用は 2億 3千万ドルであり、航空券購入額全体の 7％を占める。 
 一方、政府機関がどのような場合にプレミアムクラスを利用できるかに関しては、共通

役務庁が所管する連邦出張規則（Federal Travel Regulation: FTR）に規定されている。
連邦出張規則は、連邦政府の文民職員及びそれ以外で連邦政府の経費により出張すること

が認められている者に対する法的要求事項及び OMB の要求事項を施行するためのもので
ある。連邦出張規則は、政府機関は全ての出張に関する責任を持つこと、職員個人は私的

な旅行をする際と同様に支出に対して慎重になることを求めている。 
 しかしながら、国防総省及び国務省において、内部統制上の脆弱性に起因する不適切な

（不適切な承認または正当化できない）プレミアムクラス出張が発生しており、GAOでは
2003年及び 2006年に報告を行っている。国防総省及び国務省によるこのような不適切な
プレミアムクラス出張の事実は、他の政府機関においても同様の事態が蔓延しているので

はないかとの懸念につながり、GAOで政府全体を対象とした検査を行うこととなった。 
 本事例では、GAOは議会から次に示す事項について検査を行うよう要請された。 

 政府全体におけるプレミアムクラス出張の規模及びそのうちどのくらいが不適切で
あるかの把握。 

 不適切で濫用的なプレミアムクラス出張につながるような内部統制上の脆弱性の特
定。 

 不適切で濫用的なプレミアムクラス出張の事例について報告。 
 
■検査範囲・方法 
 本事例の検査対象となった組織は、連邦出張規則に記載されている行政機関で、この中

には首席財務官法の指定機関、他の主要な行政機関、独立した連邦政府関連組織（federally 
related entities）、政府による 100％所有の企業が含まれる。これらの機関に関しては、検
査において統計的標本による分析を行っているが、それ以外の連邦政府関連組織における

影響の有無を把握するため、Federal連邦預金保険公社（Deposit Insurance Corporation）
のような政府の一部所有による企業や、特別に連邦出張規則の適用外となっている米国郵

便公社（United States Postal Service）についてもデータマイニングを実施している。 
 プレミアムクラス出張の規模を把握するために、購買カードを発行しているバンク・オ

ブ・アメリカ、シティバンク、JP モルガン・チェース、US バンクから、2006 年 6 月ま
での 12か月間に連邦政府に対して課金された旅券取引データを入手した。特に、データベ
ースから、少なくとも 1 件のプレミアムクラス航空券の利用が含まれる取引データを全て
抽出した。 
 全てのプレミアムクラス出張から統計的標本を抽出し、購入に対する適切な承認があっ

たか、また、正当なものであるかを検証した。ただし、検査の目的が、購買カードに対す

る統制を検証することであるため、航空券の費用の半額以上を返還している場合及び利用

額が 750ドル未満の場合は対象から除外した。無作為抽出による標本数は 96件、合計 39
万 1 千ドルであった。それぞれの標本について、出張承認、領収書、出張旅程及び関連す
る証左を提出するよう各機関に求めた。また、出張者の階級に関する情報も要求した。 
 全体としての結果は、母集団における各航空券購入取引が標本として抽出される可能性

を計算し、標本が統計的に母集団を説明できるように重みづけを行うことによって推計し

た。信頼区間は 95％である。 
 GAOでは、プレミアムクラス出張に関する統制環境についても限定的ではあるが検査を
行っている。検査は、特定機関の幹部にインタビューすることによって、プレミアムクラ

ス出張の承認と発券のプロセスを把握することによって行った。また、各機関のプレミア

ムクラス関連方針、手順及びガイダンスの提供を受け、連邦出張規制等を基準としてレビ

ューを行った。 
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 政府機関が、14時間を超えるフライトに関して、どのくらいの頻度でプレミアムクラス
を使用しているかを調査した。これは、連邦出張規則が認めるプレミアムクラス利用の要

件のひとつに、米国本土外からあるいは本土外へのフライトで、14時間を超過し、途中あ
るいは到着先で休憩時間がないという要件が含まれているためである（「14時間ルール」）。
調査は、必ず 14時間以上のフライトを必要とするアフリカ、中東及び極東ヨーロッパの空
港コードを特定し、銀行から提供を受けたデータの中で、これらの空港が目的地となった

フライトを特定するという方法をとった。 
 政府全体の統計的標本による分析に加え、検査のためのデータマイニングによって、他

のプレミアムクラス航空券購入取引事例を選定した。選定されたのは、幹部級職員、プレ

ミアムクラス出張の利用頻度が高い個人、4人以上のグループによるプレミアムクラス出張
の事例である。これらの事例についても、出張承認、領収書、出張旅程及び関連する証左

を提出するよう各機関に求め、分析を行った。 
 購買カードを提供する 4行のデータの信頼性は、以下のような方法で検証した。 

・ 取引額、口座番号等、必要なデータ要素に関する様々な電子的検証を実施。 
・ データ及びデータをつくるシステムの情報を得るため、4行の財務諸表をレビュー。 
・ 4行の中でこのようなデータに詳しい幹部のインタビューを実施。 

また、4行から入手した出張費用の合計が、共通役務庁が公表している出張費用の合計と一
致するかどうかを確認した。これらの結果、入手したデータは、検査の目的に照らして十

分な信頼性があると判断した。 
 
■検査結果 
 統計的標本を用いた分析により、統制環境が脆弱であること及び特定の内部統制上の手

順が機能していないことが不適切なプレミアムクラス出張につながっていることが明らか

になった。以下では、本検査報告書の構成に従い、検査結果の概要を示す。 
 
〇政府全体における不適切なプレミアムクラス出張は大規模 

 GAOでは、統計的標本による分析に基づき、政府全体での不適切なプレミアムクラス出
張の規模を推計している。以下の図表は、2006年 6月 30日までの 1年間における政府全
体での航空券購入数・金額を示している。不適切な（承認されていない、または、正当化

されない）プレミアムクラス出張は、1億 4千 6百万ドルに上ると推計されている。 
 

図表 政府全体での航空券購入数・金額 

 航空券購入数 購入金額（100万ドル） 
政府全体での航空券購入 6,100,000 3,400 
 うち、プレミアムクラス航空券購入 53,100 233 
  うち、不適切なプレミアムクラス利用 － 146 
資料）GAO（2007）ＰREMIUM CLASS TRAVEL: Internal Control Weakness Governmentwide Led to 
Improper and Abusive Use of Premium Class Travelに基づき三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作
成。 
 
また、幹部職員（階級が上級の管理職、または大統領に任命され上院が承認した者）は、

政府全体の労働力の 1％を占めるにすぎないが、プレミアムクラス出張の 15％を占めてい
ることがわかった。 
不適切なプレミアムクラスの利用の頻度及び金額は、機関によって異なっている。最も

多いのが国務省の外交関連機関職員によるもので、金額にして 1 億 4 千万ドルであり、政
府全体のプレミアムクラス航空券購入の 60％を占める。これに次ぐのが国防総省であるが、
GAO のプレミアムクラス航空券利用に関する個別の検査の後、2004 年以降では、購買カ
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ードによるプレミアムクラス利用を大幅に削減している161。 
 
〇取引時点での主要な統制は効果なし 

 GAOでは、適切な承認と適切な正当化という取引時点での 2つの主要な統制について検
定を行った。連邦出張規則の規定により、全てのプレミアムクラス出張は特定の承認を必

要とする。そのため、プレミアムクラス出張は、正当化される前に必ず承認を得なければ

ならず、承認されていないものは正当化されないことになる。分析の結果、プレミアムク

ラス出張のうち、67％が不適切なものであると推計される。内訳は、適切な承認を得てい
ないもの 28％であり、承認されているが正当化されないもの 38％であった162。 
 不適切な承認は、以下の 3つのカテゴリーに分類される。 
 

図表 不適切な承認のカテゴリー 

カテゴリー 概要 

包括承認 
（Blanket travel authorization） 

連邦出張規則により、全てのプレミアムクラス出張は

承認を得なければならないため、包括承認は不適切と

判断される。 
部下による承認 
（Subordinate authorization） 

連邦出張規則は、部下による出張承認を禁止してはい

ない。しかし、連邦政府における内部統制のための基

準や「慎重を期すべき支払のガイドライン」163に従

えば、部下による承認はプレミアムクラス出張の監視

不足に相当するため、不適切と判断される。 
承認なし 
（No travel authorization） 

政府機関による出張承認が与えられていない事例が

多数あった。 
 
 一方、承認は得ているが正当化されなかった事例は、ほとんどが「14時間ルール」の適
用に関するものであった。具体的には、a）フライトが 14時間未満であるにも関わらず 14
時間ルールを適用した事例や、b）途中で休憩時間があった、または、目的地や帰宅の際に
休憩時間があった、あるいはその両方の事例がみられた。 
 取引時点での統制が機能していない場合には、他に幹部職員によるプレミアムクラス出

張がある。「慎重を期すべき支払のガイドライン」によると、幹部職員に関しては、不適切

な支払をもたらすリスクが高いため、慎重を期すべき支払の対象となる。しかし、GAOの
検査によると、連邦政府全体の労働力の 1％でしかない幹部職員によるプレミアムクラス出
張は、標本のうち 15％に上っていた。不適切な事例としては、承認が部下によるものであ
る場合や、14時間ルールが適用できない出張において、「極めて重要（mission-critical）」
であることにより正当化しようとしている場合があった。 
 
〇効果のない監視及び内部統制の脆弱性が不適切で濫用的なプレミアムクラス出張の要因 

 検査によって、政府機関のモニタリングの不備が明らかになった。連邦出張規則では、

全ての行政機関がファーストクラスの利用を共通役務庁に報告することを求めている。共

通役務庁は、年次報告に全件を一覧にして示し、行政予算管理局に報告することになって

いる。しかしながら、情報の把握はファーストクラスに限られており、政府全体のプレミ

アムクラス出張の 96％を占めるビジネスクラスについては、OMB、共通役務庁、その他多
くの政府機関で把握されていない。 
 統制環境の脆弱性も不適切なプレミアムクラス出張の要因である。現在、連邦政府全体

                                            
161 2001年、2002年におけるプレミアムクラス航空券の購入額は、それぞれ 6千万ドルを超えていたが、

2006年 6月 30日までの 1年間では 2千 3百万ドルの利用であった。 
162 合計が 67％に一致しないのは、数値を丸めてあるためである。 
163 GAO（1993）Guide for Evaluating and Testing Controls Over Sensitive Payments 



 - 186 -

のプレミアムクラス出張を監視する立場にある機関が存在しない。OMB及び共通役務庁も、
政府機関のプレミアムクラス出張に関する方針をレビューしていない。政府全体による監

視がなされていないため、各政府機関で異なる方針が採用されている状況である。例えば、

国防総省では、プレミアムクラス出張を抑制するため、連邦出張規則の精神にのっとった

方針に変更した。一方、より多くのプレミアムクラス出張を認めるような方針になってい

る機関もある。海外農務局（Foreign Agricultural Service: FAS）や財務省の方針では、
14 時間未満のフライトであっても、「極めて重要」または「例外的状況（exceptional 
circumstances）」であればプレミアムクラスを利用することを認めている。このような方
針上の差異が、政府機関によるプレミアムクラス出張の規模の違いの主要な要因になって

いる。 
 GAO では、連邦出張規則の対象外となっている機関についても選択的に検査を行った。
その結果、対象外の機関はプレミアムクラス出張に対してより寛容な方針を取っているこ

とが判明した。例えば、14時間未満のフライトでもプレミアムクラスが利用できる方針に
なっている機関や、個人の役職に応じて認めている機関もあった。 
 
〇不適切で濫用的なプレミアムクラス出張のケーススタディーは、統制上の破たんの規模

及び本質を顕示 

 GAOでは、データマイニングによって得られた情報と統計的標本に基づき、不適切な承
認がなされている事例や正当化されない事例を紹介している。また、データマイニングに

よって、最も頻繁にプレミアムクラス出張を行っている個人を特定している。各事例は、

機関名、出張者の階級、旅程、利用した航空券の費用、エコノミークラスの利用を想定し

た場合の航空券の費用及び不適切であった理由を示している。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 高額であるプレミアムクラス出張を抑制するため、共通役務庁及び政府機関では、様々

な方針を発行してきた。しかしながら、GAOの検査によって、いくつかの政府機関ではこ
のような方針を遵守していないことが明らかになった。 
 過去に不適切なプレミアムクラス出張に関して指摘を受けた国防総省が、不要なプレミ

アムクラス出張を大きく削減するための対策を講じたことは、大きな励みである。今後は、

他の機関においても、プレミアムクラス出張を制限するための措置をとり、プレミアムク

ラス出張が真に例外的な状況となることが重要である。 
 GAOでは、プレミアムクラス出張の承認と正当化に関する内部統制を改善するために 8
つの勧告を提示している。勧告及び対応する内部統制の基本要素を次ページの図表に示す。

また、これらとは別に、農務省、ミレニアム・チャレンジ社、財務省及び連邦準備制度理

事会に対して、特定の統制上の脆弱性を解決するための手段を講じるように求めるレター

を発行している。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
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動 
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報
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タ
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■OMB長官に対する勧告 
 1.幹部職員のプレミアムクラス出張に対する承認は、最低限出張

者と同水準の職位のものによって行うか、幹部職員のプレミ
  ○     
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勧告 

内部統制の基本要素 内
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アムクラス出張の承認を行うための組織によって行うよう政

府機関を指導する。 
 2.リスク基準によるフレームワークが構築されるまで、全ての連

邦政府機関が全てのプレミアムクラス出張に関するデータを

収集し、共通役務庁に提出するよう方針や手順を整備する。 
  ○  ○   

 3.共通役務庁が収集したプレミアムクラス出張に関するデータ
を利用し、リスク基準によるフレームワークを構築する。こ

のフレームワークの要求事項には、ビジネスクラスによる出

張の共通役務庁への報告及び幹部職員によるものも含むプレ

ミアムクラス出張に関する監査の実施を含む。 

  ○  ○   

■連邦出張規則の遵守を支援することを目的とした共通役務庁長官に対する勧告 

 4.政府機関が、プレミアムクラスを必要とするような重大な業務
の基準に関する内部ガイドラインを導入することを要求す

る。 
  ○     

 5.政府機関が、到着に際しての休憩時間を定義するよう求める。   ○     
 6.プレミアムクラスが医学的に必要な場合、（その傷病・障害が）

一生涯に渡る問題でない限り、医者による証明を毎年更新す

るよう求める。 
  ○     

 7.共通役務庁の下に出張管理を行う組織を設け、政府機関の方針
及び手順をレビューするとともに、方針及び手順が連邦政府

規制に従っていない場合には遵守を促す提案を行う。 
  ○  ○   

 8.収集したプレミアムクラスのデータを基に、次の点について判
断を行う。a）プレミアムクラスの利用は、より低額の航空券
の利用が現実的でない場合のみ承認されるべきかどうか、b）
永久的拠点変更（permanent change of station: PCS）に基
づく移動にプレミアムクラスを利用できるのは、身体的ハン

ディキャップがある場合、医学的理由、安全上の理由、また

は、政府にとって追加的費用を伴わない場合に限定するべき

かどうか。 

  ○     

資料）GAO（2007）ＰREMIUM CLASS TRAVEL: Internal Control Weakness Governmentwide Led to 
Improper and Abusive Use of Premium Class Travel、金融庁・企業会計審議会内部統制部会
（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティ
ング作成。 

 
OMBは、本事例に係る GAOの報告書の草案に対するコメントにおいて、次のような点
を示している。 
・ GAO の勧告に同意し、連邦政府機関の出張者に対して教育を行い、規制の遵守を促
すことが重要である。 

・ 同庁は、幹部クラス職員の出張が、同水準の職位の者、または、承認のための組織に

よって行うよう、共通役務庁と協力して連邦政府機関に求めている。 
・ 共通役務庁が、プレミアムクラス出張のデータ収集を行うためのガイドラインを準備

している。 
・ 共通役務庁及び他の機関と協力して通達 A-123付録 Aに準拠したリスク基準による
フレームワークを構築する予定である。 
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共通役務庁は、本事例に係る GAOの報告書の草案に対するコメントにおいて、次のよう
な点を示している。 
・ GAO による多くの勧告に同意し、それらを活用して連邦出張規則の改善を行う予定
である。変更点には、プレミアムクラス出張の承認担当者の任命、きわめて重大な業

務及び休憩時間に関する定義の明確化、医者による証明の更新を連邦政府機関に求め

ることが含まれる。 
・ 2008年度からビジネスクラス利用に関するデータを収集する。 
 一方、共通役務庁では、報告書草案の勧告のうち 1 件について、記述の変更を求めてい
る。これは、政府全体のプレミアムクラス出張を監視する機関を設ける点に関するもので

あるが、同庁の指摘では、同庁はこのような監視機関を設立する明確な法律的権限を有し

ていない。GAOでは、この点に関する記述を修正した。同庁は、OMBの支援を得ながら、
政策評価・法令遵守センター（Center for Policy Evaluation and Compliance）を設置し、
政府機関の方針及び手順が連邦政府基準に沿っているかどうかを評価することを報告して

いる。 
 
【米国事例 05】マネジメント･レター：プレミアムクラス航空旅行に関して、農務省の内部
統制の改善についての勧告 
 Management Letter: Recommendations for Improvements to USDA's Internal Controls and 
Policies on Premium Class Air Travel 

2007年 11月（GAO-08-85R） 
http://www.gao.gov/new.items/d0885r.pdf 

 
■概要 

 本事例は、農務省における内部統制を対象とした検査である。米国事例 04の検査を通じ
て、農務省においても不適切なプレミアムクラス出張が多く見られることが判明した。本

事例は、米国事例 04における発見事項に基づき、農務省における問題に焦点を当てて報告
することを目的としている。 
 農務省の中で特に海外農務局の幹部職員による不適切なプレミアムクラス出張の事例が

数多く見られた。GAOでは、農務長官に対して、方針・手順の変更及び周知徹底を中心と
した 6件の勧告を示している。 
 
■経緯・目的 

 GAOは、行政監視小委員会（Permanent Subcommittee on Investigations）及び上院
国家安全委員会（Senate Committee on Homeland Security）の要求により、政府全体
におけるプレミアムクラス出張に関して、2007年 9月に報告を行った。この一環として、
農務省（Department of Agriculture: USDA）に関しても、プレミアムクラス出張の検査
及び関連の捜査を実施した。本事例（レター）の目的は、農務省における内部統制上の脆

弱性について情報提供することである。また、農務省の海外農務局幹部によるプレミアム

クラス出張の濫用に関して、監察総監からの申し立てに基づいて行った捜査についても記

述する。 
 
■検査範囲・方法 
 農務省におけるプレミアムクラス出張の規模を把握するために、バンク・オブ・アメリ

カから提供を受けた 2006年 6月 30日までの 1年間の取引データからプレミアムクラス出
張を抽出した。農務省も含む政府全体のプレミアムクラス出張の中から統計的標本を抽出

し、どの程度が不適切なのか統計的検定を行った。また、農務省がビジネスクラスによる

プレミアムクラス出張を追跡しているかどうかを調べるため、農務省及び海外農務局の幹

部に対するインタビューを実施した。 
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 不適切な、または、濫用的なプレミアムクラス出張の事例を把握するために、データマ

イニングを行った。統計的サンプルを抽出した後にさらに銀行から提供を受けたデータを

追加したため、データマイニングの対象機関は 2005年 7月 1日から 2006年 9月 30日
までとなっている。 
 また、GAOでは、関連する法律、規制、農務省及び海外農務局におけるプレミアムクラ
ス出張の実施ガイダンスをレビューしたほか、農務省及び海外農務局の幹部にインタビュ

ーを行い、プレミアムクラス出張を承認し、正当化する方針と手順について確認している。 
 検査は、GAGAS に基づき 2006年 7月から 2007年 8月の期間に実施した。また、同
期間に実施した捜査は（旧）大統領任命監察総監評議会が策定した基準に基づいている。 
 
■検査結果 
〇プレミアムクラス出張のデータが把握されていない 

 農務省のプレミアムクラス出張は、2005年 7月 1日から 2006年 9月 30日までの期間
で 1億 1千万ドルに上る。このうち、390万ドルは少なくとも一区間においてプレミアム
クラスを利用しているものである。農務省全体におけるプレミアムクラス出張の比率は約

4％で、連邦政府全体の平均である 7％を下回っている。しかし、農務省の一部門である海
外農務局では、プレミアムクラス出張の比率が 30％近くとなっている。このような状況で
ありながら、農務省でも海外農務局でも、ファーストクラス以外のプレミアムクラス利用

の状況は把握されていない。 
 
〇適切な承認を受けていない、正当化されない、あるいはその両方のプレミアムクラス出

張 

 農務省における 145件のプレミアムクラス出張のうち 140件（97％）は、プレミアムク
ラス利用に関する承認及び正当化に関する記録がなかった。農務省における不適切なプレ

ミアムクラス出張の大半は海外農務局によるものであることが判明した。同じ 145 件のう
ち、112件は海外農務局によるものであり、このうち 110件は不適切なものであった。 
 
〇適切な立場の者による承認を得ていないプレミアムクラス出張 

 海外農務局による112件のプレミアムクラス出張のうち、79件は出張者の部下、または、
プレミアムクラス出張の承認権限がない職員によって承認されていた。 
 

〇幹部職員による、不適切で濫用的な出張 

 海外農務局の幹部職員による出張で、正当化するような証左もなく、濫用的と考えられ

る事例があった。例えば、一般職員がエコノミークラスを利用しているときに、同じフラ

イトで幹部職員は「例外的状況」や「14時間ルール」を理由にプレミアムクラスを利用し
ているといった事例があった。海外農務局による 112 件のプレミアムクラス出張のうち、
47件は、「例外的状況」を不適切に利用し、海外農務局の方針が禁止しているにも関わらず、
西ヨーロッパへのフライトにプレミアムクラスを利用していた。 
 

■指摘・勧告及び機関の反応 
 農務省が、不適切なプレミアムクラス出張を特定し、防止するために、GAOでは農務長
官はプレミアムクラス出張に関する内部統制を強化すべきであると考える。GAOでは、次
ページに示す 6件の勧告を示している。 
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図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1.以下を実行するための手順を策定する。 
・ ビジネスクラスも含めたプレミアムクラス出張の規模を特定す

る。 
・ 幹部職員による潜在的な不正利用も含めた、プレミアムクラス利

用の傾向と頻度をモニタリングする。 

  ○  ○   

2.既存の農務省方針を下部組織に対しても周知徹底し、プレミアムク
ラス出張は、特別に免除される場合を除いて管理職によって承認さ

れるようにする。 
○  ○     

3.出張者の部下によってプレミアムクラスを承認するのを禁止する
方針・手順を策定する。 ○  ○     

4.プレミアムクラス出張は、少なくとも出張者と同等の職位/階級の
者によって承認するよう求める。 ○  ○     

5.証左が全てそろえられていない場合には、プレミアムクラス出張を
承認しないよう、方針・手順を整備する。   ○     

6.農務省及び農務省の下部組織が、幹部職員によるプレミアムクラス
出張の頻度及び費用をモニタリングする方針・手順を発行する。   ○  ○   

資料）GAO（2007）Management Letter: Recommendations for Improvements to USDA's Internal 
Controls and Policies on Premium Class Air Travel s、金融庁・企業会計審議会内部統制部会
（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティ
ング作成。 

 
農務省は、本事例に係る GAO の報告書の草案に対するコメントに対し、GAO の勧告に
賛成し、既にいくつかの方針・手順の変更を実施したと述べている。 
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（3）米国監察総監 
 米国監察総監室では以下に示すような各種報告書を出しており、このうち監査報告書の

多くは公表されている。本調査研究の現地調査に際して、調査対象である国家安全保障省

（DHS）、保険社会福祉省（HHS）、住宅都市開発省（HUD）、及び国税局財務監察総監
（TIGTA）がそれぞれの活動の代表的事例として示した事例を以下の図表に示す。ここで
は、これらのうち主に①国費の浪費を指摘したり返還を求めた事例を 4 件、②国費を投入
した事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例の 2件を紹介する。 

 

図表 現地調査対象の監察総監室による報告書 

機関 年度 タイトル 
事例

類型

国家安全保

障省 

2009 

【米国監察総監事例 05】十分かつ開かれた競争に基づかず発注された
2007年度における国家安全保障省の契約 
DHS Contracts Awarded Through Other Than Full and Open 
Competition During Fiscal Year 2007 

② 

2008 

【米国監察総監事例 06】沿岸警備隊のミッションの達成に関わる沿岸
施設の調達・建設・改修 
Maintenance, Rehabilitation, and Upgrading of Shore Facilities in 
Support of United States Coast Guard Missions 

② 

2007 米国沿岸警備隊の国家安全船の調達 
Acquisition of the National Security Cutter, U.S. Coast Guard  

保険社会福

祉省 

2009 

【米国監察総監事例 01】ニューヨーク市における介護サービス提供者
からのメディケイド個人介護サービスに対する請求のレビュー 

Review of Medicaid Personal Care Services Claims Made by 
Providers in New York City 

① 

2009 

眼球及び眼付属器の手術料金に含まれる診察及び管理サービスに関す

る 2005年の全国規模レビュー 
Nationwide Review of Evaluation and Management Services 

Included in Eye and Ocular Adnexa Global Surgery Fees for 
Calendar Year 2005 

 

2009 

食品医薬品局によるペットフードのリコールのモニタリングに関する

レビュー 
Review of the Food and Drug Administration's Monitoring of Pet 
Food Recalls 

 

2008 

2006年 9月 1日から 2007年 10月 23日までの期間におけるヘッド
スタート理事会のレビュー 
Review of Head Start Board of Directors, Inc., for the Period 
September 1, 2006, Through October 23, 2007 

 

住宅都市開

発省 

2009 

【米国監察総監事例 03】サンディエゴ市は、市の再開発局のプロジェ
クトに対して支援を行う際に、住宅都市開発省の要求に基づくコミュニ

ティ開発包括補助金の管理を行っていなかった 
The City of San Diego, California Did Not Administer Its 

Community Development Block Grant Program in Accordance with 
HUD Requirements When Funding the City’s Redevelopment 
Agency Projects 

① 

2009 
入手可能な住宅プログラム局による HOME投資組合の管理は不適切 
The Office of Affordable Housing Programs’ Oversight of HOME 
Investment Partnerships Program Income Was Inadequate 

 

2009 公共住宅及び第 8条における登録性犯罪者 
Registered Sex Offenders in Public Housing and Section 8  

2009 

ロサンゼルス市公共住宅局は住宅品質基準の検査を適切に実施してい

なかった 
The Housing Authority of the City of Los Angeles, Los Angeles, 
California, Did Not Adequately Conduct Housing Quality 
Standards Inspections 
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機関 年度 タイトル 
事例

類型

2009 
ニューオーリンズ住宅局の財務管理・運営 
Housing Authority of New Orleans Financial Administration and 
Operations 

 

2009 
住宅都市開発省による業績に基づく契約管理者は不適切 
HUD’s Monitoring of the Performance-Based Contract 
Administrators Was Inadequate 

 

2008 

住宅都市開発省の2007年度及び2008年度の財務監査報告書に関する
詳細補足 
Additional Details to Supplement Our Report on HUD’s Fiscal 
Years 2008 and 2007 Financial Statements 

 

2008 
連邦公共住宅局の 2008年度及び 2007年度の財務監査 
Audit of the Federal Housing Administration’s Financial 
Statements for Fiscal Years 2008 and 2007 

 

2008 
政府住宅抵当金庫に対する 2008年及び 2007年の財務監査 
Audit of Government National Mortgage Association’s (Ginnie Mae) 
Financial Statements for Fiscal Years 2008 and 2007 

 

2008 

【米国監察総監事例 04】ロサンゼルス郡公共住宅局による第 8条バウ
チャープログラムの管理は不適切 
The Housing Authority of the County of Los Angeles, Los Angeles, 
California, Did Not Adequately Administer Its Section 8 Voucher 
Program 

① 

2008 

第 3地域センターは第 202条及び第 811条資本貸付金に関して、住宅
都市開発省の要求事項に従っていない場合がある 
HUD's Region 3 Program Centers Did Not Always Process Section 
202 and Section 811 Capital Advances in Accordance with HUD 
Requirements 

 

国税局財務

監察総監 

2009 

【米国監察総監事例 02】職員のテレフォンカード使用に関する統制は、
無駄、不正、濫用をあぶりだすには不十分である 
Controls Over Employee Telephone Calling Cards Are Insufficient 
to Identify Waste, Fraud and Abuse 

① 

2009 

ラップトップ・コンピュータ及び他のポータブル電子メディア機器にお

ける機密データの保護に関して重大な進展が見られた 
Significant Improvements Have Been Made to Protect Sensitive 
Data on Laptop Computers and Other Portable Electronic Media 
Devices 

 

2007 

内国歳入庁（IRS）はラップトップ等携帯機器に保存した納税者情報の
保護が不適切 The Internal Revenue Service Is Not Adequately 
Protecting Taxpayer Data on Laptop Computers and Other 
Portable Electronic Media Devices 
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①国費の浪費を指摘したり返還を求めた事例 
【米国監察総監事例 01（保険社会福祉省）】ニューヨーク市における介護サービス提供者か
らのメディケイド個人介護サービスに対する請求のレビュー 
 Review of Medicaid Personal Care Services Claims Made by Providers in New York City 

2009 年 7月（A-02-07-01054） 
http://oig.hhs.gov/oas/reports/region2/20701054.pdf 

 
■概要 

 この事例は、監察総監室が、ニューヨーク市にある 100 の個人介護サービス提供者から
の請求に基づき、ニューヨーク州が適切に還付金の請求を連邦政府メディケイド・プログ

ラムに対して行ったかを調べるために監査を実施したものである。具体的に、ニューヨー

ク州及びニューヨーク市は連邦及び州の規定に従って個人介護サービスの受益資格を適切

に決定したか、という点に焦点を当てて内部統制上の問題点の有無を調査した。 
 監査の結果、100件の標本の内、80件は適切な請求であり、2件は判定不能、そして残
りの 18件において、連邦及び州の規定を遵守していない不備事項があることが判明した。 
 このような不備事項が発生したことの要因は、監察総監室は、ニューヨーク州がニュー

ヨーク市の個人介護サービス担当機関の規定遵守状況を適切にモニタリングしていなかっ

たことにあると指摘した。 
 なお本監査の結果として、このような内部統制上の問題点に加えて、ニューヨーク市に

おける個人介護サービスの提供に係る様々な問題点もあることが指摘されている。 
 監察結果を踏まえて、監察総監室では 4 件の勧告を行った。勧告には、不適切な請求金
額の連邦政府への返還、判定不能標本の適切な解決、適切なモニタリングの実施などが含

まれている。連邦政府への返還については、ニューヨーク州は合意していない。 
 
■経緯・目的 

 社会保障法（Social Security Act）の第 1９条に基づき、低所得者及び障害のある低所
得者に対してメディケイド（Medicaid）プログラムによる医療支援が提供されることにな
っている。メディケイド・プログラムは、連邦政府と州政府が共同で出資し、管理を行う

ものである。連邦政府では、保険社会福祉省のメディケア＆メディケイドサービスセンタ

ー（Centers for Medicare & Medicaid Services: CMS）がプログラムを管理し、各州は
同センターによって承認された計画に基づきメディケイド・プログラムを管理する。 
 ニューヨーク州においては、州の健康局（Department of Health: DOH）が同プログラ
ムの管理を行っているが、個人介護サービスの承認、サービス提供の手配、個人介護サー

ビスプログラムのモニタリングを実際に担当しているのは各郡の社会保障区及びニューヨ

ーク市である。 
 ニューヨーク州及びニューヨーク市は、連邦及び州の規定に従って個人介護サービスの

受益資格を決定しなければならない。例えば、社会保障法の規定により、個人介護サービ

スの受給には、州が承認したサービス計画に沿った治療計画の中で、医師が必要性を認め

ていなければならないといった規定がある。 
 本監査の目的は、ニューヨーク市にある 100 の個人介護サービス提供者からの請求に基
づき、ニューヨーク州が連邦政府のメディケイド・プログラムに対して適切に還付金の請

求を行ったかを調べることである。 
 

■監査範囲・方法 

 本監査の対象期間は 2004年 1月 1日～2006年 12月 31日である。対象となった請求
の母集団は、ニューヨーク市にある 100 のサービス提供者からの請求約 4 千 3 百万件で、
金額にすると約 49 億ドルである。本監査においては、州またはメディケイド･プログラム



 - 194 -

の内部統制の構造全体を対象としたのではなく、監査の目的に沿って内部統制の一部につ

いてレビューを行った。 
本監査では、以下のような内容を実施した。 
・ 関連する連邦及び州の規制やガイドラインのレビュー。 
・ 州及び市の担当機関幹部へのインタビュー。 
・ 州のメディケイド管理情報システム（Medicaid Management Information System: 

MMIS）を使用して 100のサービス提供者を特定。 
・ MMISを使用して約 4千 3百万件の個人介護サービス請求を特定。これは 49億ドル
（うち連邦負担分は 25億ドル）に相当する。 

・ 2007年 8月のニューヨーク州会計監査局による監査報告書で対象とされた件を除外
（除外対象は約 1万 5千件）。 

・ 除外後の約 4千 3百万件から無作為抽出により 100件（サービス受給者）の標本を
抽出。 

 標本に対する請求関連書類の分析、医師の指示書の分析、インタビュー調査＜
65 件＞、などの実施。（残りの 35 件にインタビューが実施されなかったのは、
住所不明もしくは死亡のためによる。） 

・ 連邦からの還付が認められない金額を推計。 
 

■監査結果 

 監査の結果、100件の標本のうち 80件は適切な請求であることがわかった。残りのうち
18 件は連邦及び州の規定に準拠していない不適切な請求であった。別の 2 件については、
受益者が自身でサービス提供者を選択する州の「消費者選択個人支援プログラム

（Consumer Directed personal Assistance program: CDPAP）」に関するものであり、
判定不能であった。18件の具体的な不備事項には以下のようなものがあった。 
 

図表 標本における不備の内容 

不備事項 件数 

医師の指示書に署名がなされる前の 30 日以内に、医療専門家が受益者を診察し
ていなければならないが、診察日を示す医療記録がなかった。 8 

承認に必要な登録専門看護師からの看護評価なし。 4 
承認に必要な登録看護師による監督なし。 4 
承認に必要な医師の指示書なし。 3 
注）件数の合計が 18件とならないのは、標本のうち 1件が複数の不備事項に該当するため。 
 
 このような不備が発生した原因は、ニューヨーク市による連邦及び州の規定の遵守状況

をニューヨーク州が適切にモニタリングしていなかったことにある。州は、定期的に現場

でのモニタリングを実施して規定への遵守状況を確認していた。しかし、このニューヨー

ク市の個人介護サービス担当機関に対しては、州の本サービス予算の 80パーセントを使用
しているにも関わらず、このような現場モニタリングを実施していなかった。 
 なお、65件のインタビュー調査の結果、40件において個人介護サービスに関する何らか
の問題点を指摘した。その中には、サービスの質に関する問題点に加えて、サービス提供

者による虐待、盗み、サービス提供中の睡眠・TV鑑賞・携帯電話での通話、サービス受給
者の（地下鉄、道路などへの）放置、追加料金の請求、なども含まれていた。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 本監査の結果、ニューヨーク州への勧告事項は次ページの通りである。 
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図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1. 連邦政府に対して 275,327,274ドルを返還する。       ○ 
2. 保健社会福祉省のメディケア＆メディケイドサービスセンター
と協力して、判定不能の 2件について解決する。       ○ 

3. ニューヨーク市の個人介護サービスが連邦及び州の規制に沿って
行われるようモニタリングを改善する。   ○  ○   

4. CDPAP に基づいて提出される請求に関して、特定の規制を交付
する。   ○     

資料）HHS OIG（2009）Review of Medicaid Personal Care Services Claims Made by Providers in New 
York City、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監
査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）

（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 監察総監室の報告書草案に対するニューヨーク州のコメントでは、最初の勧告事項（返

還金）に関して不同意であった。一方、他の勧告に関しては同意を示している。ただし、

ニューヨーク州は、多くの検査結果の項目に対しても不同意を示している。 
 監察総監室では、ニューヨーク州のコメントを受けて検査結果及び統計的推計を修正し

ている。（上記の勧告は修正後のもの。）具体的には、草案で連邦政府への返還を勧告した

金額は、814,759,296ドルであり、100件の標本のうち不備があった件数は 38件であっ
た。上記に示すように、最終的な検査結果及び勧告においては、これらの数値はそれぞれ

大幅に削減されている。 
 
■現地調査を通じて得られた追加情報 
 ニューヨーク州は、この修正後の金額にも不同意。2009 月 10 月１日時点では、CMS
も当該不同意にどのように対応するかの意思決定を行っていない。 
 
【米国監察総監事例 02（国税局財務監察総監）】職員のテレフォンカード使用に関する統制
は、無駄、不正、濫用をあぶりだすには不十分である 
 Controls Over Employee Telephone Calling Cards Are Insufficient to Identify Waste, Fraud 
and Abuse 

2009年 3月（2009-10-050） 
http://www.treas.gov/tigta/auditreports/2009reports/200910050fr.pdf 

 
■概要 

 内国歳入庁において、職員に支給しているテレフォンカードが、業務目的外・個人的理

由により不正に利用されないための、同庁の統制が十分に機能しているかについて調査を

行ったもの。かつて同テーマで内部監察を実施、統制に不備があることを指摘しつつ是正

勧告を行っており、そのフォローアップ調査も兼ねている。調査の結果、依然統制に不備

があることを指摘、是正勧告を行っている。 
 
■経緯・目的 
 内国歳入庁（Internal Revenue Service：IRS）では、職員に対して 2008年 2月までに
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34,000枚のテレフォンカードを支給している。2005年 10月から 2008年 4月の間、こ
れらのテレフォンカードには約 840万ドルが課金されている。 
 本監査は 2008 年の年次監査計画（Annual Audit Plan）に基づいて実施されており、
監査の目的は、職員のテレフォンカード使用に関して、無駄、不正、濫用を防ぐような統

制（control）が構築されているかを調査することである。国税庁財務監察総監ではかつて
同じテーマについて内部監査を複数回実施しており、それぞれの内部監査において勧告を

行った事項に関して、適切な是正活動がなされているかについてフォローアップ調査を行

うものでもある。 
 
■監査範囲・方法 
 まず、内国歳入庁が職員のテレフォンカード使用に関する効果的な統制を行っており、

無駄、不正、濫用の兆しを発見できうる体制を確立しているかどうかを確認するために、

以下の手法を用いて調査を行った。 
 ・内国歳入庁が、職員のテレフォンカード使用に関する正確・最新・信頼性のあるデ

ータを収集・維持できるために構築した諸手続きについてのレビュー。 
 ・テレフォンカード使用に関する直近の年次台帳についての分析。 
 ・国税庁財務監察総監が以前行った内部監察（2002年、2004年）においてテレフォ

ンカードを用いた通話や電話会議に関連して勧告した事項についてのフォローアッ

プ。 

 次に、AT&T社から入手した一定期間の通話記録を基に、無駄、不正、濫用の予兆を示す
テレフォンカードを用いた通話や電話会議を特定できるかどうかについて検証した。 
 ・AT&T社から、テレフォンカードを用いた通話・電話会議記録を含む請求書を入手 
 ・当該データを基に、2005年 10月から 2008年 2月までの間（この期間、内国歳入
庁では通話記録等についての分析を行っていない）のテレフォンカードを用いた通

話記録・電話会議に関連する支出に、無駄、不正、濫用の事実がないかを確認。 
 ・明らかな無駄、不正、濫用、もしくはその疑いのある通話等については、国税庁財

務監察総監の捜査チームに付託。 

 最後に、内国歳入庁におけるテレフォンカードを用いた通話等についての統制が、有効

なものであると言えるかどうかについて判断を行った。 
 ・デトロイト・コンピューティング・センターから内国歳入庁の幹部向けに送付され

た報告書の内容についての検証。疑いのある通話について特定し、適時に報告がな

されているかどうかについての検証。 
 ・テレフォンカード使用にかかっている費用について、完璧で信頼性のある情報が内

国歳入庁の幹部に行き届いているかどうかについての検証。 
 
■監査結果 
 OMB 通達 A-123 では、プログラムやその資源において、無駄、不正、マネジメントミ
スが生じないような管理統制を要請している。また財務省では、職場の施設設備の適正利

用を担保することを目的として、財務省指令 87-04「政府の職場における ITを含めた施設
設備の個人利用について」を発令し、連邦政府職員が、ある特定の状況においてのみ、限

定的に連邦政府の職場における施設設備を個人利用できうることを規定している。しかし

内国歳入庁では、不適切なテレフォンカード使用を特定し、その内容を把握するための効

果的な統制が構築されていない。テレフォンカードの無駄、不正、濫用を防ぐための定期

的なレビューは十分に行われておらず、テレフォンカード使用に関する年次台帳が完全な

形では整備されていない。 
 また、内国歳入庁が通信費に関する統制を改善する目的で 2003 年 6 月に導入した通信
資産ツール（Telecommunications Asset Tool：TAT）システムは、その効果を十分に発
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揮しておらず、重要な情報がとらえられていない状況にある。2003年 2月に内国歳入庁の
CIO 名で発出したメモランダムでは、全ての管理職・全ての職員に向けて、TAT システム
を稼働させることにより、職員のテレフォンカードを用いた通話が定められた基準に合致

したものなのかどうかを、四半期毎にレビューする旨を伝えている。元々TATシステムは、
月次の通信費請求のタイミングに合わせて、月次ベースで分析結果を返すことができるよ

うに設計されているが、四半期毎のレビューで実際に把握・分析されているのは 1 か月分
のデータでしかない。 
 この結果、不適切なテレフォンカード利用が起きている。例えば、2007年 6月から 2008
年 6月までの間の通話記録に関する調査を行ったところ、1枚のテレフォンカードで米国か
ら複数の国に電話をし、支払が 5 万 9 千ドルに達していたものもあった。本報告で指摘し
たこのような統制上の脆弱性は、かつて国税庁財務監察総監が 2004年に行った通信費に関
する内部監査で指摘した内容とほぼ同じような状況であり、当時の問題が未だ解決・解消

されていない状況であることを確認した。 
 内国歳入庁によれば、こうした年次ベース、四半期ベースでのレビューが機能していな

い理由を3点挙げている。①TATシステムに月次請求データを読み込む際の技術的な問題、
②OMBや議会に対して適時に届け出・報告するために必要なコンピュータ・マッチング・
プログラムを準備することに失敗したこと、③テレフォンカード使用に関する年次台帳作

成プロセスを支援するために必要な政策資源が不足していること、である。しかし国税庁

財務監察総監では、この統制上の脆弱性の主たる原因は、継続的かつ有効なマネジメント

監視が行われていないことであると考えている。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 国税庁財務監察総監では、以下の 3点を勧告している。 
A．最高技術責任者（Chief Technology Officer：CTO）に対して、不正や無駄を防ぐため
のテレフォンカードの四半期レビューを強化し、最高技術責任者の部門にいる幹部をこ

のレビュー担当に任命すること。 
B．TATシステムの包括的な評価を実施すること。具体的には、①通信費の有効な管理のた
めに内国歳入庁が必要とするマネジメント情報の特定、②前述の①に対して、現時点で

TATシステムが提供できている機能との対比、③前述の①に十分に対応するために、TAT
システムのアップグレード、もしくはその他の管理ツールを導入することを考えた場合

の所要コスト、を明らかにすること。 
C．テレフォンカード使用に関する年次台帳を整備すること。最高技術責任者の部門にいる
幹部をこの台帳作成担当に任命すること。台帳では、テレフォンカードの所有者を明ら

かにするとともに、その所有者が今後も業務目的上テレフォンカードを所有する必要が

あるのかどうかを明らかにすること。 

 これらの勧告について、内国歳入庁は全てに同意した。 
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図表 勧告と内部統制の基本要素 
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A. 不正や無駄を防ぐためのテレフォンカードの四半期レビューを強
化   ○  ○ ○  

B. TATシステムの包括的な評価を実施   ○  ○ ○  
C. テレフォンカード使用に関する年次台帳を整備   ○  ○   
資料）TIGTA（2009）Controls Over Employee Telephone Calling Cards Are Insufficient to Identify 

Waste, Fraud and Abuse、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る内部
統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定

について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
■現地調査を通じて得られた追加情報 
 本検査は、2008年 4月から 2009年 3月にかけて実施している。監査マネージャー、上
席監査人、監査人の 3 人が従事しており、ディレクターが節目節目で統括を行っている。
のべ 300人日を投入している。 
 調査の過程で最も困難を要した点は、調査・評価を行うためのデータ量が膨大であった

ことである。約 34,000人の職員の通話パターンをレビューするために、およそ 10億回の
通話記録をダウンロードしたことになる。この膨大なデータを入手するために、IRSのデー
タセンターに外付けのディスクドライブを持ち込み、約 20枚の CDにデータをダウンロー
ドしている。国税庁財務監察総監内の ITスタッフとともに、これらのデータをいくつかの
集合データに集約して、それぞれのラップトップパソコンでも分析可能な形に加工してい

る。データ分析は、統計解析ソフト SASを用いている。 
 本検査報告書は、公表後、ワシントンポスト、日刊税レポート、フェデラルタイムスの 3
紙にて取り上げられている。 
 
【米国監察総監事例 03（住宅都市開発省）】サンディエゴ市は、市の再開発局のプロジェク
トに対して支援を行う際に、住宅都市開発省の要求に基づくコミュニティ開発包括補助金

の管理を行っていなかった 
 The City of San Diego, California Did Not Administer Its Community Development Block 
Grant Program in Accordance with HUD Requirements When Funding the City’s 
Redevelopment Agency Projects 

2008年 12月（2009-LA-1005） 
http://www.hud.gov/offices/oig/reports/files/ig0991005.pdf 

 
■概要 

 住宅都市開発省の監察総監室は、サンディエゴ市のコミュニティ開発包括補助金

（Community Development Block Grant：CDBG、以下、CDBGと言う。）プログラム
の監査を行った。これは、同市及び同市の再開発局（Redevelopment Agency）が住宅都
市開発省の規則・規制に違反しているとのホットラインへの通告に基づくものである。本

監査の目的は、市民からの苦情に対応し、同市が同局に対して発行する CDBGローンを適
切に管理しているかを調査することである。 

 監査の結果、同市は、再開発局に拠出した CDBG資金を住宅都市開発省の要請に違反し
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不適切に管理していた。さらに、同市は再開発局と借入契約の締結を行っておらず、CDBG
ローンの返済について保証することができていなかった。また、内部統制においても脆弱

性が確認された。これを受け、監察総監室では 7件の勧告を行った。 
 
 
■経緯・目的 

 CDBG プログラムは、1974 年住宅及びコミュニティ発展法に基づき創設されたプログ
ラムであり、州や自治体政府に対し、都市コミュニティの発展を援助するため補助金を提

供するものである。政府は、基本的に低程度もしくは中程度の所得者に対する適切な住居

や居住環境の提供、経済機会の拡大のために補助金を使用する。CDBGは、以下の 3つの
プログラムにおける目的に合致しなければならないとされる。 

• 低程度もしくは中程度の所得者に対し利益となること。 
• スラム化や希望の欠如を予防し、除去する助力となること。 
• コミュニティの健康や福祉に対する深刻で差し迫った脅威が存在するために、緊急に

対処する必要があること。 
 同市は、最近 8年間に年額およそ 1,790万ドルを受け取ってきた。この補助金は、様々
な活動に利用可能であり、住居の整備や、公共施設の整備、地域のビジネスに対する技術

面及び資金面での援助、雇用の創出、そして住居を保有する低程度及び中程度の所得者に

対するサービスの改善に利用される。同市は、都市部のコミュニティと郊外のコミュニテ

ィからなる多様性のある街である。8つの行政区域の審議会が同市の CDBGプログラムに
参加している。非営利組織もまた CDBG を活動のために同市から受け取っている。2007
年までは、同市のコミュニティサービス部門が CDBG プログラムを管理し、直接 CDBG
の支給を受けている団体と同様に、間接的に補助金を受給している団体についても調査及

びモニタリングを実施していた。現在は、都市計画及びコミュニティ局（Department of 
City Planning and Community Investment）が CDBGプログラムの管理に責任を有し、
同局の 4 つの部門の内、経済開発部門（The Economic Development division）が主に
CDBGプログラムを所掌する。 
 なお、住宅都市開発省のコミュニティ計画及び開発局（Office of Community Planning 
and Development）は 2007 年に同市の CDBG プログラムの管理について下記の問題点
を指摘している。 
• 2004年から市による監査が実施されていないこと。 
• 根拠となる文書が欠如していること。 
• 間接的補助金受給者に対し、最低限の資金拠出がなされていないこと。 
 この監査は、住宅都市開発省の監察総監に対してもたらされた苦情に対応するものであ

る。主要な目的は、市民からの苦情に対処すること、そして同市が CDBGの貸付金を住宅
都市開発省の規則・規制に基づいて管理しているかを判断することにある。 

 
■監査範囲・方法 

 当監査は、2000年 7月 1日から 2007年 6月 30日までを監査範囲として、2007年 4
月 3日から 2008年 9月 28日の間で実施した。GAGASに基づいて実施した。 
 監査の目的を達成するために、以下を実施した。 
• 同市の内部統制をレビュー。 
• 関連する住宅都市開発省の規制と OMBの通達をレビュー。 
• 同市の CDBG方針、過程及び実務をレビュー。 
• 住宅都市開発省のコミュニティ計画及び開発局ロサンゼルス郡事務所と連携し、関係

のある住宅都市開発省の記録、統合支出情報システム（Integrated Disbursement and 
Information System）をレビュー。 

• 財務監査及び単一監査報告書と同様に、2000年度から 2007年度までの同市の行動計
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画、年次業績及び評価報告書をレビュー。 
• 2000 年から 2007 年において実施されたプロジェクトから、35 のプロジェクトを非
統計的に抽出し、それぞれのプロジェクトについて同市議会のプロジェクトに関する

決議、資金拠出及び再拠出について承認する文書及び支出に関する報告書をレビュー。 
• 抽出されたプロジェクトに関する同市の記録について、 

1. 費用が住宅都市開発省の規制に対して適切であるか、十分に根拠付けられて
いるかをレビュー。 

2. 同市及び同市の再開発局が住宅都市開発省の規制に従ってプロジェクトを実
施したかをレビュー。 

• 同市、同市の再開発局、南東部経済開発会社（Southeastern Economic Development 
Corporation）等の関係者に対するインタビューを実施。 

 

■監査結果 

 同市は、再開発局に拠出した CDBG資金を住宅都市開発省の要請に違反し不適切に管理
していた。同市は、下記の点について管理が適切ではなかった。 
• 局間及び省庁間の合意文書の締結。 
• 住宅都市開発省に送付する行動計画にプロジェクトを記載、あるいは適切な修正。 
• プロジェクトの活動について、費用が適切なものか、許容可能なものか、配分可能な

ものか、そして適格なものかについて判断するためのモニタリング。 
 結果として、同ローンの約 1,300 万ドルの費用について疑わしいものであり、そのうち
約 1,100万ドルについて証拠資料が不十分、約 180万ドルについて不適当であった。 
 また、同市は借入契約の締結を行っておらず、CDBG ローンの返済について保証するこ
とができていなかった。そのため、再開発局は CDBGローン同市に対する返済について信
頼性のある努力を怠っていた。 
 なお、本監査では、その目的に関連する以下の内部統制上の関連についても評価を行い、

結果について別途記載している。 
• CDBG の活動及び CDBG ファンドの管理に対するモニタリングに関係するプログラ

ムの運用についての統制。 
• データの厳密性及び信頼性についての統制。 
• 法律及び規制の遵守についての統制。 
• CDBGの支出に関係する資源の保全についての統制 
 監査の結果、以下の 2点について内部統制上の重大な脆弱性があると判断された。 
• 同市は、再開発局にローンの貸し出しを行う際に、CDBG プログラムの適切な管理を
実施しなかった。 

• 同市は、CDBG ローンの借入契約の締結及び同ローンの返済受入について十分な試み
を実施しなかった。 

 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 本監査の結果、監察総監室が住宅都市開発省コミュニティ計画及び開発局長に対して行

った勧告事項は次ページの通りである。 
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図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1A.同市が 1,806,770 ドルの不適切な費用及び同費用の利子相当分
を非連邦政府基金から返還する。       ○ 

1B.同市が 11,183,193ドル超に対する証拠資料を提出するか同額を
非連邦政府基金から返還する。       ○ 

1C.同市が CDBG ローンの貸出残高に関して再開発局との書面によ
る組織間合意書を締結するよう求める。   ○     

1D.現在の CDBG プロジェクトについての同市と再開発局との間に
おける合意文書、及び今後のプロジェクトが住宅都市開発省の要

請事項に従った活動計画あるいはその後の修正に含まれたもので

あることを保証する合意文書の締結を求める。 

  ○     

1E.同市や同局が CDBG 業務を適切にモニタリングしていることを
保証するために手順や統制を整備することを求める。   ○  ○   

2A. 139,201,997ドルに及ぶ CDBGローンの返済についての同市と
再開発局との間の借入契約の締結をするよう求める。   ○     

2B.住宅都市開発省の要請事項に従い、適切に CDBGローンの支払が
行われること、また、CDBGプログラムにおける所得が適切に記
録・利用されることを保証する明文化した方針及び手続きについ

て整備するよう求める。 

  ○     

資料）HUD OIG（2009）The City of San Diego, California Did Not Administer Its Community 
Development Block Grant Program in Accordance with HUD Requirements When Funding the 
City’s Redevelopment Agency Projects、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実

施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 同市の担当者は、監察総監室の指摘事項に対し、基本的に不同意を示している。 
 
【米国監察総監事例 04（住宅都市開発省）】ロサンゼルス郡公共住宅局による第 8 条バウ
チャープログラムの管理は不適切 
 The Housing Authority of the County of Los Angeles, Los Angeles, California, Did Not 
Adequately Administer Its Section 8 Voucher Program 

2008年 2月（2008-LA-1007） 
http://www.hud.gov/offices/oig/reports/files/ig0891007.pdf 

 
■概要 

 監察総監室は、第 8 条住宅選択バウチャープログラム（Section 8 Housing Choice 
Voucher program）に関して、ロサンゼルス郡公共住宅局（Housing Authority）の監査
を行った。監査の目的は、同局が借家人の居住資格の確認及び年次更新審査を住宅都市開

発省（Department of Housing and Urban Development: HUD）の規則・規制に従って
実施したかどうかを確認することである。 
 監査の結果、資格のない借家人に対する支払は発見されなかったが、年次更新審査に関

して住宅都市開発省の要求事項または同局自身の管理計画に従っていなかったことが分か

った。また、同局の住宅支援金の支払に関する計算の誤りや、借家人の年次更新審査を期
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限内に終了していない、年次更新確認の期限を不適切に変更しているといった事態が判明

した。この結果、不適切で根拠のない住宅支援助成や、2005年から 2006年にかけて 360
万ドルを超える不適切な管理費の徴収につながっている。これらのことによって、同局は

プログラムを継続的に危機に陥れていると判断された。 
 監察総監室では、この問題に関し同省に対して 13件の勧告を行った。勧告には、住宅支
援金の計算・記録上の誤りに基づく過払い金の返還や受給者に対する不足分の支払、規則

を遵守していなかったことによる管理費用の返還も含まれている。 
 
■経緯・目的 

  一般的に、大都市には大規模な公共住宅局、小さい都市には小規模な公共住宅局がある。
住宅都市開発省では、約 4,500 の公共住宅局（housing authority）に対して基金を拠出
している。 
ロサンゼルス郡公共住宅局（Housing Authority of the County of Los Angeles）は 1938
年に設立されて以降、連欧政府が出資する公共住宅、賃貸支援プログラム、公共住宅及び

政府が援助する住宅のサービスや特別プログラムの管理を行ってきた。同局は、2つの部門
から成り立っている。ひとつは住宅管理部（Housing Management Division）であり、公
共住宅とそれに関連するプログラムやサービスの管理を行っている。もうひとつは支援住

宅部（Assisted Housing Division）であり、同省の第 8条住宅選択バウチャープログラム
の管理を行っている。住宅選択バウチャーは、非常に低所得な家族が適切で安全な住宅を

入手するのを支援するものである。同省が同局に対して承認した予算は、2005年度が 1億
7千 7百 90万ドル、2006年度が 1億 8千百 60万ドルであった。 
 第 8 条住宅選択バウチャープログラムでは、公共住宅局が支援の対象となる家族の資格
審査を事前に実施し、支援開始後も年に 1 回更新審査を行うことを求めている。この記録
は同省のシステムに記録されることになっている。また、公共住宅局は、更新審査が期限

通り開始・終了されていることを確認するための方針・手順を整備していなければならな

い。他方、同省は、同プログラムを管理する公共住宅局の業績を 14の指標に基づき評価し、
各指標及び全体を高・中・問題ありのいずれかの成績をつけることになっている。公共住

宅局の業績が芳しくない場合には、同省が現地調査を実施し、問題の大きさを判断する。

この場合、当該公共住宅局は是正措置を実施し、同省がモニタリングを行うこととなって

いる。 
 ロサンゼルス郡公共住宅局は、資格の再審査を適切に実施していないとのことから、2004
年には住宅都市開発省により「問題あり」との評価を受けた。2005年 8月 1日～2006年
2月 28日の期間に是正措置をとることを求められ、その後同局は不備が是正されたとの報
告を提出した。しかし、同省の公共住宅ロサンゼルス支部が完了調査を実施したところ、

公共住宅局の是正措置が十分実施されたかどうかの判断ができなかったため、是正措置は

まだ完了となっていない。 
 本監査は、監察総監室の監査対象調査（auditability survey）によるランキングと、同
省公共・インディアン住宅部ロサンゼルス支部（Los Angeles Office of Public and Indian 
Housing）からの監査対象の推薦により実施した。 
本監査の目的は、ロサンゼルス郡公共住宅局が住宅都市開発省の規則・規制に基づいて

資格の審査及び年次更新審査を実施しているかどうかを調査することである。 
 
■監査範囲・方法 
 監査の目的を達成するために、以下を実施した。 
・ 関連法、規制、及び公共住宅局の管理計画をレビュー。 
・ 住宅都市開発省のプログラム要求、公共・インディアン住宅関連通達、住宅選択バウ

チャーガイドブック、公共住宅局の統合年次契約のレビュー。 
・ 公共住宅局の監査済み年次財務諸表及び組織図のレビュー。 
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・ 住宅都市開発省によるモニタリング報告書及び公共住宅局の是正計画のレビュー。 
・ 公共住宅局の借家人ファイルの入手･レビュー、コンピュータ・システムからの関連

資料の入手。 
また、公共住宅局及び住宅都市開発省職員のインタビューも実施している。 
 監査では、公共住宅局のデータを用いて統計的手法に基づく分析を行った。まず、住宅

支援金を得ている 17,723家族の中から 51の統計的標本を抽出した。しかし、各データに
誤りが見つかったことによる時間制約のために、結果的にはこのうち 20の標本のみに対象
を狭めた。さらに、そのうち1件は他の地域へ移ったことが判明したために19標本になり、
ここに、統計的手法に依らずに抽出した 6件を追加し、計 25件を分析対象とした。 
 監査の対象期間は 2004年 7月 1日～2006年 6月 30日である。監査は GAGASに基づ
いて実施した。 
 
■監査結果 
 監査の結果、資格を持たない家族に対して支援を行っていたケースは見受けられなかっ

たものの、同省の規則・規制に基づく年次更新審査を実施していないことがわかった。レ

ビュー対象となった 25件全てにおいて、再審査手順に誤りがあり、住宅支援金の計算も間
違っていた。この背景には、公共住宅局が包括的な手順及び統制を持たないこと、管理職

や他の職員に対して受給資格に対する研修を実施していないこと、コンピュータ・システ

ムの統制が不適切であること、幹部がバウチャープログラムの適切な運営を保証するため

の監視ができていないことが挙げられる。この結果として、支援金の過払いが 33,464ドル、
支払不足が 2,838ドル、不適切な支払が 5,860ドルに達し、要求事項に基づくプログラム
管理ができていないにも関わらず同省から 360万ドルを超える管理費用を得ていた。 
 なお、本監査では、その目的に関連する以下のような内部統制上の観点についても評価

を行い、結果について別途記載している。 
・ 年次更新審査を正確に完了することを保証するような方針・手順 
・ 正確で信頼のおけるデータの入手・維持を保証するような方針・手順 
・ 利用される資源が法律や規制に基づいていることを保証するような方針・手順 
・ 資源が無駄、逸失、不正利用から保護されていることを保証するような方針・手順 
監査の結果、公共住宅局は同省の要求事項に対する遵守を保証するような適切な手順及

び統制を導入しておらず、内部統制上の重大な脆弱性があると判断された。 
 

■指摘・勧告及び機関の反応 

 監察総監室では公共住宅部ロサンゼルス支部の支部長に対し計13件の勧告を出している。
各勧告及び内部統制上の基本要素との対応を以下に示す。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1A.過払いとなっている住宅支援金分の 33,464 ドルを連邦政府以外
の基金から返還するよう公共住宅局に指示する。       ○ 

1B.支払不足の住宅支援金2,838ドル分を借家人に支払うよう公共住
宅局に指示する。       ○ 

1C.本監査報告書で指摘している、正当化されない支援金 5,860ドル       ○ 
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分に関する根拠を提出するか連邦政府基金以外から返還するよう

公共住宅局に指示する。 
1D.延滞している年次更新審査 4,710件の標本をレビューし、それら
が正確に完了しているか、また、住宅支援金が必要に応じて適切

に変額されているかを判断する。 
      ○ 

1E.年次更新審査が見つからない 13 件について、公共住宅局の方針
及び住宅都市開発省の要求事項に沿って過去にさかのぼって再審

査を実施し、正しい再審査期限が用いられていることを保証する

とともに、必要に応じて住宅支援金支払額を修正する。 

      ○ 

1F.年次更新審査の日付が不適切に変更されていた 18件について、公
共住宅局の方針及び住宅都市開発省の要求事項を遵守するよう日

付を修正し、住宅支援金額について必要であれば修正を行うよう

公共住宅局に指示する。 

      ○ 

1G.公共住宅局のモニタリング・管理方針及び住宅都市開発省の規制
に沿う形でのみ年次更新審査の期限を変更するよう公共住宅局に

指示する。 
  ○  〇   

1H.管理計画に方針及び手順を追加し、職員が業務を実施する際の参
考として十分包括的であるように事例を含める。また、ガイダン

スの変更や明確化を反映するよう年間を通して計画を更新するよ

う公共住宅局に指示する。 

  ○     

1I.管理職や職員に対して、住宅選択バウチャープログラムに関する包
括的な研修を実施するよう公共住宅局に指示する。研修には、住

宅情報センターシステムも含め、提出前に情報の正確性が保証さ

れるようにする。 

○  ○ ○  ○  

1J.2008年度から、Emphasysシステムから YARDIシステムへのデ
ータ移行が適切であったことを示す独立的レビューを実施するま

での適切な期間において、公共住宅局の管理費用のうち 10％を減
額する。 

      ○ 

1K.ロサンゼルス郡管理委員会（Board of Supervisors）に対して事
務局長を更迭し、第 8条プログラムに対する十分な知識を持ちか
つ同プログラムの効率的・効果的な運営に必要な時間を割ける者

を充てるよう指示する。 

○      ○ 

1L. 第 8条プログラムの効率的・効果的な運営と住宅都市開発省の要
求事項に対する遵守を保証できるよう、同プログラムに対する十

分な経験を持つ者を支援住宅部の部長として採用するよう公共住

宅局に指示する。 

○      ○ 

1M.受託都市開発省の要求に準拠してプログラムを管理していなか
ったため、連邦規則集 24の 982.152に基づき、2005年度及び
2006年度の管理費用の10％に相当する約370万ドルを住宅都市
開発省に返金することを公共住宅局に求める。 

      ○ 

資料）HUD OIG（2008）The Housing Authority of the County of Los Angeles, Los Angeles, California, 
Did Not Adequately Administer Its Section 8 Voucher Program、金融庁・企業会計審議会内部統
制部会（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサ
ルティング作成。 
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 監察総監室では、同局に対して 2007年 12月 21日に報告書草案を示した他、2008年 1
月 14 日に終了会議（exit conference）を実施した。同局は終了会議においてコメントの
草案を提出し、最終コメントを 2008年 1月 25日に提出している。 
 同局は、監察総監室の指摘事項に同意しているが、結論及び勧告の一部には不同意を示

している。監察総監室では同局のコメントを 17の点に整理し、それぞれに対する見解を述
べている。これによると、コメントに基づく監査報告書の修正はごく一部のみで、大半は

同局のコメントに対する反論となっている。 
 
■現地調査を通じて得られた追加情報 
前回監査を実施した際、同局の事務局長（executive director）が特定の活動に対して懸
念を持っていたことが本監査の背景にある。そのため、監査の際には同省の基金の不適切

な利用と事務局長の関与にも着目した。 
本監査で困難であった点は事務局長の罷免を勧告するために十分な証拠が必要であった

ことである。このような勧告はあまり一般的ではなく、同省が賛同するよう適切な情報が

必要であった。また、公共住宅局は複数の改善計画を実施中であり、同省に対して何が報

告されているのかを評価する必要があった。 

 

②国費を投入した事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例 
【米国監察総監事例 05（国家安全保障省）】十分かつ開かれた競争に基づかず発注された
2007年度における国家安全保障省の契約 
 DHS Contracts Awarded Through Other Than Full and Open Competition During 
Fiscal Year 2007 

2009年 8月（OIG-09-94） 
http://www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_09-94_Aug09.pdf 

 
■概要 

 1984年契約における競争法（Competition in Contracting Act of 1984）では、連邦政
府による調達は十分かつ開かれた競争（Full and Open Competition）によるとの原則を
定めている。国家安全保障省では、2007年度に 31億ドルの非競争的調達予算を実施して
いる。監察総監室がレビューを行った 82件の非競争的調達案件のうち 70件は、連邦政府
の調達規則に従っていないことが判明した。必要な文書が欠けている、あるいは調達記録

に正当性を示す文書が残されていない状況が見られた。この監査結果を受け、監察総監室

は 7件の勧告を実施し、同省はこれら全てについて同意した。 
 
■経緯・目的 

 1984年契約における競争法では、連邦政府による調達は、一部の例外を除いて、十分か
つ開かれた競争によるとの原則を定めている。また、連邦調達規則（The Federal 
Acquisition Regulation：FAR）は、執行機関による必需品やサービスの調達について体
系化し示している。 
 OMBの連邦調達政策室（Office of the Federal Procurement Policy：OFPP）は、行政
機関の調達に関する政策と実務について中心的な役割を担っている。連邦調達政策室は、

政府全体の調達データを収集、利用するため次世代連邦調達データシステム（Federal 
Procurement Data System-Next Generation：FPDS-NG）を運用している。連邦調達政
策室は、行政機関が次世代連邦調達データシステムに入力したデータについて年次で保証

することを求めている。 
 適切な費用により、質の高い製品やサービスを、適時に入手可能とするため、競争は望

ましいものである。競争は入札の際に契約者に対し、最適な価値（best value）である提案
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をするよう働きかける。そのようにして、費用を削減し納税者の利益を保護する。2008年
の OMBの報告によると、2003年度から 2007年度の間について、連邦行政機関は競争に
よる外部からの調達によりおよそ 72億ドルの費用削減効果があった。 
 国家安全保障省において、非競争契約は、2003年度の 6億 5千 5百万ドルから、2007
年度の 31 億ドルに増加した。これは 2007 年度におけるすべての契約金額のおよそ 25％
を占めている。 
 2007年 12月に合衆国大統領は、統合予算法（Consolidated Appropriations Act）に
署名した。統合予算法では、国家安全保障省の監察総監室が同省の 2007年度に締結された
契約について、十分かつ開かれた競争を通じ、法律及び規制に違反していないかをレビュ

ーすることを指示している。監察総監室は統合予算法の要請に従い当監査を実施した。 
 
■監査範囲・方法 

 監察総監は、監査目的を達成するため、以下を実施した。 
・ 関連する連邦法、規制をレビュー。 
・ 前回の監査報告書についても調査し、今回の監査と関係する内容を特定。国家安全保障

省の 2007年度における調達をレビュー。下記の 2点について判断を実施。 
 選択された部局の非競争的調達に対する正当性を示す資料に、要請事項がすべて
含まれているか、そして適切に承認がなされているか。 

 国家安全保障省は、調達が適切に行われ競争の程度を反映することを保証する十
分な方針、手続き、管理統制を有しているか。 

・ 下記の部局に所属する調達部署をサンプルとして抽出し、レビュー。 
 沿岸警備隊（Coast Guard） 
 関税・国境警備隊（Customs and Border Protection） 
 事務局（Office of the Secretary） 
 市民移民局（Citizenship and Immigration Service） 

・ 契約締結を正当化するのに必要である文書が含まれているか調達記録をレビュー。特に、

十分な市場調査が実施されたこと、契約の経済価値に対して適切な取得計画があること、

そして適切な非競争的に契約された調達に対する正当性と承認が含まれているかを判断。 
・ 国家安全保障省が、十分な方針、手続き及び管理統制を有しているかを判断するため、

同省及び一般調達局（General Services Administration）の担当者にインタビューを
実施。 

・ 当監査に関係する内部統制をレビュー。 
・ 実地調査を 2008年 10月～12月に実施。実施した地域は、ノーフォーク（ワシントン

DC）、エリザベスシティ（バージニア州）、バーリントン（ノースカロライナ州）、イン
ディアナポリス（インディアナ州）。 

 なお、この監査は、GAGASに基づいて実施された。 
 

 

■監査結果 

 監察総監室がレビューを行った 82件の非競争的調達案件のうち 70件は、連邦政府の調
達規則に従っていないことが判明した。具体的には、必要な文書が欠けている、調達記録

に正当性を示す文書が残されていない状況が見られた。また、2007年の競争的調達案件の
うち 38件について、調達が次世代連邦調達データシステムに報告されたものと同様に適切
に実施されたか否かについてレビューした。この結果、非競争的に調達した場合と同様に、

21件は必要な文書が欠けており、連邦調達規則に基づいた正当性を示す文書が不十分であ
った。 
 今回レビューの対象となった部局別の調達活動に関する不備の概要を次ページに示す。 
 



 - 207 -

 
図表 調達行為における不備の概要 

（単位：件） 
 レビューの対象となった部局  

 沿岸警備隊 
（Coast 
Guard） 

関税・国境警備隊 
（Customs and 

Border 
Protection） 

市民移民局 
（Citizenship 

and Immigration 
Service） 

事務局 
（Office of 

the 
Secretary） 

計 

レビューの対象となった調達      
十分かつ開かれた競争に基づ

かず支払われた調達 29 28 8 17 82 

競争に基づき支払われた調達 15 12 5 6 38 
上記調達案件の計 44 40 13 23 120 
発見された不十分な記述      

要請事項にある非競争調達の

正当性を示す文書を含まない

記録 
2 0 0 1 3 

要請事項にある、非競争調達

を補完する十分な事実及び論

理的根拠を含まない文書 
2 6 0 2 10 

要請事項にある、適切な非競

争調達に対する公式の承認を

欠く文書 
1 5 0 1 7 

非競争調達のために実施され

なかった市場調査 1 8 0 2 11 

記録において、非競争調達の

ための市場調査を補完する十

分な文書が提供されなかった

もの 

19 10 7 10 46 

（競争及び非競争調達の両方

において）要請された取得計

画あるいは進歩した取得計画

が含まれない記録 

16 10 1 13 40 

（競争及び非競争調達の両方

において）再構築されなけれ

ばならない調達記録 
0 0 0 2 2 

資料）DHS OIG（2009）DHS Contracts Awarded Through Other Than Full and Open Competition 
During Fiscal Year 2007を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 

 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 本検査の結果、国家安全保障省最高調達責任者（Chief Procurement Officer）への勧告
事項は以下の通りである。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 

勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

1. 十分かつ開かれた競争に合致しない国家安全保障省調達マニュア
ルの改訂を実施するための統制及び手続を強化する。これは、非

競争調達を補完するために必要な計画及び文書のレベルに関する

  ○     
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勧告 

内部統制の基本要素 内
部
統
制
以
外 

統
制
環
境 

リ
ス
ク
の
評
価
と
対
応 

統
制
活
動 

情
報
と
伝
達 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

Ｉ
Ｔ
へ
の
対
応 

脆弱性に取り組むべきものである。 
2. 最高人事責任者と調整を行い、調達について経験のある、あるい
は知識のある従業員の獲得や保持のため、部局において人材の獲

得と維持に関する計画の実施を保証する戦略を構築する。 
  ○     

3. 部門における取得実務の調査に必要とされる人材と提携し、部局
が法律や規制に従うことを保証する。これには、実施されるべき

レビューの頻度及びレベルについての要請を含む。 
  ○  〇   

4. 調達をサポートするため、市場調査についてのガイダンスを提供
する。   ○     

5. 部局における契約記録の完全性、正確性、そして一貫性を保証す
る一般的な最低限の要請を含むチェックリストの雛形を作成す

る。 
  ○ 〇    

6. 当監査報告書において議論された 2 つの中小企業庁の独占供給契
約について、法律及び規制の条項に合致するように再度契約締結

がなされるべきか判断するため、さらに評価する。 
  ○     

7. 部局のデータの質をレビューする計画の実施が、部局内における
一貫した報告と同様に、次世代連邦調達データシステムに入力さ

れた調達情報の完全性及び正確性の向上につながることを評価す

るための戦略を策定する。 

  ○ 〇 〇 〇  

資料）DHS OIG（2009）DHS Contracts Awarded Through Other Than Full and Open Competition 
During Fiscal Year 2007、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る内部統
制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に

ついて（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 国家安全保障省最高調達責任者は、7つの勧告事項の全てについて同意した。 
 
 
【米国監察総監事例 06（国家安全保障省）】沿岸警備隊のミッションの達成に関わる沿岸施
設の調達・建設・改修 
 Maintenance, Rehabilitation, and Upgrading of Shore Facilities in Support of United States 
Coast Guard Missions 

2008年 2月（OIG-08-24） 
http://www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_08-24_Feb08.pdf 

 
 
■概要 

 米国沿岸警備隊（The United States Coast Guard、以下「沿岸警備隊」と言う）は、
22,000超の沿岸施設の管理運営を行っている。しかし、この業務には近年困難が生じてい
る。現在、沿岸警備隊の調達・建設・改修基金の 80％以上が統合深海システムプログラム
（Integrated Deepwater System Program）に使われており、沿岸設備に回せる金額が不
足している。 
 本監査の目的は、沿岸警備隊が沿岸施設の維持管理・補修・更新を適切に行っているか

どうかを調査することである。 
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■経緯・目的 

 沿岸警備隊は、再調達価額（Plant Replacement Value: PRV）164で 74億ドルの価値が
ある 22,000超の沿岸施設を占有している。沿岸警備隊では、これらの沿岸施設の管理に必
要なプロジェクト及び基金を以下の 2つの主要カテゴリーに分けている。 
 
 調達・建設・改修：資産の能力または耐用年数の向上に必要な調達、建設、改修のため

の基金。優先順位に基づき支出される。 
 維持管理： 資産が耐用年数を通して利用できるよう、予防的維持管理、通常の修理、変

更、更新を行うための基金。 
 
沿岸警備隊は施設の維持管理に熱心に取り組んでいるが、それは年々困難になってきて

いる。この理由は、沿岸警備隊の調達・建設・改修基金の 80％以上が統合深海システムプ
ログラムに向けられているためで、残りの基金だけでは産業界よりはるかに低い水準とな

ってしまう。 
 本監査の目的は、沿岸警備隊がそのミッションを達成するために沿岸施設の維持管理・

補修・更新を適切に行っているかどうかを調査することである。 
 
■監査範囲・方法 
 監査目的の達成のため、以下を実施した。 
・ 土木に関連する沿岸警備隊の文書及びマニュアルのレビュー。 
・ 監察総監、GAO、運輸省監察総監の報告書のレビュー。 
・ 沿岸警備隊の 2004年度戦略評価のレビュー。 
・ 2004年 10月～2006年 1月までの緊急維持管理要求の分析。 
・ 沿岸警備隊本部での土木関連の幹部に対するインタビュー。 
・ 沿岸警備隊の沿岸施設に対する現地調査。 
・ 2003年度～2006年 8月 16日までの調達・建設・改修の未処理分の分析。 
本監査は 2006年 1月～2007年 5月の期間に、GAGASに基づいて実施した。 

  
■監査結果 
 監察総監室では主に 4項目の勧告を行っている。各概要を以下に示す。 
 
○沿岸施設の調達・建設・改修基金は業界平均を下回っている 

 沿岸警備隊は、22,000施設の維持管理・補修・更新に対して非常に大きな課題を抱えて
いる。2003年度～2006年度までに沿岸警備隊が調達・建設・改修にあてた基金は再調達
価額の約 0.3％であり、産業界の平均及び沿岸警備隊が定めた 2％の水準を大きく下回って
いる。2％の水準にするには同期間で約 5億ドルの追加的基金が必要であった。 
 沿岸設備に対して適切な調達・建設・改修基金を充当しないと、全体として業務の能力

に深刻な打撃を与えるような事態になりかねない。 
 
○優先順位の高い調達・建設・改修プロジェクトの整備が期限通りになされていない 

 沿岸警備隊の調達・建設・改修基金は、優先度の高いプロジェクトの実施に十分でなく、

結果として未処理分が増加している。沿岸警備隊では、設備の適時な整備ができないと劣

化を招くことになり、ひいてはミッション及び安全の点で妥協を余儀なくされる可能性が

あると報告している。 
 
 

                                            
164 再調達価額は、既存設備を取り壊して、新規の設備を現在の費用水準や建築基準で再建設すると想定し
た場合にかかる費用。 
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○維持管理費用が不適切に利用されている 

 沿岸警備隊では、調達・建設・改修基金の不足分を補うために維持管理費用を流用して

いた。維持管理費用はそもそもごく限られた水準のものではあるが、調達・建設・改修に

流用することによって維持管理プログラムが資金不足となっていた。このような事態は、

沿岸警備隊の重要施設の悪化を招き、最終的には全体の業務に影響を及ぼす可能性がある。 
 さらに、沿岸警備隊のマニュアルはこのような流用を認めているが、このような慣行は

維持管理について定義しているOMBの通達A-11及び連邦会計基準諮問会議の文書第6番
と矛盾している。通達 A-11では維持管理には建設や補修費用は含まないとしており、文書
第 6番では維持管理を通常の固定資産（Property, Plant and Equipment: PP&E）の取得
や資産の機能拡張、異なる目的のための更新と区別している。流用によって維持管理が適

切に行われないことによって、将来より多額の補修費用が必要となることもあり得る。 
 
○調達・建設・改修及び維持管理の未処理分一覧は緊急性の高さを反映していない 

 調達・建設・改修及び維持管理の未処理分一覧は、沿岸警備隊の建設・維持管理の現実

的な需要額を反映していない。これは、調達・建設・改修の未処理分には優先順位の高く

ないものも含まれていることと、維持管理の未処理分は 2012 年度以降の契約や、150 億
ドル以上の金額を必要とするものも含まれているためである。予算策定の時点で、調達・

建設・改修の未処理分に現実的な需要に基づかないものを含めることは誤解を招く恐れが

ある。他方、沿岸警備隊の土木マニュアルでは、維持管理の未処理分には当該年度から 5
年以内に実施予定の維持管理プロジェクトを全て含めることになっており、2012年度以降
のものはこの対象とはならない。維持管理の未処理プロジェクトに含めるべきでない金額

は合計 236億ドルに達する。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 沿岸施設の管理を改善するために、沿岸警備隊に対して以下の 5件の勧告を行った。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1. 業界標準や沿岸警備隊の方針に沿って、調達・建設・改修及び維
持管理に資金を供給するための計画を策定する。計画には維持管

理費用が調達・建設・改修に流用されないことを保証するための

手順を含める。また、計画の実施に責任を持つ部門と年次報告の

要求についても計画に含める。 

○  ○    ○ 

2. 維持管理基金の支出がOMBの通達A-11及び連邦会計基準諮問会
議の文書第 6番に沿うよう統制を実施する。少なくとも、維持管
理基金が資産の更新や機能拡張に用いられないように統制する。

また、調達・建設・改修のプロジェクトが複数の維持管理プロジ

ェクトに分割されるようなことがないようにする。 

  ○    ○ 

3. 調達・建設・改修の未処理分には優先度が高いプロジェクトだけ
が含まれるように訂正を行い、現実的な需要額が反映されるよう

にする。 
   ○    

4. 維持管理の未処理分を沿岸警備隊の方針に沿って訂正し、今後 5
年間に実施されるプロジェクトのみが含まれるようにする。    〇    
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5. 2002年 10月 1日以降に維持管理費用として不適切に支出された
ものを把握する。これが調達・建設・改修に関するものであれば、

そのように修正する。その確認が取れたら、長官（Secretary）及
び議会に流用及び法律違反を報告する。 

  〇    ○ 

資料）DHS OIG（2008）Maintenance, Rehabilitation, and Upgrading of Shore Facilities in Support of 
United States Coast Guard Missions、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施

基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 沿岸警備隊は、監察総監の指摘及び勧告に対して同意を示し、具体的な対応策をとりは

じめていることを示している。監査報告書では、5件の勧告のうち 3件については、監察総
監室が沿岸警備隊による対応が十分であるかを判断するのに必要な詳細情報が提出される

までは継続するとしている。 
 
■現地調査を通じて得られた追加情報 
本監査には、局長及び監査マネージャーを含む 6 人が携わった。困難であった点は、沿
岸警備隊が調達・建設・改修及び維持管理に関する支出を正当化するのに十分な文書を保

持していなかったことである。なお、監察総監室では、沿岸警備隊により厳格な計画や統

制が導入されたことを監査の成果として挙げている。 
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（4）英国会計検査院 
NAOは、財務検査の過程で各省庁の内部統制報告書が財務省の作成した基準に沿って書
かれているかどうかを確認し、基準に沿っていない場合には指摘を行うこととなっている。

このような財務検査を年度毎に総括した報告書で、下院に提出される「財務報告及び管理 

会計検査院長の一般報告（Financial Reporting and Financial Management: General 
Report of the Controller and Auditor General、以下、『総括報告書』と呼ぶ）」では、財
務検査の過程で出てきた内部統制上の課題等に関する政府全体の傾向を述べている。近年

の総括報告書では、財務検査の結果として「条件付」の意見となった機関全体として、内

部統制上の不備があることを指摘している。ただし、財務検査の一環として行われる内部

統制報告書レビューは、内部統制報告書が財務省のガイドラインに添って作成されている

かを検査するものである。実際に内部統制報告書の不備について指摘している事例は発見

できなかった。 
他方、VFM検査においても内部統制に触れている事例が散見された。これらには、①政
府横断的なリスク管理について述べている事例、②個別機関の財務管理をテーマとした事

例、③個別機関に関するその他のテーマを扱った事例がある。②の EU における財務管理
に関する報告書が毎年出されている以外には、それぞれ 2～3件程度特定された。 
以下では、VFM報告書及び財務検査報告書をそれぞれ 1事例ずつ紹介する。 

 
【英国事例 01】ティーズサイド開発公社の業務及び清算 
 The Operation and Wind up of Teesside Development Corporation 

2007年 2月 
http://www.nao.org.uk/publications/0102/teesside_development_corp.aspx 

 
■概要 

 英国では、都市再生を目的とした都市開発公社が時限的に設けられていた。このうち最

大規模であるティーズサイド開発公社は、1987年～1998年まで活動を行っていたが、同
社の清算後の 2000年にその事業運営に関する懸念が示されたため検査を実施した。 
 検査の結果として、同社の不適切な行為や、ガバナンス上の問題点が明らかになった。

同社自体は既に清算しているが、同様の非府省パブリックボディを所管する省庁に対して

も示唆のある問題であったため、そのような省庁に対して勧告を行った。 
 

■経緯・目的 

 英国では、長期的に衰退がみられる都市の再生を図るため、1981年～1993年の短期間
に非府省パブリックボディ（Non-departmental public bodies）として都市開発公社
（Urban Development Corporations）を設立した。ティーズサイド開発公社（Teesside 
Development Corporation）は 1987年 9月に設立されたイングランド最大の都市開発公
社で、イングランド北東部約１万２千エーカーを対象としていた。同社を所管していたの

は当時の環境省（Department of the Environment）165であり、環境大臣を通じて議会に

対する説明責任を有していた。同社は 1998年 3月 31日をもって清算されており、その債
権・債務残高はニュータウン委員会（Commission for the New Towns）が引き継いでい
る。 
 同社は、その活動期間中、政府助成金を合計３億５千４百万ポンド、その他の収入（土

地や資産の売却によるものを含む）を１億１千６百万ポンド得ている。同社の活動の結果

として、地域に対して１１億ポンドの民間からの投資を呼び込み、１万２千人の雇用を生

み、１千３百エーカーの放棄地の利用につながった。 
 ところが、2000年 11月に北東イングランドを地盤とする 3名の議員とかつての契約者

                                            
165 当検査報告書公表当時は Department for Transport, Local Government and the Regions 
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が NAO に対して同社の運営に対する懸念を伝えてきた。NAO では、この懸念事項に基づ
き、同社の事業運営及び清算処理に対する検査を実施した。 
 
■検査範囲・方法 

 検査では、提示された懸念に関する記録に基づき調査を行った。具体的な実施内容は以

下の通りである。 
 環境省及びニュータウン委員会が保管する記録及びプライスウォーターハウスクーパ
ース（PricewaterhouseCoopers）から提供を受けた資料の評価。 

 同社の業務を請け負ったコンサルタント及び調査会社から提供を受けた資料の評価と
それらに対するインタビュー。 

 同社の元取締役会メンバー、幹部、政府職員、同省の再生局（Regeneration 
Directorate）、内部監査、財務部門及び会計アドバイザー、同社と取引があった開発業
者に対するコンサルテーションを実施。 

 開発公社に対して適用される財務関連規則について財務省へのコンサルテーションを
実施。 

 同社が存続期間内に主要な土地及び資産の処分に関する意見を地区の価格査定人
（District Valuer）から聴取。 

 
■検査結果 

 検査の結果として主な発見事項を示し、その他の発見事項として同社の財務管理及び清

算、ガバナンス及び説明責任、所管省による監視について述べている。それぞれの概要を

以下に示す。 
 
〇主な発見事項 

 同社は、財務省の許可を必要とする支払契約を許可なしで行ったり、用地の再生価値

（regeneration value）166を 4百万ポンドも下回る金額で販売するといった不適切な行為
が見られた。また、同社のガバナンスもより強固なものとすることが可能であったと見ら

れる。同社の最高経営責任者は自ら取引交渉を行い、理事会に対しても勧告をしていた。

理事会メンバーのうち、その責任を十分に認識していない者もいた。同社に対する監督責

任を持つ環境省は、同社の事業活動について認識していたにも関わらず、適切な介入を行

っていなかった。 
 
〇同社の活動に関する財務管理及び清算 

 同社では、1992 年～1993 年、1995 年～1996 年の 4 年間に、既に行われた支出を補
う目的で、次年度に受け取ることが見込まれる助成金を 1千 8百万ポンド～2千 9百万ポ
ンドを財務諸表に計上していた。このような助成金のうちの一部は、議会による議決がな

される前に見込み計上されていた。これは財務省のガイダンスでは認められていないが、

同社の最高経営責任者、財務局長及び外部監査人であるプライス・ウォーターハウス（当

時）も、助成金の見込みの計上は認められたものだとの間違った認識を持っていた。 
 清算に際しても不適切な行為が見られた。最高経営責任者が清算の 2 週間前に開発業者
に 50 万ドルの抵当権を与えたが、これは都市開発ガイドブック（Urban Development 
Guidebook）によって禁じられている。また、同社は秩序をもって、十分に小さい規模と
なって事業を終了することを期待されていたが、資産の処分等のプログラムを清算前に完

了していなかった。 
 
〇同社のガバナンス及び説明責任 

                                            
166 再生価値は、単に土地を手放すことによって収入を最大化するのではなく、開発公社の目的に沿った土
地の利用によって得られる最大の価額を反映することが期待されている。 
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 同社から理事会に参加するのはほとんど最高経営責任者のみであり、理事会としては十

分な情報を得ておらず、監視機能を果たせていなかった。また、最高経営責任者に対する

業績賞与も、清算された 1998年も含めて満額承認を行っていた。ただし、1998年につい
ては、理事会は約 6,800 ポンドを支払うとした決定を環境省の助言により見直し、最高経
営責任者は 1,700ポンドを返還している。 
 
〇所管省による監視 

 同社の事業に対する資金提供、モニタリング及びレビューの責任は、環境省の本部と北

東地方事務所（Government Office for the North East）が担っていた。同省は、同社の
事業に対する保証を理事会に依存しており、同社の財務情報の信頼性等の懸念は持ってい

たものの、介入を行わなかった。一方、北東地方事務所では、1996年時点で同社の清算に
向けての進捗に関する懸念を示しているが、最高経営責任者が清算に関する各プロジェク

トの明確な期限を示さなかったため、進捗を管理するのが困難であった。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 

 都市開発公社はもはや存在しないが、本検査を通じて監視やガバナンスに関する重要な

課題が明らかになったため、他の非府省パブリックボディを所管する省庁に対して以下の

ような勧告を行っている。 
 

図表 勧告と内部統制の基本要素 
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1．非府省パブリックボディの理事の任命にあたっては、理事の構成
を慎重にレビューし、機関の活動や財務、広範な事業等に関して

必要な能力が提供されるようにする。また、任命された人物の個

性を考慮した時に、健全なコーポレート・ガバナンスを実現する

ために十分なチェック・アンド・バランスが提供されるようにす

る。 

○       

2．理事会メンバーや幹部に任命された者に対して、公共部門におい
て必要な財務管理及び報告義務に関する十分な知識を提供し、特

に民間部門と公共部門との差異に注意を払うようにする。 
○  ○     

3．理事会が、業務に携わる幹部職員の助言を聞き、直接報告を受け
るようにし、最高経営責任者からの報告だけに頼らないよう勧め

る。特に、理事会としての承認を求められるような主要な意思決

定が専門知識に基づいてなされ、財務的影響について精査されて

いることを保証する。 

 ○ ○     

4．理事会が、公的資金の使用に対する十分な監視ができるよう、非
府省パブリックボディの活動に関して定期的に財務情報の提出を

受け、それをレビューしているかを確認する。また、非府省パブ

リックボディの活動に関する主要なリスクについて十分検討し、

必要な対応がとれているかどうかを確認する。 

 ○ ○  ○   

5．十分に独立的な監査委員会を設立し、内部統制枠組みや内部・外
部監査に関する監視の有効性についてレビューする。  ○ ○  ○   

6．所管省の職員を非府省パブリックボディの活動に関するモニタリ
ング責任者として任命することによって、包括的で効果的な監視

  ○  ○   
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を促進する。モニタリング責任者は必要に応じて他の専門家から

の助言を得る。 
7．定期的なリスク分析に基づき、所管している機関のうち最もリス
クが大きいところに焦点をあてて監視する。リスク評価には、例

えば、当該機関の特性、関連する公的資金の額、当該機関のコー

ポレート・ガバナンスの適切性、財務業績、内部・外部監査人に

よる報告書、省庁と機関との開かれたコミュニケーションといっ

たことを反映する。 

 ○      

8．機関の活動またはコーポレート・ガバナンスに対する重大な懸念
が生じた場合には、理事会（及び必要に応じて内部・外部監査人）

がそれに注目するようにするとともに、そのような懸念を解消す

るような適切な措置が取られたという保証または説明を得る。 

  ○  ○   

9．機関の清算に際しては、公共の利益を守るために独立的な立場か
ら主要取引、財務的義務、キャッシュフローに関する保証を得る。

また、清算に係る活動が重大である場合、清算が適切な方法によ

って成功裏に行われたことを保証するために理事会メンバーにな

ることを検討する。 

    ○   

10．最高経営責任者が理事会の勧告に基づき業績賞与を得る資格を持
つ場合には、適切なマネジメント及び公的資金の利用、主要な成

果を十分反映した業績目標となるようにする。 
○       

資料）NAO（2007）The Operation and Wind up of Teesside Development Corporation、金融庁・企
業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）（案）」を基に三菱 UFJ
リサーチ＆コンサルティング作成。 

 
 本検査報告に対する反応は示されていない。 
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【英国事例 02】歳入関税庁 2005-06年計算書 – 会計検査院長標準報告書 
 HM Revenue & Customs 2005-06 Accounts – The Comptroller and Auditor General’s 
Standard Report 

2006年 7月 
http://www.nao.org.uk/publications/0506/hm_revenue_and_customs_2005-06.aspx 

 
■経緯・目的 
 現在の歳入関税庁（HM Revenue & Customs: HMRC）は、関税局（HM Customs and 
Excise）と内国歳入庁（Inland Revenue）の 2機関を統合して 2005年 4月に設立された。
NAOでは、国庫及び会計検査院法（Exchequer and Audit Departments Act 1921）の
要請に基づき、同庁の財務報告書に関する検査を行った。 
 
■検査範囲・方法 

 NAOでは本検査において以下を実施した。 
・ 歳入関税庁の業務及び税金の流れに関する次のような調査を実施。 

 税還付を効果的に行うための課題に対する対応。 
 源泉課税（Pay as You Earn）の管理。 
 付加価値税に関する業者行方不明による不正（Missing Trader Fraud）167の管

理。 
・ 会計検査院長が同庁による租税システムの管理に対して全体的な意見をつけるため

に、国家会計検査法（National Audit Act 1983）に基づき VFM調査を実施。 
・ 歳入関税庁におけるリスク管理や情報システムガバナンスも含めた新しいガバナン

ス体制の評価。また、同庁の内部統制枠組みの質に関する保証を与えるものである内

部統制報告書の評価。 
・ 統合前の 2機関に関する前年度の報告書のフォローアップ。 
・ 税収に関する別の会計検査院報告書の内容を考慮。 

 
■内部統制に関する記述 
 本検査報告書では、同庁の内部統制報告書が財務省のガイドラインに沿ったものである

かどうかを評価している。内部統制報告書は、同庁が適切な評価システムを有し、収入･支

出を適切に行っているかを判断するための材料としても用いた。このレビューの一環とし

て、内部統制報告書が、検査過程で注目すべき重大な統制上の脆弱性を全て反映している

かの検討を行った。 
 同庁は、内部統制報告書の準備に関して効果的な手順を導入した。これは、各経営委員

会（Executive Committee）メンバーがそれぞれ内部統制報告書を作成するというもので
ある。次に、このような個別内部統制報告書に記載された内容の中でどれが庁全体として

の内部統制報告書に記載されるべき項目であるかを財務局長が検討する。一方、同庁の内

部監査部も内部統制報告書の精査に関するしっかりとした手順を構築した。また、監査委

員会は、財務局長及び内部監査部のレビュー手順を利用して、内部統制報告書を評価し、

疑問を投げかけるといったことを行っている。 
 本検査報告書は内部統制報告書の不備を指摘しているものではないが、レビューした内

部統制報告書には、同庁が直面する重大な統制上の脆弱性の問題が数多く示されているこ

とについて紹介している。本検査報告書では、このうち税還付、収入に応じた支払、業者

行方不明に関する不正について、それぞれの制度概要、管理体制、直面している課題等に

ついて検討を行っている。 
 
                                            
167 付加価値税に関する組織的詐欺で、被害金額としてはかつてないほど大きいもの。 
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■指摘・勧告及び機関の反応 

 本検査報告書では、検査の結果としての勧告及び同庁の反応については示されていない。 
 
 以下では、本検査報告書のレビュー対象となった内部統制報告書の概要を参考として示

す。 
 
図表 ＜参考＞歳入関税庁の 2005-2006年計算書における内部統制報告書の概要 

1. 責任の範囲 
（規定の文言を引用しているため省略） 
 
2. 内部統制制度の目的 
（規定の文言を引用しているため省略） 
 
3. ガバナンス 
昨年の歳入関税庁の設立に伴い構築された幹部によるガバナンス構造は、継続的に発展し、戦

略的リーダーシップをとる。このガバナンス構造は、以下で構成されている。 
・ 執行委員会、評価局機関（Valuation Office Agency）の最高執行責任者、非常任委員から
なる「理事会」。経営会議の役割は、庁の戦略的方向性を定め、幹部に助言を行うことであ

る。 
・ 歳入関税庁の主要な意思決定会議である「執行委員会」。委員は庁全体から選任される。 
・ 歳入関税庁の日々の業績に関する監視を行うことによって執行委員会を支援する「運営委員

会」。 
・ 非執行理事会メンバーからなり、会計官に対してリスク管理、内部統制、ガバナンス及び関

連する保証業務に関する助言と支援を行う「監査委員会」。 
・ 組織の社会的責任に関する行動計画立案及び実行の監視を組織横断的に行う「組織の社会的

責任運営グループ（Corporate Responsibility Steering Group）」 
・ 職員に関する全ての側面に保証を与え、独立した観点や戦略的な見方によって庁の方針や制

度が恩恵を受けることを保証するような「職員委員会（People Committee）」 
・ 歳入関税庁がさらされるセキュリティ・リスクや脅威をモニタリングし、管理する「セキュ

リティ委員会」 
・ 任命、継承計画、幹部公務員に関する問題について検討する「幹部任命委員会（Senior 

Appointments Board）」 
 
4. リスクマネジメント 
 歳入関税庁のリスクマネジメントの仕組は、新しいビジネスモデルや支援プロセスが組み込ま

れ、本年を通して発展と改善が見られた。 
 
○リスク管理能力 

 執行委員会は、歳入関税庁のリスクマネジメント枠組みに関して積極的な役割を果たした。監

査委員会は、内部監査部門及び NAO検査の結果を受けて、ガバナンス及びリスクマネジメント
のレビュー等において中心的な役割を果たした。 
 
○リスク及び統制枠組み 

 リスクマネジメントに関する仕組が設定され、全職員がイントラネットを通じてリスク管理に

関する原則、手順及び説明責任の情報にアクセスできるようになった。 
 
5. 統制 
 異なる部門が協力できるようなバランスのとれた組織作りのために新しいビジネスモデルを

導入したことは、2004－05年の内国歳入及び関税・租税の内部統制報告書で既に報告した。こ
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のビジネスモデルは 2005－06年においても発展した。このビジネスモデルの成功は、36人の
局長が、それぞれの担当領域のリスク管理や業績に関して責任を持つだけでなく、歳入関税庁の

変革に対して共通の責任を担うことができるかどうかにかかっている。 
 本年、これらの局長たちは、リスク、統制及びガバナンスに関して様々な役割を果たし、多く

の進展が見られた。 
 
6. 有効性に関するレビュー 
 私は主任会計官（Principal Accounting Officer）として、内部統制の有効性についてレビュ
ーする責任を有する。私のレビューは、歳入関税庁の内部統制の発展や維持の役割を持つ管理者

たちや、内部監査部門、NAOからの情報・コメントに基づき形成される。本年のレビューの結
果、統制上の脆弱性（control weakness）が数多く特定された。以下、それぞれの内容につい
て詳述する。私は、このような問題を解決するための計画を優先する。 
 
（以下、具体的な記述内容は省略する） 
○2004－05年の内国歳入庁報告書に示された事項に対する最新情報 
○2004－05年の英国関税局報告書に示された事項に対する最新情報 
○2005－06年に新たに特定された事項 
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（5）ドイツ会計検査院 
BRHでは、国会に対する年次報告（Jahresberichte）を作成し、個々の検査事案をまと
め、一般にも公開している。ただし、公開される事例は全体の検査活動のごく一部に限定

される。毎年の年次報告において、内部統制（interne Kontrolle）に関する記述を検索し
たところ、以下の 4つの事例を発見した。 

 
図表 BRHの検査結果の推移 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
（A）年次報告掲載事例 96 84 119 80 55 84 81 95 58 
 ①第 2章に掲載 74 64 85 58 42 40 55 54 25 
 ②第 3章に掲載 22 20 34 22 13 44 26 41 33 
（B）うち「内部統制」の
記述があるもの 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

 ②第 2章に掲載 1 1    1    
 ③第 3章に掲載  1        

 
 
事例番号 掲載年次報告 テーマ 

01 2005 年度年次報告 
【第 2章】 

連邦政府機関における内部監査部署設置の不足 
Unzureichender Einsatz Interner Revisionen in der 
Bundesverwaltung 

02 2001 年度年次報告 
【第 3章】 

予備検査事務所の職務の利用 
Verwendung von Stellen der ehemaligen 
Vorprüfung 

03 2001年度年次報告 
【第 2章】 

税務署による税収に関する情報の評価 
Auswertung steuererheblicher Informationen 
durch die Finanzämter 

04 2000年度年次報告 
【第 2章】 

連邦賃貸住宅における賃貸価格の形成と適合 
Mietpreisbildung und -anpassung bei 
Bundesmietwohnungen 

 
なお、年次報告は、3部構成となっており、第 1章では一般的な財務管理の問題が取り扱
われ、第 2 章では省庁ごと及び資本参加している企業ごとの特定の監査結果が、第 3 章で
は連邦議会にて決議されるべき勧告内容を含まない、その他の監査結果が取り扱われてい

る168。上記のとおり、今回発見した事例は、第 2章あるいは第 3章において記述されてい
た。以下では、年次報告で取り上げられた内部統制及び内部監査に関する記述の概要を紹

介する。 
 
【ドイツ事例 01】連邦政府機関における内部監査部署設置の不足 
 Unzureichender Einsatz Interner Revisionen in der Bundesverwaltung 

2005年度年次報告（ドイツ語版）p.107-109 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte

/bemerkungen-2005.pdf 
 
■概要 

 内部監査が組織運営の手段としての機能を有することは、いまだ十分に理解されていな

い状況である。また、政府機関がリスク分析を誤ると内部監査部署の設置や内部監査計画

の立案、そして実施において不備を招く。BRHは、内務省に対し、行政機関における内部

                                            
168 鈴木豊（2005）「政府監査基準の構造」 
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監査の仕組の構築と持続効果のある支援を求める勧告を行った。 
 
■経緯・目的 

 内部監査とは、リスクの管理やチェックならびに分析や統制を行うための政府機関運営

の手段である。内部監査は業務実施を支援し、また透明性に配慮し、行政の健全性に寄与

するものである。内部監査は、例えば行政活動には最低２人の公務員がかかわらなくては

ならないという「4つの目原則」や、特定の決定や文書は決定権のある職員による承認ある
いは署名を必要とする「署名契約留保（Zeichungsvorbehalte）」及び「官制（Controlling）」
等の政府機関の内部統制制度の適用状況及びその有効性について調査する。内部監査の最

も重要な機能の 1 つは予防である。それは政府機関の全ての実施業務やプロセス及び決定
は内部監査に対して公開されるため、監査の脅威にさらされるためである。 
 各 省 庁 の 次 官 級 に よ り 構 成 さ れ る 連 邦 政 府 行 政 組 織 の 指 導 委 員 会

（Lenkungsausschuss）は、1998年に連邦行政内における内部監査部署の設置を支持し
た。その構築のための根拠は、連邦行政における腐敗防止についての連邦政府方針で示さ

れている。 
 BRHは、政府機関における内部監査の実施状況とその効果について横断的に調査した。 
 
■検査範囲・方法 

 BRHは連邦行政における内部監査の実施状況と効果について横断的に調査した。その際、
自らの経験、政府機関や企業の慣行及び学術的文献から導き出された、内部監査のあるべ

き姿を基に実施した。その具体的内容は以下のとおりである。 
・ 内部監査部署は管理・チェック手段として、組織の権限系統に直接設置されるべきで

ある。その責任者は特殊な情報・統制・チェックの必要に適うよう、内部監査体制を

整えるべきである。調査活動は原則的に政府機関の全分野を対象にしているが、特に

経営、業務、リスクマネジメント及び内部統制制度について調査する。さらに、内部

監査は腐敗防止の課題について対処する場合もある。上位の権限者は業務監督・専門

管理の際、合法的かつ効果的な監査作業について配慮する必要がある。 
・ 内部監査を担当する組織や業務に関する評価において基礎となるのは、リスク分析で

ある。政府機関は起こりうる損失規模やその発生確率について、自身の業務に内在す

るリスクを把握し評価する。内部監査の実施分野を把握するために、こうして把握さ

れたリスクを既存の内部統制制度の要素と対比する必要がある。リスク分析の結果は

業務計画立案の基礎としても利用される。 
・ 内部監査に向けては年次業務計画の作成が必要となる。これには行われるべき調査内

容、日程及び範囲の計画が含まれ、上位の権限者の承認を必要とする。年間業務計画

は内部監査業務についての指針であり基礎でもある。業務計画年度末に、内部監査部

署は上位の権限者に対し、実施した全調査と重要な結果についての年次報告を提出す

る。 
・ 内部監査部署は、自らの業務について明確に構造化されたモデルに従って組織しなく

てはならない。内部監査部署は原則として調査について事前に予告する。続いて実態

を突き止め、それを評価し、調査で確認したことについて調査対象部署と共に議論す

る。そして結果について報告書を作成する。内部監査は偏見を避け独立性を維持する

ために、政府機関の課題処理に包括されてはならない。内部監査の課題や義務、権限

は当該政府機関内部の行政規則によって規定される。内部監査にとっては、調査に必

要な全ての情報へ無制限のアクセスが可能であることが特に必要である。人員配置は

政府機関の業務のために算出されたリスク分析の結果に基づいて行われる。効果のチ

ェックも内部監査部署の任務である。このとき内部監査部署が行った提案や勧告が実

施されているかどうか、どのように実施されているか、そして意図する効果はみられ

るかどうかが継続的にチェックされる。 
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■検査結果 

 BRHは、連邦行政を担う多くの政府機関において、内部監査部署の任務や業務実施方法
についての基本的理解が未だ不十分であることを確認した。内部監査は特にマネジメント

を支援する手段として認知されていない。政府機関が業務に内在するリスクの分析を事前

に行わずに、内部監査部署の設置及び業務計画内容の決定を行っている場合が多くあった。

時には、リスク分析から誤った結論を導くこともあった。 

 連邦省庁は、既存の事業分野の担当部局を様々な形で再構築することによって、当面の

内部監査体制を設置した。ある場合には、先導した担当部局が効果的な構造構築に向け、

目標とした基準値や支援体制を定めることで貢献した。他方、担当部局が支援を得られな

かったケースも見られた。目標値の設定が部分的、事後的であったために、部局の管理は

限定的にしか行われなかった。 

 内部監査部署の組織構成は統一されていない。過半数の部局では、内部監査を部局業務

における職員として採用することを決定していた。しかし、実際の採用は特定の業務に限

定されないものであった。BRHは、内部監査が部局の課題処理に包括されている事実を幾
度も確認した。また、内部監査、腐敗防止任務と内部統制制度間の線引きは多くの場合明

確ではなかった。 

 内部監査部署は政府機関運営者とともに作成した年間業務計画を全て用いていたわけで

はない。また、年間業務計画が手元にあっても、その内容が現在のリスクの計画的分析を

基に調整されることは限定的であった。部局は大体の場合内部監査に向けた業務仕様書や

手順規定を持っていなかった。時に、部局はそのつど連邦省庁の政令や業務規定を用いる

ことがあった。 

 調査対象における内部監査部署の人事配置は、基準のモデルに従っていなかった。内務

省の担当分野内の複数の部局では、独自の内部監査部門の設置を断念し、代わりに調査活

動を他の部局に委譲した。BRHは、関連領域の内部監査担当者の養成と研修が多くの場合
各部局に任せられていることを確認した。省庁が所掌分野の統一標準を用意した例もわず

かにあった。 

 BRHは、内部監査の有効性や業務方法の計画的な評価に関する方針を発見できなかった。
また、年次報告も目標に基づく、体系的な効果・システム統制の基礎として利用されてい

なかった。 
 
■指摘・勧告及び機関の反応 
 BRH は、内部監査は組織運営を支援する手段だと考えている。また、内部監査業務は、
行政機関の経済性、合規性に大きく寄与するとみている。BRHは内部監査を強化すること、
その効果を向上させること、その認知に貢献することが重要であると考えている。 
 連邦行政において内部監査の包括的な目標や機能が定められていないため、部局におけ

る認識が不十分であったり、誤っている場合がある。内部監査が部局運営の監督・統制手

段として理解されていない場合がたびたび見られた。BRHは、内部監査に対する認識の不
足が、不十分な内部監査の本質的な原因であると認識している。 
 BRHは、連邦行政を担う省庁における内部監査をより効果的で持続的な手段へと発展さ
せるために、内部統制のあるべき姿を考慮すること、また必要な措置を講じることを勧告

した。BRHはその際、事実に即したリスク分析が主要な構成要素となると考えている。各
部局は、それぞれに特有の潜在的リスクとその発生の可能性を認識し、これまでの手段の

適用が内部監査に適しているのかどうか確認するために、リスク分析に取り組むべきであ

る。BRHは、より上位の政府機関に専門的な、そして業務における監督を内部監査にも適
用することを勧めた。 
 調査結果に基づいて、BRHは、内務省に対し監査規則のモデルを開発し、各省庁に適切
なリスク分析のためのガイドラインを提供することを提案した。加えて、政府機関に対し
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て支援や指導を提供するために、内務省が組織的問題の担当省庁として重要な役割を担う

必要があるとの判断を示した。 
 内務省は、内部監査の任務や目的についての BRHの指摘に同意し、内部監査の業務や実
施方法、内部監査の効果イメージにも賛同した。内務省の見解によると、内部監査をスタ

ッフオフィスとして組織すること、部局運営者の直接の監督下に置くことは強制ではない。

内務省は自ら一連の組織を選び、そのことに関してよい経験を得たという。連邦行政に向

けたモデルとなる監査規則を策定し、適切なリスク分析のための手引を与えるべきという

BRH の提案については、内務省は、組織的問題に関する委員会（Ausschuss für 
Organisationsfragen：AfO）において代表を務めた連邦部局が、2004年 5月にそのよう
な手引書の作成は意義をなさないとみなしたと指摘した。 
 
【ドイツ事例 02】予備検査事務所の職務の利用 
 Verwendung von Stellen der ehemaligen Vorprüfung 

2001年度年次報告（ドイツ語版）p.215 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte

/bemerkungen-2001.pdf 
 
■概要 

 連邦議会予算委員会の要請により、BRHは、予備検査事務所廃止後に設置された 185の
職務について検査を実施した。その結果、51.5%の職務が目的に合致せずに設置されたこ
と、あるいはその他の理由から必要がないということを確認した。 
 
■経緯・目的 

 予算法持続発展法によって外部監査は 1998年 1月 1日に新しい形式となった。BRHに
所属する９つの地方検査事務所が、連邦政府機関の予備検査事務所に代わり設置された。

この改革の目的は、その時点まで予備検査事務所が引き受けていた外部会計検査の全ての

任務を地方検査事務所に引き継ぐことと、9つの組織形態においてより効果的に検査を実施
することである。 
 予備検査事務所についての計画は、もともと合計 1,500 の（予算認定された）職務を予
定していた。予算法持続発展法は 900 のポストを地方検査事務所に割り当てた。したがっ
て、415のポストは削減されたことになる。その他 185のポストは内部統制・監査手段の
構築のために部局のもとに残された。連邦議会予算委員会（Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestag）は、後者について、「今後廃止される 2001年 12月 31日－かつ
ての予備検査」（kw 31.12.2001- ehemalige Vorpruefung）という覚書を用意し、BRH
に 2001年次予算の決議までにその必要性と利用について意見を表明するよう依頼した。 
 
■検査範囲・方法 

 BRH は 2000 年に内部統制・監査手段の構築についての構想を調査した。BRH は、特
にどのような任務のために 185のポストが設置され、場合によっては省庁が保有している、
またはこれから生じる予備人材がこの任務に活用できるかどうかについて調べた。 
 
■検査結果 

 BRHは、51.5%の職務が目的用途に従わずに設置されたこと、あるいはその他の理由か
らこれ以上必要がないということを確認した。BRHはこれらの職務について遅くとも2001
年 12月 31日までに取りやめることを勧告した。 
 連邦議会予算委員会は、BRHによる報告を2000年 11月16日の会議において承諾した。
BRHの助言に従いポストの削減は部分的に既に実行されている。この残りは遅くとも2001
年末までに実施される予定である。この結果、年間 500 万ドイツマルク以上の支出削減に
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つながる。 
 
【ドイツ事例 03】税務署による税収に関する情報の評価 
 Auswertung steuererheblicher Informationen durch die Finanzämter 

2001年度年次報告（ドイツ語版）p.113-115 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte

/bemerkungen-2001.pdf 
 
■概要 

BRH は、1993 年に税務署による通知やその他の税収に関する評価について多くの不備
を指摘した。BRH は、2000 年に税金通知手続部門について再度調査を行い確認したとこ
ろ、当時の勧告に反し、民間会社の共同経営者の所得税のための課税基準についての通知

の評価状況は改善されていなかった。税収に関する情報の評価が不十分で遅延もあり、ま

た不適切であったことにより、税金は期限以内に全額が徴収されなかった。このような状

況を受け、さらなる税金の徴収漏れを防ぐため、省庁は各州の高等税務署に業務及び部門

監査での税収に関する情報について改善し、通知と評価を効果的に行うよう要請した。 
 
■経緯・目的 

 地方税務署は、国税通則法の規定に従い税を一律に定め徴収しなくてはならない。特に

税を減額することのないよう保証しなくてはならない。地方税務署は、課税プロセスにつ

いて十分な情報を獲得する場合にのみ、この任務を実施することができる。そのため、担

当部署・担当者間で課税プロセスに関する知識を共有し、活用することが不可欠である。 
 BRH は、1993 年の年次報告の中で、税務署による通知やその他の税収に関する情報の
評価について多くの不備を指摘した。BRHは、必要な証明書類の作成や伝達および評価を
改善する必要があるとの立場を取った。会計検査委員会はこの報告に同意を示した。ドイ

ツ連邦議会の財務委員会も BRHの報告に関与し、省庁に対し、それに対し立場を明らかに
するよう要請した。財務委員会の報告によると、省庁は各州の問題を討議することを承諾

した。 
 BRHは 2000年、省庁が承諾内容を維持したかどうか、そして所得税のための課税基準
についての通知（ESt 4B通知）の伝達と評価の現状が過去と比べ改善したかどうかを調査
した。 
 
■検査範囲・方法 

 BRHは、このような通知の主要な使用状況例、民間会社に対する出資者への分配状況を
調査し、以下のことを確認した。 
 省庁はドイツ連邦議会の財務委員会に対する承諾に応じて、各州と通知手続の改善につ

いて交渉した。1994年に設立された作業部会組織もそれに参加した。しかしながら、今後
起こりうる不備に対応するための措置は依然として欠けている。作業部会は 6 年を経ても
必要な総括を終えておらず、提案を提示できていない。これまでに練られた構成は、各州

の申告が不足しているため重要な点に関して不十分であり、それゆえ引き続く論議のため

の信頼できる基準ではない。 
 地方税務署は、依然として課税基準についての通知を十分に実施していない。地方税務

署は、重要な税制上の影響をともなう過年度の通知を、公開の 6 か月以上後に評価してい
た。それに加えて、地方税務署は所得税法第 15 条 a 項（EStG§15a）の適用にあたり、
損失分の考慮についての報告を怠ったため、適切な通知が行われなかった。個々の事例に

おいては、国税通則法第 10 条 171 項に定められた中間確定消滅時効（zwischenzeitlich 
eingetretenen Festsetzungsverjaehrung）を理由として、通知を評価することができな
かった。不備によって生じた徴税の不徹底は相当な数に及んだ。さらに、特に前払いの遅
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延により利子損失が生じていた。 
 同通知の取り扱いについて、連邦政府における統一的な通達は存在しない。なおいくつ

かの州規定には、通知は原則的に遅延のないよう、そして優先的に評価されるべきである

と指摘されている。しかしながら、これには具体的な日程に関する規定が示されていない。

したがって、いつ詳細な通知を行うかは各担当者の裁量に委ねられている。通知の公開や

評価を一律的に監視することは定められていない。 
 同通知は、申告手続の業務フローを含んでいた。そのフローに関する知識は、出資者の

税額の査定の際、必ずしも必要とは考えられていない。しかしながら、担当者は通知の評

価の際、個々の申告が税収に関するものであるか調査しなければならなかった。このこと

が通知の評価を大変難しくした。一方、重要な通知の優先的な処理が可能である申告、例

えば変更した通知における従来の収入総額の申告は不足していた。 
 さらに、評価指標が欠けていたために、各税務署によって発送された通知の内容につい

ての内部統制は十分に行われなかった。通知の手続はそれゆえ世論・相場などの影響を受

けやすかった。通知された結果報告に対する課税基準は拘束力があるので、重要でない個

別の報告は多大な税制上の影響につながった。手続の信頼性のためにこれまで取り組まれ

てきた論議は実現化されなかった。 
 
■検査結果 

 BRHは、追加的な措置なしに、通知手続も評価の質も改善できないという見解を表明し
た。加えて、様々な組織の報告の中で確認された抗議の種類や頻度は、構造的不備を露呈

した。それゆえ BRHは、省庁に向けて、さらなる税金の徴収漏れや利子の損失を防ぐため、
各州の高等税務署のもとで法及び部門監査の枠内で、税金に関する情報についての通知の

改善を重点的に目指すように喚起した。 
 特に、税務署内及び税務署間の通知作成と評価は、自動化された手続により適切に支援

され、プログラム技術を使った統制手段により監視されるべきである。例えば、通知の公

開や評価のための能率的、統一的監視手続が欠けている。これまでの財務行政に対する支

援手段は、効果的な監視のためには十分ではなく、不完全な評価の誘因となる。BRH は、
通知の電子的伝達のための条件を満たすように勧告した。加速化した伝達により、本質的

に迅速な評価が可能になる。 
 BRHはさらに、完全で、優先的な ESt 4 B通知処理のための統一的な原則の策定を提案
した。それでも、もしやむを得ない理由によって通知が適時に評価できない場合には、少

なくとも前払いの適合性の検討が行われていることの証明が必要となる。通知の偽造が行

われやすいことを考慮すると、指令の中で手続きの信頼性を確立するための規制があらか

じめ備えられておかれるべきである。それに加えて、BRHの見解によれば、デジタルの分
類番号や自動化したフィードバック手続といった予防のための技術的な方法が強化され活

用されるべきである。それによって、指示された部署は活用状態について把握する。 
 BRHは、作業部会組織が通知手続改善のために 1994年に着手した討議を―現状の確認
を考慮に入れた上で―これ以降遅延なく終結に導くとの予測を表明した。BRHは、担当部
局の運営部によって承認された提言が、各州において迅速に実現化されることが不可欠で

あると捉えた。  
 省庁は、BRHの確認について作業部会“組織税”で各州と論議した。その報告によると、
各州には多大な組織的、技術的差異が存在するために、BRHが求めていた自動化された監
視手続は現時点では実現が不可能であると考えられるとのことであった。BRHのさらなる
勧告は、基本的には不要で非経済的であるとして否決された。しかしながら、税収に関す

る情報の通知のため、適時に所定書式の記入用紙が作成され、必要に応じて州をまたいだ

用紙の統一を行うため、内容の一致について検査されるべきである。 
 BRHの勧告に対する作業部会の反論は、何年も前より存在した多くの不備やそれに関連
する税金の徴収漏れを考慮に入れると、説得力がない。指摘された不備は、BRHの見解に



 - 225 -

従い、速やかにそして持続的に改善されるべきである。作業部会は、すでに 1994年末に緊
急に対応する必要性を認識していた。適時な処理と通知の偽造に関する信頼性にむけた

BRH のさらなる提言は不要であり不経済的であるとする連邦省の指摘に対して、BRH は
同意することはできない。経済性の問題は、まさに予防措置によって始めからではないが

確実に対応できる。連邦省は、各州の高等税務署に BRHによって提案された措置を速やか
に実行に移すように要求する立場を取っている。必要であれば、連邦省は各州において必

要な統一的ガイドライン作成も目指すべきである。 
 
【ドイツ事例 04】連邦賃貸住宅における賃貸価格の形成と適合 
 Mietpreisbildung und -anpassung bei Bundesmietwohnungen 

2000年度年次報告（ドイツ語版）p.110-112 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte

/bemerkungen-2000.pdf 
 
■概要 

 不動産管理局（Bundesvermögensverwaltung）において、政府が所有する約 78,000
件の賃貸住宅に関して、明らかに市場水準を下回った賃貸料が設定されている事例が数多

く見られた。財務省が 1996 年まで基準値（Orientierungsgrößen）を意図的に低く定め
ていたことがこれに大きく影響している。また資産局（Bundesvermögensamt）も、賃貸
料の設定に関して、立地や物件状況等が賃貸料を引き上げる効果について考慮していなか

った。不動産管理局では、建設政策との調整が不十分であったため、住宅リフォームの費

用を迅速かつ広範に賃貸料に反映してこなかった。これにより、政府は、調査対象となっ

たケースにおいて、数百万ドイツマルクの賃貸料収入を逃していたことが明らかになった。

BRHは、財務省に対し政府所有住宅の賃貸からの適切な収入について注意を払うよう勧告
した。 
 
■経緯・目的 

 政府の共有土地資産には 1999年末の時点で、約 78,000件の賃貸及び用途が決められて
いる連邦住宅があった。財務省の内部評価によると、この住宅の約 44%が住宅扶助の枠内
で国家公務員に賃貸されていた。残りは（13％程度の空き状態）主に他の方法で賃貸され
た。賃貸料支払の設定を含む住居の管理は、不動産管理局の役割である。不動産管理局は、

賃貸料に関する法律の一般有効規程及び財務省の特別規準をもとに方針を決定しなければ

ならない。2000 年度には管理、投資、人件費及びその他の費用に対応する 4 億 6,400 万
ドイツマルクの賃貸料収入が計画されていた。 
 
■検査範囲・方法 

 1998年に BRHは 5つの地方検査事務所と協力し、政府が所有する住居からの賃貸収入
が適切で市場条件に適合した金額に到達しているかを検査した。BRHは更に賃貸料の決定
に関して資産管理の実施方法を検査した。 
 BRHは、政府が所有する住宅の賃貸料は、基準値に基づいて実施されており、多くの場
合で明らかに市場水準以下であることを確認した。この市場水準は一般に公開されている

データから読み取ることができる。（予算委員会によって 1994年に承認された）財務省の
規準によると、賃貸料はその場所の比較賃貸価格の下限を下回ってはならないとされる。

もしこの下限を算出するのが不可能な場合は、賃貸料はその場所の比較賃貸価格の平均値

より 10％低く設定することができた。 
 財務省の規準の他にも、行政レベルにおける不十分な運用も十分な賃貸料収入が達成さ

れなかった原因であった。例えば、賃貸価格一覧表のない複数の場所で、最も低額の賃貸

価格に基づいて、設備や質の差を十分に考慮することなく価格方針が決定されていた。さ
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らに個々の政府所有の賃貸住宅において、質の向上として認められる要素があるにもかか

わらず、賃貸料の上乗せ分が徴収されないことが多かった。 
 財務省が達成に努めていた、引き下げられた水準さえも「昔からある州（ドイツ統一以

前から存在する州）」においては 1998年に連邦賃貸住宅のわずか 4分の 3においてのみ達
成されていた。これに関して決定的だったのは、財務省が 1996 年 3 月までに「昔からの
州」に向けて比較的長い間隔で、また限定された割合による限度のみによって賃貸価格を

設定したことである。このことは連邦住宅の賃貸料が一般的な賃貸価格の上昇と歩調を合

わせることができなかったことにつながった。財務省はさらに、それが非経済的であるに

も関わらず、1998年に向けて決まっていた賃貸料の引き上げを保留した。こうして 1996
年以来、財務省によって予定されていた、賃貸料引き上げの完全な実施はできなかった。 
 BRHはさらに、リフォーム後の政府所有の住宅用の賃貸料の適合は、関係部署の協力の
不足によって延期され制限されたことを確認した。リフォーム措置の実施を担当する財政

建設管理（Finanzbauverwaltung）は、多くのケースでリフォームの費用を個々に課さず、
維持費用をどこまで賃貸料に割り当てることが可能かに関して十分な基準を設けなかった。

不動産管理局による、連邦資産管理に関するリフォーム費用の報告が著しく遅延すること

が多々あった。多くの場合、不動産管理局は情報基盤の不足を改善するための十分な努力

を行わなかった。極端な場合、リフォームの終了から賃貸料の引き上げ実施までに 3 年以
上の期間があった。さらに、不動産管理局は、近代化措置に関連して不動産管理局自体に

発生した管理費用・計画立案費用を割り当てが可能な費用へ算入することを怠った。BRH
の検査で取り上げられた約 2,800 件の連邦賃貸住宅に関してだけでも、過去数年間の近代
化費用を十分に算入しなかったことによりおよそ数百万ドイツマルクの財政損失につなが

っていた。 
 
■検査結果 

 BRHは連邦政府に対して重大な金銭的損失に対する注意を促した。平均以下の賃貸料の
基準による決定を通して徴集された収入は、関係省庁における管理プロセスの中で生じた

損失に当てはまる。 
 BRHは財務省に対し、連邦住宅のための市場における賃貸料設定に限定した規則の委託
を勧めた。検査院は財務省から命じられた、1998年の賃貸料の適合の停止を非難し、即座
に現行の賃貸料適合へ戻すことを要求した。BRHはそれに加えて、完全かつ時代に即した
賃貸収入の徴収について、不動産管理局がより自覚的になることが必要不可欠であるとし

た。 
 賃貸料の近代化費用からの割当額不足を顧慮して、財務省が建設管理担当の交通、建設

及び住宅問題に関する省庁と共同で、近代化費用の把握と制限を改善するよう、BRHは勧
告した。建設管理と資産管理の間での集約的共同作業を通して、急速で広範囲にわたる費

用の割当のために障害は撤廃され、そして連邦資産管理における管理プロセスは加速した。 
 財務省は意見表明のなかで、賃貸料設定及びその適合の際の過失と不履行が生じうるこ

とを認めた。それは、不動産管理局（新しい州における新たな管理局の設立や高度な人員

変動）の活動に特別な困難という意味合いを強調することとなった。そのうえ、連邦にお

ける住宅賃貸に関する経済性についての考察が、かつて支配的だった住宅管理に比べて

徐々に重要性が増したことを認めた。最終段階として、不動産管理局は 1999 年 2 月布告
とともに、賃貸料形成において法的な実現の可能性を考慮し、その土地に特有の比較賃貸

料適応を達成するよう努めることを通知した。さらに、財務省は、不動産管理局が比較賃

貸料の不足分を処理すべきだとの考えを表明した。 
 近代化の割当額（Modernisierungsumlagen）の確定と徴収の際、同様に認められた不
足分について財務省は、交通、建設、住宅制度に関係する省庁とともに共同作業のための

手引きを作成した。 
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（6）フランス会計検査院 
 CDCが公表している報告書のうち、内部統制（contrôle interne）に関する記述が含ま
れるものとしては以下があった。 
 

図表 CDCによる報告書のうち内部統制に関する記載があるもの 

報告書名/発行年 2000
年以前 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

国家会計監査証明報

告書/国家会計報告
書 

    1   1 1 1  

年次検査報告書  1 1 1 1 1  1 1 1 1 
社会保障財政法実績

報告書  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

社会保障会計監査証

明報告書       1 1 1 1  

個別テーマ検査報告

書 1 1   1   2    

公共助成金援助を求

める機関の統制    1 1 1   2   

 
 これらのうち、タイトル等から内部統制に関する十分な記載があると判断される事例に

ついて紹介する。具体的には、国家会計監査証明報告書、年次報告書、社会保障財政法実

績報告書の事例を取り上げる。 
まず、2006年度以降毎年発行している国家会計監査証明報告書には内部統制に関する章

が設けられており、この中で内部統制及び内部監査それぞれに関する記述が見られる。以

下は 2008年度の報告書の構成であるが、これは 2006年度～2008年度でほぼ同じである。
内部統制及び内部監査については各年度の「第 II 章 詳細な意見の根拠」の中の「計算書
に関する留保」の項目に記されている。 
 

図表 2008年度国家会計監査証明報告書の構成 
導入 Introduction 
第 I章 2008年度国家会計に関する CDCの意見 
     Position de la Cour sur les comptes de l’État de 2008 
第 II章 詳細な意見の根拠 
     Motivations détaillées de la position 
 A. 2007年度計算書に関する留保のクローズ 
    Levée de réserves formulées sur les comptes de 2007 
 B. 2008年度計算書に関する留保 

Réserves formulées sur les comptes de 2008 
第 III章 2008年度計算書記録の検査 
     Compte rendu des vérifications sur les comptes de 2008 
添付資料 Annexe 
資料）Cour des comptes （2009）Certification des comptes de l'Etat（exercice 2008） 
 
内部統制及び内部監査については、これらが留保の項目に含まれることからもわかるよ

うに、CDC では 2006 年度以降、各省の内部統制及び内部監査に関して「実質的留保
（réserve substantielle）」を表明している。この理由は、内部統制及び内部監査に係る省
内の仕組みが十分でないとの判断に起因していることがうかがえる。例えば、2008年度の
報告書では「会計・財政上の内部統制及び内部監査に関する省庁の機能の不足が計算書に

関する実質留保の継続につながる」としている。しかしながら、これらに関する具体的な
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記述内容は、政府全体あるいは特定の省の現状に関する概要に留まっており、詳細な状況

や勧告は記載されていない。 
年次報告書は、各省庁に関する業績検査からの監察事項等が記載され、大統領と国会に

対して提出される169。直近の年次検査報告書の構成及び取り上げた事例の対応は以下のよ

うになっている。 
 

図表 年次検査報告書（2009年 2月）の構造及び事例 
第 1部 CDCの検査 
第 1章 公共財政の状況 
経済危機における公共財政 
第 2章 行政サービスと公的機関 
土地台帳データベースの決定 
国家会計管理････････････････････････････････････････【フランス事例 04】 
国有不動産の委譲 
INCAの再編 
個人医療カルテ GIPの管理 
国立地理学院 
フランス養子縁組機関（他） 
交通インフラ融資機関 
行政刷新のための監査 
フランス印刷局（la documentation française）と官報 
第 3章 地方セクター 

CEPLの借金に伴うリスク 
地方公共団体運営の指揮と統制 
パリ市地区暖房の公共サービス 
予算統制手続の限界 
海運ライン「ディエップ＝ニューヘイヴン」 
第 4章 公共政策 
財政部門の統制・調節機関････････････････････････････【フランス事例 05】 
大学による不動産管理 
スポーツの変化に伴う政府とスポーツ連盟 
プロスポーツ選手の権利報酬 
住宅 1%の争点 
雇用者主導の教育制度 
養護施設の需要への対策 
育児支援政策 
政府の自然災害対策 
政府の海運産業 
石炭採掘の終了 
外国へのテレビ放送 

第 2部 CDCの検査に対する反応････････････････････････【フランス事例 06】 
第 1章 財政法および社会保障財政法に関する報告書がもたらした結果 
第 2章 CDCの検査がもたらした結果 

 
社会保障財政法実績報告書は社会保障費の資金調達に関する法律の適用についての報告

書である。2008年及び 2006年の報告書に、「CDCの監督の下に行われる統制」という章
がもうけられており、これらを事例として取り上げる。本報告書では、毎年扱われている

                                            
169 三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現状
と課題に関する調査研究」（平成 18年度会計検査委託業務報告書） 
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内容は異なるものの、事例として取り上げた章に示される地方社会保障機関会計審査委員

会に関する記述は毎年見られる。 
以下、各事例を紹介する。 

 
【フランス事例 01】国家会計監査証明報告書（2008年度） 
 Certification des comptes de l'Etat （exercice 2008） 

2009年 5月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Certification-des-comptes-mai2009.pdf 

 
CDCは 2006年度の会計検査以来、内部統制と内部監査に関する省の措置の不足に関連

して実質的留保を表明している。 
 
■内部統制 

 2008 年度に各省において見られた内部統制に関する措置の進展について記載されてい
る。特に、財政に関連する省（Les ministères financiers）170、防衛省、司法省及び環境

省については個別に状況が示されている。ただし、内容は全て非常に簡易である。以下は、

これらの省に関する記述内容である。 
 

図表 機関毎の記述内容 

機関 記述内容 

財 政 に 関 連 す る 省 （ Les 
ministères financiers） 

・ 事務局長の直轄下で、政策運営が高い水準で行われる

とともに、予算監督者と省庁の会計官との緊密な連携

協力が行われている。 

防衛省（Ministère de la défense） 
・ 今後、行動計画は省内の組織全体を含むようになる。 
・ 政策運営の改善とその適用地域の拡大は、同省が問題

としていた内部統制に係る措置の遅延を解消した。 

司法省（Ministère de la justice） 

・ （内部統制に係る措置を）地域部局の役職の多くにま

で拡張していく動きは、重要な発展があったことを意

味する。 
・ 社会・公衆衛生問題の地域部局における会計上の内部

統制の責任者と職員が実施している水準が大きく向

上した。 
環境省（  Ministère de 
l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et 
de la Mer ） 

・ 内部統制が実質的に中央のみを対象としており、地域

部局における会計上のリスク認識と評価の仕組みが

整えられていない。 

 
 政府全体としては、内部統制への対応は未だ部分的であり、会計上のリスクを効果的に

制御できる水準には達していないことを指摘している。 
 
■内部監査 

各省庁において、ISA610監査規範の要求に沿った内部監査を担う業務をどのように構成
するかということが議論となっている。内部監査は、省内の組織構造から独立した立場に

あるので、内部統制の質と有効性、効率性を確保でき、それらを改善するための助言を与

えるものである。 
３つの省（財政関連の２つの省と農業・漁業省）のみが内部統制に係る実施可能な措置

                                            
170 具体的な省の名称は記載されていないが、予算・公会計・公共サービス・政府改革省及び経済・財政・
雇用省を指すと考えられる。 
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及び十分な手段を備えていた。他方、いくつかの省は内部監査業務を発展させていこうと

計画している。防衛省では、2007年に設立された会計及び財務監査に関する省の委員会が
2008年度より活動を開始した。 
内部監査は、多くの場合、設置の初期段階での意見対立、さらにはそれ自体の不在、業

務実施のための権限の不足といった問題に直面している。例えば、国民教育省では、この

ような問題に起因して、追加的な改革や大学の監査に関する省の委員会設置を延期するこ

とになった。公的財務総局と連携した会計・財務監査でもこのような内部統制の脆弱性を

一時的にでも解消するには不十分である。 
 
■結論 

結論としては、次のように述べられている。 
・ 財務報告に係る統制に関して、証明人（certificateur）に保証を与えるための会計・財
政上の内部統制ならびに内部監査に関する省の措置の不足は、計算書に関する実質的留

保を継続させてしまうことになる。 
・ 今後期待される発展は、内部統制に関する活動の追跡及び全ての省庁における内部監査

業務の構造化である。 
 
 
【フランス事例 02】国家会計監査証明報告書（2007年度） 
 Certification des comptes de l'Etat （exercice 2007） 

2008年 5月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Certification-comptes-2007.pdf 

 
■内部統制 

 省庁全体としては、2007年度においては、計画、発展、会計・財務の内部監査のための
対策の有用性に対する理解という点で重要な進展が見られた。しかし、会計・財政上の内

部統制に関する措置は、行政全体の中で情報処理環境の構造的脆弱性を改め、また深刻な

誤謬が生じるリスクを減らすことに関して十分に効率的、効果的であったとは言い難い。 
 個別省庁に関しては、防衛省に対する内部統制上の検査について記載されている。それ

によると、CDCの検査によって、防衛省の内部統制に関する措置の有効性と効率性の問題
が明らかになった。2007 年 12 月 13 日の指令によって、同省内では完全で一貫した会計
内部統制が実現する予定であった。これは、行動計画の効率的な追跡及びリスク・カテゴ

リー別の対策を可能にするものである。また、正式な承認を得る前から省の管理職の間で

認識されており、2007年 9月 1日から実施されていた。しかし、実際には 2007年の会計
データの質について限定的な影響しかもたらさなかった。他方、一般会計担当部門による、

収支決算に統合されるデータに関する統制計画は、一貫した形での実現がなされなかった。 
 
■内部監査 

内部監査とは省庁の業務に対する統制が適切になされているという保証を与えるような

独立的、客観的な活動である。内部監査は、その機関の内部統制の質を保証しながら、さ

らなる改善のために助言を与えるものである。 
2007年度では、農務省以外の各省庁では全体のリスク統制に対する意識向上に貢献する
ような内部統制の担当部署が設置されていなかった。また、監査・評価・公会計に係る局

の統制ミッションと省の提携による会計・財務監査は、その有用性にも関わらず、未だ脆

弱性の一時的な緩和に対しても十分な効果を発揮していない。 
予算・公会計・公共サービス・政府改革省は、監査に係る国際基準の要求に応えるよう

な 3つの内部監査部局を設けている。しかしながら、経済・産業・雇用省、予算・公会計・
公共サービス・政府改革省共にリスク統制をどの程度行っているかを評価することができ
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るような内部監査部局や、国庫・政治経済総局や企業総局のような課題を提示できるよう

な部局は設置されていない。ただし、両省は 2008年にはすべての部局を統轄する監査委員
会を設立する考えを表明している。 
防衛省内では、内部監査は空軍庁において発展がみられたが、依然として全体に対して

適用され、実践されるようなものではない。しかしながら、年末には、同省で数年間を任

期とする監察総監を責任者とする監査委員会が設立された。これについては、常任事務局

が形式を整えていく責任を負っている。 
 
 
【フランス事例 03】国家会計監査証明報告書（2006年度） 
 Certification des comptes de l'Etat（exercice 2006） 

2007年 5月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Rapport-certification-comptes2.pdf 

 
■内部統制 

2006年度では、内部統制に関する措置によって IT環境の脆弱性が部分的に改善された。
また、2006 年度における重要な進展は、予算・公会計･公共サービス・政府改革省・公会
計総局の政府会計局によって策定された、内部統制のための省庁間連携枠組み（référentiel 
interministériel）に負うところが大きい。会計上重大なリスクが認知されたことによって、
各省内で等級付け・階層化がなされ、リスク削減のための行動計画が 2006 年の第 2 期か
ら採択された。とりわけ、国民教育省及び内務省において改革が進んでいる。 
中央政府においても、公会計総局は実践可能な内部統制のための措置を実施するように

なり、その効率性は全体的に満足のいくものである。しかし、会計情報に係る重要な役割

を担う他の部局のいくつかにおいては、同様の措置の実現に向けた努力に遅れがみられた。 
既存の統制活動（そのうちのいくつかは LOLF 以前から存在していた）は概して未だに
形式が整っていない。それゆえ CDCがその効果について検証することができない。とりわ
け、会計上の責任を果たすためには不十分な手段しか持っていない公会計担当者が、自分

たちが責任を持っている会計帳簿に必要なだけの統制をすることも、会計の質の保証人と

しての役割も果たすことができなかった。 
 
■内部監査 

内部統制による効果が十分に発揮されるためには、内部監査という構造上独立した活動

によって支えられなければならない。公会計総局が所掌する監査・評価・統制委員会によ

って積極的な役割が果たされた。そのおかげで、CDCは規範に基づいた内部監査と外部監
査の相互協力を形式化することができた。 
経済・財政・産業省組織内の他の部局の中では、諸監査機関は会計に特有の質の側面を

LOLFの要請に準拠させはじめ、公会計総局との共同での最初の監査を実現した。 
CDCは、他の省について、しっかり構造化された会計・財政内部監査機関の不在を認め
た。これらの省においても定期的な監査は行われていたものの監査実施数はあまりにも少

なかった。そのため、恒常的な内部監査業の構成要件を満たさなかった。加えて、内部監

査組織が会計担当部局に対して独立性を保っていないことも原因である。 
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【フランス事例 04】年次検査報告書－国家会計管理：国家にとって非常に重要な機能 
 La gestion de la trésorerie : une fonction vitale pour l’Etat 

2009年 2月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/3-gestion-de-la-tresorerie.pdf 

 
■報告書構成 

 年次検査報告書の第 1 部・第 2 章「行政サービスと公的機関」の「国家会計管理」に関
する部分の構成は次のようになっている。このうち、主にハイライトした項目に内部統制

に関する記述が見られる。 

Ⅰ．政府財政の一貫性を保証する 
  Ａ．財政に関する大きな争点 
    １．複雑な機能に対する単純な目的 
    ２．大規模なオペレーション 
    ３．政府：金融市場における一義的なアクター 
  Ｂ．フランス国債庁：慎重な財務担当 
    １．フランス国債庁 
    ２．国債・手当金・財務担当者の特権的ツール 
    ３．銀行規則を参考にした慎重な枠組 
    ４．市場の制約によって制限された戦略の範囲 
    ５．セキュリティに基づいた管理 
Ⅱ．活発な運営の方針：未完成な合理化 
  Ａ．新たな目標：負債削減に貢献する 
    １．負債と切り離せない財務行政管理 
    ２．活発な運営によって生み出される合理化効果 
  Ｂ．見積の質の向上によって調節される展開 
    １．慎重に推進すべき方針 
    ２．なかなか向上しない見積の質 
Ⅲ．構造的改革を開始する必要性 
  Ａ．政府における財務行政管理の機能を強化すること 
    １．十分に広まっていない財務行政の精神 
    ２．「ロードマップ」の設置が未完了 
      ａ．適用範囲がまちまちの施策 
      ｂ．協力体制がなく、国債庁の影響力が弱いために生じた不十分な結果 
      ｃ．構造化への進歩がない 
    ３．設置を加速する必要性 
  Ｂ．預金の集中システムの基盤を再検討すること 
    １．徐々に機能しなくなっている古いシステム 
      ａ．国立公的機関 
      ｂ．地方公共団体とその公的機関 
    ２．重大で、かつ管理されていない政府財務行政の危険性の原因 
    ３．システム改革の必要性 
結論と勧告 
経済・産業・雇用大臣の反応 
予算・公会計・行政サービス大臣の反応 
 

■報告書（第 1部・第 2章「行政サービスと公的機関」）概要 
契約期限を守ることは、あらゆる経済関係機関の会計運営にとって最も重要なことであ

る。会計機能は、民間企業や財務機関だけでなく、他の行政機関にとっても非常に重要な

機能であり、二次的な活動では決してない。2008年 9月中旬から金融市場を揺り動かして
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いる経済危機は、このことを思い出させたであろう。 
CDC は、フランス国債庁（Agence France Trésor：AFT）による資金管理のあり方の

総括を行った。国債庁は創設されて 7年になる。2001年から国債庁がとってきた戦略は、
常に政府の財政操作の完了を、あらゆる状況において保証するようなセキュリティを軸と

したものであった。 
セキュリティという至上命令に加え、国債庁はより活発な財務行政管理を築きあげた。

これは、投資収入を増大させること、また、近年では、国庫の差引残高を最低限に減らし、

それに従って国債を減らすことを目指している（残高の中に国債分が含まれている場合）。

しかしながら、財務担当者の活動の幅は制限されている。これは、市場の制約によるもの

だけではなく、財務行政全体が見えにくくなっていることにも原因がある。 
国債庁の創設は、政府財務行政管理の専門化を伴うものであり、同時に、その目的を明

確化することを可能にした。とはいえ、（予算）見積りの質は近年でもあまり向上しておら

ず、政府における財務行政の重要性が理解されていないことが分かる。財務管理を最適化

することは、今後、見積りの改善を続け、さらには、指揮の機能を確立していくうえで欠

かせないものである。 
 
■内部統制に関する記述 

内部統制に関する記述は、Ⅰ－Ｂ「３．銀行規則を参考にした慎重な枠組」および「４．

市場の制約によって制限された戦略の範囲」のみに出てくる。具体的には、国債庁の内部

統制が、規則に準拠していないという指摘が主である。国債庁の内部統制は、同庁がリス

ク管理に関して定めた組織・手続・範囲に基づいている。この「慎重な枠組」は、銀行・

財政規則委員会（Comité de réglementation bancaire et financière）の勧告 CRBF 97-02
に準拠している。国債庁の内部統制・リスク管理の仕組みは、毎年外部の監査機関と CDC
によって検査され、国家会計証明というミッションの中でその効率性について保証される

ことになっている。 
しかし、同庁の内部統制の仕組みは、バック・オフィスの機能とリスク調査と完全に分

離してはおらず（内部統制担当者がバック・オフィス機能の責任者を兼任している）、CRBF 
97-02の規則に反している。 
これに対して、予算・公会計・行政サービス担当大臣は、国家会計の一元化は、LOLF26
条第３項に基づいており、内部統制に関する措置の安全性を保証するためのものであると

反論している。 
 
 
【フランス事例 05】年次検査報告書－財政部門の統制・調節機関 
 Les Autorités de contrôle et de régulation du secteur financier 

2009年 2月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/17-autorites-controle-regulation-secteur-

financier.pdf 
 
■報告書構成 

 年次検査報告書第 1 部・第４章「公共政策」の「財務部門の統制・調節機関」の構成は
以下のようになっている。 

 

Ⅰ．細分化され、不均質なままの組織 
A．フランスにおける活動規制の重要性 
B．古く、複雑な構造 
 1．ばらばらの体制 
 2．雑多な規約 
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3．雑多な構成の合議機関 
C．ばらばらの資金 
 1．予算・財政 

2．人材管理 
Ⅱ．財政活動の変化に適合していない規制 
 A．財政活動の変化に対し、常に遅れている規制 

1．財政改革の速さ 
2．活動の国際化と規制の枠組みとのギャップ 
3．財政危機に対するさまざまな反応 

 B．見直すべき監督・調査・制裁のプロセス 
  1．リスク予防・処理のために欠かせない監督・調査機能 

2．不十分な業績による管理 
3．抑止力のない制裁と司法の脆弱性を免れない手続き 

Ⅲ．政府の権限のもとで強化する調整 
 A．調整の強化か、あるいは機関同士の歩み寄りか 
  1．調整の不十分な例： 財政貯蓄維持ミッション 

2．代替案：制度的協力の強化か、あるいは組織間の緊密性の強化か 
 B．規制権限の委譲を制限するべき政府 
  1．規制の分野における役割分担の見直し 

2．ヨーロッパ・国際分野における役割分担の均一化 
3．議会に伝達し、統制を助ける情報 

結論と勧告 
反応 
 

■報告書（第 1部・第４章「公共政策」）概要 
 銀行・財政の規制に関する公共政策は、財政システムの保証および安定化、預金者・被

保険者・投資家の保護を目的としている。この意味で、フランス国民全体にかかわるもの

である。このような公共政策は、公共的活動のより高い効率性を保証することを目的とし

た政府機関の方式に従い、独立した機関によって実施される。 
 CDC は、2006 年 11 月から、統制・財務規制を担う 3 つの主要な機関に対して検査を
行った。これらの機関は、1984年 1月 24日銀行法（la loi bancaire）および 2003年 8
月 1日財務保証法（la loi de sécurité financière）によって定められたもので、クレジッ
ト会社・投資会社の統制を担当する銀行委員会（la Commission bancaire）、3つの異な
る体系（保険・相互保険・社会保障）に属する保険会社の統制を担当する保険・相互保険

統制当局（l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles：ACAM）、財政残高
の保護、投資者情報、財政市場の良好な機能を監督する金融市場庁（l’Autorité des marchés 
financiers：AMF）である。CDCの検査は、銀行委員会の統制の対象となっている機関に
は及んでいない。というのは、銀行委員会が独自にそれらの統制のための規則を定めてい

るからである。 
 CDCは、調査結果を経済・産業・雇用大臣、議会、および所轄の行政当局に対し、３回
の急速審理と、2008年 1月から 12月までの間に送付された大統領の３通の手紙の中で伝
達した。この報告においては、規制に関わる機関や人についての幅広い考察に加え、非常

に多くの勧告が添えられている。 
 
■内部統制に関する記述 

内部統制に関しては、報告書全体を通しての主要テーマではないものの、主な勧告の中

で示されている。内部統制に関しては次のような勧告を行っている。 
・ 銀行委員会は、内部統制の効率水準に合わせてリスクの内部記録の仕組みを刷新するべ

きである。 
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・ 保険・共済組合会社管理当局は、まず内部統制のシステムの利用方法のモデルを明確に

定め、それに即した内部統制を行うべきである。 
・ 金融取引当局は、2004 年の内部統制開始によって、よりその目標に向けた行動がとれ
るようになった。 

・ 保険・共済組合会社管理当局と金融取引当局は一部重複する対象を扱っているため、内

部統制の際に問題になる可能性がある。 
 
 
【フランス事例 06】年次検査報告書－CDCの検査に対する反応 
 Rapport Public Annuel  Suites données aux observations des juridictions financiers 

2009年 2月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rpa-2009-suites.pdf 

 
■報告書構成 

 年次報告書第 2部は以下のような構成になっている。次の報告書概要の項で示すように、
報告書の内容とそれに対する各機関の反応を示す形になっている。ハイライトした部分に

は、内部統制に関する指摘がなされている。 
 

判決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ 
序文「財政裁判所の影響―統計学的アプローチ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 
第Ⅰ章―財政法および社会保障財政法に関する報告書がもたらした結果・・・・・・・・5 
 報告書 反応 
政府予算 7 11 
国家会計 13 21 
社会保障財政法 23 31 

第二章―CDCの観察がもたらした結果 
セクションＡ―公共政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 
社会保障負担費の削減・免除 37 41 
困難な状況にある国民を対象とした助成金付雇用契約制度の単純化 47 49 
海外県における若年資格取得者の雇用支援制度の廃止 51  
ドーピング撲滅政策 53  
国家栄養・保健プログラムにおける省庁間の協力 55 58 
高速料金 61 67 
セクションＢ―政府行政サービスと公共機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 
ロダン美術館 87 90 
メテオ・フランスの運営 93 97 
フランス学士院の運営 103 108 
抵当の維持 109 112 
パリ裁判所関連の公共機関 113 115 
教育・職業に関する国立情報協会（ONISEP） 121 124 
芸術・技術関係者の有給休暇基金（Congés Spectacles） 131 135 
国立雇用機関（AMPE）職員を対象とした手当の正規化 141  
都市政策予算管理 143 146 
旧軍人・戦争被害者のための国立協会（ONAC） 149  
海外県在住のフランス人を対象とした国立補償機関（ANIFOM） 151  
芸術職奨励協会（SEMA） 153 157 
商工会議所の監督（CCI） 159 163 
国立原産地名称研究所（INAO） 167 171 
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農業融資 173 178 
預金・供託金金庫のガバナンスと上場企業への制度的投資機能 183 186 
国家公務員の年金管理改革 187 192 
フランス領ポリネシアの公共基金管理 193 198 
セクションＣ―公的給付（Générosité publique）・・・・・・・・・・・・・・・・・203 
寄付者に対して与えられる財政情報の質 205  
ブルエ・ド・フランス（Bleuet de France, 旧軍人および被災者に対す
る連帯・名誉のための組織）の全国的活動 

207  

第Ⅲ章―3つのテーマ別報告書によってもたらされた結果・・・・・・・・・・・・211 
フランスにおけるコミューン〔市町村〕間の連携 213 247 
介護を必要とする高齢者の世話 253 279 
公共保健機関の職員 303 320 

 

■報告書（第 2部）概要 
 CDCは政府機関の調査およびそれに対する勧告を行ってきたが、その調査方法はばらば
らであり、系統だった追跡調査のシステムが存在しなかった。それゆえ、勧告がなされて

も、その結果どのように状況が改善されたのかが分かりづらくなっていた。 
 これを踏まえ、2005年からは、年次報告書の一つに「追跡調査（suivi）」という巻が設
けられ、すでに出版された調査を再び取り上げ、CDCの介入（Intervention）以降どのよ
うな変化が起こってきたのかを調査している。本報告書は、財政法および社会保障財政法

に関する CDCの報告書を受けて、どのような作業が行われたのかを調査したものである。 
 
■内部統制に関する記述 

 2006年に行われた勧告の一つに「内部統制の体制整備」があり、それを受けて各機関が
どのように対応したのかが書かれている。主に第 I章「国家会計」、第 II章セクションＢ「フ
ランス学士院」等、個別機関の項に指摘及びそれに対する反応が記載されている。 
 
○国家会計 

  会計の改革の結果、各省が内部統制のための機関や指揮のためのツールを設置しはじめ
た。この中でもっとも象徴的なのは、各省庁が作成するアクション・プランである。これ

は、定期的に検査され、CDCや内部監査担当者による勧告を反映することになっている。 
2007 年、CDC は、国家会計に関与する機関全体に対し、内部統制の質にかかわるリス
クを評価することを目的としたミッションを課した。これを受けて、CDCは政府機関に約
500 件の勧告を出している。これを通じて省庁における内部統制システムの展開が不十分
であることがわかり、現行の統制手続きにおける特定のリスク及び非効率が露呈した。 
これに対し、予算・公会計・行政サービス担当大臣は、内部統制システムは改善された

と反論している。 
 

○フランス学士院 

CDCは、フランス学士院に対し、監査あるいは内部統制の機能を設置すると同時に、外
部の組織による監査を強化するよう勧告した。学士院はこれに対し、組織の規模を考える

と、内部統制システムは必要ないと反論した。 
しかし、学士院の活動の性質を考えると、直接的な財政・会計担当者とは独立した内部

統制の仕組みが必要であると CDCは主張している。学士院は、内部統制の実用化にかかる
費用を懸念していたが、学士院の運営の安全性・業績を保証する必要性を考えると、CDC
は依然として内部統制の仕組みの実用化を勧告する。 
 

○芸術家・芸能関係技術者保護のための会計 
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ここでは内部統制の実用化が開始されている。 
 

○芸術関係の職業を奨励する協会（SEMA） 
ここでは半期ごとに会計専門会委員会と内部統制による予算の追跡調査が行われている。 

 

○農業部門への融資の改善 
農業開発整備センター（CNASEA）に対し、CDCは、内部統制の手続きを強化すること

を勧告した。 
 

○預金・供託金会計（CDC）のガバナンス 
検査院は、預金・預託金会計に関し、リスク管理と内部統制に関するより体系的な制度

を整えるべきだと勧告した。 
 
○仏領ポリネシアによる公的基金運営 

CDCは、内部統制の必要性への認識はあるがどれも研究段階にとどまっており、分析的
な会計は依然として存在しないことを指摘している。 
 
 
【フランス事例 07】社会保障財政法実績報告書－CDCの監督のもとに行われる統制 
 Les contrôles sous la surveillance de la Cour 

2008年 9月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RELFSS/Controles-surveillance-cour.pdf 

 
■報告書構成 

社会保障財政法実績報告書（2008年）全体の構成は以下のようになっている。このうち、
ハイライトした部分を本事例として取り上げる。 
 

図表 社会保障財政法実績報告書（2008年） 
総括 
第 1章 2007年度社会保障会計 
第 2章 疾病保険支出の国家目標 
第 3章 質・効率向上プログラム 
第 4章 CDCの監督のもとに行われる統制 
第 5章 保険支出のための資金調達 
第 6章 調剤薬局と有資格薬剤師 
第 7章 医療カルテのオンライン閲覧 
第 8章 病院の再編成 
第 9章 E.P.Sにおける情報システム 
第 10章 乳幼児の支援 
第 11章 年金体制管理 
第 12章 CDCによる勧告の実行 
結論 
勧告一覧 
大臣・関係機関の反応 
 
第 4章はさらに、以下のような構成になっている。 

Ⅰ．これまでの審査委員会の統制 
概要 
A. 実現した統制 
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B. 寄せられた意見の意義 
C. 寄せられた意見に関する総括 
Ⅱ．警戒ネットワークにおける統制 
 A. 警戒ネットワークの原則 

B. 全体的な指摘 
C. 体制全体に関する指摘 
 1.疾病部門と AT-MP 
 2.家族部門 
 3.〔社会保障費〕回収 
D. 農業制度 
Ⅲ．時効債権 
 A. ネットワーク管理者の関与 
  1.ほぼ完全な指示 

2.改善可能な情報ツール 
B. CORECの監察 
 1.回収部門 

2.疾病部門 
3.家族部門 
4.最終監察 

Ⅳ．農業共済金庫における内部統制 
 A. 指揮と組織 
  1.中央金庫からの手続き 

2.ばらばらな地方の体制 
3.国と地方の進め方の差 

B. よい慣行の実践 
 1.あまりに機械的な認可 

2.よい慣行の効率性が測定されていない 
C. 会計検査 
 1.会計検査と内部統制 

2.相変わらず多いエラー 
Ⅴ．雇用者＝政府に対して行われる統制 
 概要 

A. 農水産省の統制 
 1.中央集権的な職員管理 

2. CDCによる統制 
B.地方に対して社会保障費負担金回収・家族手当支給協会（URSSAF）が行った統制 
 1.行われた統制 

2.政府の義務に期待される改善 
勧告 
 

 

 

■報告書（第 4章）概要 
財務裁判法典 LO.132-3 条に基づき、CDC は毎年、地方社会保障機関会計審査委員会

（Comité Régionaux d'Examen de Comptes des organismes de securité sociale：
COREC、以下、「審査委員会」と言う）によって提出された報告書の総括と意見を発表し
ている。審査委員会は、CDCの監督下に置かれ、各地方の一般財務支払命令者の主宰のも
と、地方公衆衛生・社会問題局長（les directeurs régionaux des affaires sanitaires et 
sociales : DRASS）と、地方労働・社会保護監督局長（les chefs des services régionaux 
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de l’inspection du travail et de la protection sociale : SRITEPSA）を各地方でまとめる
役割を果たしている。過去の報告書ではこの規定の説明がなされているが、2008年 1月 1
日には削除されている。 
審査委員会の近年の活動を見ると、2007年にはかなり幅広い活動を行っていることがわ

かる。41の一般報告書、30の「警戒ネットワーク」についての報告書を合わせて 71の監
査報告書が提出されている。この活動に加え、3 つのテーマ別調査が行われている。MSA
金庫の内部統制の導入に関するものが 22、時効債権に関わるものが 50、独立派の社会保障
制度の新たなネットワークの設置に関する調査報告が 7、鉱山制度の新たなネットワークの
設置に関する調査報告が 3で、全部合わせて 82の報告書が出されていることになる。それ
に加え、CDCは独自に「警戒ネットワーク」の枠内で 6つの監査を行った。それは、この
さまざまな統制の後に報告されている。 
 
■内部統制に関する記述 

内部統制は、全体を通して出てくる重要なテーマである。それぞれの地方の金庫（caisse）
について、内部統制体制の不在および不十分さを指摘している。具体的には、審査委員会

は、社会保障関係機関における内部統制の実用化が比較的遅いことを指摘した。傾向とし

て多いのは、社会保障に関する会計担当機関が提供した実施ガイドラインは存在するが、

その手順を各地方・各機関の状況にあわせて実用化するといったことはあまりなされてお

らず、内部統制の痕跡がほとんど見られないというものである。警戒ネットワークに関し

ても、すべての会計課において、内部統制が不十分であることが指摘された。 
これらに加え、農業共済制度の会計課における内部統制についても述べている。農業体

制における内部統制は 2003 年 6 月に開始されたが、全会計課に共通する構造はなく、共
通の指針を設定するようにという勧告にもかかわらず、その慣行を改めていない。 
 
 
【フランス事例 08】社会保障財政法実績報告書－CDCによって行われている統制 
 Les contrôles effectués par la Cour des comptes 

2006年 9月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RELFSS/Chapitree4.pdf 

 
■報告書構成 

社会保障財政法実績報告書（2006年）全体の構成は以下のようになっている。このうち、
ハイライトした部分を本事例として取り上げる。 

 
図表 社会保障財政法実績報告書（200６年） 

総括 
第 1章 社会保障支出 
第 2章 社会保障財源 
第 3章 赤字の結果と赤字分の資金調達 
第 4章 CDCによって行われる統制 
第 5章 CDCによる勧告の実行 
第 6章 病院政策の指揮 
第 7章 補足的総疾病保険の管理 
第 8章 相互保険会社 
第 9章 一般体制における社会保障活動 
第 10章 年金特別体制 
第 11章 年金体制管理 
第 12章 CDCによる勧告の実行 
結論 
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勧告一覧 
大臣・関係機関の反応 
 

 第 4章はさらに、以下のような構成になっている。 
I. 審査委員会の統制 
 概要 

A. 2005年に行われた統制 
 1. 統制対象機関の数と多様性 

2. 実施された統制 
3. 寄せられた意見 
4. 勧告の意義 
5. 勧告への対応 

 B. 警戒ネットワークの枠内で行われた最初の統制 
 C. 農業制度における農業開発者を対象とした労働災害･職業病保険（ATEXA）部門の設

置 
  〔概要〕 

1. 保証された新しいミッション 
2. 衰退した手続き 
3. 欠かせない修正策 
勧告 

 D. 一般体制における家族・疾病部門の情報処理センターの内部統制 
  〔概要〕 

1. センターによってばらばらの慣行 
2. 国立金庫による枠組みの必要性 
3. 回収部門とよく似た状況 
総括 
勧告 

II. 雇用者としての政府に対する統制 
 

■報告書（第 4章）概要 
I. 審査委員会の統制 
財務裁判法典 LO.132-3条に基づき、CDCは毎年、審査委員会によって提出された報告

書の総括と意見を発表している。審査委員会はさらに、2005年、社会保障関連機関の外部
統制に欠かせないツールを作り上げた。 
審査委員会に対して行われる統制の手続きは、発展段階にある。この背景には、一方で

は、ネットワークの中心的な役割を担う機関によって設置された内部統制体制の強化が、

他方では、2007年の会計証明の発効がある。これをふまえ、CDCおよび CORECのパー
トナーである行政機関は、新たな協力関係を計画するに至った。その目的は、社会保証関

連機関への統制の形を維持すること、統制をより的確なものにするための警戒ネットワー

クを構築することである。 
 
II. 雇用者としての政府に対する統制 

2004 年度社会保障財政法第 74 条では、CDC が社会福祉分担金の支払いを統制するこ
とが定められているが、政府の中央行政機関は、その分担金を支払っていない。また、同

条では、社会保障・家族給付分担金徴収団体（Unions de Recouvrement des Cotisations 
de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales：URSSAF）と一般社会保障金庫（Caisse 
Générale de Sécurité Sociale：CGSS）が地方部局を統制することになっている。CDC
は、年次報告書において、これらの統制全体を考慮に入れている。 
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■内部統制に関する記述 

内部統制に関する記述は全体を通して出てくる。まず、審査委員会によって指摘された

事項が示され、内部統制に関する勧告に関係する 42機関が一覧化されている。また、いく
つかの機関について、内部統制が十分になされているかどうかの検査結果が報告されてい

る。 
農業制度における農業開発者の労働災害・職業病に対する保険（Assurance contre les 

Accidents de Travail et les Maladies Professionnelles des Exploitants Agricoles）の
体制に関しては、内部統制がほとんどなされていないことと、それに付随する危険性につ

いて述べられている。家族・疾病部門の情報センターに関しては、情報処理センター（CTI）、
地方情報処理センター（CERTI）における内部統制が分散的で不規則であること、内部統
制に関する一貫した構想がないために内部統制システムの実用化が大幅に遅れていること

が述べられている。このような問題に対し、CDCでは、共通の内部統制の仕組みの構築を
勧告している。 
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2．内部統制に係る会計検査の手法と課題 
 

（1）我が国及び欧米主要 4か国会計検査院の比較 
 ここでは、我が国及び欧米主要 4 か国の検査報告事例の調査分析から明らかになった各
国の内部統制に係る検査の特徴及び共通点について示す。以下は、各国・機関における分

析対象事例の件数である。 
 

図表 分析の対象とした事例の件数 

国・機関 我が国 
会計検査院 

米国 
GAO 

米国 
監察総監 

(4監察総監) 

英国 
NAO 

ドイツ
BRH 

フランス
CDC 

分析対象 

事例数 
10 5 6 2 4 8 

注）フランスは、同一報告書から複数事例を取り上げている。報告書数では 6件となる。 
 
 各国の事例ではおおむね以下のような特徴が見られた。 
 
 

図表 分析対象とした事例の特徴 

国･機関 特徴 

米国 GAO 

・ 内部統制という言葉がタイトルに含まれる検査報告事例は毎年

10 件前後抽出された。2008 年度については、15 件の内部統制
に関する検査報告が確認された。 

・ 15件の検査報告書は、①財務検査の結果として内部統制の不備を
指摘しているもの（5件）、②内部統制そのものがきちんと機能し
ているかということを明示的に掲げて、内部統制について検査し

ている事例（7件）、③業績検査等の結果として内部統制について
指摘しているもの（3 件）が見られた。②については、内部統制
のみを検査の対象としている事例と、内部統制以外も検査の着眼

点として含まれている事例があった。 
・ GAOの権限は全ての政府機関に及んでいる。 
・ GAOによる（財務・業績）検査では、内部統制は検査を行う際の
観点の 1つとして明示的に位置付けられている。すなわち、GAO
の検査は、常に内部統制に係わっている。 

・ 検査の結果提示されている勧告と内部統制の 6つの基本要素との
対応を見ると、「統制活動」に相当するものが多いという傾向が見

られた 

米国監察総監 

・ 今回現地調査の対象とした 4省の監察総監室から、内部統制に関
する代表的な監査事例として 21事例の提示を受けた。そのうち、
①国費の浪費を指摘した上で返還を求めた事例、②国費を投入し

た事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例につい

て詳細分析の対象とした。 
・ 米国現地調査を通じて得られた意見を総括すると、監察総監室の

監査報告における勧告内容の多くは、その表現方法は多様である

ものの、内部統制に関するものであると捉えられる。 
・ 監査の結果提示されている勧告と内部統制の 6つの基本要素との
対応を見ると、「統制活動」に相当するものが多いという傾向が見

られた。 
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国･機関 特徴 

英国 NAO 

・ 財務検査及び VFM 検査のそれぞれにおいて、内部統制に係る記
述が見られる。 

・ 省庁は、年度毎の財務報告書に、会計官が署名する内部統制報告

書を含めて提出し、NAO がこれをレビューすることになってい
る。財務検査において実施した内部統制報告書の評価結果は、年

次の「総括報告書」にて報告されているが、内部統制報告書の不

備について具体的に指摘している事例は発見できなかった。 

ドイツ BRH 

・ 内部統制についての記述のある検査報告事例は、過去 9年間にお
いて 4件であり、報告数は限られている。政府全体の内部統制及
び内部監査体制の構築の必要性をするものが 1件あり、特定の省
庁における内部統制の脆弱性を指摘したものが 2件見られた。 

・ 「連邦会計検査院監査規則」では、内部統制に係る記述は確認さ

れない状況であり、同規則を拠り所とする財務検査において、内

部統制が検査の観点として明示的に扱われていたか否かは不明で

ある。 
・ 【ドイツ事例 01】における内務省に対する勧告が、「連邦行政に
おける内部監査のための勧め」（2007公表）の策定に影響したも
のと考えられる。 

フランス CDC 

・ 国家会計監査証明報告書、年次検査報告書、社会保障財政法実績

報告書において内部統制についての記述が見られる。 
・ 事例で取り上げた 2006 年度～2008 年度の国家会計監査証明報
告書は、内部統制と内部監査に関する措置の不足に関連して計算

書に関する実質的留保を表明している事例である。 
・ 各省庁に関する業績検査からの監察事項等が記載される年次検査

報告書にも内部統制に関する記述が見られた。 
・ また、社会保障財政法実績報告書において、内部統制に関する勧

告に会計する 42 機関が一覧化されている。また、いくつかの機
関について、内部統制についての検査結果が報告されている。 

 

①内部統制の取り扱い 
 本調査研究では、検査報告書に「内部統制」という用語が含まれるものを抽出し、分析

の対象とした。我が国及び欧米主要 4 か国の会計検査院等のいずれにも、内部統制を取り
扱った検査報告事例は存在していた。ただし、後述するように、検査結果を「内部統制」

という用語を用いてまとめるかどうかは、検査担当者・部門、検査対象とのコミュニケー

ション上の問題その他の状況によって異なるため、実際に内部統制という用語を用いずに

内部統制に係る事項について検査報告を行っている事例もあるとみられる。 
 

②検査の背景・着眼点 
第 I章で示したように、我が国及び欧米主要 4か国の会計検査院等は、内部統制に関する

検査を行う、あるいは、検査報告活動に内部統制の観点を踏まえることが求められている。

次ページの図表は、各国会計検査院等の内部統制に係る検査の根拠を示している。 
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図表 各国会計検査院の内部統制に係る検査の根拠（法律・制度、方針・戦略等） 
国・機関 内部統制に係る検査の根拠 

我が国 
【戦略・方針】 
・ 「会計検査の基本方針」に内部統制の状況に対応した取組につき記載。 

米国 

【検査基準】 
・ 政府検査基準「イエローブック」に、財務・業績検査における内部統

制検査の基準を記載。 

米国監察総監 

【法律・制度制度】 
・ 監察総監自体が内部統制におけるモニタリングの役割を果たす。 
【検査基準】 
・ GAOと同じ検査基準を利用。 

英国 

【法律・制度】 
・ 各省の会計官が作成する内部統制報告書をレビューすることが規定さ

れている。 

ドイツ 
【法律・制度】 
・ 外部財務検査の担当機関としての位置づけによる統制への関与。 

フランス 

【法律・制度】 
・ 省庁の内部統制において重要な役割を担う出納官の活動に対する審判

を行う。 
 
 
 また、米国現地調査によって明らかになったところによると、GAO及び監察総監による
検査･監査では、その実施基準にて財務・業績の双方における内部統制上の視点が明示され

ていること、及びある特定の行政機関・事業の不当事項を発見した際には、当該機関が自

ら改善しうることを指摘することという観点において、常に内部統制に係わっていると言

える。 
ただし、検査報告書を「内部統制」という観点からまとめる、あるいは、内部統制に係

る指摘・勧告として提示するかどうかは、状況に応じた判断であると見られる。 
 

③検査の手法 
 本調査研究で取り上げた検査報告事例から明らかになった内部統制上の検査において実

施した事項には、関連する法律・ガイドライン等のレビュー、検査対象における方針･手順

及び記録のレビュー、関係者へのインタビュー、統計的標本を用いた分析が含まれる。以

下は、それぞれの概要である。 
 

図表 内部統制に係る検査に用いられている手法例 

手法 概要 

関連する法律・ガイドライン

等のレビュー 

・ 当該問題に関連する法律や規則、ガイドライン等をレビ

ューすることによって以下を行う。 
 既存の法律や規則、ガイドライン等の不備の指摘 
 検査対象の遵守状況を調査 

検査対象における方針・手順

及び記録のレビュー 

・ 検査対象において適切な内部統制を保証するような文

書・記録が存在しているか、問題となっている業務の記

録が存在しているかを調査。 
・ 方針・手順及び記録の内容のレビュー 

関係者へのインタビュー 
・ 内部統制に責任を有する者や、当該問題に関与した職員

へのインタビュー 
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手法 概要 

統計的標本を用いた分析 
・ 特に金額上の影響がある場合において、統計的標本を用

いて全体の規模の推計を行う。 
 

④検査結果（指摘・勧告） 
 検査報告において勧告の内容が一覧として整理されている GAO、米国監察総監及び NAO
における勧告に関しては、金融庁・企業会計審議会内部統制部会（2007）「財務報告に係る
内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実

施基準の設定について（意見書）（案）」に示される内部統制の 6 つの基本的要素への分類
を試みた。その結果、特に統制活動に関する勧告が多いことが明らかになった。統制活動

に続くものとしては、モニタリングや統制環境に関するものが比較的多い。以下は、勧告

の分類結果である。 
 

図表 勧告と内部統制の 6つの基本要素との対応 

 統制環境
リスク評

価と対応 
統制活動

情報と 

伝達 

モニタリ

ング 

IT への 

対応 

基本的

要素 

合計 

勧告数 

GAO 5 0 41 3 8 7 64 44 
米国監察

総監 4 0 23 5 7 5 44 39 

NAO 3 4 5 0 6 0 18 10 
合計 12 4 70 8 20 12 126 93 
対勧告数

（％） 12.9％ 4.3％ 75.3% 8.6% 21.5％ 12.9％ － 100％ 

注）ひとつの勧告を複数の内部統制の基本要素に対応付けている場合もあるため、合計は勧告数の合計と

は一致しない。 
 
 なお、米国現地調査により、内部統制に関する検査での調査･指摘は、「財務報告の信頼

性」、「法令の遵守」の確保に関する「統制活動」に重点が置かれていることが明らかにな

っている。これは、統制活動に関する問題の所在が客観的に把握しやすく、かつ勧告にも

結び付けやすいためであるとの見解がインタビューを行った複数の調査対象から聞かれた。

上記の結果はこれを裏付けるものであるといえる。 
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（2）我が国会計検査院における活用事例 
  
第 I章で述べたように、欧米主要 4か国においては、省庁における内部統制に関する体制

が構築され、あるいは、その途上にあり、それに伴って各種制度やガイドラインの整備が

行われている。他方、我が国においては、各種法律・規則において内部統制に係る手続き

を中心とした詳細な規定はあるものの、省庁の内部統制に関するガイドラインでは欧米主

要 4 か国と同等のものは存在しない状況である。しかしながら、現状でも会計検査院とし
て内部統制に係る検査の事例を積み上げていくことは、今後我が国省庁における内部統制

の構築に寄与する観点からも重要であると考える。ここでは、内部統制に係る事例の積み

上げという観点から、我が国会計検査院における活用事例について述べる。 
 まず、本調査研究で現地調査の対象とした米国監察総監における事例は、我が国会計検

査院による内部統制に係る検査の取り掛かりとして適切ではないかと考える。具体的には、

監察総監の事例のうち、①国費の浪費を指摘した上でその返還を要求する、②国費を投入

した事務事業が適切に実施されていないことを指摘するといった事項は、我が国会計検査

院の現状の活動としても行われている内容であるため、このような検査を「内部統制」と

いう観点から構築していくことが挙げられる。特に、監察総監の役割は、独立した立場か

ら個々の行政機関の内部統制の状況を検査している点、及び上記のような内容の監査を実

施している点に照らすと、我が国の会計検査院の果たす役割と類似しているといえ、その

取組みは我が国会計検査院にとって内部統制に係る検査を行う上で参考となる。 
 次に、各国事例分析及び米国への現地調査を踏まえると、内部統制の「目的」に照らし

た検査及び指摘の傾向として、「業務の有効性・効率性」の確保の観点からの検査及び指摘

は見受けられず、「財務報告の信頼性」「法令の遵守」の確保の観点から検査及び指摘がな

されていることがあげられる。そのうち、米国 GAO及び監察総監の事例を見ると、内部統
制の基本要素の中でも「統制活動」に関する指摘・勧告が相対的に多かった。具体的には

以下のような項目である。 
 

図表 米国監察総監による「統制活動」に係る勧告（一部抜粋） 

統制活動に係る勧告のタイプ 勧告の例 

内部統制や業務に関する方

針・手順の整備及び文書化 

・ 薬物濫用・精神衛生管理庁及びプログラム全体をモニ

タリング、監督するためのアプローチを策定し、文書

化する【米国事例 01】 
・ CDPAP に基づいて提出される請求に関して、特定の
規制を交付する【米国監察総監事例 01】 

・ テレフォンカード使用に関する年次台帳を整備【米国

監察総監事例 02】 
・ サンディエゴ市が CDBG ローンの貸出残高に関して
再開発局との書面よる組織間合意書を締結するよう

求める【米国監察総監事例 03】 

方針・手順の組織全体への周知

徹底（マニュアルの整備も含

む） 

・ 政府の業務に関する旅行において、政府の費用で食事

が提供される場合には、その分を日当から差し引くこ

とが必要であることを再度周知する【米国事例 03】 
・ 管理計画に方針及び手順を追加し、職員が業務を実施

する際の参考として十分包括的であるように事例を

含める。また、ガイダンスの変更や明確化を反映する

よう年間を通して計画を更新するよう公共住宅局に

指示する【米国監察総監事例 04】 
・ 調達をサポートするため、市場調査についてのガイダ

ンスを提供する【米国監察総監事例 05】 
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統制活動に係る勧告のタイプ 勧告の例 

業務に関するレビューやモニ

タリングの仕組みの構築 

・ 当年度・前年度の財務諸表及び「管理者の議論及び分

析」に関連する金額を含む財務諸表公開の準備及びレ

ビューに際し、文書化された詳細な手順を構築する

【米国事例 02】 
・ ニューヨーク市の個人介護サービスが連邦及び州の

規制に沿って行われるようモニタリングを改善する

【米国監察総監事例 01】 

業務に関するレビューの実施 

・ 共通役務庁の下に出張管理を行う組織を設け、政府機

関の方針及び手順をレビューするとともに、方針及び

手順が連邦政府規制に従っていない場合には遵守を

促す提案を行う【米国事例 04】 
・ 不正や無駄を防ぐためのテレフォンカードの四半期

レビューを強化【米国監察総監事例 02】 
 
 内部統制に係る勧告が多い点について、内部統制の 5基本要素の内、「統制活動」に関す
る問題の所在が客観的に把握しやすく、かつ勧告にも結びつけやすいために、実態的にそ

のような傾向となっているとの見解が、現地調査を行った GAO及び監察総監の複数の実務
担当者から聞かれた。このようなことから、内部統制の基本要素のうち特に「統制活動」

を着眼点のひとつとした検査を足がかりとして事例を蓄積し、その後、内部統制の他の基

本要素に展開していくことが考えられる。 
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III．まとめ 
 

1．対象国における内部統制の制度及び会計検査院等による検査･指摘の傾向 

 

 前章までの分析を踏まえて、ここではまとめとして、まず欧米主要 4 か国における内部

統制の制度を概観した後に、会計検査院等による内部統制に関する検査及び指摘の傾向等

を整理する。以下にまず、それらにおける主なポイントを示す。それぞれのポイントにつ

いて、次頁以降にて詳述する。 

 

＜内部統制の制度＞ 

■1■ 「内部統制」制度は、関係する複数の法や基準・ガイドラインが諸機関の権限・役

割を規定することで全体的な枠組みが形成されている。 
■2■ 行政府の中に、行政府の内部統制への取組みの推進・調整等を実施する機関が存在

する。 
 
＜内部統制に関する検査の体制＞ 

■3■ 会計検査院等が内部統制の検査を実施している。しかし、内部統制の検査に特化し

た部門はないと思われる。 
■4■ 米国においては、GAO＝監察総監室間、複数の監察総監室間での人材流動は頻繁に

起こっている。 

 

＜内部統制に関する検査の観点＞ 
■5■ 会計検査院及び米国の監察総監による検査・監査活動は、常に本質的に内部統制に

係わる。内部統制は検査を行う際の観点の 1 つ。 
■6■ 米国の政府検査基準イエロー・ブックでは財務検査・業績検査とも内部統制に関す

る調査実施・結果記録を義務化している。財務管理・保証担当が、引き続き検査院内

外に浸透を図っている状況である。 
■7■ 内部統制に関する検査での調査・指摘は、「財務報告の信頼性」「法令の遵守」の

確保に関する「統制活動」に重点が置かれている。 

 

＜内部統制に関する検査の方法（対象・内容）＞ 
■8■ 特定機関での不正・問題の発見から、当該機関の内部統制、ひいては政府全体に網

を広げて内部統制状況の検査を行うケース（個別→全体）は大いにある。他方、政府

全体の内部統制を調査し、そこから個別機関・施策に絞り込んで詳細な検査を行うケ

ース（全体→個別）は、見受けられなかった。 

 

＜内部統制に関する検査の結果（取りまとめ）＞ 
■9■ 同じ検査報告・結果を「内部統制」という用語を用いてまとめるか、用いないでま

とめるかは、状況を踏まえて「判断」されている。 
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（1）内部統制の制度 

 

■1■ 「内部統制」制度は、関係する複数の法や基準・ガイドラインが諸機関の権

限・役割を規定することで全体的な枠組みが形成されている。 
■2■ 行政府の中に、行政府の内部統制への取組みの推進・調整等を実施する機関が

存在する。 

 

 まず、対象国における内部統制の制度を概観する。 

 

①内部統制に係る枠組み 

 調査対象 4 か国における内部統制の基本的枠組みについて、規定のある法律や実施基準、

ガイドライン等を概観すると、単一の法律や基準・ガイドラインによって内部統制の枠組

みが構築されているのではないとの状況が共通して見られた。むしろ、財政・会計制度等

に関係する複数の法律や基準・ガイドライン等が、諸機関の権限・役割を規定することで

内部統制の枠組みを全体的に形作っていると考えられる。 

各国において内部統制に係る規定をしている主要な法及びガイドライン（内部統制構築

基準、実施マニュアル）を以下に示す。このうち、ガイドラインには行政機関が内部統制

を構築するためのもの及びそれを検査するためのものの双方が含まれている。 
 
 

図表 各国における内部統制に係る主要な法及びガイドライン 

国名 分類 名称 

法 

･ 1950 年予算会計手続法 
･ 1978 年監察総監法 
･ 1982 年連邦管理者財務保全法 
･ 1990 年首席財務官法 
･ 1993 年政府業績成果法 
･ 1994 年政府管理改革法 
･ 1996 年連邦財務管理改善法 

内部統制構築基準 ･ 連邦政府における内部統制のための基準 
･ OMB 通達 A-123 改訂版 

米国 

実施マニュアル 

･ 内部統制の管理及び評価ツール 
･ 政府検査基準 2007 年 7 月改訂版 
･ 財務検査マニュアル 
･ 連邦情報システム統制検査マニュアル～第 1 巻：財務諸

表検査 

法 ･ 政府資源会計法 英国 

内部統制構築基準 
･ 「リスク管理－原則及び概念（オレンジ・ブック）」 
･ 公的資金の管理 
･ 行動規範 
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国名 分類 名称 

実施マニュアル 
･ 政府内部監査基準 
･ 各種「グッド・プラクティス・ガイダンス」 
･ 各種研修資料 

法 ･ 連邦予算規則 

内部統制構築基準 ･ 連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針 
･ 連邦行政における内部監査のための勧め ドイツ 

実施マニュアル ･ 幹部及び管理職のための手引き 

法 ･ 予算組織法（LOLF） 
内部統制構築基準 ･ 内部統制の体制：準拠の枠組み フランス 
実施マニュアル ･ 該当なし 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 前述のように、上記のガイドラインには行政機関が内部統制を構築するためのもの及び

それを検査するためのものの双方が含まれている。内部統制の構築についてのガイドライ

ン（以下、「内部統制構築基準」と言う）については、今回の調査対象 4 か国に共通して

存在が確認された。米国においては、連邦管理者財務保全法により、GAO が内部統制に

関する基準を策定するよう定められており、それを受けて「連邦政府における内部統制の

ための基準」が作成された。また同法を施行するために、OMB は通達 A-123 を作成して

いる。これらは、内部統制の構築についてのガイドラインとして位置づけられる。英国に

おいては、「オレンジ・ブック」が主要な内部統制構築基準に当たる。ドイツにおいては、

内務省により作成された「連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針」及び「連邦

行政における内部監査のための勧め」が内部統制の構築に係わる文書として存在していると

見られる。フランスでは、金融市場庁による「内部統制の体制：準拠の枠組み」が存在す

る。 

 一方、内部統制を検査するためのガイドライン（以下、「内部統制検査基準」と言う）

については、内部統制構築基準が、内部統制検査基準を代替している状況も見られた。ド

イツについては、「連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針」及び「連邦行政

における内部監査のための勧め」が内部統制検査基準としても用いられていると見られる。 

 各国の内部統制に係る枠組みについては、民間企業における国際的な内部統制の枠組み

として認知されている COSO の「内部統制の基本的枠組みに関する報告書」が、枠組み

の構築に対し影響している状況もうかがえた。すなわち、米国では、GAO は「連邦政府

における内部統制のための基準」を、COSO が公表した同報告書の内容を踏まえた形で

1999 年の改訂を行っている。フランスについても、政府においても採用されている金融

市場庁の枠組みは、COSO 及び英国のターンバルガイダンス、欧州委員会の指令を参考に

策定されている。英国については、内部統制の枠組みを従前のものからリスク管理にまで

拡張した COSO の「全社的リスクマネジメント」と同様に広義の内部統制の概念を採用

していると考えられる。ドイツについては、自国における内部統制の枠組みと COSO に
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よる枠組みとの関係性を明示しているものは見受けられなかった。 

 なお、国際組織においても、INTOSAI では、COSO の報告書の概念を取り入れた「公

的セクターの内部統制基準のためのガイドライン」を、各国 SAI の内部統制の共通理解に

寄与することを目的として作成している。国際組織である INTOSAI 及び EUROSAI が公

表している主要なガイドラインについて以下に示す。 

 

図表 国際組織が作成した内部統制に係る主要な法及びガイドライン 

組織名 分類 名称 

INTOSAI 内部統制構築基準 

･ 公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン 
･ 内部統制の有効性について報告するためのガイダンス：内

部統制の実施と評価における SAI の経験 
･ 内部統制：政府の説明責任のための基礎の提供 
･ 公的セクターの内部統制基準のためのガイドライン―全組

織的リスクマネジメントの詳細情報 

内部統制構築基準 
･ 参加候補国及び EU の SAI が得た経験に基づいた検査活

動のための望ましい協力実践ガイド 
･ 検査の質のためのガイドライン 

EUROSAI 

実施マニュアル ･ 業績検査マニュアル 
資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 なお、我が国においては、政府機関に関して内部統制という名称を用いてその枠組みを

規定し、構築を義務づけるような法令規則や制度は存在しないものの、我が国会計検査院

が公表する「会計検査の基本方針」では、検査にあたって検査対象機関の内部統制に留意

する旨が記載されている。 

 

②内部統制に係る行政機関等 

 今回調査対象とした 4 か国では、内部統制制度に関して、その実施に係る調整、方針、

モニタリングを実施する組織が行政府の中に存在する。それらは、財政・会計制度に関与

する組織、あるいは行政機関の運営・管理に関与する組織である。 

米国の OMB は、1982 年連邦管理者財務保全法により、GAO が策定した基準に則して、

行政機関が自らの組織にて内部統制を実施するための OMB 通達を出すとともに実務的な

ガイドライン等を作成し、その実施を監督している。 

英国の財務省では、政府資源会計法に基づき会計官を任命する役割を担っている。会計

官は内部統制体制構築に関する責任を担い、内部統制報告書を作成・署名する役割を有す

る。加えて、財務省では、内部統制に関連する通達やガイドラインの作成・公表の役割を

担っている。 

ドイツの内務省は、行政機関の運営を援助する役割を有し、内部監査部署の設置及び内

部監査の実施に関するガイドラインを策定する役割を担っている。 

フランスの予算・公会計・行政サービス・政府改革省では、公的財務総局が出納官を各
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省に派遣すると共に内部統制に係る企画立案等を実施するなど制度の推進役を果たしてい

る。また同省における財務監察院が、調査・監察を実施している。これらに加え、各省に

設置された監察総監が不正等の検査を行っている。 

 各国の内部統制に係る組織を以下に整理する。 

 

図表 各国における内部統制に係る行政機関等 

国名 内部統制に係る行政機関 役割 

米国 
OMB 
政府財務管理局財務基準・

補助金担当 

GAO が策定した基準に則し、行政機関が自らの組織の内部

統制を実施するための OMB 通達を出すとともに実務的な

ガイドラインを作成し、その実施を監督している。 

英国 財務省 

内部統制に関連する通達やガイドラインの作成・公表を行

っている。 
内部統制体制構築に関する責任を担い、内部統制報告書を

作成・署名する役割を有する会計官を任命している。 

ドイツ 内務省 
行政機関の運営を援助する役割を担う中で、内部監査部署

の設置及び内部監査の実施に関するガイドラインを作成し

ている。 

フランス 
予算・公会計・行政サービ

ス・政府改革省 
公的財務総局が、内部統制に係る企画立案等を実施するな

ど制度の推進役を果たしている。 
資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 
 このような内部統制制度に係る行政機関について、INTOSAI の「公的セクターの内部統

制基準のためのガイドライン」においては、「立法者と規制当局」として整理している。

これによると、「立法者と規制当局」は、「内部統制に関する規則と指令を作り上げる者

であり、内部統制に対する認識を共有する必要がある。」としている。この整理を基にす

ると、上記 4 カ国の諸機関は規制当局に該当する。 

 なお内部統制の制度について、内部統制の枠組み及び内部統制制度に係る行政機関及び

その役割から各国の内部監査アプローチの特徴について、Jack Diamond（2002）The 

Role of Internal Audit in Government Financial Management: An International 

Perspective では、以下のように整理している。これによると、内部監査アプローチは

「集権的アプローチ」と「分散的アプローチ」に分類可能であり、集権的アプローチとし

てはフランスが、分散的アプローチとしては米国及び英国が相当し、ドイツは両類型の複

合型として位置づけられるとしている。 
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図表 ＜再掲＞内部監査アプローチの相対的特徴 

 

資料）Jack Diamond（2002）The Role of Internal Audit in Government Financial Management: An 
International Perspective、BMF（2008）The Improvement of Public Accounts Quality – The 
German Experience に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

･ 財務省が、基準や
手続の作成を行う
ことで、事前の統
制に直接介入。 

･ 財務省が、自らの
職員を各行政機関
に配置。 

･ 内部監査は、特定
の組織に対し実施
される。（例：監
察総監制度） 

 
→より独立的な
内部監査及び
「プロフェッ
シ ョ ナ リ ズ
ム」 

･ ライン管理者は予算、統制及び内
部統制に全ての責任を負う。 

･ 内務省は、事前及び事後の監査に
関するガイドラインを作成する。 

･ 内部監査は、合規性監査に焦点を
合わせる。しかし、業績監査の意
義についても議論がされている。 

･ 1998 年の予備検査事務所の BRH
への移管。 

･ BRH は内部監査について調査し、
追加的な専門的監査基準を策定す
る。 

 
→ライン管理者の説明責任は重
大、しかし指示やルールの設
定は財務省や内務省により実
施される。 

･ライン管理者は予
算、監督及び予防
について全ての責
任を有する。 

･ 内部監査の焦点は
全ての規則、統制
及び手続に及ぶ。 

･ 内部監査の焦点と
して業績面が増
加。 

 
→ライン管理者
の強い説明責
任 

集権的アプローチ 

（フランス） 

複合型アプローチ 

（ドイツ） 

分散的アプローチ 

（米国・英国） 

集権的 分散的 
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（2）内部統制に関する検査の体制 

 

■3■ 会計検査院等が内部統制の検査を実施している。しかし、内部統制の検査に特化

した部門はないと思われる。 

 

 上記（1）にて概観したような各国政府の行政府による内部統制への取組みに対して、

各国の会計検査院等が検査を行っている。しかし、各国において、内部統制の検査に特化

した部門はないと思われる。 

 GAO では、内部統制は検査・監査を実施する際の観点のひとつとして認識されており、

実際に検査（財務検査・業績検査）を実施する全ての部門が、内部統制に関する検査も実

施する主体となっている。但し、実態面では、財務管理・保証担当（FMA）が、内部統制

に関する検査を相対的に数多く実施している。また当該担当が検査院内の内部統制に係る

研修や検査支援などの役割も担っている。 

ドイツでは、省庁横断的な行政組織の内部管理に対する検査を担う検査課が存在し、内

部統制についても担当していると見られる。 

 

図表 各国会計検査院における内部統制に関する検査の実施主体 

国 主体 

米国 すべての検査実施部門。 
（但し実態的には、財務管理・保証担当が中心的な役割を果たす。） 

英国 内部統制に特化した検査課は存在せず。 

ドイツ 第Ⅶ局は、省庁横断的な行政組織の内部管理に対する検査を実施。 

フランス 内部統制に特化した検査課は存在せず。 

 

 このような会計検査院による内部統制を対象とした検査に加えて、米国連邦政府におい

ては、各省庁の内部に設置されている監察総監（IG）も、内部統制に関する監査を実施し

ている。監察総監は、連邦政府の各省庁及び独立機関の内部に、監察総監法に基づく独立

した機関として設置されているものである。 

監察総監は、連邦政府機関の不正・無駄･濫用を排除し是正措置を提言するとの点で、

GAO と同じ役割を果たしている。他方で大きく異なっているのは、組織の所属に加えて、

調査の範囲である。GAO が政府全体を対象としている一方で、監察総監は自らの行政機

関に限定されている。 
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図表 監察総監の目的及び業務 

項 目 概 要 

目 的 

・ 各機関のプログラムと業務に関係する監査及び捜査の実施、監督 

・ 以下の実現に向けた、リーダーシップの発揮、調整、政策の推進 

①経済性、効率性、有効性の促進 

②不正、濫用の防止、発見 

・ プログラムと業務の問題点・不足点に関する是正のための情報の、組織の長

及び議会への時宜を得た報告 

業 務 

・ 監査（財務諸表の監査、財務関連の監査、業績監査） 

・ 検査 

・ 捜査 

・ その他 

 
 

図表 米国現地インタビュー結果 

・GAO と OIG の機能は、いずれも、連邦政府機関の不正・無駄・濫用を排除し、是正措

置を提言するという意味合いにおいて一致している。しかし、GAO は「①議会に属する

機関（一般的には議会の要請に基づいて検査を実施）」「②調査権限は全ての政府機関

に及ぶ」という特徴である一方で、各省庁 OIG は「①各機関に属する機関」「②調査権

限も各機関に限定」という特徴があり、それぞれの役割が異なっている。 ～Mr. Carl 
Clinefelter, Vice Chairperson, CIGIE 
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■4■ 米国においては、GAO＝監察総監室間、複数の監察総監室間での人材流動は頻繁

に起こっている。 

 

米国の GAO にて検査（財務検査・業績検査）を担当するスタッフと、監察総監室にて

監査（財務・業績監査）を担当するスタッフは、その業務のみならずキャリアにおいても

重複している部分がある。したがって、財務・業績検査（監査）の専門家として、GAO

と監察総監室の間及び監察総監室同士の間にての人材流動が日常的に起きている。その意

味で、専門分野内での限定的な範囲であるが、その中での人材の流動性は高い。（ただし、

我が国のような定期的な人事異動によるものではなく、空席が発生したポストへの応募と

いう形で人材流動が行われる。） 

 

図表 米国における GAO と内部監査部門の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図表 米国現地インタビュー結果 

・各 IG のスタッフは、弁護士、会計士、検査人（CISA 等）、IT 技術者、エンジニア、企

業経営者などそのバックグラウンドは様々であるが、OIG や GAO にて検査の実務経験

を積み重ねていく。そして、各 IG の間を移動したり、GAO に行ったり来たりする。実

際のところ、元 GAO 職員が OIG に勤めていることは多い。 ～Mr. Carl Clinefelter, 
Vice Chairperson, CIGIE 

 

＜受検庁＞ 

原局・原課 
内部監査部門 

監察総監 OIG 

GAO 

人
材
流
動
が
多
い 

巨大・強力 

検査 

監 査 

ファイヤウォールが存在 
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（3）内部統制に関する検査の観点 

 

■5■ 会計検査院及び米国の監察総監による検査・監査活動は、常に本質的に内部統制

に係わる。内部統制は検査を行う際の観点の 1 つ。 

 

会計検査院及び米国監察総監による検査・監査を通じて、ある特定の行政機関・事業の

不当事項を発見した際に、そのような状況が発生した原因を追及して特定すると共に、今

後の同様の事態の再発を防止するために、当該行政機関が自ら改善しうることを指摘する

という観点において、財務・業績を問わずに検査・監査活動は、常に本質的に内部統制に

係わっている。 

逆から言えば、明示的か否かは国によって異なっているものの、内部統制は検査を行う

際に視野に入れるべき観点の一つとして位置づけられているのではないかと考えられる。

米国においては、GAO による検査と監察総監により実施される監査（財務監査・業績監

査）は何れも「一般に認められた政府検査基準（GAGAS）」に基づき実施されている。

財務・業績のいずれの検査・監査においても、内部統制の視点からの調査が明確に組み込

まれており、その結果を記録することが義務づけられている。また事例にて分析したよう

に、財務検査については、米国と同様に英国及びフランスにおいても、内部統制は重要な

観点となっている。 

 
図表 米国現地インタビュー結果 

・GAO の検査レポートにおいて内部統制を扱っていない報告書などないのではないか。そ

の意味で、ほとんどのレポートが何らかの形で（ワーディングはともかく）内部統制の

不備について言及している。 ～Mr. Jackson W. Hufnagle, Assistant Director, 
FMA, GAO 

・OIG の監査レポートの勧告内容のほとんどは「内部統制」に関するものだ。省の内部監

査機関である以上、その指摘内容が、内部の体制であったりシステムであったりするこ

とは当たり前のことである。 ～Ms. Anne L. Richards, Assistant Inspector 
General, Office of Audit, OIG/DHS 

・監査結果として問題点を指摘するのは、あくまで HUD の担当局に対してになるのだ

が、その内容は、①助成金を受給する側にかくかくしかじかの問題があった、というこ

とと、②それを事前に見抜けなかった HUD の内部統制に問題があった、ということの 2
つの側面を指摘することになる。さらに、③特定の担当局に対しての指摘ではあるもの

の、同様の問題は他局・他プログラムにもありうるという表現を行うことによって、全

体に影響を及ぼすこととなる。 ～Ms. Brenda M. Patterson, Deputy Assistant 
Inspector General for Audit, OIG/HUD 
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【検査事例分析のまとめ】 

 第Ⅱ章第 1 節では、調査対象国の会計検査院（米国については監察総監を含む）がそれ

ぞれこれまでに行った内部統制を対象とした検査の報告事例を整理した。各国の会計検査

院等における報告事例の抽出方針及び本報告書における詳細分析の対象とした事例数は以

下のとおりである。 

 
図表 事例の抽出方針及び事例数 

国・事例数 抽出方針 

米国① 
（5 事例） 

＜GAO＞ 

･ 報告書のタイトルに内部統制という言葉が含まれる事例。 

米国② 
（6 事例） 

＜監察総監＞ 

･ 現地調査対象 4 監察総監室から代表的事例として示された報告事例。 

･ そのうち、①国費の浪費を指摘した上で返還を求めた事例、及び②国費を

投入した事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例を抽出

し、詳細分析を実施。 

英国 
（2 事例） 

･ VFM 報告書及び財務検査報告書の中で、内部統制に触れている事例。 

ドイツ 
（4 事例） 

･ 過去 9 年分（2000～08 年）の年次報告第 2 及び 3 章に記載された報告事

例の中で、内部統制という言葉が含まれる事例。 

フランス 
（8 事例） 

･ 国家会計監査証明報告書 

･ 年次検査報告書 

･ 社会保障財政法実績報告書 

 
今回の調査において抽出された上記の検査報告事例によると、概ね以下の特徴が確認さ

れた。 
 
【GAO】 

･ 内部統制という言葉がタイトルに含まれる検査報告事例は毎年 10 件前後抽出された。

2008 年度については、15 件の内部統制に関する検査報告が確認された。 

･ 15 件の検査報告書は、①財務検査の結果として内部統制の不備を指摘しているもの（5

件）、②内部統制そのものがきちんと機能しているかという視点を明示的に掲げて、内

部統制について検査している事例（7 件）、③業績検査等の結果として内部統制について

指摘しているもの（3 件）が見られた。②については、内部統制のみを検査の対象として

いる事例と、内部統制以外も検査の着眼点として含まれている事例があった。 

･ 次に述べる監察総監の監査対象は、監察総監が属する省庁のみに限られているが、GAO

の権限は全ての政府機関に及んでいる。 
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 【米国事例 02】は政府検査基準に基づき、特定機関の財務報告に関する内部統制

を検査対象としたものである。 

 【米国事例 01】は政府検査基準に基づき、特定部局の業績に関する内部統制を検

査対象としたものであり、内部統制の脆弱性を指摘したものである。 

 【米国事例 03】及び【米国事例 04】は、個別の省庁において内部統制の脆弱性

が明らかになったため、連邦政府の省庁横断的に検査を実施した事例である。さ

らに【米国事例 04】を通じて明らかになった個別省庁における内部統制上の脆弱

性について検査したのが、【米国事例 05】である。 

･ GAO による（財務・業績）検査では、内部統制は検査を行う際の観点の 1 つとして明示

的に位置付けられている。すなわち、GAO の検査は、常に内部統制に係わっている。 

･ 検査の結果提示されている勧告と内部統制の 6 つの基本要素との対応を見ると、「統制

活動」に相当するものが多いという傾向が見られた。 

 
【米国監察総監】 

･ 今回現地調査の対象とした 4 省の監察総監室から、内部統制に関する代表的な監査事例

として 21 事例の提示を受けた。そのうち、①国費の浪費を指摘した上で返還を求めた事

例、②国費を投入した事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例について

詳細分析の対象とした。 

 ①国費の浪費を指摘した上で返還を求めた事例： 

 【米国監察総監事例 01（保健社会省）】 

 【米国監察総監事例 02（国税局財務監察総監）】 

 【米国監察総監事例 03（住宅都市開発省）】 

 【米国監察総監事例 04（住宅都市開発省）】 

 ②国費を投入した事務事業が適切に運営されていないことを指摘した事例： 

 【米国監察総監事例 05（国家安全保障省）】 

 【米国監察総監事例 06（国家安全保障省）】 

･ 米国現地調査を通じて得られた意見を総括すると、監察総監室の監査報告における勧告

内容の多くは、その表現方法は多様であるものの、内部統制に関するものであると捉え

られる。 

･ 監査の結果提示されている勧告と内部統制の 6 つの基本要素との対応を見ると、「統制

活動」に相当するものが多いという傾向が見られた。 

 
【英国】 

･ 財務検査及び VFM 検査のそれぞれにおいて、内部統制に係る記述が見られる。各省庁は、

年度毎の財務報告書に、会計官が署名する内部統制報告書を含めて提出し、NAO がこれ

をレビューすることになっている。 
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 【英国事例 01】は、VFM 報告書において内部統制について記述した事例。個別

機関（非府省パブリックボディ）の事業運営、ガバナンスについて調査して、内

部統制上の問題点を明らかにしたもの。当該受検機関は既に清算済みであったも

のの現存する組織にも有効な示唆となるため、調査結果を踏まえて我が国の独立

行政法人に相当する非府省パブリックボディ（NDPB）を所管する省庁全体に対

して勧告を行ったもの。 

 【英国事例 02】は財務検査報告書である。受検庁の内部統制報告書が財務省のガ

イドラインに沿ったものであるかを評価している。報告書自体の不備についての

指摘はしていないが、内部統制報告書に記載されているように、内部統制上の不

備が多くあることを改めて紹介している。 

･ なお、財務検査において実施した内部統制報告書の評価結果は、年次の「総括報告書」

にて報告されているが、上記【英国事例 02】のように具体的内容に踏み込んで独立した

報告書を出す事例は限定的であると見られる。 

 
【ドイツ】 

･ 内部統制についての記述のある検査報告事例は、過去 9 年間において 4 件であり、報告

数は限られている。政府全体の内部統制及び内部監査体制の構築の必要性をするものが 1

件あり、特定の省庁における内部統制の脆弱性を指摘したものが 2 件見られた。 

･ 「連邦会計検査院監査規則」では、内部統制に係る記述は確認されない状況であり、同

規則を拠り所とする財務検査において、内部統制が検査の観点として明示的に扱われて

いたか否かは不明である。 

 【ドイツ事例 01】では連邦行政機関における組織管理を担う内務省に対し、各行

政機関における内部統制、内部監査体制が未整備であることを指摘。その指摘の

根拠として、「連邦行政における腐敗予防についての連邦政府方針」（1998 初

版公表）を挙げている。 

 【ドイツ事例 02、03】では、特定の省庁における問題点の指摘をし、その原因

として内部統制の不備を挙げている。 

･ なお、【ドイツ事例 01】における内務省に対する勧告が、「連邦行政における内部監査

のための勧め」（2007 公表）の策定に影響したものと考えられる。 

 
【フランス】 

･ 国家会計監査証明報告書、年次検査報告書、社会保障財政法実績報告書において内部統

制についての記述が見られる。 

 財務検査において内部統制を検査対象とした事例【フランス事例 1,2,3】 

 これらは、国家会計監査証明報告書において、内部統制と内部監査に関する

措置の不足に関連して計算書に関する実質的留保を表明している事例である。 
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 業績検査において内部統制を検査対象とした事例【フランス事例 4,5,6,7,8】 

 【フランス事例 4,5,6,7】は、各省庁に関する業績検査からの監察事項等が

記載される年次検査報告書に含まれた事例。内部統制の仕組が規則に準拠し

ていない状況を指摘したもの【フランス事例 4,7】や、勧告の中で内部統制

の実施を求めたもの【フランス事例 5】、2006 年に内部統制に関する勧告

を受けた後の追跡調査について記述したもの【フランス事例 6】がある。 

 【フランス事例 8】では、社会保障財政法実績報告書において、内部統制に

関する勧告に会計する 42 機関が一覧化されている。また、いくつかの機関

について、内部統制についての検査結果が報告されている。 
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■6■ 米国の政府検査基準イエロー・ブックでは財務検査・業績検査とも内部統制に関

する調査実施・結果記録を義務化している。財務管理・保証担当が、引き続き検査院内

外に浸透を図っている状況である。  

 

 米国の政府検査基準では、財務検査及び業績検査はいずれも、内部統制に関する調査の

実施及びその結果の記録を義務化している。制度上ではこのように、いずれの部門による

いずれの検査であっても内部統制の観点からの調査が実施されることとなっている。 

 事例分析及び米国への現地調査を踏まえると、実態面では、GAO の財務管理・保証担

当による（財務・業績）検査結果において、内部統制に対するより多くの言及がなされて

いる。検査報告書のタイトルにおける内部統制への言及も、同部門によるものが多い。こ

れは、同部門には公認会計士が相対的に多く所属しており内部統制についての習熟度合い

が相対的に高いこと、その一方で他の検査実施部門では、内部統制の視点は主に財務検査

において踏まえられるべき点であり従って自らの業績検査には余り関連がないものとみな

してしまいがちであること、などが影響しているようであった。 

 現地調査におけるヒアリングでは、財務管理・保証担当が、このような状況を踏まえて、

①GAO 内での内部統制に関する研修を実施、②他部門が実施する検査の内部統制部分の

支援（代わって実施することも含む）などを行っており、検査実務への内部統制の視点の

浸透が図られている 中である。 

 

図表 内部統制に関する記述＜財務検査＞ 

章 記述内容 

第 4 章 財務検査

の実施基準 

• 財務検査に関して、政府検査基準はアメリカ公認会計士協会（American 
Institute of Certified Public Accountans: AICPA）の実施・報告基準と

監査基準報告書（statement on auditing standard: SAS）を組み込んで

いる。アメリカ公認会計士協会の一般的に認められた基準は、以下の 3 点

である。 
a. 業務の計画及び補助者の監督を適切に行う。 
b. ミスや不正に基づく財務諸表の重大な誤りのリスクを評価し、検査の特

徴・タイミング・範囲を決定するために、検査対象及び内部統制も含め

た環境について十分理解していなければならない。 
c. 財務諸表に対する意見の妥当な基準を得るために、検査によって十分な

証拠を獲得しなければならない。 
• アメリカ公認会計士協会及び政府検査基準の下では、財務報告や法令・契

約等の遵守に係る内部統制の評価は、財務諸表や他の結論に関する意見を

つけるための証拠となる。ただし、そのような評価は、財務報告や法令遵

守、助成金に関する合意事項に係る内部統制の有効性について意見をつけ

るには十分ではない。 

第 5 章 財務検査

の報告基準 

• 政府検査基準では、財務検査報告に関して、アメリカ公認会計士協会の基

準に対して追加する基準を設けており、その中に（a）内部統制及び法

律・規則・契約または補助金の同意事項の遵守や（b）内部統制上の欠

陥、不正、違法行為、契約や補助金同意事項の侵害、濫用に関する報告が

含まれている。それぞれの概要は以下である。 
（a）内部統制及び法律・規則・契約または補助金の同意事項の遵守に関する報
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章 記述内容 

告 
 財務諸表に対する意見または免責条項をつける場合には、内部

統制及び法律・規則・契約または補助金の同意事項の遵守に係

る報告に関する報告も行わなければならない。 
 検査人は、これらの検査に関する範囲について、検査報告書ま

たは別の報告書に記載する。 
（b）内部統制上の欠陥、不正、違法行為、契約や補助金同意事項の侵害、濫用

に関する報告 
 財務諸表に対する意見または免責条項をつける場合には、検査

目的と検査業務に照らして、次の点について報告する。 
・ 内部統制上の重大な不備（significant deficiencies）。重

大な脆弱性（material weakness）について特定。 
・ 重要度が低いもの以外の全ての不正及び違法行為 
・ 財務諸表に重大な影響を及ぼし得る契約・補助金同意事項

の侵害及び濫用 
 統制上の不備の重大性を分析するに当たっては、受検機関の説

明責任、法律・規則の要求事項、受検機関のプログラム認知

度・感度、国民のニーズ、幹部の懸念、現在及び将来のリスク

に関する定性的な評価も含める。 

 

図表 内部統制に関する記述＜業績検査＞ 

章 記述内容 

第 7 章 業績検査

の実施基準 

• 監査人は、監査の目的に照らして重要な内部統制について理解し、その内

部統制が適切に設計・導入されたものかどうかを評価しなければならな

い。また、内部統制の有効性に関する評価においては、十分かつ適切な証

拠を集めなければならない。情報システムは、しばしば内部統制の一部を

なすものである。そのため、内部統制を理解するためには、情報システム

統制についての評価が必要かどうかを決定しなければならない。 
• 内部統制に関する情報は、問い合わせ、監察、文書や記録の検査、他の監

査人による報告書のレビュー、直接的な検査を通じて入手する。 
• 以下の主要な内部統制の目的に関する議論は、内部統制に関する理解を深

め、監査目的に照らして重要か否かの判断を助けることを目的としてい

る。 
 プログラム業務の効率性及び有効性：プログラム運営に関する

統制は、費用対効果や効率性に配慮しながらプログラムの目的

を達成することを保証するために、受検機関が導入した方針及

び手順を含む。このような統制に対する理解は、プログラム運

営に対する理解を促進するのに役立つ。 
 情報の妥当性及び信頼性：情報の妥当性及び信頼性に関する統

制には、方針、手順、及び、受検機関の幹部が、運営や財務に

関する意思決定・外部報告に利用する情報に関する妥当な保証

を与えるための慣習を含む。このような統制に関する理解は、

収集した情報の妥当性及び信頼性に関するリスクを評価するこ

とや、監査目的に応じた情報の評価を設計するのに役立つ。 
 関連する法律や規則、契約や補助金同意事項の遵守：遵守に対

する統制には、プログラムが法律や規則、契約や補助金同意事

項を遵守しながら実施していることを保証するための方針や手

順を含む。このような統制に関する理解は、違法行為、契約や

補助金同意事項に対する違反や濫用に関するリスクの評価に役

立つ。 
• 内部監査は、ガバナンス、説明責任、内部統制全体に関して重要な要素で
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章 記述内容 

ある。内部監査組織の主要な役割は、内部統制が導入されており、リスク

の軽減やプログラムの目的・目標の達成に対する保証を与えることであ

る。内部統制に関する評価を行う際には、監査業務の重複を防ぐ意味でも

内部監査組織の業務を活用すべきである。 

第 8 章 業績検査

の報告基準 

• 監査人は、内部統制に関する監査の範囲、監査目的及び業務に照らして重

大と考えられる内部統制上の不備について監査報告書に記載する。 
• 業績監査において、内部統制上の不備が監査対象のプログラムや運営の不

備の原因であると結論付けられるかもしれない。このような発見事項につ

いて報告する場合には、内部統制上の不備を原因として示す。 

 

図表 内部統制に関する記述＜証明業務＞ 

章 記述内容 

第 6 章 証明業務

の一般・実施及び

報告基準 

• 証明業務を計画する際、監査人は、その手順の策定と契約の目的を達成す

るために、対象事項に関して重要な内部統制について十分理解していなけ

ればならない。 
• 証明業務にあたっては、監査人は、契約目的及び業務に照らして以下につ

いて報告する。 
 内部統制上の重大な不備（significant deficiencies）。重大な

脆弱性（material weakness）について特定。 
 重要度が低いもの以外の全ての不正及び違法行為 
 財務諸表に重大な影響を及ぼし得る契約・補助金同意事項の侵

害及び濫用 

 

図表 米国現地インタビュー結果 

・FMA は、院内の他の検査課（業績検査を実施）に対して、内部統制に関する検査につい

て（特に内部統制の構築基準について及び内部統制に関する検査基準の改定について）

の教育研修及び情報提供を行う役割も担っている。業績検査においても内部統制にかか

る検査の視点が設けられているのであり、検査課はその点の重要性を十分に理解する必

要がある。検査院では、業績検査の担当者が内部統制に関する事項を評価して記録を残

すための支援ツールを用意している。 ～Ms. Mary Arnold Mohiyuddin, Capacity 
Building Coordinator, SPEL, GAO 

・米国において「内部統制」という用語で規定される一般的な概念は極めて狭く、限られ

たものとして捉えられがちであり、財務検査の範疇で捉えられることが多い。内部監査

に携わっている者にとっては、それだけに限定されず、むしろより幅広い分野で適用さ

れるものであることは共有されている。その意味で、今の段階は、内部統制の概念はも

っと幅広いものなのだということをわかってもらう普及啓発段階にある。 ～Ms. Anne 
L. Richards, Assistant Inspector General, Office of Audit, OIG/DHS 
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■7■ 内部統制に関する検査での調査・指摘は、「財務報告の信頼性」「法令の遵守」

の確保に関する「統制活動」に重点が置かれている。 

 

【内部統制の「目的」の観点】 

事例分析及び米国への現地調査を踏まえると、まず内部統制の「目的」に照らした検査

及び指摘の傾向として、「業務の有効性・効率性」の確保の観点からの検査及び指摘は見

受けられず、「財務報告の信頼性」「法令の遵守」の確保の観点から検査及び指摘がなさ

れていることがあげられる。 

 

【内部統制の「要素」の観点】 

 そして、内部統制の「基本要素」に照らした検査及び指摘の傾向としては、「統制活

動」についての検査及び指摘が実務上の中心となっている。今回分析対象とした検査事例

は、調査対象である各監察総監室がそれぞれの活動の代表的事例として示したものであり、

恣意的に「統制活動」に係る事例を抽出したのではない。このことを踏まえると、「統制

活動」についての検査及び指摘が中心となっている状況は一般的な傾向であると考えられ

る。 

 

図表 ＜再掲＞勧告と内部統制の 6 つの基本要素との対応 

 統制環境
リスク評

価と対応 
統制活動

情報と 

伝達 

モニタリ

ング 

IT への 

対応 

基本的

要素 

合計 

勧告数 

GAO 5 0 41 3 8 7 64 44 

米国監察

総監 
4 0 23 5 7 5 44 39 

NAO 3 4 5 0 6 0 18 10 

合計 12 4 70 8 20 12 126 93 

対勧告数

（％） 
12.9％ 4.3％ 75.3% 8.6% 21.5％ 12.9％ － 100％ 

注）ひとつの勧告を複数の内部統制の基本要素に対応付けている場合もあるため、合計は勧告数の合計と

は一致しない。 

 

米国現地調査においてはこの点について、内部統制の 5 基本要素の内、「統制活動」に

関する問題の所在が客観的に把握しやすく、かつ勧告にも結びつけやすいために、実態的

にそのような傾向となっているとの見解が、GAO 及び監察総監の複数の実務担当者から

聞かれた。検査の実務においては、他の要素ももちろん視点に含められているが、問題点

の抽出及び判断に検査担当者の主観が入りこみやすく、取扱いにくいとの状況がある。 
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図表 米国現地インタビュー結果 

・我々は伝統的に「統制活動」に焦点を当てて指摘を行うことが多い。これは、問題が発

見しやすく、勧告に結びつけやすいからである。うまくいっているのかどうか、客観的

に把握しやすい。他方、「統制環境」「リスク・アセスメント」「情報と伝達」「モニ

タリング」等の要素についても検査では見ているのだが、問題が発見しにくく、かつ善

し悪しの判断が主観的にならざるを得ず、勧告に結びつきにくい。これら要素の観点も

担保すべきとのガイドラインが出ており、今後は広げていきたい。～Ms. Anne L. 
Richards, Assistant Inspector General, Office of Audit, OIG/DHS～ 

 

【総括】 

上記のように、現在は実態として「財務報告の信頼性」「法令の遵守」の確保に関する

「統制活動」面についての不備の指摘が中心となっている。前者はスタッフのバックグラ

ウンド（例えば米国であれば GAO の FMA や監察総監・監査部門のスタッフの多くが公

認会計士であること）が、また後者は検査・指摘の相対的な容易性が、それらの背景にあ

る。GAO 及び監察総監では、目的及び基本要素の双方において、それを広げていくこと

の重要性が認識され、取組みが行われている。 

このことは裏返していえば、「財務報告の信頼性」「法令の遵守」に関する「統制活

動」面についての不備を追及し記述していくことへの実務面での相対的な容易性を示して

いるとも考えられる。この点は、後述する我が国への示唆においても改めて検討する。 

 
図表 米国を中心とした内部統制に関する現在の指摘の中心と今後の拡大の方向性 

要素 

目的 
統制環境 

リスク 

アセスメント
統制活動 情報と伝達 モニタリング IT への対応 

業務の有効

性・効率性 

      

財務報告の

信頼性 

      

法令の遵守 
 
 

     

資産保全 
 
 

     

 
 

 

現在

の 

中心
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（4）内部統制に関する検査の方法（対象・内容） 

 

■8■ 特定機関での不正・問題の発見から、当該機関の内部統制、ひいては政府全体に

網を広げて内部統制状況の検査を行うケース（個別→全体）は大いにある。他方、政府

全体の内部統制を調査し、そこから個別機関・施策に絞り込んで詳細な検査を行うケー

ス（全体→個別）は見受けられなかった。 

 

 事例分析及び米国への現地調査においては、特定機関における個別の不正や問題の発見

から、当該機関全体の内部統制状況、ひいては政府全体における同様の不正・問題の状況

やそれに関連する内部統制の状況の検査を行うケースへと発展していくケース（個別→全

体）が見られる。米国の事例として取り上げている「購買カード」及び「プレミアムクラ

ス出張」の事例はその典型的なものである。 

 他方で、まず特定の問題に対する政府全体の内部統制状況を調査して、そこから個別の

機関や施策・事業等に焦点を絞り込んで詳細な調査を行うケース（全体→個別）は見受け

られなかった。この点に関して、米国連邦議会から GAO へは、具体的な特定の組織や問

題点（及びその可能性）を特定した上でその状況を検査することが要請されるためである

と、米国現地調査のヒアリングにて指摘された。 

 

図表 米国現地インタビュー結果 

・特定機関での不正・問題を指摘し、その後、政府規模で全面的に検査を行うというスタ

イル（購入カードの他、プレミアム旅行も 初は国務省の問題を指摘した検査がきっか

け）は良い方法であると思っている。①やり方・データが同じなので、確立された方法

を幅を広げて展開するという意味、②細かいところに集中して検査を行い、問題が指摘

されれば全面展開をするという意味、それぞれで、検査の戦略的にも理にかなってい

る。  ～ Mr. Gregory Kutz, Managing Director, FSI/FMA, GAO 
・議会からの要請で、政府機関の内部統制の状況を横断的に調査せよ、というような要請

は一般的にはない。むしろ、特定の局、特定のプログラムについて焦点を当てる形で、

そこに問題点がないかどうかを調査せよ、との要請がほとんどである。それを踏まえて

検査を実施する際には、検査基準として内部統制に関する事項があるのであり、内部統

制の状況を評価することが、検査上の及び議会報告上の重要な要素となる。 ～Ms. 
Mary Arnold Mohiyuddin, Capacity Building Coordinator, SPEL, GAO 
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（5）内部統制に関する検査の結果（取りまとめ） 

 

■9■ 同じ検査報告・結果を「内部統制」という用語を用いてまとめるか、用いないで

まとめるかは、状況を踏まえて判断されている。 

 

内部統制に関する検査・監査を実施した結果として、内部統制という用語を用いずに内

部統制に関する不適切な内容の指摘及び勧告を実施している場合もある。 

 米国における現地調査では、内部統制に関する問題点の指摘及び改善方法の勧告をする

という事実が重要なのではなく、それを踏まえて受検庁が自らの取組みの問題点を認識し

て改善に取組むことが重要であるとの認識の下、「どうすれば受検庁の幹部が勧告を受け

入れて具体的な改善行動をとるのか」との観点から、報告書の書きぶりを慎重に検討して

判断している旨の見解が示された。そして、そのような検討や判断の中には、「内部統

制」という用語の使用/不使用という点も含まれているとの認識であった。 

 このことを踏まえると、また財務検査（監査）・業績検査（監査）を問わず、検査（監

査）の実施に際して内部統制の観点も必ず分析されていることを踏まえると、少なくとも

米国連邦政府では、検査・監査報告書の表題やその本文に内部統制という言葉が一切使用

されていなくても、内部統制の問題を取り扱っているものも数多く存在している。 

 

図表 米国現地インタビュー結果 

・勧告内容をあえて「内部統制」という言葉を用いて書くことはあまりしない。なぜな

ら、①レポートを提出する先の 1 つである機関の長にとっては「内部統制を構築せよ」

というより「××を整備しろ」「○○を改善しろ」という具体的な指摘の方がなじみや

すいであろうし、②そもそもの語感として「統制（control）」という言葉を好まない、

ネガティブな印象を持つということもある。結局のところ、監査内容・勧告結果は、監

査レポートを受け取る者（読者）にとって理解でき、かつ言っていることが腑に落ちる

ことが重要なのであって、①政府の幹部層、各政府機関の長官、議会議員がきちんと理

解できること、②政府機関の実務者が実行に移せることが重要なのである。 ～Ms. 
Anne L. Richards, Assistant Inspector General, Office of Audit, OIG/DHS 



   - 270 - 

2．我が国会計検査院の内部統制に対する検査への示唆 

 

上記 1.の整理を踏まえて、この 終節においては、我が国会計検査院による内部統制に対

する検査への示唆を抽出する。その際、短期的に対応が可能と考えられる事項及び中期的

に対応しうる事項に分けて整理をしている、以下にまず示唆の概要を示し、それぞれの示

唆については次頁以降にて詳述する。 

 

＜短期的な対応が可能と考えられる事項＞ 

 

■示唆 1■ 「内部統制」に対する検査の詳細な基準が存在しない環境下ではあるが、現

状でも実施可能な内部統制の観点を踏まえた検査事例の実績を蓄積していくこと。その

際、言及の範囲、検査対象の範囲について複数の実施方法が想定される。 

 

■示唆 2■ 検査事例の実績を積みあげていくに際しては、主に「財務報告の信頼性」

「法令の遵守」に対する「統制活動」の不備を中心的に取り上げていくこと。 

 

■示唆 3■ 米国「監察総監」で行っている内部統制に係る監査は、我が国会計検査院が

行っている検査と親和性が高いと考えられるため、この「監察総監」を我が国における

内部統制に関する検査の「ベンチマーク」対象として位置づけて、その取組み方法をよ

り総合的（包括的）に分析して、我が国への応用方法を検討すること。 

 

 

＜中期的に対応しうる事項＞ 

 

■示唆 4■ 中期的には、実態的な検査事例の蓄積を踏まえて、内部統制に係る基準及

び、内部統制に対する検査の基準を整備すること。  

 

■示唆 5■ 中期的には、受検庁における内部監査体制の充実方策を整えること。その

際、「集権型」のアプローチも検討可能と想定する。 
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（1）短期的な対応が可能と考えられる事項 

 

■示唆 1■ 「内部統制」に対する検査の詳細な基準が存在しない環境下ではあるが、現

状でも実施可能な内部統制の観点を踏まえた検査事例の実績を蓄積していくこと。その

際、言及の範囲、検査対象の範囲について複数の実施方法が想定される。 

 

我が国においては、「会計検査の基本方針」にて内部統制についての方針が示されてい

るものの、行政機関における内部統制の基準及びその検査の詳細な基準について、現時点

では整備されていない状況にある。したがって、内部統制に対する検査を実施するにあた

っても、米国におけるような明確な拠り所がない状況である。 

その一方で、実態的には内部統制の観点を踏まえた検査が実施されるようになっている

（次頁の図表を参照）。 

我が国会計検査院では、＜1＞については従来から取り組んでおり、近年ではさらにそ

の原因を追及して検査報告内に記述する＜2＞についても見られるようになってきた。そ

こで内部統制上の不備を原因とするような事例も出てきている。 

今後も、現状のような検査の拠り所がない状況下にあっても、意識的に内部統制の観点

を踏まえた検査を実施して、その経験を蓄積していくことが可能である。 

 具体的には、単に特定の不備事項を具体的に指摘することを越えて、そのような不備事

項が発生する内部統制上の「原因の追及・特定並びに記述」を行い、さらに同様の問題の

再発を防ぐために行政機関として実施可能な「内部統制上の改善策の勧告」を行っていく

ことである。 

なお、その際、検査結果にて内部統制の不備に明示的に言及するか否かその適切性を判

断した上で、必要に応じて、内部統制の問題であることを明示的に示していくことも想定

される。 

また、ある機関・事業における内部統制上の不備事項について、類似の機関・事業にお

いても同様に見られるのかという観点、さらには政府全体的に見られるのかという観点か

ら、内部統制に関する検査を横断的に展開していくことも想定される。 

 

 次頁では、現在の環境下での内部統制への取組みの考え方を示す。以下、＜＞内は次頁

図表での参照番号を示したものである。 

■ ＜0＞⇒＜1＞⇒＜2＞： 内部統制の観点を踏まえた検査の実施 

■ ＜3＞： 検査結果にて「内部統制の不備」に言及 

■ ＜4＞： 横断的な展開（「類似機関・事業」「全機関」を対象に） 
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図表 現在の環境下での内部統制への取組みの考え方 

 

• 我が国会計検査院では、＜1＞については従来から取り組んでおり、近年ではさらにそ

の原因を追及して検査報告内に記述する＜2＞についても見られるようになってきた。 

• 今回の調査対象である『内部統制に関する検査』を定義すると、以下のフローにおいて、

いくつかの概念や段階がありうるのではないか。 

  1）検査の観点
．．

として「内部統制」の考え方を援用。   ＜0＞＜1＞＜2＞ 
    －米国の場合、①OMB の内部統制ガイドライン、②GAO のイエロー・ブック中での

内部統制に関する記述や内部統制検査基準等、検査の拠り所が明確。我が国の場合、

米国の①②に類する検査の詳細な基準は存在しないものの、考え方の援用
．．

ならば現

状においても十分可能ではないか。 

        －特に統制活動が関連する原因の追及・記述について。 

  2）検査の結果
．．

として「内部統制」の不備に言及。         ＜3＞ 
    －米国の場合、結論を「内部統制」という表現を用いて記すかどうかは、検査主体側

の判断である。我が国も同様ではないか（実をとるのであればどちらでも可）。あ

えて「内部統制」という表現を用いる必然性があるのかどうか確認する要。 

  3）検査の対象
．．

として「内部統制」（の不備）に焦点を当てて検査。 ＜4＞ 
    －我が国の場合、＜4＞を最初から取り組むケースもあるが、米国ではあくまで＜3＞

の事例（不当事項例、検査例）が先にあって＜4＞に取り組むのが一般的との評。 

 

＜1＞ 
ある機関・事業での

不当事項等の指摘 

＜2＞ 
原因追及・記述

（ex.特定検査） 

＜3＞ 
左記＜2＞を①「内部統制不備」と表記するか、

②それ以外の表現で表記するか？ 
【参照】：＜内部統制関する検査の結果＞項目番号■9■ 

＜4＞ 
上記＜2＞＜3＞を a. 類似機関・事業で調査、b. 
全機関を対象に調査して横展開  
【参照】：＜内部統制に関する検査の方法（対象・内容）＞項

目番号■8■ 

内部統制の考え方を援用して検査を実施 
【参照】：＜内部統制に関する検査の観点＞ 

項目番号■5■/■6■/■7■ 

 

＜0＞ 
検査の実施 “内部統制の不備”が問題 

として検査結果を記述 

最初から“内部統制” 

に焦点を当てた検査 
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■示唆 2■ 検査事例の実績を積みあげていくに際しては、主に「財務報告の信頼性」

「法令の遵守」に対する「統制活動」の不備を中心的に取り上げていくこと。 

 

 主要国の事例分析や米国現地調査にても明らかになったように、内部統制に関する検査

を実施する際には、実務上の容易性の観点から「統制活動」上の不備が主に指摘されてお

り、また「財務報告の信頼性」及び「法令の遵守」の確保に係る内部統制の在り方に焦点

が当てられている。 

 我が国においても、検査実績をつみあげていく際には、「財務報告の信頼性」「法令の

遵守」に対する主に「統制活動」上の不備の抽出に焦点を当てていくことは、実務上の観

点からも、また、より根源的な原因の把握の観点からも望ましい方法であると考えられる。 

米国の現地調査結果にも示されているように、「統制活動」上の不備に焦点を当てること

で、その背後にある真の原因の把握もしやすくなる。（例：「統制活動」上の不備という

現象が発生したことは、より根源的には、当該受検庁における「リスク・アセスメント」

や「統制環境」における不備などにその原因が認められる、など。） 

 

 

■示唆 3■ 米国「監察総監」で行っている内部統制に係る監査は、我が国会計検査院が

行っている検査と親和性が高いと考えられるため、この「監察総監」を我が国における

内部統制に関する検査の「ベンチマーク」対象として位置づけて、その取組み方法を参

考として、我が国への応用方法を検討すること。 

 

米国の監察総監は、連邦政府機関の不正・無駄･濫用を排除し是正措置を提言するとの

点で、GAO と同じ役割を果たしている。他方で大きく異なっているのは、組織の所属に

加えて、調査の範囲である。GAO が政府全体を対象としている一方で、監察総監は自ら

の行政機関に限定されている。 

監察総監室が全体として行っている活動は、財務監査・業績監査に加えて、訴訟や個人

の処分につながる捜査やホットラインの運営等、幅広い。その中で、監察総監による内部

統制に関する監査としては、事例分析にて紹介したように、①国費の浪費を指摘した上で

その返還を求めた事例、②国費を投入した事務事業が適切に実施されていないことを指摘

した事例、などがある。 

我が国の場合、受検庁の内部監査部門がその体制・権限において現時点にて貧弱であり、

また受検庁内部にて原局・原課と内部監査部門とを定期人事異動で職員が行き来する仕組

みとなっており、内部監査部門の独立性は担保されていない。従って、会計検査院が独立

した立場から受検庁について包括的に検査を実施している。 

独立した立場から個々の行政機関の内部統制の状況を検査している点、及び上記のよう
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な内容の監査を内部統制に関して実施している点に照らすと、米国連邦政府の監察総監が

果たしている役割は、我が国の会計検査院の果たす役割と類似しているといえよう。他方、

米国の GAO は、各行政機関におけるそのような独立性のある監察総監の存在を前提とし

たした上で、政府全体を視野に入れつつ、特定部門・問題に関する検査、及び監察総監の

独立性に関する検査を実施している。（次頁の図表を参照。） 

 

このようなことを踏まえると、米国連邦政府の各機関に設置されている監察総監の「内

部統制」に関する検査への取組み動向を、我が国における内部統制に係る検査の「ベンチ

マーク」として位置づけていくことが可能と思われる。そのためには、監察総監による取

組み実態を参考として、我が国の取組み応用方法を検討していくことが重要と考える。 

具体的には、①国費の浪費を指摘した上でその返還を要求する、②国費を投入した事務

事業が適切に実施されていないことを指摘するといった事項は、我が国会計検査院の現状

の活動としても行われている内容であるため、このような検査を「内部統制」という観点

から構築していくことが挙げられる。 

また、内部統制の基本要素のうち特に「統制活動」を着眼点のひとつとした検査を足が

かりとして事例を蓄積し、その後、内部統制の他の基本要素に展開していくことが考えら

れる。監察総監による勧告では、統制活動に係る項目としては、主に次のようなものがみ

られた。 

・ 内部統制や業務に関する方針・手順の整備及び文書化 

・ 方針・手順の組織全体への周知徹底（マニュアルの整備も含む） 

・ 業務に関するレビューやモニタリングの仕組みの構築 

・ 業務に関するレビューの実施 

他方、監察総監は所属する組織を対象とした活動を行っているため、当該省庁が行って

いる業務の領域に関する高い専門知識を有している。各分野における監査の専門知識や監

査手法に関しては、今後もベンチマークを行っていく必要があると考える。このような

「ベンチマーク」資料は、我が国として内部統制に係る検査実績を蓄積していく段階でも

有用な資料となる上に、我が国として基準・ガイドラインを整備していくための準備作業

としても有益な情報となる。 
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図表 日米における受検庁の内部監査部門の比較 

 

• 我が国と米国の GAO の役割の違いを、受検庁側での内部監査部門の存在で規定するこ

とも可能か？  

  －我が国の場合、受検庁の内部監査部門は、体制的に貧弱であり、権限も脆弱。また、

受検庁内部で原局・原課と内部監査部門とを定期人事異動で職員が行き来すること

もあり、内部監査部門の独立性は担保されておらず 

       →会計検査院は、受検庁について包括的に検査。 

  －米国の場合、受検庁の内部監査部門は、体制的に巨大（数百人を要する所も多）で

あり、権限も強力（監察総監法による規定）。また、従事者は「検査の専門家」で

あって、原局・原課との人事異動はなく、むしろ監察総監間や GAO との間での人

材流動が主。その意味で、受検庁内部でのファイヤウォールが確立している状況。 

       →GAO は、監察総監による内部監査を所与として、①原局・原課を対象

とした検査及び、②監察総監の独立性に関する監督。 

 

■日本のケース 

 

 

 

 

 

 

■米国のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜受検庁＞ 

原局・原課 内部監査部門 
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（2）中期的に対応しうる事項 

 

■示唆 4■ 中期的には、実態的な検査事例の蓄積を踏まえて、内部統制に係る基準及

び、内部統制に対する検査の基準を整備すること。  

 

上記にて言及したような検査実績の蓄積を踏まえて、①我が国行政機関における内部統

制への取組みに関する基準やガイドライン及び、②内部統制に対する検査の基準やガイド

ラインを整備していくことが想定される。 

 

図表 整備すべき基準ガイドラインの種類 

①行政機関による内部統制の実施に関する基準、ガイドラインの整備 

②行政機関の内部統制への取り組みに関する検査の基準、ガイドラインの整備 

 

検査実績の蓄積を経ずしても、内部統制に関する理論面での蓄積、諸外国における取組

み事例及び、民間企業における取組み等を参照して、それらの基準を整備することは可能

と思われる。しかし、そのような基準は、我が国行政機関における内部統制上の状況や特

質を十分に踏まえたものであることが望まれるため、また、現在の状況下でも内部統制の

観点を踏まえた検査を実施することが実質的には可能であるため、検査事例を蓄積した後

に我が国の状況や特質に適した基準等を整備することがより望ましいと考えられる。（な

お、①内部統制の実施に関する基準・ガイドラインは、必ずしも会計検査院として整備す

べき事項としてではなく、政府全体として取組むべき事項として記述している。） 

 

 

■示唆 5■ 中期的には、受検庁における内部監査体制の充実方策を整えること。その

際、「集権的アプローチ」も検討されてよいと思われる。 

 

 既述のように、現時点では受検庁の内部監査部門は、その体制面でもまた独立性の確保

という制度面でも改善の余地が大きい状況にある。 

 しかし、内部統制という概念がそのまま示すように、受検庁の内部における自らの統制

により、不備事項を発生させずに「業績の有効性・効率性」「財務情報の信頼性」「法令

の遵守」並びに「資産の保全」を確保するのが内部統制の在り方であり、受検庁における

内部監査部門の充実強化は、それ自体がそのまま内部統制の強化につながる方策である。 

 したがって中期的には、我が国政府の全体的な取組みとして、受検庁内部での内部監査

体制の強化の方法が検討され、具体的に実施されることが望ましい。 

 なおその際、米国や英国のような分散的アプローチを指向するのか、フランスのような

集権的アプローチを指向するのかについても、重要な論点となる。我が国の現状の内部監
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査体制では、各省庁の定期的な人事異動の対象として位置づけられており、専門性や独立

性を確保することが困難となっている。この点を踏まえると、フランスのように、会計検

査部門における内部統制に関する検査の経験者が受検庁の内部監査部門に責任者として出

向することで、専門性・独立性を発揮しうるように受検庁の内部監査体制の整備を図るこ

とも、検討されてよい手段と思われる。 

 

 

以 上 

 
 
 



 i 

用語集 

 

米国 

 トレッドウェイ委員会組織委員会（the Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission：COSO） 

トレッドウェイ委員会は、1985 年に、米国公認会計士協会（American Institute of 

Certified Public Accountants：AICPA）、米国会計学会（American Accounting 

Association：AAA）、米国財務担当役員協会（Financial Executives International：

FEI）、米国内部監査人協会（The Institute of Internal Auditors：IIA）、米国会計人

協会（National Association of Accountants、後の Institute of Management 

Accountants：IMA）の 5 つの団体の支援により創設された組織。自発的な民間組織

として、組織の経営者に対してより効果的、効率的、倫理的な業務に向けて先導的な

役割を世界規模において担う。組織の業績と統治を向上させる、そして組織における

不正行為を減少させることを意図する企業のリスクマネジメント、内部統制、不正行

為の抑止に関する包括的なフレームワーク及びガイダンスの発展を通じてソートリー

ダーシップ（thought leadership）を提供することを使命とする。 

  

 監察総監（Inspector General） 

監察総監法に基づいて、行政機関に設置された役職。当該行政機関のプログラム及び

業務に関連した監査や捜査等を行う。 

 

 1950 年予算会計手続法（Budget and Accounting Procedure act of 1950） 

GAO に連邦政府に対して適用する会計基準を設定する責任と内部統制（internal 

control）及び財務管理を検査する権限を付与している。 

 

 1982 年連邦管理者財務保全法（Federal Managers’ Financial Integrity Act of 

1982：FMFIA） 

1982 年に内部統制及び会計制度の強化を目的として制定された法律。同法の付録

（appendix）の中で内部統制について広義の定義が示され、会計や財務管理に加え、

プログラムや業務、管理についての統制も内部統制に含むこととされた。行政機関の

長は内部統制の評価と改善を継続的に行うプロセスの構築を求められ、内部統制の設

計が十分か、効果的に実行されているかについての保証書（statements of assurance）

を作成することが求められた。重大な脆弱性（material weakness）が存在する場合

には、行政機関の長は、問題の性質及び是正措置の状態についても保証書に公開する

こととされた。現在、行政機関は検査済財務報告についても掲載された「業績・財務

報告書」に上記の内部統制に関する内容を含めることによって対応している。また、
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同法は、会計検査院長に内部統制基準（internal control standards）を設定すること

を求めている。さらに、OMB は、行政機関が上記の基準に則し、自らの組織の内部統

制状況について評価する際に従うべきガイドラインを、会計検査院長と協議した上で

作成することとされた。 

 

 1990 年首席財務官法（Chief Financial Officers Act of 1990：CFO Act） 

主な省庁に首席財務官及び副首席財務官職を設けることを規定した法律。政府財務管

理職務全体に責任を持つマネジメント担当副長官の部署を OMB 内に設けること、政府

財務管理局を OMB 内に設置しその長を大統領が任命すること等についても規定して

いる。 

 

 GAO 財務管理・保証担当（Financial Management and Assurance：FMA） 

GAO において行政機関の内部統制に関する業務を行う部署。財務管理・保証担当は 2

つのミッションを有し、ひとつは、財務管理インフラ、資源及び運営に関する説明責

任、財務情報に関する信頼性等の向上を含む連邦政府の財務運営の変革に資すること

であり、2 つ目は、無駄な支出や不正な行為に対する議会の監視を補佐することである。 

 

 OMB 政府財務管理局財務基準・補助金担当（Office of Federal Financial 

Management Financial Standards and Grants Branch） 

政府財務管理局に所属する部署。主要な責任分野は、財務報告、内部統制、補助金管

理、財務基準及び検査方針であり、政府横断的な内部統制に関する取組に主要な役割

を果たす。 

 

 監察総監法（Inspector General Act of 1978） 

1978 年に施行された監察総監の責任及び義務について定めた法律。執行機関に、独立

した客観的な監査・調査機能を付与することを意図して制定した。 

 

 監察総監改革法（Inspector General Reform act of 2008） 

2008 年に制定された法律。監察総監の独立性の強化と監察総監評議会の設立を目的と

して、監察総監法を一部改正したもの。この法律により、大統領任命監察総監評議会

と機関長任命監察総監評議会が統合され監察総監評議会が構築された。 

 

 監査（Audit） 

監察総監の主要業務のひとつ。財務諸表の監査（Financial statement audit）、財務

関連の監査（Financial related audits）、業績監査（Performance audit）に分類さ

れる。監査は政府監査基準（Government Auditing Standards：GAS）に基づいて
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行われる。 

 

 検査（Inspection） 

監察総監の主要業務のひとつ。監査または捜査以外のもので、プログラムと省庁の活

動に対する評価、レビュー、研究、分析を目的とするもの。意思決定のために管理者

に情報を提供し、プログラムや政策、経過、管理活動に改善を促すことを目的とする。

検査は、事実に基づく分析的な情報、コンプライアンスの監視、業績評価（measuring 

performance）、業務の効率性と有効性の評価、不正や浪費、濫用、マネジメントにお

けるミス等に対する調査を含む。 

 

 捜査（Investigation） 

監察総監の主要業務のひとつ。インタビューや記録の調査、その他の専門的な調査技

術から得られた、客観的で十分な事実と証拠について計画された体系的な調査。 

 

 大統領任命監察総監評議会（President’s Council on Integrity and Efficiency: 

PCIE） 

1981 年の大統領令（Executive Order 12301）により設置された監察総監による団

体。大統領任命の監察総監が専門的な業務を遂行する上で協力・協調することを目的

とする。 

 

 機関長任命監察総監評議会（Executive Council on Integrity and Efficiency: ECIE） 

1992 年の大統領令（Executive Order 12805）により設置された監察総監による団

体。機関長任命による監察総監の協力・協調の場としての位置づけを有する。 

 

 監察総監評議会（Council on Inspector General on Integrity and Efficiency: 

CIGIE） 

2008 年に監察総監改革法により、大統領任命監察総監評議会と機関長任命監察総監評

議会を統合する形で設立された団体。監察総監全体の活動について記載した年次報告

書を大統領に提出している。 

 

 連邦政府における内部統制のための基準（Standards for Internal Control in the 

Federal Government） 

1982 年に制定された連邦管理者財務保全法の要請を受け、GAO が 1983 年に策定し

た内部統制に関する基準。IT の進展、人的資源の重要性の認識向上、民間部門におけ

る内部統制ガイドラインの発展を受けて、1999 年に改訂された。行政機関において、

内部統制を構築・維持するための総合的なフレームワークを提供することを目的とす
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る。内部統制の構成要素として、統制環境、リスクの評価、統制活動、情報と伝達、

モニタリングを挙げて、それぞれについて説明している。 

 

 行政管理予算庁 通達 A-123 改訂版（Office of Management and Budget Circular 

A-123 Revised） 

1982 年に施行された連邦管理者財務保全法を施行するための通達。2002 年のサーベ

ンス・オクスリー法の制定を踏まえた最新の改訂版が 2004 年 12 月公表され、2006

年度から施行されている。行政機関の管理者が、内部統制を構築した上で、継続的に

評価、欠陥の是正、報告をするための要求事項を示す。内部統制に係る実施責任は各

機関のトップにあることを明示した上で、内部統制を構築するための基準として「連

邦政府における内部統制のための基準」と同様の内容を記載している。また、統合内

部統制フレームワーク（Integrated Internal Control Framework）として、関連する

法令を列挙している。 

 

 政府監査基準（Government Auditing Standards July 2007 Revision） 

政府監査基準は、一般に「黄本（Yellow Book）」として知られている。政府の組織、

プログラム、活動、機能及び外部委託業者・非政府組織・その他に対する政府支援の

検査を行う際の基準を記載している。これらの基準は、「一般的に認められた政府検査

基準（generally accepted government auditing standards : GAGAS）」と呼ばれる

もの。 

 

英国 

 政府資源会計法（Government Resource and Accounts Act 2000） 

英国の財政・会計制度に係る主要な法律。発生主義に基づく資源会計の導入、国庫及

び会計検査庁法（Exchequer and Audit Departments Acts）が定める他の業務の近

代化、政府全体における連結財務諸表の作成と検査の実現、官民連携に係る事業及び

投資を実現するための新組織の立ち上げに関する支出を可能にするといった目的のた

めに 2000 年に制定された。 

 

 「リスク管理－原則及び概念（Management of Risk – Principles and Concepts）」 

政府機関がリスク管理の仕組みを構築する上での原則を示すもので、「オレンジ・ブッ

ク」とも呼ばれる。2001 年に初版が発行され、その後数年間での経験を踏まえて 2004

年に改訂版が出された。オレンジ・ブックに示される内部統制の概念は、COSO の「全

社的リスクマネジメント（Enterprise Risk Management：ERM）」とほぼ同じ概念

を踏襲しており、英国の内部統制構築基準のひとつと考えられる。 
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 「公的資金の管理（Managing Public Money）」 

公共機関が資源を利用する場合の原則について定めたガイドライン。中央政府の省庁

に対する要求事項を集約したもので、公的資金の管理に関わる各機関の役割、公的資

金の承認や会計の手順、内部管理や助成金、公共料金等について述べられている。 

 

 「中央政府の省庁におけるコーポレート・ガバナンス：行動規範（Corporate 

Governance in Central Government Departments: Code of good practice）」 

経営会議（management board）の役割と経営会議による長の支援に焦点をおきなが

ら、省庁のコーポレート・ガバナンスに関するグッドプラクティスを示したもの。具

体的には、議会への説明責任や経営会議の役割、能力、独立的非常任メンバー、内部

統制、内部統制、独立機関に関する原則を示している。 

 

 会計官（Accounting Officer） 

各省庁における資源会計の責任者で、政府資源会計法により財務大臣が任命する。会

計官は、所属する組織のガバナンスや意思決定、財務管理の基準の準拠に関する保証

に対して個人的な責任を有する。具体的には、計算書、年次報告書及び内部統制報告

書に対する署名、資源要求事項及び関連する概算資料の承認を行う。また、プログラ

ム、プロジェクトの選択・評価や VFM の実現等の役割を果たすことも期待されている。 

 

 内部統制報告書（Statement on Internal Control: SIC） 

各省庁の財務報告の一環として作成される報告書で、リスク管理能力（リスク管理手

順やリーダーシップ等）、リスク及び統制枠組み、内部統制の有効性のレビューといっ

た内容について記載される。内部統制報告書は、会計官によって署名され、NAO によ

るレビューを受ける。財務省の「財務報告マニュアル」に書式が示されている。 

 

 「財務報告マニュアル（Financial Reporting Manual：FReM）」 

政府会計に関する技術的なガイドラインで、公的資金について関係諸機関から出され

る各種ガイドラインを補完するもの。財務報告助言審議会（Financial Reporting 

Advisory Board）のコンサルテーションを経て策定される。2009-10 年度版財務報告

マニュアルからは国際財務報告基準を採用している。 

 

 政府内部監査基準（Government Internal Audit Standards） 

政府における内部監査を定義し、内部監査を実施するための基本原則、内部監査の枠

組み、内部監査の評価に関する基準を定めたもの。現在の政府内部監査基準は 2009

年に公表されたものであり、2001 年に旧版が発行されて以降に起きたガバナンスやリ

スク管理、財務に関する大きな変革が反映されている。 
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ドイツ 

 予備検査事務所（Vorprüfungsstellen des Bundes） 

予備検査事務所は、1958 年に施行された連邦省共通事務規則（Gemeinsame 

Geschäftsordnung der Bundesministerien：GGO）第 10 節において規定された組

織。各省庁の予算、出納、会計及び事前審査業務は財政担当局（Haushaltsreferent）

が担当しており、同局に所属する予備検査事務所は、所属組織の監査を実施した。1998

年に内部監査部署に置き換えられる形で廃止された。 

 

 地方検査事務所（Prüfungsamt） 

1998 年に設置された BRH 直属の組織。1997 年に制定された予算・持続的発展法を

根拠としている。ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、ハノーバー、コーブレン

ツ、ケルン、マグデブルグ、ミュンヘン、シュツットガルトの 9 つの地域に事務所が

設置されており、約 800 人の職員が在籍。 

 

 内部監査報告書（Berichte der Innenrevision） 

各行政機関の内部監査部署が内部監査の結果について記載する報告書。監査基準に対

する合致状況等内部監査の結果や勧告が盛り込まれ、当該行政機関の長に提出される。 

 

 連 邦 行 政 に お け る 腐 敗 予 防 に つ い て の 連 邦 政 府 方 針 （ Richtlinie der 

Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung Vom 30. 

Juli 2004） 

1998 年に内務省により作成された方針。2004 年に改定され現在に至っている。行政

機関における腐敗や汚職等に対する予防戦略の基準となる要素について取り上げてお

り、腐敗予防措置の実施の基礎としての位置づけを有する。 

 

 連邦行政における内部監査のための勧め（Empfehlung fuer Interne Revisionen in 

der Bundesverwaltung） 

2007 年に内務省が公表した文書。内部監査における基本方針、ガイドラインとしての

位置づけを有し、内部監査の構成や実施についての具体的な手掛かりであるとともに

政府機関の運営を援助する役割を持つ。 

 

フランス 

 予算組織法（loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 

finances：LOLF） 

2001 年予算組織法。2001 年 8 月 1 日に成立した国家予算の編成や執行の基本に関す
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る組織法。フランスにおける組織法とは、憲法に基づいて公権力の編成について規定

するもので、通常の法律の上位に位置するとされる。またフランスでは、国家予算は

法律として国会での審議、可決を要するが、その予算法の基本原則を定めている。 ～

新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調

査研究」（平成 19 年度会計検査院委託研究） 

 

 支払命令官（ordonnateur） 

大臣もしくは大臣によって支払命令権限を委任された者で、省庁の収入・支出に関す

る命令を発することとなっている。 

 

 財務統制官（contrôleur financier） 

予算・公会計・公共サービス・政府改革省の予算局から各省庁に派遣され、財務活動

の検査、省庁活動の監視、予算限度額の管理等の役割を担う。 

 

 出納官（comptables publics） 

予算・公会計・公共サービス・政府改革省の公的財務総局から各省庁に派遣される。

支払命令官が行う収入・支出決定が、会計法令に従っているかを確認し、違法な収入・

支出を拒絶する権限を有し、支出・収納行為を担当する。出納官は、意思決定に関し

て個人的な責任を持っており、CDC が計算書を検査し、出納官の責任を解除するまで

責任を有し続ける。 

 

 「内部統制に関する省庁アクションプラン（Plan d’Action Ministériel de contrôle 

interne: PAM）」 

省庁ごとに会計リスクを図示（体系化）し、有効活用することを目的で策定されるも

ので、各会計プロセスに固有のリスク全体を詳細に提示するとともに、それらのリス

クに対処するためのアクションを定めたものである。公会計に係る改革の一環として

2007 年に導入された仕組みで、各省庁の指令により作成が義務づけられている。アク

ションは、CDC の勧告に対応する形で作成されており、また、提出先も CDC となっ

ている。 

 

 予算・公会計・行政サービス・政府改革省 予算局（Direction du Budget） 

予算案作成に際して各省との交渉を行うなど主要な役割を担っている。また、LOLF 改

革の実行にも責任をおっており、新しい公会計基準の策定や、LOLF 実施に伴うガイド

ラインの策定、教育・研修等の幅広い活動を行う。 

 

 予算・公会計・行政サービス・政府改革省 公的財務総局（Direction Générale des 
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finances Publiques: GDFiP） 

2008 年に公会計総局（Direction Générale de la Comptabilité Publique）と税務総

局（Direction Générale d’Impôts）を統合して設立された。徴税やその他公的収入

の管理、租税や財政・会計に関する規定・手続きの策定及びそれらの執行の監督等の

幅広い役割を担っており、政府機関から地方公共団体に至るまでを対象としている。 

 

 予算・公会計・行政サービス・政府改革省 財務監察院（Inspection Générale des 

Finances: IGF） 

調査・監査を実施することによって、国庫収入の厳密かつ効果的な管理、行政組織の

刷新、経済生活の調整のためのツールの改善に貢献する役割を担う。検査対象は、財

政支援を直接受けている機関だけでなく、最終的な受益者にまで及ぶ。財務監察院の

職員である財務監察官の大半が国立行政学院の出身者であることもあって、フランス

の政府機関の中でも非常に高い権威を有するグラン・コール（grands corps）のひと

つに数えられる。 

 

 監察総監（Inspection générale） 

各省庁に設置され、業務内容に関する監査を行う。通常の監察総監は会計に関する監

査は行わないが、行政、社会保障、教育、軍の各領域に関しては、財務監察院と同様

にグラン・コールに数えられる特別な監察総監が存在し、それぞれの領域において会

計も含めた監察業務を行う。 

 

 金融市場庁（Autorité des marchés financiers : AMF） 

2001 年 8 月 1 日の財政安全保障法（la loi de sécurité financière）により、株式取

引審議会（Commission des operations de bourse）、金融市場委員会（Conseil des 

marchés financiers）と財政管理分野委員会が合併して設立された。米国 COSO の枠

組みを参考にした「内部統制の体制：準拠の枠組み」を策定している。 

 

 「内部統制の体制：準拠の枠組み（Le dispositif de Contrôle Interne : Cadre de 

référence）」 

金融市場庁が作成する内部統制の枠組みで、米国 COSO 及び英国ターンバル･ガイダ

ンスの枠組み、欧州委員会の指令を参考にして企業向けに策定されたもの。政府の内

部統制も金融市場庁の枠組みに基づいている。 
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Financial Statements for Fiscal Years 2007 and 2006 
• GAO（2008）Information Security: Securities and Exchange Commission Needs 

to Continue to Improve Its Program（GAO-08-280） 
【米国事例 03】政府全体における購買カード：詐欺的、あるいは、不適切、濫用的な購買を減少さ
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せるために内部統制の強化が必要 
• Governmentwide Purchase Cards: Actions Needed to Strengthen Internal 

Controls to Reduce Fraudulent, Improper, and Abusive Purchases－2008 年 3
月（GAO-08-333） 

http://www.gao.gov/new.items/d08333.pdf 
【米国事例 04】プレミアムクラス出張：政府全体に蔓延している内部統制の脆弱性が不適切で濫

用的なプレミアムクラス出張をもたらしている 
• PREMIUM CLASS TRAVEL: Internal Control Weaknesses Governmentwide Led 

to Improper and Abusive Use of Premium Class Travel － 2007 年 9 月

（GAO-07-1268） 
http://www.gao.gov/new.items/d071268.pdf 

• GAO （ 1993 ） Guide for Evaluating and Testing Controls Over Sensitive 
Payments 

【米国事例 05】マネジメント･レター：プレミアムクラス航空旅行に関して、農務省の内部統制の改

善についての勧告 
• Management Letter: Recommendations for Improvements to USDA's Internal 

Controls and Policies on Premium Class Air Travel － 2007 年 11 月

（GAO-08-85R） 
http://www.gao.gov/new.items/d0885r.pdf 

【米国監察総監事例01（保険社会福祉省）】ニューヨーク市における介護サービス提供者からのメ

ディケイド個人介護サービスに対する請求のレビュー 
• Review of Medicaid Personal Care Services Claims Made by Providers in New 

York City－2009 年 7 月（A-02-07-01054） 
http://oig.hhs.gov/oas/reports/region2/20701054.pdf 

【米国監察総監事例02（国税局財務監察総監）】職員のテレフォンカード使用に関する統制は、無

駄、不正、濫用をあぶりだすには不十分である 
• Controls Over Employee Telephone Calling Cards Are Insufficient to Identify 

Waste, Fraud and Abuse－2009 年 3 月（2009-10-050） 
【米国監察総監事例 03（住宅都市開発省）】サンディエゴ市は、市の再開発局のプロジェクトに対

して支援を行う際に、住宅都市開発省の要求に基づくコミュニティ開発包

括補助金の管理を行っていなかった 
• The City of San Diego, California Did Not Administer Its Community 

Development Block Grant Program in Accordance with HUD Requirements 
When Funding the City’s Redevelopment Agency Projects－2008 年 12 月

（2009-LA-1005） 
http://www.hud.gov/offices/oig/reports/files/ig0991005.pdf 

【米国監察総監事例 04（住宅都市開発省）】ロサンゼルス郡公共住宅局による第 8 条バウチャー

プログラムの管理は不適切 
• The Housing Authority of the County of Los Angeles, Los Angeles, California, 

Did Not Adequately Administer Its Section 8 Voucher Program－2008 年 2 月

（2008-LA-1007） 
http://www.hud.gov/offices/oig/reports/files/ig0891007.pdf 

【米国監察総監事例 05（国家安全保障省）】十分かつ開かれた競争に基づかず発注された 2007

年度における国家安全保障省の契約 
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• DHS Contracts Awarded Through Other Than Full and Open Competition 
During Fiscal Year 2007―2009 年 8 月（OIG-09-94） 

http://www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_09-94_Aug09.pdf 
【米国監察総監事例 06（国家安全保障省）】沿岸警備隊のミッションの達成に関わる沿岸施設の

調達・建設・改修 
• Maintenance, Rehabilitation, and Upgrading of Shore Facilities in Support of 

United States Coast Guard Missions－2008 年 2 月（OIG-08-24） 
http://www.dhs.gov/xoig/assets/mgmtrpts/OIG_08-24_Feb08.pdf 

■英国 
• 橋口和（2006）「英国の中央政府における内部統制について」『金融研究（2006.8）』 
• 古庄修（2006）「内部統制報告の制度化をめぐる現状と課題」『経済経営研究所年報第 28 集』 
【英国事例 01】ティーズサイド開発公社の業務及び清算 

•  The Operation and Wind up of Teesside Development Corporation―2007 年 2
月 
http://www.nao.org.uk/publications/0102/teesside_development_corp.aspx 

【英国事例 02】国税庁 2005-06 年計算書 – 会計検査院長標準報告書 
•  HM Revenue & Customs 2005-06 Accounts – The Comptroller and Auditor 

General’s Standard Report―2006 年 7 月 
http://www.nao.org.uk/publications/0506/hm_revenue_and_customs_2005-0

6.aspx 
■ドイツ 
• 鈴木豊（2005）「政府監査基準の構造」 
【ドイツ事例 01】連邦政府機関における内部監査部署設置の不足 

•  Unzureichender Einsatz Interner Revisionen in der Bundesverwaltung―2005
年度年次報告（ドイツ語版）p.107-109 

http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberic
hte/bemerkungen-2005.pdf 

【ドイツ事例 02】予備検査事務所の職務の利用 
•  Verwendung von Stellen der ehemaligen Vorprüfung―2001 年度年次報告（ドイ

ツ語版）p.215 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberic
hte/bemerkungen-2001.pdf 

【ドイツ事例 03】税務署による税収に関する情報の評価 
•  Auswertung steuererheblicher Informationen durch die Finanzämter―2001

年度年次報告（ドイツ語版）p.113-115 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberic
hte/bemerkungen-2001.pdf 

【ドイツ事例 04】連邦賃貸住宅における賃貸価格の形成と適合 
•  Mietpreisbildung und -anpassung bei Bundesmietwohnungen―2000 年度年

次報告（ドイツ語版）p.110-112 
http://bundesrechnungshof.de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberic
hte/bemerkungen-2000.pdf 

■フランス 
• Cour des comptes （2009）Certification des comptes de l'Etat（exercice 2008） 
【フランス事例 01】国家会計監査証明報告書（2008 年度） 
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•  Certification des comptes de l'Etat （exercice 2008）―2009 年 5 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Certification-des-comptes-m

ai2009.pdf 
【フランス事例 02】国家会計監査証明報告書（2007 年度） 

•  Certification des comptes de l'Etat （exercice 2007）―2008 年 5 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Certification-comptes-2007.

pdf 
【フランス事例 03】国家会計監査証明報告書（2006 年度） 

•  Certification des comptes de l'Etat（exercice 2006）―2007 年 5 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RCE/Rapport-certification-compte

s2.pdf 
【フランス事例 04】年次検査報告書－国家会計管理：国家にとって非常に重要な機能 

•  La gestion de la trésorerie : une fonction vitale pour l’Etat―2009 年 2 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/3-gestion-de-la-tresorerie.pdf 

【フランス事例 05】年次検査報告書－財政部門の統制・調節機関 
•  Les Autorités de contrôle et de régulation du secteur financier―2009 年 2 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/17-autorites-controle-regulat
ion-secteur-financier.pdf 

【フランス事例 06】年次検査報告書－財政裁判組織への監視の実現 
•  Rapport Public Annuel  Suites données aux observations des juridictions 

financiers―2009 年 2 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Rpa-2009-suites.pdf 

【フランス事例 07】社会保障財政法実績報告書－会計検査院の監督のもとに行われる統制 
•  Les contrôles sous la surveillance de la Cour―2008 年 9 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RELFSS/Controles-surveillance-c

our.pdf 
【フランス事例 08】社会保障財政法実績報告書－会計検査院によって行われている統制 

•  Les contrôles effectués par la Cour des comptes―2006 年 9 月 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RELFSS/Chapitree4.pdf 

 

第 III 章 
• Jack Diamond （ 2002 ） The Role of Internal Audit in Government Financial 

Management: An International Perspective 
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