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一　はじめに

　近年，アメリカのエンロン事件から，会計不正
は，世界に広まって発見された．中国にも，銀広
夏事件などから，会計不正が相次ぐ発見されたた
め，公認会計士業種の徹底的整理・整備を全国に
展開し，同時に，違法執業の公認会計士を厳しく

取り締まった．公認会計士業界の整理・整備のた
め，公認会計士の質量が高まる．中国の全土では，
マスコミが再び経営者，監査人の誠実・信用を求
め，すなわち人間の「誠信 (Integrity)」を求めた．
　しかし，会計不正に対して，ただ公認会計士監
査の問題だけではなく，会社・企業の内部監査に
も責任があると思う．もし，内部監査人と公認会
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計士は，いつも良好な疎通を維持して，そして直
ちに情報を交換するなら，異なった結果であろう．
　監査の歴史から見ると，政府監査と内部監査の
発生は，公認会計士監査より早い．内部監査は，
政府監査と同時で，奴隷制社会から現れたもので
ある１）．例えば，古代の中国，ローマとギリシア
では，内部監査に対しての組織と活動の記録が
あった．中国の西周時代には，“ 司会 ” と “ 宰夫 ”
という官職があって，この中，“ 司会 ” は，日，月，
年の 3 方面から皇室の財政の収支を管理して，実
際は会計監査を制御する権利を行使するのであっ
た．これは，原始の意義の内部監査なことと言え
た．古代のローマには，“ 公聴の勘定書 ” の方式
で財務の責任を負って官吏が詐欺，不正行為があ
るかを監査しにきて，これは監査人が異なってい
る人の同一の事項の記録に対する口頭の報告を聴
取することであった．
　封建時代にも，初期の内部監査の思想を受け継
いで，著しい発展があり，主に独立する内部監査
人員なことを表していた．この時期の内部監査は，
主に寺院監査，同業組合監査，銀行監査と荘園監
査などの形式を採用した．内部監査は，この基礎
の上で，発展していた．
　本論は，監査の発展の過程の中で，内部監査と
公認会計士監査の間のいくつか新しい変化と新し
い現象に関心を持っている．そして，内部監査を
議論したい．

二　内部監査の発展

１　国際内部監査の発展

　内部監査は，古代内部監査の基礎で，近代内部
監査と現代内部監査の発展段階である．
（1）近代内部監査
　株式有限会社の出現は，客観的には経営の角度
から財産の所有権と損益の計算に重点を会計に求
めた．この時，株主や債権者は，自分の利益の維
持するため，企業の財務諸表に関する監査を要求
した．しかし，最初の時期には，企業の内部監査
を実行する企業は少なかった．19 世紀末から 20

世紀初め，資本主義の発展は独占の段階に入って，
トラスト，コンツェルンなど企業は企業の経営を
独占する規模が巨大化，経営が分散，業務が複雑
で，分権管理と多級コントロールを実行した．資
本主義の工業経済の興ることと発展に従って，後
から現れた公認会計士監査は迅速な発展を得るだ
けではなく，その上内部監査の発展に対して極め
て大きい影響と推進する作用を果たすことができ
た．この時期，企業の内部は，業務のコントロー
ルと並ぶ相対的な独立のコントロール・システム
のひとつを形成した．これが，内部監査であった．
　1875 年，ドイツの兵器弾薬のメーカーの一つ
である克虏伯会社は，内部監査部門を設けること
を始め，財務の監査を展開した２）．アメリカにも，
鉄道業界に最も早く内部監査人を配備した．その
後，これらの国のほかの業界と企業でも内部監査
が実行された．
　このときの内部監査の範囲は，主に財務会計の
資料を審査することで，いくつかの低い水準の会
計と管理プログラムにも従事して，1 歩 1 歩で経
営管理の領域に延びた．
（2）現代内部監査
　1940 年代以降，企業の内部統制と外部環境の
変化，特に多国籍企業の迅速な発展することに伴
い，企業の管理者の分解は以前より更に迅速で，
企業管理はコストを下げるについて，経済効果の
要求を高めることも切実であった．この新たな発
展は，それぞれの角度から内部監査の発展を促進
した．
　1941 年 9 月 23 日， 国 際 内 部 監 査 協 会 (The 

Institute of Internal Auditors, Inc. 以 下，IIA) は，
V.Z.Brink, R.B.Milne, J.B.Thurston の３名が設立
委員となって，米国で創立した．また，アメリカ
人のビクタ・ブリンク (Victor Brink) は，「内部監
査――プログラムの性質，機能と方法」の専門
書を出版し，これは，内部監査学の誕生を示し
た．1941 年は，現代内部監査の発展史上におけ
る非常に重要な里程標（一里塚）となった．現在，
IIA は，90 以上の国と地域に約 250 の支部および
国別大型支部 (National Institute) がある．会員は
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個人単位で登録され，2007 年末現在で 160 ヶ国
から約 150,000 名である３）．
　内部監査の機能は，もとの防護性機能から建設
的な機能へ転換して，監査の目標は，経営管理を
強化して，企業競争の中でどのようにリスクに用
心して，内部のコントロール制度が効果的に可操
作性を持つことを監査と評価することへ転向し
た．内部監査人の素質も，以前の任意時期に比べ
て高まり，彼らは会計，監査，定量分析，商法，
内部のコントロール，コンピュータのデータ処理
などの方面の知識を制御するだけではなく，現代
企業管理の基本知識，方法，その他のいくつかと
関係する領域の知識に精通していた．
　国際内部監査協会 (IIA) は，「内部監査職業の
実務指針」を 1999 年に公布して，そして 2002 年
1 月 1 日から実施することとなった．
　2002 年 7 月 30 日，米国は緊急に会社制度を改
革する法案「サーベンス・オクスリー法」４）を成
立させた．上場企業は，会計監督委員会を設立し，
会社の外部監査と会社の理事会に対する監督を強
化した．
　アメリカのエンロン事件とワールドコムの会計
不正が発生した後に，国際内部監査協会 (IIA) は，
管理者の職業道徳に対する指導を強化するため，
会計制度改革により財務諸表の透明化を要求し
て，外部の独立理事の職務を設立した．さらに内
部コントロールの構造を強化して，内部と外部の
監査人の自律により会社を管理するように方向を
求めた．
　2002 年 7 月，国際内部監査協会 (IIA) が，米国
国会に，内部監査，公認会計士監査，監査委員会
と管理者は会社管理の四大重要な基礎とするを提
案した．2002 年 8 月，ニューヨーク証券取引所は，
すべての上場企業に必ず内部監査機関を創立しな
ければならないように求めて正式に決定した．こ
れは，内部監査が会社管理に参与して，広大な発
展する空間を提供したことだけではなくて，内部
監査が会社構造を改善して管理して，企業のリス
クに用心する中で重要な役を演じることを表明し
ていた．

　 国 際 内 部 監 査 人 協 会 (IIA) は，2009 年 1 月
1 日より新たに「専門職的実施の国際フレーム
ワ ー ク (The International Professional Practices 

Framework)」が採用された．

２　中国の内部監査の発展

　1949 年，中国は建国した後で，旧ソ連の会計
管理パターンを採用したため，内部監査はほとん
ど実行されていなかった．1979 年改革開放政策
の実施することに従って，内部監査も回復が始
まった．
（1）中国の内部監査の法律・法規と規則
　1982 年 12 月，「中華人民共和国憲法」を公表
することにより，中国では，会計監査制度を実行
することが確定した．
　1983 年 7 月，国務院 130 番のファイルは， “ 下
役の部門に対して統一管理を指導するたくさんの
部門を持って，主管部門および中企業と大企業の
企業・組織に対して，実際によって内部監査の機
関を創立するあるいは監査人を配備して，内部監
査を実行する．” と規定した．このファイルは，中
国の内部監査制度を創立する法律的拠り所になっ
た．
　1985 年 8 月，国務院は「監査に関する暫定規定」
を公表し，国務院と県レベル以上地方の各級人民
政府の各部門や大・中企業の事業と組織は，内部
監査の監督する制度を創立することを確定した．
1985 年 12 月，監査署も「内部監査に関する若干
規定」を公表し，内部監査の組織の主要な任務，
職権と手続きを明確に確定した．これは，内部監
査の法的保障であった．
　1988 年 11 月，中国国務院は，「中華人民共和
国監査条例」を公表し，内部監査の組織に関する
設置，機能，任務と指導関係に対する明確・具体
的な規定を行った．1989 年 12 月，監査署は，「内
部監査に関する規定」を公表し，厳格に管理する
ことによって単独で内部監査の組織を設立しなけ
ればならない部門と内部監査の機関の指導関係を
規定した．
　1994 年 8 月，国務院は「中華人民共和国監査
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法」を公表した．国務院の各部門と地方人民政府
の各部門，国有の金融機関と企業・事業組織は，
国家の関連規定によって，健全的な内部監査の制
度を創立するべきことを定めていた．これは，新
中国の建国後，内部監査制度の法律に関して第一
部で，内部監査の法律地位を確定した．1995 年 7
月，監査署も，「内部監査に関する規定」を公表
し，内部監査に関する組織の設置，指導関係，監
査対象，主要な権限，監査手続き，組織幹部の任
免，職業要求と規則違反に関する処罰などに関す
る比較的に整った具体的な規定を行った．
　中国証券監督管理委員会は，1997 年 12 月と
2002 年 1 月に，「上場会社規程指引」と「上場会
社管理準則」を公布した．「上場会社規程指引」
の第 125 条は，会社の内部監査制度を実行するこ
と，監査対象を規定した．第 153 条は，会社の内
部監査の手続きを規定した．「上場会社管理準則」
の第 54 条は，監査委員会の主要な職責を規定し
た．
　2003 年 5 月，監査署が「内部監査仕事につい
て規定」を公表した．国家機関，金融機構，企業
事業組織，社会団体組織及び他の企業は，内部監
査制度を確立した．2004 年 8 月，「中央企業内部
監査管理試行方法」と「中央企業経済責任監査管
理試行方法」を公表し，国有控股企業と国有独資
企業は，企業管理機構，内部コントロール機能を
完全することを要求し，経済責任監査の組織，内
容，手続き，結果に関することを規定した．2005
年 12 月，「中央企業の内部監査を強化するに関す
る知らせ」を公表し，国有控股企業と国有独資企
業の内部監査に対する具体的な要求を規定した．
2006 年の「中華人民共和国監査法」と「会計法」
の改定に従って，いっそう内部監査の法律的地位
を強化させ，内部監査の法規化を実現することを
進めた．
　2003 年から 2009 年まで，中国内部監査協会は，
内部監査基本準則，内部監査具体準則 29 個，内
部監査実務指南 3 個などを公布した． (a) 内部監
査基本準則は，内部監査準則の総則で，内部監査
の機関と人が内部監査を行う時に従うべき基本的

な規則で，内部監査具体準則，内部監査実務指
南が基づく根拠である．(b) 内部監査具体準則は，
内部監査基本準則によって制定する準則で，内部
監査の機関と人が内部監査を行う時従うべき具体
的な規則である．(c) 内部監査実務指南は，内部
監査基本準則と内部監査具体準則によって制定す
る指南で，内部監査の機関と人が内部監査を行う
時，可操作性の指導意見を提供する指南である．
　2008 年 5 月，財政部は証監会，審計署，銀監会，
保監会に立ち合って「企業内部コンドロール基本
規範」を制定し，2009 年 7 月 1 日から上場企業
の範囲の内で施行し，非上場中企業と大企業にも
積極的に実行した．
（2）中国内部監査の発展過程
　中国の内部監査は，創立段階（1983 年～ 1993
年），確立段階（1994 年～ 2002 年）と新段階（2003
年～）の 3 段階に分けることができる．
　1949 年から 1983 年までの 34 年間，中国には，
独立した監査機関がなかったため，会計監査も行
われていなかった．また，内部監査も行われてい
なかった．

Ⅰ　創立段階　1983 年 7 月に国務院が 130 番ファ
イルを公表したことと 1983 年 9 月の監査署を創
立したことは，中国には，内部監査を制度化する
第一歩を踏み出した．それ以後，中国は国営企業
と行政の国家機関に対して一連の法規を制定し，
中国の内部監査の制度を確立した．同時に，内部
監査と関係がある機関も中国で発展を始め，中国
内部監査学会 (China Institute of Internal Audit, 以
下 CIIA) が，1987 年に創立した．これは中国の
内部監査における重要な一里塚であった．同年
12 月には，中国内部監査学会 (CIIA) は，国際内
部監査協会 (IIA) へ加入し，その会員になった．
　この段階で，内部監査はすでに創立して次第に
発展したが，その地位を確立できる相応の法律は
まだできていなかった．企業にとって，やはり業
務の開拓と発展に重点を置き，一部の企業の内部
監査部門は依然として財務部門に頼っていた．た
くさんの企業は内部監査機能の設置することがな
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く，内部の監査の独立性は依然として非常に薄弱
であった．
　この時期には，中国の民間企業が初歩段階があ
るため，中国が現行の公布した法規はすべて国有・
国営企業と行政部門に対応していたが，民間企業
には内部監査部門の創立に関してまだ何も決めら
れていなかった．

Ⅱ　確立段階　欧米の内部監査は，企業が継続競
争と発展のために自発的に形成したものである．
中国にも，民間企業は，「会計法」を公布する前
には，内部監査の部門を創立することは，はっき
りと要求しなかった．民営企業の発展に従って，
多くの企業は内部監査の重要性を意識して，次第
に内部監査を発展させた．ただ，この時，内部監
査に関する指導準則はなかった．そのため，民営
企業の内部監査はその時の国有企業の内部監査の
方法を見習うことしかできなかった５）．
　1994 年「中華人民共和国監査法」の公表は，
中国では，内部監査の法律地位を確定した．1995
年 7 月，監査署の「内部監査に関する規定」の公
表に引き続いて，会計法，中国人民銀行法，上場
企業の規程指引，上場企業管理準則，信托投資会
社管理方法，国有の重点金融機関監督会条例，お
よび企業の国有資産監督管理する臨時条例などの
関連している法律法規を創立した．例えば，1999
年 7 月の「会計法」の第 27 条は，「各単位は当該
単位の内部会計監督制度を確立，整備しなければ
ならない．」と，内部監査に対する要請をした．
内部監査は，部門の内部会計監督制度の重要な構
成部分を明確にし，部門の会計資料に対して定期
的に監査し，しかも監査の方法とプログラムを明
確にして規範に合わせることとした．
　このようにして，企業は内部監査の役割と機能
を重視することを始め，内部監査の独立性の要求
に基づいて，たくさんの企業の内部監査の機能は
財務部門に頼ることなくて，行使することとなっ
た６）．
　国務院は，機構改革と政策実施を別々に実施し
たため，審計署は監査管理司を取り消すことと，

内部監査の具体的管理機能は社会的組織へ移転し
管理することを決めた．1998 年，審計署は，中
国内部監査学会の名前を，中国内部監査協会へ改
名した．内部監査は中国内部監査協会が業界の自
律する管理を実行し，審計署の直接管理から間接
管理へ移動した．また，1997 年，中国監査協会
は IIA の国際公認内部監査士試験を中国に導入し
た．2000 年 1 月，中国内部監査協会は「中国内
部監査士協会規定」を公布し，中国内部監査発展
史に新しい一里塚を開いた．
　次ページの図 1 は，現在の中国内部監査協会の
組織体系図７）である．
　国際内部監査は，サービスとコンサルティング
を内部監査の基本的な職責として発展した．国
際内部監査協会 (IIA) は，1999 年で公布し，2002
年 1 月 1 日実施の「内部監査職業の実務指針」の
中で，「内部監査は独立，客観的な保証と情報提
供活動で，その目的は組織の価値を増加すると組
織の経営を改善する．」とした．内部監査は，「シ
ステム，規範に合う方法を通すべきで，組織のリ
スク管理を評価と改善して，過程の有効性を管理
と制御して，組織のその目標を実現するように助
ける．」IIA のこれらの指導的意見は，内部監査
は組織の管理と目標に従ってサービスするべきと
表明していた．
　しかし，1995 年公表した「内部監査に関する
規定」は，「当部門と下役部門の財政，財務の収
支と経済効果に対して内部監査の監督を行って，
単独で内部監査監督権を行使する」と指摘した．
この規定は，内部監査と外部監査の違いを混淆し
て，内部監査の展開を制限して，しかも内部監査
の基本的な職責は監督だけとなった．

Ⅲ　新段階　米国のエンロン会社，ワールドコム
の会計不正事件の露出によって，米国とその他の
関係がある地区の投資者の信頼は大い挫折をし
た８）．内部統制の欠陥は，企業経営は失敗し，投
資家と社会公衆を欺く原因であった．IIA は管理
者の職業の道徳に対する説得を強化することによ
り，財務諸表透明化の会計制度の改革に対する要
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求を高め，外部の理事の職務を設立し，内部コン
トロールの構造を強化し，内部と外部の監査人が
会社の管理方向を自律するように求めた．2002
年 7 月 30 日に，米国はアメリカ大統領の署名し
た「サーベンス・オクスリー法」を公布した．そ
れは，会社を管理することの企業に対する重要性
を強調して，監査委員会と内部監査機能の設置，
その他関係があるものに対して，企業，投資家，
企業相関利益団体など，内部監査機能に対する重
視とその位置付けに対する熟考を呼びかけた．
　中国内部監査も，直接あるいは間接的にその
影響を受けて，急速な発展を始めた．2009 年ま
で，中国内部監査協会は，内部監査基本準則，内
部監査具体準則 29 個，内部監査実務指南 3 個な
どを含んで，中国の内部監査準則の体系を構築し
た．中国内部監査の基本概念，内部監査活動の目
標，主旨，範囲，性質と機能などをしてきた．中
国の内部監査の活動と仕事を有効的に展開するた
め，権威がある準則を創立した．大多数の企業は，
内部監査が企業の不可欠な重要な一環であること
を理解した．2006 年まで，中国の企業内部監査

部門を創立したのは 6 万社を超え，内部監査人は
20 万人を超えた．また，129 万件の監査項目を完
成し，109 億元の損失を調査して処分し，382 億
元の効果と利益を増加した９）．
　中国の内部監査準則の具体的な内容は，最新の
IIA が発表する内部監査準則とは大きな相違が存
在する．中国の内部監査は，先進国の内部監査の
理論と実践上で異なっている水準の向上と段階が
あったことを反映した．現在の中国内部監査準則
は，国際内部監査準則を参考にするべきで，内部
監査準則を更に改善して，内部監査の理論と実践
が国際と統合することを推進した．西側諸国の内
部監査はすでに伝統の財務監査から経営監査へ移
行し，そしてリスク監査と戦略監査の方向に向っ
て転換することを始めた．それらは，内部監査の
コンサルティングとサービス機能を重視し，内部
監査の目標も管理当局へのサービスから組織の経
営を改善し，その目標の実現を支援するように転
換していった．中国は，依然として伝統の財務監
査から経営監査に移行の段階にあって，内部監査
の機能は依然として監督と評価の伝統機能に限っ

図 1　中国内部監査協会の組織体系図
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て，監査の重点は経営活動と内部コントロールの
適切性，合法性と有効性で，監査の目標は組織の
目標の実現を促進するのである．これは，中国の
内部監査の現段階の不足点であった．
　2006 年 7 月 15 日，財政部は，企業内部コント
ロール標準委員会を創立して，中国企業の内部規
制を研究し，その規則を制定した．2008 年 5 月，
中国の「サーベンス・オクスリー法」となる「企
業内部コンドロール基本規範」を制定し，2009
年 7 月 1 日から上場企業に施行して，非上場中企
業と大企業にも導入を促した．この規範には，当
公司の内部コントロールの有効性に対して自ら評
価を行うべきで，年度自己評価の報告を公表して，
そして証券，先物業務の資格を持つ会計士事務所
を招聘し，内部コントロールの有効性に対して監
査を行うことを規定した．そこで，企業が発展戦
略を実現することを促進するのは，この規範の力
を入れる点である．効果的に会社構造の統合，内
部管理とリスク管理との関係を制御して，この三
つのリスクのコントロールに帰結するのは，この
規範の特徴である．特に，公認会計士，企業の管
理者，企業の投資家と潜在する投資家，外部の監
視・管理者と更に多くの利害関係者，債権者など
は，企業の財務諸表に関心を持つだけではなく
て，更に企業の経営の運営に関心を持って，彼ら
はすぐ自然的に内部コントロールに対する需要を
生んで，基本規範の発表は彼らの求める内部コン
トロールに対する需要を満たした 10）．中国の内
部監査は，財務監査から経営監査への移行段階で
あり，さらに一歩一歩国際内部監査へ近づいて行
く．

三　中国内部監査の発展の動向

　2001 年，IIA が内部監査を「一つの独立，客観
的な保証と情報提供活動，その目的は価値を増加
して，組織の営業を改善することがある．それは
システム化と規範化の方法を通して，リスク管理
を評価して改善して，過程の有効性を制御して管
理して，その目標を組織して実現するように助け

る．」と定義した．この時の中国の内部監査は，
CIIA の定義によって「内部組織の一つの単独で
客観的な監督と評価の活動，それが経営活動と内
部コントロールの適切性，合法性と有効性が審査
を通して評価され，目標の実現を促進すること．」
と定義された．
　経済のグローバル化に従って，中国企業の経営
リスクはますます大きくなり，リスクがコストを
制御することも 1 歩 1 歩増加している．現在，中
国の内部監査は中国の国情に適応しているが，し
かし，国際経済発展に関連する企業にとって，コ
ストと経済効果，リスク管理は，中国の内部監査
の重要な課題である．リスクの評価は正しいか，
どのようにリスク評価をとらえるか，どのように
リスクを処理するべきであるか．等等，すべて今
後中国企業の内部監査が直面しなければならない
ものである．
　IIA は，最初から内部監査の定義を何度も改定
した．企業財務監督から，企業経営監督監査へ，
さらに，企業の経営だけではなくて，企業の業務
全般（財務，企業経営，目標，人，組織，リスク
管理など）まで，内部監査をその監査範囲を拡げ
た．中国も，発展の途中にその範囲を拡げ，国際
内部監査と一致する．
　時代の変遷に従って，内部監査人は，単純な内
部監査を行うだけではなく，企業目標を成立する
こととリスク管理の間に平衡を得るようにも協力
しなければならない．また，CEO と CFO の戦略
パートナーにならなければならない．もっと多く
異なった背景，異なった学歴の人の参加により，
更に内部監査人は企業に必要で，全面的な内部監
査と相談サービスを提供するようになる．
　内部監査とは，企業の内部者によって行われる
監査全般をいい，自己監査ともよばれる．公認会
計士事務所など企業の外部者が監査人となる外部
監査と対比される．外部監査が強制監査であるの
に対して，内部監査は任意監査の性格をもつ．
経済の発展過程の中で，内部監査と外部監査は，
機能の分業・職業の分立から，多方面の一定程度
まで同じ傾向で発展した．これは，内部監査の外
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部化，外部監査の内部化，内部監査と外部監査同
時に会社の二つの大きく重要な要素として共同で
管理の効果を生むことなどの 3 方面で考えられ
た．内部監査は，十分に外部監査の仕事成果とマ
ンパワーを利用して内部監査を実施している．外
部監査は，十分に内部監査を利用して企業の内部
情況の独特な優位を理解して，内部監査の仕事成
果とマンパワーを利用して外部監査を実施してい
る．内部監査と外部監査は会社の管理過程を改善
する中で１つの共通性を持ち，会社の管理品質を
高める効果として協力している．内部監査アウト
ソーシングはこの 3 種類の情況が存在する下で形
成している．
　内部監査アウトソーシングは，内部監査の外部
化あるいは内部監査を代行して監査することを言
い，それは委託により外部の専門能力を備える機
関あるいは人にその内部監査の機能の部分あるい
はすべてを任せることである．この実施者は，実
質的な，または外見上の利害関係を持たず，また
対象とする内部監査部門の属する組織の一部，ま
たは支配下でないことを意味する．ただ，内部監
査アウトソーシングと外部監査は異なっている．
あるいは，内部監査の内容と外部監査の内容は異
なっている．内部監査の内容は，主に企業経営の
戦略目標，部門の内部の規定量，計画の指標と内
部の管理制度などによって，企業の各内部のコン
トロールの実行状況，経済活動の得る経済効果な
どを検査し，各改善措置を出し，企業の内部から
の委託を受ける経済責任の情況などを履行するこ
とを評価するなどである．外部監査は，「独立監
査準則」に依拠する，主に企業の経済活動の真実
性と合法性などを審査して，部門の財務諸表の合
法性と公平性に対して意見を発表して，経済効果
監査と管理監査などは含んでいない．
　監査は，専門性の高い分野で，監査理論及び監
査実務経験のない人が行うことはできない．欧米
の内部監査は監査理論および監査実務経験を有し
た会計士で構成され，実効性を上げている．現在，
中国では，企業の内部監査について高度の注目が
あり，優秀な内部監査人は広大な内部監査市場で

需要に供給が追いつかない．また，小規模企業は，
まだ内部監査の部門を創立する能力あるいは資源
がない．内部監査アウトソーシングを実行すると，
(a) 外部監査人は，先進的な監査の方法と技術を
運用し，依頼された内部監査を効果的に実行する
ことができる．(b) 内部監査人とそれ以外の監査
人が協力し，プロジェクトを完成することの過程
の中で，実戦へ必要な知識，技能を経験して学び，
それによって専門の知識の移転を実現できる．(c)

内部監査は，外部監査人が行うと，独立性が合理
的確保ができる．など特徴がある．ここで言った
外部監査人は，会社との直接利害関係がない公認
会計士があるいは監査の資格が持っている個人で
ある．現在の中国では，内部監査アウトソーシン
グは，内部監査発展のひとつの段階であると言え
る．

四　結　論

　公認会計士は，内部統制理論の研究の発起人と
推進者で，彼らは主に監査の効率を高め，監査の
コストを下げ，企業内部コントロールの中で財務
諸表の監査と関係がある部分に関心を持ってい
る．
　企業の管理者は，企業の実際的な経営者で，彼
らの関心はまず財務諸表の信頼度と正確性であ
り，さらに経営の効率と経済効果を高めるよう，
企業の経営目標を設定する．
　企業の投資家は，企業の効果的なマネージャー
メントと投資と収益を保護することを望んでい
る．企業の管理水準と利潤の能力を分析し，投資
リスクの大きさを見積もって，自分の投資政策を
決定する．
　外部の監視・管理者は，企業の内部統制を通じ
て，その監視・管理の目標の実現を促進すること
を望んいる．企業に法律法規を守らせて，投資家
と国家の利益を守って，良好な市場秩序を維持し
ている．
　中国の内部監査は，中国の市場経済発展に従っ
て，無から有になることを締めて，簡単から深く
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なるまで，長年の発展を経て，１歩１歩国際と統
合して行く．「企業内部コンドロール基本規範」
と「内部監査準則」を全面的に実行すると，会社
の管理構造は改善して，内部監査の独立性は強化
され，中国の内部監査は，新たな段階へ発展でき
る．
　現在，国際会計基準委員会と各国の会計基準委
員会は，内部監査と公認会計士監査の関係が体現
できる法律・法規などを公表した．例えば，アメ
リカ証券取引委員会 (SEC) の監査基準書に関す
る報告書 (SAS) 第 65 号「財務諸表の監査におけ
る内部監査機能に関する監査人の考察」(Auditorʼ
s Considerations of the Internal Audit Function in an 

Audit of Financial Statements) は，経営者が適切
な根拠に基づいて自己の内部統制を評価している
か否かについて監査人は経営者の評価プロセスの
検討を行う必要があるという点，公認会計士は内
部統制の有効性に関する検証を行って経営者の結
論の適正性を検討する必要があるという点，監査
人が会社の外部財務報告及び財務報告にかかわる
内部統制に関する監査委員会の監視の有効性を
評価しなければならないものとされている．内
部監査の専門職的実施の国際基準の 1300，1310，
1312，1320 準則は，公認会計士監査と内部監査
の適切な協力は必ず十分な監査に役立ち，必要で
ない監査の実施を免れることができる．中国で，
2003 年 6 月 1 日から実施された 「内部監査具体準
則 10 号――内部監査と外部監査の調和に関する」
は，内部監査と公認会計士監査の疎通と協力は監
査の効率を高める．「独立監査具体準則第 22 号」
も，公認会計士が内部監査の仕事及び内部監査人
に対して能力の評価とテストを行わなければなら
ない．そのため，内部監査と外部監査は，より密
接な関連を持つこととなる．
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