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第 152 回月例研究会参加報告 

 

報告者 No.1653 細野 浩一郎 

 

日時：2010 年 1 月 22 日(金)18:30～20:30 

場所：御茶ノ水 総評会館 

講師：会計検査院 事務総長官房 

    上席情報処理調査官 土肥 亮一 氏 

演題：「ＩＴ分野の会計検査」 

 

■講演内容 

 講師から、冒頭、ＩＴに関わる自己紹介がなされ

た後、ＩＴ分野の会計検査について、以下のとおり

講演が行われた。 

 

１．会計検査院の紹介 

 

 どの国にも会計検査院がある。会計検査院の一般

名称は、最高会計検査機関（ Supreme Audit 

Institution：SAI）であるが、各国での名称は区々

である。日本では、「会計検査院」と呼ばれている

（「会計監査院」ではない）が、中国では「審計署」、

韓国では「監査院」、台湾では「監察院」と呼ばれ

て い る 。 ま た 、 米 国 で は Government 

Accountability Office（GAO）、英国では National 

Accounting Office(NAO)、タイでは Office of the 

Auditor General 、インドでは Office of the 

Comptroller and Auditor General と呼ばれている。 

  

会計検査院の歴史を窺うと、会計検査院の存在が

求められる背景としては、主権者が、「財布を預け

る」ときに、収支の妥当性を確認する必要が生ずる

ことにある。すなわち、こうした要請に応えるため

に、「財布を預かった」財務大臣から話を聞く必要

があり、これが Audit の語源である。日本におけ

る会計検査院の沿革を辿ると、江戸時代の「勘定吟

味役」まで遡ることができるが、明治時代に入って、

1869 年に「監督司」が置かれ、その後、「検査寮」、

「検査局」へと変遷した。1880 年には、太政官に

直属するかたちで「会計検査院」が設立された。

1889 年には、大日本帝国憲法の制定を受けて、天

皇に直属する「会計検査院」と位置付けられ、戦後、

1947 年には、日本国憲法の施行に伴い、現在の「会

計検査院」の姿となった。本年 2010 年は、会計検

査院設立 130 周年を迎えることになる。 

 

 現在の会計検査院の設立根拠は、憲法第 90 条で、

同条では、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会

計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、そ

の検査報告とともに、これを国会に提出しなければ

ならない。」と定められている。また、会計検査院

法第１条では、「会計検査院は内閣に対し独立の地

位を有する。」と定められている。国の機構は、立

法、行政、司法から構成されており、会計検査院は、

行政を構成するものとして位置付けられているが、

上述のとおり、内閣からは独立した立場にある。 

 

 会計検査院の組織をみると、検査官会議と事務総

局から構成されている。検査官会議は、最高意思決

定機関である。検査官会議は、衆参両議院の同意を

経て内閣が任命する３人の検査官から構成される。

会計検査院長は、検査官が互選した者について、内

閣から任命されることとされており、検査官会議の

議長を務める。一方、事務総局は、検査執行機関で

あり、事務総長以下約 1,300 人から構成されている。 

事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、検査等

の事務を行う。 

 

 事務総局の組織は、事務総長、事務総局次長の下

に、事務総長官房および第１局、第２局、第３局、

第４局、第５局の５局が置かれている。 

 なお、会計検査院には、ボトムアップの伝統があ

り、事務総長官房および５局に置かれている調査官

が重要な役割を担っている。調査官は、①検査活動

の企画立案、②書類の分析と現場確認、③問題点の

整理と改善策の作成、④検査対象機関トップへの質

問文書作成、⑤報告書案の調整と内部説明などの仕

事を行っている。 

 

 検査は、書面検査と実地検査から構成される。 

書面検査では、受け取った証拠書類は 2008 年度実

績で 5,288 万枚もの膨大な量に及んでいる。一方、

実地検査では、受検庁のオフィスに赴いて検査を行

うものであるが、年間に数十日から百日は、現場で

現場の人の話を聞くこととしている。検査の内容に

応じ、航空管制施設、トンネル工事現場、砂防ダム

現場、海上自衛隊現場などにも赴いている。現場主

義が会計検査院の伝統である。 

 

 検査の視点は、①正確性(財務の状況を正確に表

現しているか)、②合規制(会計経理が適正に処理さ

れているか)、③経済性(より少ない費用で実施でき
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るのではないか)、④効率性（同じ費用で、より大

きな効果が得られないか）、⑤有効性（所期の目的

を達しているか）の５点である。 

 決算検査報告は、内閣に報告されることになって

おり、翌年度の秋頃に、会計検査院長から内閣総理

大臣に手交される。 

 

２．ＩＴ検査の実情 

 

 会計検査院におけるＩＴ検査の実情をみると、国

におけるＩＴ予算のウエイトは公共事業予算の

18％程度を占めているが、近年の推移をみると、

2002 年に２兆円弱のピークを付けた後は、減少傾

向にある。これは、2003 年度以降、郵政事業庁が

郵政公社に移行したことや国立大学が法人化した

ことの影響が出ているほか、森内閣の下で 2001 年

に策定されたｅ-JAPAN 戦略に基づき、ＩＴといえ

ば予算が付いた時代において、様々なものがＩＴ予

算という位置付けで計上されていたのが、最近では、

様々な案件がＩＴに関連する中で、ＩＴ予算という

位置付けでなく予算計上されるものが多くなって

きたことが反映していると考えられる。こうした事

情を勘案すれば、ＩＴの重要性は低下しておらず、

実質的には、むしろ増しているものと考えられる。 

 

 会計検査院の職員のバックグランドをみると、法

律、行政、経済、商学を学んだ者が多い。次に、土

木、建築、電気・電子の学科卒業者等が多いが、理

科系専攻者は、全体の 17.8％（2008 年度）に過ぎ

ない。特に、情報工学専攻者に至っては、２名のみ

で全体の 0.16％にとどまる。しかし、そのこと自

体は問題ではない。ＩＴ検査であっても、物品、工

事、行政手続等を対象とする他の分野と同様の検査

手法が使えることを内部教育で伝えている。実際、

工事検査も多くは文科系出身者が担っている。 

 

 その一方、ディジタル・デバイドも存在する。Ｉ

ＴやＩＴ用語への抵抗感があって、ＩＴを経営的感

覚でみることができず、またこれまでの分野で十分

仕事があるという認識から、ＩＴ分野の検査が手薄

になったり、ＩＴ検査を指揮し、支援する人材が不

足しているのも事実である。 

 

 ＩＴ検査の評価としては、①国のＩＴ調達が始ま

って 51 年になるが、その割にＩＴ調達の管理が不

十分であると考えられること、②ＩＴ検査が始まっ

て 41 年になるが、その割に、会計検査院の取組が

不十分であると考えられること、が指摘できる。Ｉ

Ｔは、第２の公共事業とも言われており、不十分な

コントロールの下で、多額の国費が投じられている

ような事例も見受けられる。ＩＴ検査を開始した当

初の事例としては、①在庫が十分にあるのに磁気テ

ープを購入したこと、②コンピュータを長期間使用

するときは、レンタル契約を継続するのではなく、

購入すべきであること、などの事例が指摘されてい

る。これに対し、最近の事例としては、①セキュリ

ティ対策が不十分であること、②基本設計のレビュ

ーが不十分であったことから、誤った設計を修正す

るために追加的な費用を支払ったこと、③電子申請

等関係システムの利用が低調であること、などとな

っている。 

 

３．システム監査の活用 

 

 会計検査院におけるＩＴ検査では、通常のシステ

ム監査の手法を活用することは少ない。これは、①

「監査」ではなく「検査」という意識であること、

②トップの意向は「政策」という形で公表されてい

るので、トップインタビューのような手続が行われ

ていないこと、などによるものである。 

 

ただ、前述のように、会計検査院の検査において、

ＩＴ検査の重要性が増している中で、システム監査

の考え方を参考にすることは有益であると考えら

れる。すなわち、①組織の目的、戦略とＩＴ活用の

整合性、②「信頼性」、「安全性」、「効率性」、③「発

生原因」の分析、などについて、システム監査の考

え方を活用していくことが考えられる。 

また、システム管理基準を応用して、①全体最適

のコンセプトが存在するか、②情報化投資計画は政

策と整合しているか、などについて点検することが

可能である。 

 

さらに、2009 年に公認システム監査人２名を任

期付職員（調査官）として採用したが、こうした専

門家の視点による検査の企画・立案を行い、府省の

垣根を超えて広い視野でＩＴ調達に関する問題点

を探ることは、有益であると考えられる。 

 

４．ＩＴ人材の育成 

 

 政府においては、ＩＴ人材の育成が重要な課題で
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ある。求められる人材は次のとおりである。 

①CIO 

 多様な資質を持ち、CEO と同レベルの判断と実

行ができる人材 

②PMO 部門、PJMO 部門、システム部門 

 現場重視で将来を展望でき、業者と内部組織との

バランスを取れる人材 

③ユーザ部門 

 要求部門、利用部門として、求めていないことは

実現しないという現実を自覚している人材 

 会計検査院においても、次のような教育を行って

いる。 

① ＩＴ検査を進めるための人材（ＩＴ検査の

コンサルタント、ＩＴ検査技術の指導者、

国際協力（技術協力）実施担当者）の育成。 

② 集合研修、ＩＴ検査教育の企画・実施・フ

ォローアップ、外部専門家との意見交換、

現場見学、国際協力に関する貢献などの方

法・手段の採用。 

 

５．システム監査人への期待 

 

 政府のＩＴ調達における発注者側の問題として、

次のような点が指摘できる。 

①統制能力の欠如 

 CIO（各府省官房長クラス）がトップダウンで決

めるべきことを決めておらず、また、府省のＩＴ施

策の状況を把握していない。 

②発注能力の欠如 

 ＩＴ発注現場において、ＩＴ部門経験者がおらず、

ＩＴ発注教育も存在しないことから、ＩＴプロジェ

クトについての認識が乏しい。 

 こうした中で、システム監査人の皆様には、公的

機関のＩＴガバナンスの確立のための役割を演じ

ていただきたい。 

 

■所感 

 本講演では、講師から、会計検査院における検査

の概要、そうした中におけるＩＴ検査の現状と課題

について、わかりやすい解説を提供していただいた。 

 日本においては、高齢化、人口減少が進む中で、

経済の持続的成長を確保することが重要な課題で

ある。そうした中で、国や地方などの公的部門に期

待される役割は大きい。しかしながら、公的部門の

財政事情をみると、2010 年度の国・地方を合わせ

た長期債務残高は、862 兆円、対ＧＤＰ比 181％に

達する政府見通しとなっており、他の先進諸国と比

べても極めて厳しい状況にあり、また、財政支出の

中身についても、国民のニーズに合致しない非効率

な支出がなされているとの指摘が多く見受けられ

る。 

 

 こうした状況の下、公的部門の支出については、

経済性、効率性、有効性の確保が従来にも増して求

められるものと考えられる。また、その実現のため

には、ＩＴの適切な活用が重要であることは言うま

でもないところである。 

 

 こうした認識に立つと、会計検査院における検査

は、公的部門の適切なガバナンスを確保し、日本経

済の持続的な成長と財政の健全性の確保に貢献す

る観点から極めて重要である。そのためには、会計

検査院の検査について、その主眼を正確性、合規性

の観点から、経済性、効率性、有効性の観点に一段

とシフトしていくことが望ましいと考えられる。ま

た、そうした公的部門の適切なガバナンス確保のた

めにＩＴの活用が重要であることに鑑みれば、会計

検査院のＩＴ検査体制をより強化していくことが

重要である。 

 こうしたことを踏まえると、システム監査人とし

ても、上述のような問題意識を持ちつつ、政府のＩ

Ｔガバナンスの向上に貢献できるよう、日々研鑽を

積むことが重要であると改めて認識させられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 


