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発刊にあたって 

 

当協会は、設立の目的にもあります「防衛装備品の生産及び調達に関する正

しい知識と理解を広める」という観点から、防衛装備品の生産及び調達に関す

る自主的な調査研究に取り組んでまいりました。 

 

この調査研究の発端は、一橋大学イノベーション研究センターの西口教授が

首相官邸・内閣官房主催の防衛省改革会議に専門委員として出席された際、議

論されたテーマであり、省庁別財務責任者であるＣＦＯの役割が如何に重要で

あるかを認識され、喫緊の課題として諸外国(英国・米国)と日本との比較研究

を提唱されたものです。 

 

そこで、防衛装備品の適正、円滑かつ効果的な実施に協力し、もって防衛基

盤の強化に寄与するための調査研究項目として、「中央政府における究極の省庁

別財務責任者である会計官、主席財務官等の役割に関する国際比較研究」を、

西口教授に調査委託し、防衛調達改革に祭しての財務的意思決定や権限のあり

方、説明責任等に関して、諸外国(英国・米国)のＣＦＯは、どのような役割を

担っているのかなどを考察したものであります。 

 

本報告書が、今後の防衛装備品の生産及び調達に寄与するとともに、関係者

の皆様方にご活用いただければ幸甚であります。 

 

平成 21 年３月 

財団法人 防衛調達基盤整備協会 

理 事 長 宇田川 新 一 
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 は じ め に 

 

近年、我が国においても、公的セクターにおける財務内容のディスクロージャーを徹底

する必要性が高まっている。ニュー・パブリック・マネジメント（New PublicManagement: 

NPM）の理論を応用した行政・財政制度の改革は、1980 年代の後半以降、イギリス、ニュ

ージーランドなどのアングロサクソン系諸国を中心に行われてきた。この NPM の基本原理

は、政府部門に市場原理を導入するとともに、行政運営の手法をインプット統制・プロセ

ス重視から、アウトプット（アウトカム）統制・顧客重視へ転換することにある。具体的

には、①国営企業の民営化、PPP（Public Private Partnerships、官民協働）の導入など

による政府の役割の見直し、②エージェンシー機関の設置、業績評価の実施などによる「業

績による管理（Performance-based Management）」の導入、③発生主義等の企業会計的手法

の導入などによる公会計・予算制度の改革という形で実践されている。このような改革に

着手した要因として、各国固有の事情があるが、膨張した財政赤字の削減、硬直した官僚

帰国と政府業務のアカウンタビリティの欠如に起因する政府の非効率性、国民の税金を浪

費しているといった政府に対する不信感の高まり、等を挙げることができる。また、その

背景として、欧米先進国での、経済成長の停滞、それに伴い税収が伸び悩む一方で、政府

支出が増大したことなどが挙げられる。 

このような背景を受けて、行政の効率化及び財政の健全化が求められるようになり、予

算、人員などのインプット統制に重点を置いた行政運営の手法に対する限界が認識される

ようになった。財政状況が悪化する一方で国民の行政サービスに対する需要が増大、また

多様化してきたことから、限られた財源の中で各政策ごとの資源配分を合理的、効率的に

行うことが重要になってきた。また、政府業務のアカウンタビリティの欠如に伴う国民の

不信感に対応するため、財務諸表への信頼性の確保が重要なってきた。以下でこれらの問

題点への、欧米諸国の対応を概観していく。 

 

欧米諸国の対応 

（1）業績評価に対する信頼性の確保 

欧米先進国の一部では、各省庁又は各エージェンシー機関の執行責任者に予算、人事な

どについての裁量権を与える一方、達成すべき目標を設定し、その達成度の測定に基づい

て業績評価を行った。このように、成果・業績の向上を図る行政運営の手法（「業績による
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管理」）が導入されている。この「業績による管理」では、事前に各政策ごと又は各エージ

ェンシー機関ごとに目標と定量的な業績目標を設定した業績計画が策定され、また、事後

に業績目標の実績値を集計した業績報告が作成され議会に提出されている。 

業績評価は各省庁等の自己評価である。また、評価結果を反映した予算案等の審議は議

会で行われるため、議会にとって、「業績による管理」が有効に機能するためには、評価の

質的向上が図られることと、評価結果に対する信頼性が確保されることが不可欠である。 

特に、評価結果に対する信頼性を確保するためには、議会に代わり第三者が、各省庁等

の評価結果について、①各政策の目標が明確に設定されていること、②各政策の効果を的

確に評価できるような業績指標が選定されていること、③各政策の目標を達成する上で

も効率的・効果的な行政手段が採用されていること、④業績指標の目標値が適切な水準に

設定されていること、⑤業績指標の実績値が正確でバイアスがないこと、などを検証する

ことが求められる。 

（2）財務諸表に対する信頼性の確保 

前途のように、欧米先進国では、1980 年代の後半以降、経済構造の成熟化等に伴い、政府

部門が保有する資産と負債の状況、国民が将来負担することになる税・社会保険料などに

ついての説明責任が求められるようになった。 

 また、各政策又は各エージェンシー機関の成果・業績を 3E（経済性、効率性及び有効性）

の観点から評価する業績評価制度の導入に伴い、経済性及び効率性の観点からの評価を行

う上で、各政策ごと又は各エージェンシー機関の業務ごとのコストを把握することが必要

になってきた。さらに、政府部門の財政状況の実態が明らかになるとともに、3E の観点か

らの業績評価が行われるにつれ、これらの財務・業績情報を予算にフィードバッックさせ

るための仕組みが求められるようになってきた。 

このような課題に対応するため、欧米先進国の一部では、公会計に発生主義等の企業会

計的手法が導入されたり、予算に発生主義、アウトプット型編成方式が導入されるなど、

公会計・予算制度の改革が行われている。この新たな公会計・予算制度では、議会の内閣

に対する統制を保つため、事前に各政策ごとの予算額等を計上した予算案が編成され、ま

た、事後に貸借対照表、行政コスト計算書などの財務諸表が作成され、議会に提出されて

いる。 

これらの財務諸表には各省庁の主観的判断が含まれており、また、財務諸表の財務データ

を反映した予算案等の審議は議会で行われることから、議会にとって、企業会計的手法を
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導入した公会計制度が有効に機能するためには、発生主義会計の質的向上が図られること

と、財務諸表に対する信頼性が確保されることが不可欠である。 

特に、財務諸表に対する信頼性を確保するためには、議会に代わり第三者が、各省庁等

の財務諸表について、①政府会計基準・関係法令に準拠して作成されていること、②各省

庁等の財政状態、行政コストなどを適正に表示していること、などを検証することが求め

られる。 

 

以上のように、（1）業績への信頼性の確保、（2）財務諸表への信頼性の確保、のために

は、第 3者による検証が不可欠となる。欧米諸国では、この役割を、会計検査院が行って

いる。 

英国では NAO（National Audit Officer）が、米国では GAO（General Accounting Office）

という名称で設置されている。会計検査院は、会計検査、政府活動の経済性、効率性、有

効性について業績評価、を行っており、政府活動の監視機関として重要な役割を担ってい

る。以下で、英国、米国における会計検査院について概観し、それぞれの中央政府におけ

る内部統制について概観していく。 
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第１章 英国における会計検査院（NAO） 

 

英国では、1988 年のネクスト・ステップス（Next Steps）に基づき、政策実施機能を担

うエージェンシー（Executive Agency: EA）が省庁内に設立されている。この EA は、1992

年の政府決定に基づき、業績目標を設定した年度計画書（Business Plan）を作成している。 

その業績目標の達成状況については、2000 年の政府資源会計法（後述）に基づいて業績

報告が作成され、当該 EA の年度報告書（Annual Report and Accounts）の一部として議会

に提出されている。また、各省庁は、1998 年の政府決定に基づき、包括的支出レビュー

（ComprehensiveSpending Review: CSR）を出している。その中で、公共サービス協定（Public 

ServiceAgreement: PSA）を作成しており、各省庁が当該 3ヶ年度間に達成すべき政策目的

（Objective）と業績目標（Performance Target）を設定している。これらの業績目標の達

成状況については、業績報告が作成され、当該省庁の年度報告書（Departmental 

AnnualReport）の一部として議会に提出されている。これらの業績における管理において、

会計検査院（NAO: National Audit Officer）は、①政府全体の業績評価の定着と質的向上、

②業績報告等における信頼性の確保、・という責務を負っている。以下でまず、公的部門に

おける内部統制に関する議論の経緯を概観する。その後、NAO の役割を概観し、 後に英

国の中央政府における内部統制を概観する。 

 

１ 歴史的な経緯 

英国の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、財務報告に関する企業の不祥事が発生し、その結果

として、コーポレート・ガバナンスに関する議論が盛んに行われた。具体的には、BCCI 事

件、マックスウェル事件といった社会的に大きな関心を呼んだ事件が発生し、企業の財務

報告、アカウンタビリティヘの疑念が高まった。これらを受け、1992 年、キャドベリー報

告書は、取締役の義務などについて勧告を行っている。 

こ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、中央政府に適用されることとなり、1997 年には、財務省通達（「コニポレート・ガ

バナンス:内部財務統制システム報告書」）により、各省庁に、上場企業と同様、財務上の

内部統制に関する報告書の作成を義務付けた。さらに、1999 年のターンバル・ガイダンス

の公表の後、2000 年には、政府資源会計法（Government Resources and Accounts Act）
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により、発生主義ベースの財務諸表の作成が義務付けられた。これとともに、同年、財務

省通達「コーポレート・ガバナンス:内部統制報告書」により、各省庁の会計官

（AccountingOfficer）には、単なる財務上の内部統制に関する報告書の作成ではなく、リ

スク管理全般に関する内部統制に関する報告書の作成が求められるようになった。 

この間、政府はリスク管理に関する研究を進め、会計検査院、内閣府、財務省からの報

告書・ガイダンスの公表が相次いだ。こうした動きを踏まえて、2003 年には、財務省通達

「内部統制報告書」により、リスク管理により重点を置くべく、内部統制報告書の雛形が

改訂された。さらに、同年には、シャーマン報告書、ヒッグス報告書、スミス報告書を受

けて、監査委員会ハンドブックも作成された。 

 2004 年に、非省庁公共団体（NDPBs: non-departmental public bodies）の経営会議（board）

について論じたバーカー報告書が出された後、2005 年には、これまでの議論を踏まえ、財

務省から、「行動規範:中央政府の省庁におけるコーポレート・ガバナンス」23 が示され、

経営会議の役割が明確化されるなど、内部統制を含む政府組織のコーポレート・ガバナン

スに関する枠組み作りが進展してきている。 

 

２ NAO の役割 

次に NAO の役割について概観していく。ここでは、大きく、（1）業績評価の質的向上、

（2）各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保、（3）発生主義会計の定着・質的向上、（4）

財務諸表に対する信頼性の確保、（5）その他の NAO の役割、の 5つに分け、それぞれにつ

いてみていく。 

（1）業績評価の質的向上 

まず、NAO は政府全体としての業績評価の質的向上を図ることを役割としている。その

ため NAO は、2000 年に EA 等の業績評価について、過去の業績検査及び個別の EA の依頼に

より行った業績報告の検証作業に基づいた包括的な報告書を作成しており、その中で、当

該 EA 等の活動を評価するのに相応しい業績指標の選定方法、質の高い業績データの収集方

法、説明度を高める業績報告の書き方、などにっいて解説しており、また、各 EA 等の優良

事例を紹介している。 

NAO は、政府全体としての業績評価の質的向上を図るため、2001 年に各省庁の業績評価

（PSA）について、17 の主要な省庁の実態調査に基づいた包括的な報告書を作成しており、

その中で、①当該省庁の政策を評価するのに相応しい業績指標の選定方法、②質の高い業
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績データの収集方法、③業績目標の達成度を高める方法、などについて解説するとともに、

各省庁の優良事例を紹介している。 

また、PSA における NAO の役割として、テクニカル検討委員会（Technical ReviewPanel）

において、アドバイザーの役割を担っている。PSA では、設定された業績指標の定義、測

定方法、データ源などを記述したテクニカル・ノート（Technical Note）が策定されてお

り、テクニカル検討委員会は、このテクニカル・ノートを審議・見直しを行っている。 

 

（2）各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保 

NAO は、各 EA の業績報告を悉皆的に検査してはいないが、必要に応じて業績検査の対象

として特定の EA の業績報告を個別に検査したり、EA の依頼に応じて当該 EA の業績報告を

個別に検査している。NAO の検査が行われた場合、その検査報告書は、業績報告とともに

年度報告書の一部として議会に提出されており、当該 EA の業績報告に対する信頼性の確保

に貢献している。 

英国では、1998 年に制定された財政安定化規律（Code for Fiscal Stability）に基づ

き、一般政府の純債務残高の対GDP比を40%以下にするなどの財政目標が設定されている。

包括的支出レビュー（CSR）では、この財政目標に従って、税収等の一定の財政予測の下で、

CSR の対象となる 3ヶ年度分の歳出総額が決定され、PSA で設定された業績目標を達成する

ための財源に充当されている。このように、財政予測は、イギリスの「業績による管理」

において、財政的な枠組みを決定する重要な要因になっている。このことから、NAO は、

その信頼性を確保するために、①税収の前提となる経済成長率・金利・物価上昇率、②民

営化に伴う株式売却収入の前提となる株価、③北海油田収入の前提となる原油価格、など

の財政予測の諸前提について検査することが義務付けられている。 

 

（3）発生主義会計の定着・質的向上 

イギリスでは、エージェンシー（EA）、各省庁は、発生主義に準拠した財務諸表を作成し

ており、議会に提出している。なお、先述のように、この各省庁の財務諸表の作成は、2000

年に制定された政府資源・会計法（Government Resource and Accounts Act: GRAA）によ

り、法制化されている。また、大蔵省は、GRAA、に基づき、各省庁を連結した政府全体の

財務諸表（Whole of Government Accounts: WGA）を作成することとされており、2005-06

年度から正式に議会に提出することとしている。 
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英国では・各省庁は 1998 年から 4段階（Trigger Point: TP）の準備過程を経て、資源

会計・予算制度（Resource Accounting and Budgeting）に移行している。NAO は、政府全

体に発生主義会計を着実に定着させるため、各 TP において次の TP に進むための検査を行

っている。 

また NAO は、TP の開始に先立ち、各省庁の試行財務諸表の質的向上を図るとともにその

検査を効率的に行うため、1997 年に RAM を補完する標準的な手引書を作成しており、その

中で、①試行財務諸表の作成手続き、②内部統制の体制作り、③NAO による試行財務諸表

検査の受検手続き、などについて各省庁が対応すべき事項を助言・指導している。 

NAO は、各 EA 及び各省庁の財務諸表の質的向上を図るとともにその検査を効率的に行う

ため、2001 年に標準的な手引書を作成しており、その中で、①RAM、会社法（CompaniesAct 

1985）などの会計基準への準拠性、②各財務諸表の間の整合性、③内部統制の有効性、な

どについて各EA及び各省庁が留意すべき事項をYes／No形式のチェックリストとしてまと

めている。 

 

（4）財務諸表に対する信頼性の確保 

各 EA が作成することとされている財務諸表の構成については、RAM において具体的に規

定されている。RAM によると各 EA は、財務諸表として、①行政コスト計算書（Operating Cost 

Statement）、②貸借対照表（Balance Sheet）、及び③キャッシュ・フロー計算書（Cash Flow 

Statement）を作成することとされている。NAO は、これらの財務諸表を検査しなくてはな

らない。その際 NAO は、①財務諸表が当該 EA の行政コスト、財政状態及び資金収支を適正

に表示しているかどうか、②財務諸表が関連法令に準拠して作成されているかどうか、③

当該 EA の収入支出が議会の意図を反映しているかどうか、などについて意見を表明してい

る。 

NAO の証明・検査報告書（Certificate and Report of the Comptroller and AuditorGeneral 

to the House of Commons）は、財務諸表とともに当該 EA の年度報告書の一部として議会

に提出されており、すべての EA の財務諸表に対する信頼性の確保に貢献している。各省庁

が作成することとされている財務諸表の構成については、 RAM において具体的に規定され

ている。この RAM によると各省庁は、財務諸表として、①行政コスト計算書、②貸借対照

表、③キャッシュ・フロー計算書などを作成することとされている。NAO は、これらの財

務諸表を検査しなくてはならない。その際に NAO は、①財務諸表が当該省庁の行政コスト、
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財政状態などを適正に表示しているかどうか、②議会で承認された予算がその目的に従っ

て支出されているかどうか、③当該省庁の会計処理が関連法令に準拠しているかどうか、

などについて意見を表明している。NAO の証明・検査報告書は、財務諸表とともに議会に

提出されており、すべての省庁の財務諸表に対する信頼性の確保に貢献している。 

 

（5）その他の NAO の役割 

英国では、非省庁公共団体（Non-Departmental Public Body: NDPB）が省庁外に設立さ

れており、その中には、政策実施機能を担うエージェンシー機関（Executive NDPB）も含

まれている。この Executive NDPB は、向こう 3～5ヶ年度の業績目標を設定した業績計画

書（Corporate Plan）を作成している。そして、その達成状況については、業績報告が作

成され、当該 Executive NDPB の年度報告書（Annual Report and Accounts）の一部として

議会に提出されている。 

NAO は、2000 年に Executive NDPB 全体としての業績評価の質的向上を図るため、業績報

告の検証作業に基づいた、包括的な報告書を作成している。また、Executive NDPB は、発

生主義（UKGAAP）に準拠した財務諸表を作成している。NAO は、一部の Executive NDPB の

財務諸表検査を行っており、その検査報告書は、財務諸表とともに当該 Executive NDPB

の年度報告書の一部として議会に提出されている。 

NAO は、PPP（官民協働）プロジェクトについて、個別に又は特定のテーマに基づいた包

括的な業績検査を行っている。また、NAO は、政府全体としての PPP プロジェクトの質的

向上を図るため、1999 年に PPP プロジェクトに対する過去の個別の業績検査に基づいた包

括的な報告書を作成している。その中で、①入札時において競争原理を確保する方法、②

代替案を相互に比較する方法、③入札者の契約履行能力を評価する方法、などについて解

説するとともに、各省庁の優良事例を紹介している。 

英国では、財政状況の悪化に伴う政府の役割の見直しの中で、1979 年以降、各省庁の資

産売却及び国営企業の民営化が行われており、その資産・株式売却収入は、政府の財政収

支の改善に大きく貢献している。NAO は、これらの資産売却・民営化が政府の財政収支、

国内市場の競争条件などに及ぼしている影響を評価するため、石油、航空などの分野の各

省庁の資産売却及び国営企業の民営化について、個別の業績検査を行っている。例えば、

1997 年の報告書では、英国石油（British Petroleum）、英国航空（British Airways）な

どについて、株式の売却に当たり、公募入札方式ではなく機関投資家による引受方式を採
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用したため、売却価格が時価に比べ 0.11～4.3%低くなったことを指摘している。 

 

３ 英国政府における内部統制と会計官の役割 

英国においては、先述のように、いくつかの財務報告に関する企業の不祥事の発生を踏

まえ、1990 年代に、コーポレート・ガバナンスに関する議論が急速に発展した。そうした

民間部門における内部統制のあり方の議論は、小さい政府を目指し、民営化やエージェン

シー化を進めており、かつ、企業会計と同様の発生主義会計を導入しようとしていた政府

部門にも適用され、現在では、組織の内部統制（internal control）について、民間部門

と公的部門がともに同様のフレームワークを有するに至っている。例えば、上場企業であ

れば、その取締役会が、中央政府の省庁であれば、会計官（Accounting Officer）として

の事務次官（permanent secretary of a department）が、それぞれの組織の内部統制に関

する方針を設定し、内部統制システムの有効性のレビューを行い、内部統制報告書を作成

することが義務付けられている。以下で、（1）予算決算、業績評価、（2）内部統制、（3）

内部統制報告書、の順に概観していく。 

 

（1）予算決算、業績評価 

中央政府の省庁は、資源会計・予算（RAB: resource accounting and budgeting）の枠

組みの中で、発生主義ベースの予算・決算を作成する。具体的には、各省庁は、政府の施

策の優先順位を踏まえ、「中期支出計画」（budget: spending review）を作成し、財務省に

申告し、財務省はこれを審査のうえ、決定する。単年度の支出については、各省庁が「予

算見積り（estimate）」として作成し、財務省に提出し、財務省は、これを取りまとめ}「単

年度議定費歳出予算法（appropriation act）」として議会に提出する。議会は、これを審

議のうえ、承認する。なお、予算は、「資本予算」と「資源予算」とに区別される。 

各省庁は、業績評価制度の一環として公共サービス協定（PSA: public serviceagreement）」

を策定し、施策の「目的（aim）」・「目標（objective）」を明確化する。さらに、「サービス

供給合意（SDA: service delivery agreement）」により具体的な施策を明示する。上記の

「議定費歳出予算」は、「中期支出計画」の範囲内で、「公共サービス合意」で定められた

「目的」・「目標」を達成するために必要な資源について作成される。 

各省庁は、決算書類として「資源会計報告書（resource accounts）」を作成し、会計検

査院（その長は、議会に属する会計監察官〈Comptroller and Auditor General〉）が、そ
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の検査を行い、議会に報告する。 

 

（2）内部統制と会計官の役割 

中央政府の内部統制の基本的な仕組みをみると、政府資源会計法の規定に基づき各省庁

において財務大臣から任命される会計官（通常は事務次官）が、予算・決算その他の組織

運営上の責任を負っており、省庁の政策、目的、目標の達成のために、健全な内部統制シ

ステムを維持する役割を担っている。会計官は、そうした内部統制システムの有効性を定

期的にレビューし、内部統制に関する報告書（SIC: Statement On Internal Control、内

部統制報告書）を作成し、署名することが義務付けられている。内部統制報告書は、決算

書類としての「資源会計報告書」の一部として、会計検査院を通じて、議会（下院・会計

委員会〈Committee of Public Accounts〉） に提出される。会計官は、これに関して、議

会（下院・会計委員会）で証言する義務を負う。 

 会計官は、財務の適正性の確保、慎重かつ経済的な経営、無駄の排除、資源の効率的か

つ有効な活用に資するよう行動することが求められる。その具体的な役割は、 

①財務書類が適切に作成されていることを示すため、財務書類に署名を行うこと。 

②適切な財務手続きがとられ、会計記録が維持されていることを確保すること。 

③公的資金が適切に管理されており、それがチェックされていることを担保すること。 

④土地、建物等が適切に管理・保全され、それがチェックされていることを担保すること。 

⑤収支に関する施策を検討する際に、財務上の考えられるすべての関連事項が勘案されて 

いる体制を維持すること。また、施策に関する評価（VFM: value for money）は、財務省 

のガイダンス「中央政府における政策評価」（通称、グリーン・ブック）で規定された原則 

に沿って行われていることを担保すること。 

⑥内部統制報告書を作成し、署名すること。 

である。 

特に、会計官は、省庁の支出について、議会によって認められた予算の目的と金額の範

囲内に収めなければならないという原則を維持することが要求される。さらに、会計官は、

担当大臣をサポートする責任もあるが、担当大臣が適切でない施策を採用しようとしてい

る場合には、それに反対する義務がある。もし、担当大臣が会計官の反対意見にもかかわ

らず、当該施策の採用を強行する場合には、その旨を財務省と会計監察官（会計検査院長）

に通報することとされている。 
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（3）内部統制報告書 

英国の中央政府各省庁の会計官（Accounting Officer）は、内部統制システムの維持の

役割を担い、内部統制報告書を作成し、署名することが義務付けられており、当該報告書

は、決算書類としての資源会計報告書の一部として、会計検査院を通じて、議会に提出さ

れている。こうしたフレームワークでは、予算決算制度や業績評価制度の仕組みとの密接

な関連を意識した制度設計が行われている。 

各省庁の会計官が作成し署名する内部統制報告書においては、①責任の範囲、②内部統

制システムの目的、③リスク管理能力、④リスク・統制フレームワーク、⑤有効性のレビ

ュー、⑥内部統制上の重要な問題、の 6項目を記載することが求められている。 

①「責任の範囲」としては、会計官として、公的資金と資産を保全しながら、省庁の政

策・目的・目標の達成をサポートできるような健全な内部統制システムの維持に責任

を有することを宣言するよう求められている。 

②「内部統制システムの目的」としては、次の事項が記述される。すなわち、内部統制

システムは、失敗するリスクをすべて除去するものではなく、むしろ、リスクを合理

的な水準に管理することが想定されていること、したがって、内部統制システムの有

効性についての全体的な保証を提供するものではなく、合理的な保証を提供するもの

に過ぎないこと。また、内部統制システムは、省庁の政策・目的・目標の達成にとっ

てのリスクを識別し、優先順位付けを行い、そうしたリスクが発現してしまう可能性

とその規模を評価し、そうしたリスクを、効率的に、有効に、経済性を踏まえて、管

理するために設計された継続的なプロセスに依拠していること。さらに、そうした内

部統制システムが、当該決算期間および決算承認までの期間において機能していたこ

と。 

③「リスク管理能力」としてはリスク管理プロセスに対して指導力を発揮していること、

および、職員がその権限と義務に見合った形でリスクを管理できるように訓練を受け、

技術を身につけていることに関する記述がなされる。 

④「リスク・統制フレームワーク」としては、リスクを識別し、評価し、統制する方法

を含むリスク管理戦略に関する重要事項や、組織の活動の中にリスク管理を取り入れ

ている手法等が記述される。 

⑤「有効性のレビュー」としては、次のような記述がなされる。会計官として、内部統

制システムの有効性をレビュー」することに責任を有すること。そうした内部統制シ
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ステムの有効性に関するレビューは、内部監査人と執行役（executive managers）に

よる成果の報告、および外部監査人によるコメントといった情報をもとに行われるこ

と。内部統制システムの有効性に関するレビューの結果について、経営会議や監査委

員会（audit committee）から助言を受けたこと。また、内部統制システムに欠点が

ある場合についてはそれを改善する計画が進行中であること。さらに、内部統制シス

テムの有効性を維持し、またレビューするためのプロセスに関する記載も求められる。

そこには、経営会議、監査委員会、内部監査等の役割に関するコメントが含まれる。 

⑥内部統制上の重要な問題が存在する場合には、「内部統制上の重要な問題」として、実

施または提案された対応策が記載される。 

以上の内容からなる内部統制報告書は、会計検査院のレビューの対象となる。会計検査

院長である会計監察官は、議会への報告書の中で、内部統制報告書に関する意見を表明す

る。そこでは、内部統制報告書が、財務省が定めた開示基準を満たしているか、誤解を生

む表現になっていないか、財務諸表監査により得られたその他の情報と整合的かが報告さ

れる。こうした会計検査院のレビューのプロセスは、基本的には、監査実務委員会（Auditing 

Practices Board）のガイダンス「統合規範:上場規則のもとでの監査人の義務」の関連規

定に基づき、実施される。なお、会計検査院による内部統制に関するレビューは、その組

織の統制が有効であることに関する保証を与えるものではないとされる。 
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第２章  米国における会計検査院（GAO） 

 

米国では、各省庁（主要 24 省庁）は、1993 年の政府業績結果法（Government Performance 

And Results Act of 1993: GPRA）に基づき、1999 年度から年度業績計画書（Annual 

Performance Plan）を作成している。その中で、①当該省庁が達成すべき政策目的

（Strategic Outcome）、②当該政策目的の達成状況を評価するために必要な業績目標

（Performance Goal）、③当該目標を達成するために必要な戦略と資源、④業績目標の実績

値を検証するために必要な手続きなどを設定している。これらの目標は、向こう 5ヶ年度

程度の戦略目標（Strategic Goal）を定めた戦略計画書（Strategic Plan）に対応して設

定されており、その達成状況については、年度業績報告書（Annual Performance Report）

が作成され、議会.（Congress）に提出されている。 

米国における、このような「業績の管理」において、会計検査院（GAO: General Accounting 

Office）は、①連邦政府全体の業績評価の定着と質的向上を目指す、②各省庁の業績報告

等の信頼性の確保、という役割を担っている。 

また、米国では、各省庁（主要24省庁）は、1990年首席財務官法（Chief Financial Officers 

Act of 1990:CFOA）及び1994年政府管理改革法（Government Management Reform Act Of 1994: 

GMRA）に基づき、1996 年度から発生主義に準拠した財務諸表を作成しており、当該省庁の

年度報告書（Annual Report）の一部として議会に提出している。また、財務省（Department 

of the Treasury: DOT）は、CFOA 及び GMRA に基づき、1997 年度から各省庁、立法機関及

び司法機関の一部、公社（Government Corporation: GC）などを連結した連邦政府全体の

財務諸表（Financial Statements of the United States Government: FSUSG）を作成し、

議会に提出している。 

本稿では、連邦執行機関にかかる会計基準の設定権限・責務をもつ GAO、また、会計・

内部統制システムの構築・維持が適正であるということに全責任を負い、また、会計情報

と予算情報の集約化を図る責任者である、首席財務官（CFO: Chief Financial Officers）

に焦点を当てていく。その上で、米国の連邦政府における財務統制について概観していく。 

１ 歴史的な経緯 

（1）GAO の設置 

米国では、1990 年代に入るまでは、どのような公的主体に会計基準をいずれの機関が設

定するかについて、明確なルールがない、またはそのようなルールがあったとしても、基
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準設定に至る手続きが不透明であったり、設定された基準が遵守されていないというよう

な状態が続いていた。しかし、そのような状況が公的主体の財務状態の透明性や比較可能

性などを阻害し、財政悪化の一因になっているとして問題視され、公会計基準の設定、適

用のあり方について議論された。その結果、現在のような体系が形成された。 

公的主体のうち、連邦執行機関にかかる会計基準の設定権限・責務は、1921 年「予算・

会計法」（Budget and Accounting Act）により GAO が設立されて以来、GAO（厳密には会計

検査委員長）に付与されていた。GAO は、立法府の付属機関であるが、立法府をはじめ、

他の連邦機関から関与を受けない独立機関として位置づけられている。実際に、GAO によ

り多数の財務報告に関するマニュアル等が公表されており、代表的なものとして、1978 年

に公表された「連邦政府機関が作成する指針に関する GAO の基本方針およびこれに基づく

手続についてのマニュアル;タイトル 2 ―会計」（"GAO Policy and Procedures Manual for 

Guidance of Federal Agencies; Title2 ―Accounting"）がある。各連邦執行機関は、こ

のマニュアルに則って財務報告に関する指針を作成することが推奨されていた。 

しかしながら、その一方で、各連邦執行機関の長には、1950 年に制定された「予算・会

計手続法」（Budget and Accounting Procedures Act）によって、所管機関の財務報告およ

び内部統制システムを、所管機関の特徴等を踏まえて独自に構築する責任および権限が与

えられていた。しかも、GAO 基準の遵守は法律上の義務ではなく、執行機関の独自のシテ

ムが GAO 基準に整合的でない場合でも、不遵守に対するペナルティがなかったため、実際

には、ほとんどの GAO 基準が多数の連邦執行機関によって無視されるか、部分的にしか導

入されないといった事態が生じていた。また、連邦財務管理に関する主要機関である OMB

や財務省も、しばしば GAO 基準に反対したり、内容の変更を求めたりしたほか、GAO に連

邦政府会計基準の設定権限を付与した議会自身も、しばしば GAO の公表物を無視すること

があったとされている。 

 

（2）GAO 基準の不遵守と CFO 法の制定 

このような各連邦執行機関による GAO 基準の不遵守の結果、連邦政府の財務報告に対し

ても、その財務状態や運営成果の不透明性が問題視されていた。そこで、GAO 基準の遵守

性を高めるべく、1982 年に「連邦管理者財務保全法」（Federal Managers' Financial 

Integrity Act）が制定された。同法により、各連邦執行機関の長は、毎年、当該機関およ

び 
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所管機関の会計・内部統制システムが法律上の規定や GAO の定める原則・基準に適合し

ているかどうかを自己評価し、その結果を議会および大統領に報告することが義務づけら

れた。しかし、同法制定前と同様、連邦執行機関による GAO 基準の遵守は法律上の義務と

されていなかったため、同法施行後も画期的な改善はなかった。 

このように画期的な改善はなされない中、1980 年代末の深刻な連邦財政危機が発端とな

って、GAO 自身をはじめとして多方面から、GAO 基準を議会や連邦諸機関が事実上無視して

いることに対する批判が一層高まった。具体的に、1989 年に出された、「討議用メモラン

ダム:連邦財務管理――課題と対策」（"Discussion Memorandum: Federal Financial 

Management――Issues & Solutions"）は、当時の連邦財務管理および連邦政府会計制度の

具体的な問題の要因として、①国の予算および財務問題に従事し、全責任を負う首席財務

官がいない点、②現行の会計基準や会計実務、手続きは連邦政府特有の状況に適合してい

ない可能性がある点、また、政府全体、あるいは各連邦機関において整合的に適用され 

ていない点、③各連邦機関の財務諸表は統一されておらず、政府全体で比較が不可能であ 

る点、④多くの州・地方政府や公営企業等については、毎年監査を受けることが法律で要 

求されているにも関わらず、連邦政府の財務諸表には、そうした監査が要求されていない

点、という 4 つの視点から問題の要点をまとめた。また、同メモランダムは、①について

は、連邦政府に常任の首席財務官を設置し、財務管理上の責任を負わせること、②につい

ては、連邦機関に適用される財務報告に、整合的な基準を設定し、これに政府の支持を与

えること、③については、政府の財務状態および運営結果につき、統一的で信頼できる財

務諸表を毎年作成し、公表すること、④については、連邦政府の財務諸表についても、毎

年監査を行うこと、というように、それぞれについて解決策を提案している。 

このような GAO や AICPA をはじめとする各界の要請を受け、1990 年、連邦政府の活動に

かかる財務管理・評価にとって不可欠な財務情報を、信頼し得るかたちで、また時系列的

および横断的に比較可能なものとしてタイムリーに提供することを可能とするような統一

的な財務報告システムの構築を目指して、「首席財務官法」（CFO 法: Chief Financial 

Officers Act）が制定されたのである。 

 

２ CFO 法の制定と CFO の役割 

CFO 法の制定によって、米国史上初めて、各連邦執行機関が構築・維持する会計・内部

統制システムは、「適切な会計報告基準」（applicable accounting and reporting standards）
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に準拠したものでなければならないことが法律上義務づけられるようになった。 

また、CFO 法は、従来、各連邦執行機関における会計・内部統制システムの構築・維持

に関する責任の所在が不明確であったことが適正な連邦財務管理の阻害要因となっていた

との批判に応えるべく、一定の連邦執行機関に対し、首席財務官（CFO: Chief 

FinancialOfficers）の設置を義務づけた。各 CFO は、適正な会計・内部統制システムの構

築・維持につき全責任を負い、会計情報と予算情報の集約化を図らなければならないとさ

れている。また、CFO は省、および大規模の庁については大統領から任命され、小規模の

庁、および局については当該機関の長によって任命されることになっており、上院の助言

と同意のもと、あるいは大統領の指示を受けて、それぞれの機関の長と協議しながら任務

を遂行する。CFO 設置前は、予算に関する権限と財務報告に関する権限とが分断されてお

り、財務報告は予算の作成および執行とは無関係のものとして扱われていたが、CFO を設

置したことによって、それらを連関させることが要求されるようになった。 

加えて、CFO 法により、パイロット的に 10 の連邦執行機関に対して、毎年、財務会計に

関する年次報告書を作成し、「独立した監査」（independent audit: 以下、「独立監査」と

いう）を受けたうえで、議会および大統領に提出するとともに、国民に公表することが義

務づけられるようになった。そして、かかる年次報告書を作成する際の会計基準を「適正

な会計財務報告原則（applicable accounting and financial reporting principles and 

requirement）」に合致する形式・内容で設定する権限および責務が、OMB に付与されるこ

とになった。もっとも、GAO の会計基準設定にかかる権限およ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。具体

的には、連邦政府会計基準を公式に設定・公表するためには、OMB のみならず、GAO および

財務省の承認が要件とされているなど、連邦執行機関が遵守すべき会計原則・基準の設定

に対する GAO の関与が残された。 

 

３ GAO の役割 

次に・米国の GAO の律割について概観していく。米国の「業績による管理」において、

会計検査院（General Accounting Office: GAO）は、大きく、①連邦政府全体の業績評価

の定着と質的向上、②各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保、③発生主義会計め定着

と質的向上、④財務諸表等に対する信頼性の確保、⑤その他の分野における会計検査院の
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役割、という役割を果たしている。 

 

（1）連邦政府全体の業績評価の定着と質的向上 

アメリカでは、業績評価の導入に当たり、1994～1996 年度においてパイロット・プロジ

ェクトを実施しており、その結果を踏まえながら本格実施に移行している。 

GAO は、連邦政府全体に業績評価を着実に定着させるため、パイロット・プロジェクト

の実施状況について包括的な報告書を継続的に作成しており、業績評価の質的向上を図る

上で留意すべき事項について所見を述べている。例えば、!996 年の報告書は、13 パイロッ

ト・プロジェクトにおける 1994 年度業績報告書の実態調査に基づいて作成されており、そ

の中で、①政策目的の達成状況を評価するためには、政策目的と業績目標との間に明確な

関連性が必要であること、②効率性の観点からの評価を行うためには、業績目標の中にコ

スト情報に基づいたものを加えること、③業績目標の現実性を評価するためには、年度業

績報告書の中に業績指標の過去数ヶ年度分の実績値を明示すること、などの留意事項を述

べている。 

また、GAO は、パイロット・プロジェクト終了後も、各省庁における業績評価の実施状

況について包括的な報告書（Managing for Results シリーズ）を 19 冊（2002 年 5 月時点）

作成しており、その中で、業績評価の質的向上を図る上で留意すべき事項について所見を

述べている。例えば、2002 年の報告書は、24 省庁の 2002 年度業績計画書と 1999 年度及び

2000 年度純コスト計算書（Statement of Net Cost）の実態調査に基づいて作成されてお

り、その中で、①業績評価の結果を予算に反映させるためには、年度業績計画書の業績目

標と予算書の議決項目（Program Activity）が一致していることが望ましいが、このよう

な対応関係になっている省庁は少数に止まっていること、②コスト情報に基づいた評価を

行うためには、年度業績計画書の政策目的と純コスト計算書の集計単位が一致しているこ

とが望ましいが、このような対応関係になっている省庁は少数に止まっていること、など

について指摘するとともに、年度業績計画書、予算書及び純コスト計算書の対応状況につ

いて各省庁の代表事例を紹介している。 

GAO は、連邦政府全体としての業績評価の質的向上を図るため、1994 年から 2002 年 5

月までに、各省庁が戦略計画書、年度業績計画書などを作成するに当たり参考にすべき事

項をまとめた標準的な手引書（Executive Guide シリーズ）を 3冊作成している。例えば、

1996 年の手引書 32 では、①政策目的の設定に当たっては、当該省庁を取り巻く社会経済
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情勢を分析すること、②業績目標は、各政策目的ごとのものに加えその達成に貢献する各

部局ごとのものも設定すること、③業績目標の達成度が低い政策については、その原因を

分析すること、などについて解説するとともに、各省庁の優良事例を紹介している。 

このように、GAO が業績評価の定着と質的向上に向けた取組みに積極的な背景には、GAO

が GPRA において実施監視機関に位置付けられていることと、 GPRA が議会主導で制定され

たため同法の所管省庁である行政管理予算庁（OMB）があまり積極的な動きを見せていない

ことなどが考えられる。 

 

（2）各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保 

GAO は、現在までのところ、議会の要請に基づき、各省庁が作成した年度業績計画書及

び年度業績報告書をすべて検査しており、当該省庁の評価の対象となっている政策のうち、

議会の関心が高いと考えられる重要な政策について、問題点を指摘するとともに、改善を

図るための勧告を個別に行っている。例えば、運輸省（Department of Transportation）

の 2000 年度業績報告書及び 2002 年度業績計画書の実態調査に基づいて作成された 2001

年の報告書では、①業績目標が適正な水準に設定されていない政策については、適正な水

準に設定するとともに変更理由を明確にすること、②業績目標の達成度が低い政策につい

ては、代替的な戦略を採用すべきであること、③運輸省にとってパイプラインの安全性確

保が重要な政策になっていることから、業績目標の中にパイプライン事故死傷者数を加え

ること、などの勧告を行っている。 

このような GAO の検査報告書は、議会に提出されており、すべての省庁の業績計画及び

業績報告に対する信頼性の確保に貢献している。 

 

（3）発生主義会計の定着と質的向上 

米国では、連邦政府に適用される会計基準は、1990 年に設立された連邦会計基準諮問委

員会（Federal Accounting Standards Advisory Board: EASAB）が原案を作成し、DOT、OMB

及び GAO の同意を得て、決定されている。FASAB は、1993 年から 2002 年 5 月までに、連邦

政府会計基準として、連邦財務会計概念書（Statement of Federal Financial Accounting 

Concept: SFFAC）を 3冊、連邦財務会計基準書（Statement of Federal Financial Accounting 

Standard: SFFAS）を 22 冊それぞれ作成している。なお、FASAB は、1999 年に米国公認会

計士協会（American Institute of Certified Public Accountants）により、連邦政府に
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適用される GAAP（Generally Accepted Accounting Principles）を作成する機関に認定さ

れている。 

次に、各省庁が発生主義に準拠した財務諸表を作成する対象については、1990 年の CFOA

では当該省庁が所管する特別会計（Revolving Fund and Trust Fund）及び商業活動だけで

あったが、1994 年の GMRA により、当該省庁全体、連邦政府全体（連結されたもの）に拡

大されている。このように、発生主義会計の適用範囲が拡大された背景には、1994 年に当

時の GAO 院長（Charles A. Bowsher）が、CFOA の施行後 3年 6ヶ月にわたり GAO が行った

財務諸表検査の結果に基づき、下院政府運営委員会（Committee on Government Operations）

で行った証言が大きな影響を与えたと考えられる。この証言の中で、同院長は、①発生主

義会計の導入により、正確で有用な財務情報の入手が可能になったこと、②内部統制及び

財務管理システムの欠陥が明らかになったこと、③ 新の IT を活用した財務情報システム

の必要性が明らかになったこと、などを指摘するとともに、議会に対して財務諸表の作成

対象を当該省庁全体、連邦政府全体（連結されたもの）に拡大することを要請している。 

また、米国では、発生主義に準拠して作成された財務情報の質的向上を図るため、1996

年に連邦財務管理改善法（Federal Financial Management Improvement Act of1996:FFMIA）

が制定され、各省庁は、①連邦財務管理システム基準、②連邦政府会計基準（SFFAS 等）、

③標準会計処理基準（U.S. Government Standard General Ledger）に準拠して、財務管理

システムを運営することが義務付けられた。GAO は、FFMIA に基づき、1997 年度以降毎年

度、各省庁における FFMIA 要求事項の履行状況について包括的な報告書を作成しており、

その中で、①各省庁の財務管理システムが FFMIA 要求事項に従って運営されているかどう

か、②各省庁の財務諸表が連邦政府会計基準（SFFAS 等）に準拠して作成されているかど

うか、③適切な連邦政府会計基準（SFFAS 等）が作成されているかどうか、について調査

結果を議会に報告している。 

GAO は、発生主義に準拠して作成された財務情報の質的向上を図るためには、各省庁が

FFMIA 要求事項を履行することが不可欠であるとの認識から、1998 年から 2002 年 5 月まで

に、各省庁が財務管理システムを運営する上で留意すべき事項をまとめた標準的な手引書

（Checklist シリーズ）を 10 冊作成している。GAO は、これらの Checklist シリーズの中

で、①旅費管理システム、人事・給与管理システム、資産管理システムなどの個別のシス

テム、②財務データの処理を行っている原価計算システム、③前途の①と②を統合した財

務管理システム全体について、24 省庁が FFMIA 要求事項を履行する上で留意すべき事項を
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Yes／No 形式のチェックリストとしてまとめている。 

 

（4）財務諸表等に対する信頼性の確保 

各省庁が作成することとされている財務諸表の構成については、OMB の告示（OMB 

Bulletin No.01-09）において具体的に規定されている。この告示によると各省庁は、財務

諸表として、①貸借対照表（Balance Sheet）、②純コスト計算書（Statement of Net Cost）、

③正味財産増減計算書（Statement of Changes in Net Position）などを作成することと

されている。これらの財務諸表は、CFOA に基づき、当該省庁に設置されている監察総監

（InspectorGeneral: IG）又は IG が監査委託契約を締結した外部の監査法人が監査を行っ

ている。GAO は、これらの監査人が監査を行うに当たり、準拠すべき政府監査基準

（Government Auditing Standards））、参考にすべき財務監査マニュアル（Financial Audit 

Manual））を作成しており、各監査人の監査報告書に対する信頼性の確保に貢献している。

なお、GAO は、CFOA に基づき、これらの監査人に代えて、財務諸表検査を行うことができ

るとされている。GAO は、現在のところ、各省庁が作成した当該省庁全体の財務諸表検査

は行っていないが、各省庁を構成する一部の機関（例えば、DOT に属する内国歳入庁

（Internal Revenue Service）及び国債局（Bureau of the Public Debt））の財務諸表に

ついては検査しており、①財務諸表が連邦政府に適用される GAAP（SFFAS 等）に準拠して

作成され、当該部局の財政状態、純コストなどを適正に表示しているかどうか、②財務諸

表を作成する上で内部統制が有効に機能しているかどうか、③財務諸表が関連法令に準拠

して作成されているかどうか、について意見を表明している。 

DOT は、連邦政府全体の財務諸表（FSUSG）として、①貸借対照表、②純コスト計算書、

③正味財産増減・収入計算書（Statement of Operations and Changes in Net Position）

などを作成している。 

また、GAO は、GMRA に基づき、これらの FSUSG を検査することとされており、①FSUSG

が連邦政府に適用される GAPP（SF:EAS 等）に準拠して作成され、連邦政府の財政状態、純

コストなどを適正に表示しているかどうか、②FSUSG を作成する上で内部統制が有効に機

能しているかどうか、③FSUSG が関連法令に準拠して作成されているかどうか、について

意見を表明している。GAO の検査報告書（Auditor’s Report）は、FSUSG とともに議会に

提出されており、連邦政府の FSUSG に対する信頼性の確保に貢献している（ただし、GAO

は、連邦政府において、財務情報システムが信頼性に欠けること、内部統制が有効に機能
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していないことなどの理由により、FSUSG の適正性については初年度の 1997 年度から 2001

年度まで連続して意見表明を差し控えている。）。 

 

（5）その他の分野における会計検査院の役割 

米国の NPM において、会計検査院（GAO）は、その他に、①公社の検査、②PPP（官民共

同）プロジェクトの検査、という役割を果たしている。 

① 公社の検査米国では、各公社（GC）は、GPRA に基づき、向こう 5 ヶ年度程度の総合

目標を設定した戦略計画書、当該総合目標を達成するために必要な業績目標を設定

した年度業績計画書を作成しており、その達成状況については、年度業績報告書を

作成し、議会に提出している。GAO は、各 GC の年度業績計画書等を悉皆的に検査し

てはいないが、議会の要請に応じ、特定の GC の年度業績計画書等を個別に検査して

いる。GAO の検査が行われた場合、その検査報告書は、議会に提出されており、当該

GC の業績計画・業績報告に対する信頼性の確保に貢献している。また、各 GC は、公

社統制法（Government Corporation Control Act of 1945）及び CFOA に基づき、発

生主義（USGAAP）に準拠した財務諸表を作成している。これらの財務諸表は、CFOA

に基づき、当該 GC に設置されている監察総監（IG）又は IG が監査委託契約を締結

した外部の監査法人が監査を行っている。GAO は、これらの監査人が監査を行うに当

たり、準拠すべき政府監査基準、参考にすべき財務監査マニュアルを作成しており、

各監査人の監査報告書に対する信頼性の確保に貢献している。なお、GAO は、CFOA

に基づき、これらの監査人に代えて、財務諸表検査を行うことができるとされてい

るが、現在のところ、連邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation: 

FDIC）についてだけ財務諸表検査を行っている。これは、特に、連邦預金保険法

（Federal Deposit InsuranceAct）の規定に基づくもので、その検査報告書は、財

務諸表とともに議会に提出されており、FDIC の財務諸表に対する信頼性の確保に貢

献している。②PPP プロジェクトの検査米国では、1990 年代において財政状況の悪

化に伴う連邦政府の役割の見直しが行われており、その中で、1992 年の行政命令

（ExecutiveOrder12803、April 1992）等に基づき、公園、庁舎などの国有財産の建

設・管理に民間企業のノウハウと資金を活用する PPP が導入されている。GAO は、既

存又は検討中の PPP プロジェクトについて、実態調査または民間の資産管理会社等

に対する委託研究に基づいた包括的な業績検査を行っている。例えば、2001 年に共
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通役務庁（General Services Administration: GSA）が検討していた 10 件の PPP プ

ロジェクト候補について、費用対効果分析を監査法人等に委託しており、その分析

結果に基づいた包括的な報告書 38）の中で、①10 件のうち 2 件では、内部収益率

（Internal Rate of Return: IRR）が低くなる可能性があること、 

②10 件のうち 6件では、キャッシュ・フローがマイナスになる可能性があること、など

を指摘するとともに、GSA に対して、新たな予算措置、既存の国有財産の処分などの

他の選択肢と比較して、PPP が IRR、キャッシュ・フローなどの面で優れていること

を明らかにするために、パイロット・プログラムを実施することを勧告している。 

 

４ FASAB 

（1）EASAB の位置づけ、メンバー 

1990 年 10 月には、GAO、OMB および財務省の合意（MOU: "Memorandum of Understanding"）

により、連邦政府会計基準の実質的な設定機関として連邦会計基準助言審議議会（FASAB: 

Federal Accounting Standards Advisory Board）が創設されることになった。ここでの

FASAB の位置づけとしては、独立した機関として設置するのではなく、連邦政府会計制度

の構築に関する主要な権限機関である、GAO、OMB および財務省の合同の諮問機関であると

した。現在、FASAB のメンバー、組織構成、勧告手続等については、1999 年 9 月に MOU を

改訂するかたちで策定された「手続規則」（"Rules of Procedure"）が定めている FASAB

のメンバーは 9名とされており、任期は 2年（再選は 2回まで可能で 長 6年）、非常勤と

なっている。9名のメンバーは、連邦政府メンバー（Federal members）6 名と非連邦政府

メンバー（non-Federal members）3 名から構成される。具体的には・前者は GAO・OMB・財

務省、議会予算局（CBO）、内務関連機関（civilian agencies）、防衛あるいは外務関連機

関（defense and international agencies）よりそれぞれ 1名ずつとされており、また後

者は、財界、会計実務界、学界の中から 3名と定められている。これらのうち、GAO、OMB、

財務省および CBO のメンバーは、各機関の長により任命され、各機関の長の指示のもとで

任務を遂行する。 

 

（2）会計基準の制定における、FASAB の権限 

FASAB の作成した会計基準案が公式に基準化されるためには GAO、OMB、および財務省の

承認を要するとした。こうした FASAB による連邦会計基準の設定は、1996 年「連邦財務管
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理改善法」（Federal Financial Management Improvement Act）において、連邦政府が準拠

すべき会計基準の実質的な設定機関として FASAB が言及されたことによって、法律上の認

証を得たものである。さらに 1999 年には、FASAB は、AICPA により、連邦政府機関に適用

される会計基準を設定する唯一かつ公式な機関として正式に認知された。 

現在、連邦政府会計制度を構築・維持する権限および責務は、主に GAO、OMB および財務

省に付与されており、連邦法上、それぞれの役割分担が明確に定められている。このうち、

連邦執行機関に適用される会計基準の策定については、前述の、1990年のCFO法制定以来、

OMB が第一次的な責務を負っており、「適正な会計財務報告原則」に合致する形式・内容で

会計基準を設定することとされている。そして、これに基づき、現在、OMB 通達（Circular）

として「OMB 連邦政府会計概念・基準書」（"OMB Statement of Federal Financial Accounting 

Concepts and Standards"）が出されている。 

 この「概念・基準書」の実際の設定は OMB 自身が行うのではなく、FASAB に委ねられて

いる。EASAB は、GAO、OMB および財務省の合同の諮問機関として設置されている。その作

成した基準案が公式の連邦政府会計基準となるためには、GAO、OMB、財務省の全ての承認

が必要とされている。また、正式な公表も GAO と OMB が共同で行うこととされているなど、

OMB 単独では会計基準を設定できないような仕組みがとられている。これは、会計基準の

設定において立法府と執行府の双方を関与させ、相互牽制機能を働かせることによって、

客観的かつ中立的な会計基準の設定を担保しようとしたものと考えられている。 

 

５ 会計基準の設定 

（1）FASAB の審議 

FASAB の審議は、FASAB 自身が必要と認めたとき、あるいはいずれかのスポンサー機関の

要請に基づいて開始される。FASAB は、設立趣旨書（mission statement）において、会計

基準の設定に当たり、以下の点を厳守することが要求されている。 

①連邦政府の財務情報の主要な利用者とその利用目的を明確にすること。 

②そうした利用者のニーズに対応し、さらに理解可能性、目的適合性および信頼性とい

った主要な要請を満たすかたちで財務報告の有用性を向上させるような会計基準およ

び原則を勧告すること。 

③中央政府の財務関連機関に基準の導入を勧告すること。 

④財務報告に含まれる情報に対する一般の理解を向上させること。 
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⑤コストを上回る便益が想定される場合に限り、基準や原則の勧告を行うこと。 

⑥設定した基準の効果を検討し、必要な場合には改訂を勧告すること。 

⑦公開、中立かつ公平な議論が可能となるような手続に則り、アカウンタビリティおよ

び意思決定への有用性といった財務報告の利用者の要請を考慮すること。 

⑧会計基準設定過程のあらゆる局面において、一般の幅広い層からのオープンかつタイ

ムノリーな議論参加を助長するような設定手続を整備すること。 

⑨会計基準設定手続が客観的かつ中立的であることにより、勧告する会計基準に基づい

て提供される情報が可能な限り連邦政府活動の成果を忠実に表すものであること。「客

観的かつ中立的」とは、偏見がなく、特定の利害関係者の利益のみを反映することが

排除されていることを意味する。 

以上のような点は、客観的かつ中立的な会計基準を設定するために不可欠なものである

と考えられる。 

 

（2）FASAB の会計基準の設定手続き 

まず、会計基準案の作成にあたり、通常タスクフォースが設置される。このタスクフォ

ースは、プロジェクトの企画、論点の整理、討議用資料、公開草案、ガイダンス等の作成

を行い、このタスクフォースのメンバーは対象となるプロジェクトに関連した専門知識や

見識を有するものであれば誰でも入ることができ、人数の制限もないとされている。この

ことによって、幅広い意見集約を図ることが可能となっている。 

基準化に先立ち、必ず公開草案を作成してパブリック・コメントを求め、コメントを吟

味した後出なければ 終案を採択してはならないとされている。また、FASAB の会合は原

則として公開とされており、誰でも傍聴することが可能である。さらに、会合の議事録は

公表されるほか、FASAB は適宜、公聴会を実施しなければならないとされている。このよ

うに会計基準の設定手続きは、公開性、透明性を高め、幅広い利害関係者の参加、監視を

可能としている。このように、客観的、かつ中立的に会計基準を設定することを実現させ

ているのである。 

公開草案の公表や 終基準案の採択等には、EASAB 会合における過半数の賛成が必要と

されている。この会合において 終基準案が FASAB の過半数によって可決されると、それ

らの内容が GAO、OMB、財務省に送付される。GAO、OMB、財務省が基準案を受領した後、90

日以内に、GAO、OMB、財務省のいずれかが否決しない限り、 終基準として確定する。そ



 ２５

して、GAO、OMB によって正式に公表（連邦行政命令集に掲載）される。 

 

６ 財務報告の目的 

連邦政府会計の目的については、次の 4点に関する情報を提供することとされている。 

①予算準拠性（budgetary integrity） 

財務報告利用者に対して、予算資源がどのように調達され、使用されたか、またその

調達と使用が法の規定に合ったものかについてのアカウンタビリティを果たし得る情

報を提供するものであること。 

②運営業績 

政府の資源管理の経済性・効率性および有効性（すなわち、報告主体のサービス努力、

コスト、成果、その努力と成果の関連性、報告主体の資産・負債管理状況）について、

財務報告利用者が評価できるような情報を提供すること。 

③受託責任 

当該期問の行政運営と投資活動が国に対してどのような影響を与えたか、その結果と

して政府の財政状況がどのように変化し、また将来変化し得るかについて、利用者が

評価するのに役立つ情報を提供すること。 

④財務管理システムと内部統制 

利用者が政府の財務管理システムおよび内部統制が適正か否かを評価するのを支援す

ること。 

 

７ 財務報告の様式 

（1）各財務報告書の作成 

連邦法上、連邦政府に要求される主な財務報告としては、①CFO 設置義務のある連邦執

行機関による個別年次報告書等、②政府関係法人による個別の年次運営報告書、③OMB に

よるステータス・レポート、④財務省による連邦政府全体の年次報告書がある。 

①CFO 設置義務のある連邦執行機関による個別年次報告書等の作成 

CFO の設置が義務づけられている連邦執行機関については、毎年、財務会計にかかる

報告書（以下「年次報告書」という）を作成し、独立監査を受けたうえで、それを監

査報告書とともに、OMB に提出しなければならないとされている。こうした連邦執行

機関としては、現行法上、24 機関が列挙されている。具体的には、すべての省
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（department）のほか、人事管理庁、環境保護庁、連邦緊急管理庁といった主要な独

立機関等とされている。こうした個別の年次報告書に対しては、独立監査を受けるこ

とが要求されるが、これらの監査は「一般に受け入れられた政府監査基準」（GAGAS: 

generally accepted government auditing standards）に基づいて行うべきこととさ

れている。何が GAGAS に当たるのかについては、法文上、規定されていないが、GAO

の設定した「政府監査基準」（"Government Auditing Standards"）がこれに相当する

と考えられている。また、GAO は、独立監査の結果を独自にレビューすることが認め

られている。 

このほか、CFO は、所管機関の会計・内部統制システムが一定の法定要件を具備してい

るかどうかについての報告書（以下「会計・内部統制システムの適正性に関する報告書」

という）を、大統領（実際は OMB）と議会に報告することが要求されている。そのための

評価ガイドラインの作成は OMB の責務とされている。また、GAO は、かかるガイドライン

を基に各機関の会計・内部統制システムの適正性を独自に検証し、承認を与える権限が認

められている。 

②政府関係法人による個別の年次運営報告書の作成 

政府関係法人についても、①の CFO 設置機関と同様、毎年、「年次運営報告書」（Annual 

Management Report）を作成し、独立監査を受けたうえで、それを監査報告書とともに

OMB、議会、大統領および GAO に提出しなければならないとされている。 

これらの財務諸表に対しても、監察総監または外部監査人による GAGAS に従った独立監

査が要求されている。ここでも GAO は、独立監査の結果を独自にレビューすることが認め

られている。 

③OMB によるステータス・レポート 

OMB は、上記①の監査報告書付き年次報告書および会計・内部統制システムの適正性

に関する報告書と、②の年次運営報告書を受領し、それらの概要を「ステータス・レ

ポート」にまとめて議会に提出しなくてはならない。「ステータス・レポート」には、

上記各種報告書の概要に加え、会計・内部統制システムが不適切な機関のリスト、執

行府全体の財務管理状況に関する分析等が含まれる。 

また、OMB は、上記ステータス・レポートの作成・提出に加え、各連邦執行機関の機

能や活動に関する趣旨書（mission statement）、アウトカムと関連づけられた運営目

標、それらを達成するために必要な手順、スキル、資源等についての情報等を含む連



 ２７

邦政府の「戦略的プラン」を作成し、議会に提出することが要求されている。これを

受けて、各連邦執行機関は、OMB が当該プランを作成するのに必要な情報（プロジェ

クト別の業績プラン等）を OMB に提出することが要求されている。 

④財務省による連邦政府全体の年次報告書がある 

財務省は、上の①や②の個別の財務報告に加え、毎年、OMB の定める基準に従って連

邦政府全体の連結財務諸表を作成する。GAO はこれらを監査したうえで、大統領およ

び議会に提出しなくてはならない。かかる連結財務諸表の範囲は、法文上、執行府に

属するすべての機関とされているほか、実際には、司法府および立法府に属する機関

の一部を含んでおり、上記個別報告書の作成機関の範囲をはるかに超えている。すな

わち、財務省の作成する連結財務諸表は、特定機関による個別の年次報告書に示され

た財務諸表を単純に結合させたものではない。財務省の作成する連結財務諸表は、そ

れらの情報を参考にしつつ、財務省が独自に作成する。 

こうした連邦政府全体の連結財務諸表の作成および同連結財務諸表に対する GAO による

監査は、1994 年の「連邦財務管理法」（Federal Financial Management Act）によって法

律上義務づけられている。 

 

（2）財務会計に必要なデータの記録・集計 

以上のような財務会計に必要なデータは、予算会計のためのデータと別個の記帳システム

によって記録・集計されるのではなく、両者のデータはいずれも「標準総勘定元帳」

（Standard General Ledger）において記録・集計される。「標準総勘定元帳」は、連邦政

府機関におけるすべての勘定および会計的取引を対象とした統一的な記録・集計表を提供

するものであり、すべての連邦政府機関における外部向け財務報告が均質的な情報に基づ

いて作成されるのを支援するとともに、予算会計情報と財務会計情報との集約を図ること

を目的として、OMB のイニシアティブにより作成されたものである。1989 年の完成後は財

務省に承継されて、現在では「財務省・財務マニュアル」の補遺に規定されている。 

このように、連邦政府機関にかかる会計的取引は、財務会計上のものか予算会計上のも

のかを問わず、すべて「総勘定元帳」に記帳され、ある会計的取引が生じると、予算会計

と財務会計のいずれに対しても何らかの記帳（仕訳）が行われる仕組みになっている。こ

うしたデータの集約化を通じて、財務会計と予算会計との連関性の確保が図られているが、

これは予算と財務会計のリンクの重要性を考慮したものと考えられる。また、前述のとお
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り、CFO には会計情報と予算情報の集約化を図ることが要求されており、これに基づき、

CFO 設置機関が作成する年次報告書には、予算会計における予算ベースの勘定（予算勘定）

と、財務会計におけるコスト・ベースの勘定（財務勘定）が適切に関連づいていることを

示すための資金調達報告書（statement of financing）の作成が要求されている。 
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第３章  米国国防省の事例 

 

2 章、3章で英国、米国の会計検査院の歴史的経緯、またそこにおける財務責任者の役割

について概観してきた。本章では、CFO がどのように米国国防省の調達活動に関係してい

くかを概観していく。 

先述のように、1990 年に CFO 法が制定されて以来、各エージェンシーごとに CFO が設置

された。それに伴い、各エージェンシーに設置された CFO の調整を図るべく、CFO Council

（Chief Financial Officers Council）が設置された。政府の も大きな 24 のエージェン

シーの全ての CFO が、CFO Council のメンバーである。 

CFO Council は、「財務システムの強化と近代化、財務情報、財務データ、情報の基準の

向上、内部統制の強化、財務オペレーションと組織への法律が与える効果の向上、また、

その他の財務管理、などに関して、各エージェンシーに助言をし、各エージェンシーの活

動を調整すること」という CFO 法の規定の下に設置された。CFO Council では、上で述べ

た 24 のエージェンシーの CFO、副財政担当官（Deputy Chief Financial Officer: DCFO）、

また、OMB、及び財務省の senior officials が、米国政府の財務管理の向上の為に協働し

ている。 

DCFO は、CFO を補佐する役割を持っており、CFO の意見を取り入れた上で、CFOCouncil

によって選定される。DCFO は、財務報告書を直接 CFO に提出し、また、CFO はそれらをチ

ェックした上で、各エージェンシーの長に財務報告書を提出する。米国国防省では、特に

調達活動を監督する CFO は DCFO である。 

以下では、米国国防省を事例として挙げ、まず、①米国国防省の財務統制における間題

点を概観し、続いて、②米国国防省において特に調達財務を管轄する、副財政担当官（DOD 

Deputy Chief Financial Officer: DCFO）の役割を概観する。 

 

 

１ 米国国防省の問題点 

米国国防省は適切な財務マネジメントの手法や、マネジメント上の意思決定に際して、

財務情報を適切に利用するためのプロセスを持っていなかった。そのため、国防省はその

莫大な資本を運用するための、内部統制システムを欠いていたのである。こうした状況下、

国防省にとって、CFO 法に適応する改革は喫緊の課題であった。以下では、その具体的な
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問題点について簡潔に概観する。 

（1） 年間支出の計上に関する問題点 

年間支出については、格別に適切に支出計上する義務付けが体系的には法整備されておら

ず、①多くの不正な支払いが発見されないまま残される、②累積した支出が適正な額とし

て計上されない、といったリスクが常に伴っていた。CFO 法に基づいた監査を行ったとこ

ろ、国防省は何を買い求めたのかを特定できないまま、多額の支出を行っていたことが明

らかになった。また、陸軍、空軍について監査を行ったところ、その当時の内部統制は信

頼性が低く、また、海軍についても同様の実情が明らかになった。実際、1995 年 8 月、国.

防省は約 280 億ドルの支出のうち、58%に当たる 160 億ドルが問題のある支出であり、180

日間も未解決のまま残されていた、と報告した。 

 

（2）将来に発生する費用を特定もしくは明らかにすることの困難に関わる問題 

国防省は、将来に発生すると目される潜在的な負債を正しく把握し、特定することができ

ないと報告されている。このような問題は、陸軍、空軍、両方の財務諸表について妥当す

る。例えば、1994 年度の Army Audit Agency による報告書では、陸軍は将来の環境浄化

（Environmental Cleanup）費用約 210 億ドルを正しく把握し、報告できていなかったこと

が明らかにされている。 

 

（3）詐欺、無駄遣い、悪用から資産を守る能力が、国防省に欠落している問題 

CFO 法による監査により、国防省の官給品、契約者の管理下にある備品、不動産等への

投資などに関わる様々な問題点が明らかになった。例えば、1995年3月のArmyAudit Agency

による報告書では、陸軍が計上した不動産への投資額 300 億ドルという報告の正当性を確

保するためのプロセスに欠陥があったことが指摘されている。さらに、同報告書では、陸

軍において、契約者の管理下にある官給品の費用 85 億ドルに関して、正しい報告がなされ

ていないことも明らかにされた。その結果、陸軍は、1994 年度に 56 億ドル余分に官給品

への費用を計上したのである。 

 

上述のような、米国国防省が長年抱えていた問題点を解決するために、1995 年 2 月、ペ

リー国防長官（当時）は解決の第一歩を踏み出した。その解決策の鍵となる要素として、・

①財務と会計のオペレーションを統合すること、②財務と会計のシステムを統合すること、
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③支出の予備検証（pre-validation）機能を設置すること・④国防省のビジネス・プラク

ティスを設計しなおすこと、⑤内部統制を強化すること、の 5点が挙げられる。国防省は、

これらの解決策を実行するために、Defense Finance and Accounting Service （DFAS）を

設置し、DFAS プランを実行した。 

財務会計システムは、いかなるエージェンシー（省庁）の財務マネジメントにとっても

重要である。CFO 法によって、各エージェンシーにおけるこれらのシステムの統合が要求

されている。そうすることによって、信頼性の高いタイムリーな情報を得ることができ、

各エージェンシーの業務に関する適切な費用とパフォーマンスの情報が入手可能となる。

国防省の財務システムは統合されておらず、健全な業務遂行を持続させるに足る信頼のお

ける情報を担保できていない。このような問題を解決するためにも、財務管理を指導し、

向上させる責任者である首席財務官（Chief Financial 0fficer）の存在と役割が重要とな

ってくる。 

 

２ CFO の役割 

（1）調達活動における CFO の役割 

先述のように、米国防省において調達システムを専管領域として監督する CFO は、"DOD 

Deputy Chief Financial Officer"（DCFO）であり、DFAS プログラムにおける調達活動を

管轄・指導し、Functional Sponsor として監督する役目を担っている。DCFO は、①プログ

ラムのために必要な経費、要求内容を決定し、認証する責任、また、②そうした目的を達

成するために必要な支出を設定する責任の 2点を担っている。さらに、DCFO は、Component 

Acquisition Executive、Component Chief Information Officer、Program Executive Officer

といった各個人と、Office of Secretary of Defense（OSD、国防長官室）、Joint Staff 

Officials とともに統合プロダクトチーム（Integrated Product Team）を構成し、互いに

協力し合っている。米国国防省の方針として、国防省の調達活動、ならびに、調達活動の

監視は、IPT のプロセスを通じて行われている。 

（2）財務情報の統合における CFO の役割 

2001 年 7 月、国防長官（The Secretary of Defense）は、Department-wide Financial 

Management Modernization Program を設置した。同プログラムは、国防省の財務、非財務

のシステムと、国防省のビジネスプロセスがどのように関係性を持っているのかを規定す

る Enterprise Architecture（EA）を発展させるためのものである。同プログラムは、Global 



 ３２

Information Grid（GIG）とも協力し合っている。DCFO は Chief Information Officer と

協働し、同プログラムが GIG の方針と一致しているのかを確認し、促進する役割を担って

いる。 

 

以上のように、米国国防省の調達活動、財務情報の統合において、CFO は重要な役割を

担っている。先述のように、米国国防省が長年かかえていた財務上の混乱と諸間題を解決

するためには、財務情報がビジネスプロセスといかなる関連性を保っているかを.適切に評

価する必要があり、調達活動についても全く同じことが指摘できる。このような状況下、

財務情報を適切に評価し、財務管理を指導、向上させるためにも、CFO 法によって法的に

も確立された首席財務官のような各エージェンシー毎の財務責任者に課せられた責任と役

割は大きい。 
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第４章  我が国の会計検査院と諸外国の会計検査院 

 

我が国においても、米国 GAO や、英国 NAO に該当する会計検査院が存在している。し 

かし、財務報告の信頼性の向上、個別政策、個別事業の評価において、米国 GAO や英国 

NAO ほどの成果を発揮しているとはいいがたい。以下では、①財務書類の信頼性の確保を 

実現する上での問題点、②個別政策、個別事業の評価を行う上での問題点、を挙げ、主に、 

英国 NAO の事例を述べ、我が国へのインプリケーションを模索する。 

 

１ 財務書類の信頼性の確保を実現する上での問題点 

①我が国における会計検査制度による問題点 

省庁別財務書類は歳入歳出決算、国有財産台帳、物品管理簿等の計数を基礎として作成 

されているため、省庁別財務書類の信頼性は、これらの決算、資産帳簿等の適正性を保証 

することを目的とした外部監査にも依存している。現行の公会計制度において各省庁の外 

部監査は、会計検査院による検査を基本としている。 

しかし、会計検査院は歳入歳出決算については、歳入徴収官、支出官等から提出された 

計算書及び日本銀行から提出された計算書の計数を相互に突合することにより国の収入支

出の決算を確認するものである。 

また、会計検査院は、国有財産台帳、物品管理簿及び債権管理簿を検査し、これらの資産

帳簿に基づいて毎年度、「国有財産増減及び現在額総計算書」、「物品増減及び現在額総報告」

及び「国の債権の現在額総報告」が作成され、国会に提出されているが、会計検査院はこ

れらの財務報告についても、政策評価まで踏み込んだ検査は行っていない。 

さらに、省庁別財務書類は、現金主義・単式簿記で作成された歳入歳出決算等の計数を 

基礎としているものの、貸倒引当金等の評価性引当金の繰入、退職給付引当金等の負債性 

引当金の繰入、国有財産・物品の減価償却費の計上等において各省庁の主観的な判断が含 

まれているが、会計検査院は、現在のところ省庁別財務書類について政策評価へと結びつ

けることを目的とした検査は行っていない。 

②英国会計検査院の事例信頼性のある財務情報を入手する上で、会計検査院による新たな

財務検査を導入することが不可欠である。この場合、財務諸表そのものの適正性を保証す

るだけではなく、各省庁における予算統制の有効性、財務会計法令及びその他の関連法令

への準拠性についても検証することが重要である。 
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会計検査院が各省庁の財務諸表の検査を行い、その適正性を保証するとともに、各省庁

における予算統制の有効性、財務会計法令及びその他の関連法令への準拠性を保証したり

などしている国として、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス等が上げられる例

えばイギリスでは、会計検査院長は 2000 年、政府資源会計法（GRA 法）第 6条第 1項に基

づき、各省庁の財務諸表の検査を行うこととされ、検査報告書の中で、①財務諸表が当該

省庁の業務コスト、財政状態等を真実かつ公正に表示しているかどうか、GRA 法及び同法

に基づく財務省の指示に準拠して適性に作成されているかどうか、②すべての重要な点に

関して、収入・支出が議会で承認された目的に充てられているかどうか、当該省庁の財務

的な取引が関連法令に準拠して処理されているかどうか、について意見を表明している。

また、会計検査院長は財務省との合意に基づき、各省庁の財務検査の過程において内部統

制報告書についても調査を行っている。内部統制報告書については、財務省の開示要求事

項を満たしていなかったり、表現が誤解を与えたり、または、財務検査の過程で得た情報

と矛盾している場合に限り、当該事態を報告することになっている。会計検査院長の検査

報告書は、GRA 法第 6 条第 4 項に基づき、当該財務諸表及び内部統制報告書とともに各省

庁の資源会計報告書に掲載され、財務省が翌年度の 1月 31 日までに議会下院に提出してい

る。 

また、効率性或いは費用対効果の観点から政策の評価を行い、その結果に基づいて予算

を配分する場合、アウトプットとアウトカムの因果関係とともに、インプットとアウトプ

ットの関係又はインプヅトとアウトカムの関係が定量的に推測できることが条件となる。

このためには、インプットに関する財務情報（コスト）だけではなく、アウトプット及び

アウトカムに関する業績情報の信頼性を高める必要があるため、業績報告に含まれる業績

情報についても検査を行い、その適正性を検証することが考えられる。会計検査院が各省

庁の業績報告に含まれる業績情報の検査を行い、その適正性を検証したりなどしている国

として、ニュージーランド、イギリス等が上げられる。 

例えばイギリスでは、各省庁は当該年度終了後、中間業績報告書及び年度報告書を作成

し、その中で実績値と比較しながら公共サービス合意（PSA）及び事業計画で設定されたア

ウトカム・アウトプット業績目標の達成状況を分析している。会計検査院長は 2002 年にシ

ャーマン報告に対応した政府からの要請を受け、少なくとも PSA 期間中に 1回、各省庁が

構築している業績データ収集システムの信頼性を検証するための検査を行うこととされた。

具体的には、①各省庁はアウトカム業績目標の実績値を把握するための業績データ収集シ
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ステムを構築しているかどうか、②各省庁は業績データの信頼性を確保するためのリスク

管理を行っているどうか、③各省庁は業績報告の作成に当たり適正な統割手続を設定して

いるかどうか、について検証している。会計検査院長は、各省庁の業績データ収集システ

ムに対する検査結果を 1 冊の総括報告書にまとめ、各省庁の中間業績報告書及び年度報告

書とは別に、議会に提出している. 

 

２ 個別政策、個別事業の評価を行う上での問題点 

①我が国の予算制度・決算制度による問題点 

現行制度の歳出予算では、国会による議決の 小単位は「項」となっているが、この予

算科目は、財政法上その目的に従って区分することとされている。しかし、現状では、一

つの政策に関する経費が複数の「項」に分散されていたり、逆に、複数の政策に関する経

費が一つの「項」に包含されたりしていることが多いため、「項」は必ずしも政策別に区分

されているわけではない。また、内閣は予算成立後、歳出予算を各省庁に配賦する場合、

「項」を「目」に区分しているが、この「目」は経費別に区分されている。このため、省

庁別財務書類の計数の基礎となる歳入歳出決算も政策別には区分されていない。 

このように省庁別財務書類は、政策別に区分されていない歳入歳出決算の計数を基礎ど

しているため、人件費、庁費等の経費別のコストに関する財務情報の提供に止まり、政策

別のコストに関する財務情報を提供することができない。また、各省庁は、政策目的（ア

ウトカム）を達成するために行政サービス（アウトプット）を提供しているが、現行の予

算書類・決算書類には、アウトカム・アウトプットに関する業績情報が掲載されていない

ため、仮に省庁別財務書類により政策別のコスト情報が提供されたとしても、行政サービ

スの効率性（アウトプット／インプット）や費用対効果（アウトカム／インプット）を評

価することができない。 

このような問題点を解決するため、業績予算では、経常的予算を対象に、①予算書類で

政策別に予算額（コスト）を区分すること、②予算書類で施策別にアウトカム業績指標で

目標値を設定すること、③予算書類で事務事業別にアウトプット業績指標で目標値を設定

すること、④決算書類で政策別に決算額（コスト）を予算額（コスト）と対比すること、

⑤決算書類で施策別にアウトカム業績指標の実績値を目標値と比較してその評価結果を報

告すること、⑥決算書類で事務事業別にアウトプット業績指標の実績値を目標値と比較し

てその評価結果を報告することが必要である。 
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②VFM 検査と NAO 

個別事業や個別政策の評価の事例として、英国の VFM 検査がある。英国では、1983 年国

家会計検査法の制定により、NAO は VFM 検査を法律上の根拠を有する任務として、行うよ

うになった。VFM 検査は、各政府機関の財務監査（合規性検査）ではなく、個別事業や個

別政策を経済性・効率性・有効性の観点から分析・評価するプログラム評価である。GAO

のプログラム評価に相当する。NAO の説明によれば、VFM 検査を行う意義は、検査を行った

個別の事業への改善効果があるだけでなく、行政機関が「支出・税金に見合った価値の実

現」を意識して行政を行うという、より大きな効果があるとのことである。NAO は VFM 検

査報告を、決算委員会（Committee on Public Accounts: PAC）に報告する。決算委員会は、

1861 年に設置された。定数は 16 名で、下院における各政党の勢力に比例して委員が選出

される。現在の委員は、労働党が 10 名、保守党が 4名、自由民主党が 2名である。決算委

員会の特徴は、非党派性にある。この特徴をよく表すのが委員長の選任方法である。議院

内閣制の下、行政に対する実効性ある批判を行うための工夫として、慣例により、野党の

大蔵大臣又は大蔵政務次官経験者の議員が委員長に就く。 

決算委員会の任務は、NAO が提出した決算検査や VFM 検査の報告を基に、決算委員会自

らが報告書を作成することにある。報告書は、改善勧告を含む。決算検査報告は毎年 18

分冊 7が議会に提出され、その他に NAO は VFM 検査報告書を毎年約 60 件議会に提出してい

る。例えば、ある年に決算委員会はその中から重要と考えた事案を決算検査報告から 2件

と VFM 検査報告書から 53 件を取り上げ、決算委員会報告書を 55 件作成する。報告書は全

会一致により作成される。1984 年以降、決算検査の審議日数は減少しており、VFM 検査報

告書に基づく審議が中心になっている。決算委員会は、総選挙がある年以外は、一会期に

約 40 件から多い年には約 70 件の報告書を作成している。NAO の VFM 報告書に関連した決

算委員会の報告書は、結論及び勧告の部分と、その裏付けとなる事実説明の部分に分かれ

ている。事実説明の部分では、数十頁にわたる NAO の報告書を、10 頁程度にまとめる。勧

告部分では前向きのアプローチをとり、将来に向けての教訓が学べるようにする。勧告の

内容は、NAO がその報告書中で行っている勧告と異なるものが含まれる場合がある。 

このように、決算委員会の活動は、NAO が議会に提出する様々な報告書を中心に組み立

てられており、その活動成果は、NAO が報告書で扱った事項に関する委員会独自の報告書

にまとめ上げられる。 
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委員会が NAO の特定の報告書に関して説明・意見聴取を行う必要があると判断した場合

には、関係所管の会計官（Accounting Officer）に「証人」（witness）としての出席を求

める。この際、財務省のより上位の官僚の出席も求め、当該会計官の所掌外に属する、公

金の管理に関するより一般的な事項についての口頭による「証言」（evidence）も聴取する。 

NAO の長は PAC にいつでも出席することができ、その代理者が必ず説明・意見聴取の委

員会に出席している。委員会は通常、公開であり、テレビ又はラジオで中継される場合も

ある。証言の記録は必ず作成され、通常一般にも入手可能である。説明・意見聴取の際に、

更なる調査が必要であると委員会が判断した場合は、書面での証言提出を求める。証言の

精査が終わると、委員会報告書の起案に入る。委員会報告書は、事実関係、勧告、証言の

記録から構成され、委員長が原案を委員会に提示する。 

このように、個別事業、個別政策の評価である VFM 検査は、NAO が法律上の根拠ある任

務として行っており、その検査において、各会計官が明確な責任を持っている。問題点と

しては NAO の報告書を受領してから決算委員会の報告書がまとまるまでには相当時間がか

かるという点である。実際に、2005-06 年度に PAC が作成した報告書では、7-8 か月かかっ

ているものが多い。新たに PAC の委員となった議員は、古い継続事案に途中から追いつい

ていくのは困難であった旨を本会議討議の際に吐露している。 
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第５章  我が国の改革に対する教訓 

 

米国会計検査院である GAO、英国会計検査院である NAO、そして、それぞれの省庁別財務

責任者である CFO、Accounting Officer の役割について概観してきた。 

 我が国では、政府の調達活動において、①業績による評価の徹底、質の向上、②財務報

告の信頼性の確保、は、米国、英国等の先進諸国と比較すると、まだまだ徹底されていな

いという現状がある。 

以上の現状を踏まえると、我が国では、第一に、政府全体の業績評価の定着と質的向上

が課題であると考えられる第二の課題として、各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保

が挙げられる。第三に、責任の所在の明確化が挙げられる。以下に、順に概観していく。 

１ 政府全体の業績評価の定着と質的向上 

我が国では、政策評価では、評価方式として事業評価、実績評価及び総合評価が用いら

れることになっているが、これらの政策評価が定着しその期待される効果を発揮するまで

かなりの期問を要することが見込まれる。どのような評価方式が用いられても、政策の効

果を特定したり、'行政活動との因果関係を明確にしたりすることが困難であるため、実務

に耐えうる水準まで技術的洗練度を高める必要があると考えられる。したがって、①政府

全体における政策評価の実施状況、評価結果の活用状況などを調査したり、②調査結果に

基づいて、不適切な事態については改善を求めたり、優良事例については具体的に紹介し

たりなどして、政策評価の定着と質的向上に貢献する、専門性を持った担当者が必要であ

る。 

２ 各省庁の業績報告等に対する信頼性の確保 

我が国の政策評価制度において、各省庁が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保

するための評価活動については、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき、総務

省が行うこととされている。この評価活動の内容は、「各行政機関が実施した政策評価の実

施形式における客観性・厳格性の審査」とされており、形式の審査に止まっている。した

がって、①事業評価について、事業採択の前提となった経済性計算を検証したり、また、

事前に算定された費用便益比を検査時の実績値等に基づいて検証したり、②実績評価につ

いて、業績指標の目標値が適切な水準に設定されていることや、業績指標の実績値が正確

でバイアスがないことなどを検証するなど、各省庁が行った政策評価の内容まで踏み込ん

だ検査を行うことにより、各省庁の業績報告に対する信頼性の確保をする必要がある。 
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また、財務諸表は、関係法令、政府会計基準などに準拠して作成されることになるが、

これらが制度変更や実態を適切に反映していない場合、これらに準拠して作成された財務

諸表が当該法人の財政状態、行政コストなどを適正に表示していないこともあり得る。こ

の場合、監事及び会計監査人は、このような関係法令等に対する是正改善の処置を求める

権限が与えられておらず、所与の条件として受け入れなくてはならないため、財務諸表に

は適正意見が付されないことになる。したがって、関係法令等が実態等を適切に反映して

いない場合、①各省庁の財務諸表を正確に理解する上で留意すべき事項を明示したり、②

各省庁の財政状態等を適正に表示していない財務諸表について、修正の処置を求めたり、

③実態等を適切に反映していない関係法令等について、改正の処置を求めたりなどして、

財務諸表に対する信頼性の確保をすることができる、専門性を持った人材が必要であると

考えられる。 

３ 責任の所在 

先述のように英国では、決算委員会が NAO の特定の財務報告書に関して説明・意見聴取

を行う必要があると判断した場合には、関係所管の会計官（Accounting Officer）に「証

人」としての出席を求め、当該会計官の所掌外に属する、公金の管理に関するより一般的

な事項についての口頭による「証言」も聴取する、というように各財務報告に関して、責

任の所在が明確になっている。我が国では、各財務報告書に関して、特定の責任者が責任

を負うということはない。財務報告の責任の所在を明確にすることは、上記の、業績によ

る評価の徹底、質の向上、財務報告の信頼性の確保、を促進する上で、非常に重要な要素

であると考えられる。 

以上のように、我が国においても、①政策評価の定着と質的向上に貢献することができ、

②財務諸表に対する信頼性の確保をすることができ、③各財務報告に関して責任を負う、

専門的な能力を持った担当者が必要である。また、そのような「専門的な」能力を有した

人物をどのように教育していくべきであるのか、また、具体的にどのような能力が必要で

あるのか、本稿では触れることができなかった。この 2点については、今後、更なる研究

が必要である。
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付録  英国国防省の資源会計報告書（Resource Accounts）の抜粋 

（Ministry of Defence: Annual Report and Accounts 2007-2008 Volume II: Departmental 
Resource Accounts and Annexes） 
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