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1
データアナリティクスの手法を
監査に採り入れていくことの可能性
～共同研究に至る経緯

会計監査のサービスはわが国の資本市場における重要な
インフラの一つとして、企業の開示する情報の透明性を保
証し、金融システムを根底から支える機能を果たしていま
す。金融は、空間や時間を超えて経済主体間の「つながり」
を産み出してくことにより付加価値を創出する、「情報処理」
のプロセスであると捉えることができますが、金融の本来機
能である金融仲介において、情報処理は会計帳簿や複式簿
記の仕組みから構成されている「会計」というインフラを通
じ、企業の財務情報を共有する役割を果たしています。これ
により余剰資金をより生産性や成長性の高いとされる分野
への投資に振り向けてきました。

経済主体間の「つながり」が信頼によって支えられている
ところ、情報処理技術としての例えば帳簿の革新は、金融機
能に対して大きな変化をもたらす可能性があります。ここで
新しい情報技術に支えられた金融サービスに対しても信頼
を維持することが要求されます（以上の金融の議論につき、
後述の参考資料 日本銀行「情報技術と金融─中央銀行の視
点─」参照）。情報に対する信頼の提供を本質とする会計監
査のサービスも、情報技術の発展に直面する金融サービス
とパラレルな関係にあります。

会計監査におけるデータアナリティクスの利用は大きく2
つの面から関心が高められています。第1に、財務諸表を作
成する企業においてビジネスが複雑化し、情報技術の高度
な利用が活発化していることがあります。第 2に、資本市場
における利害関係者からの期待として、監査市場における
監査品質をめぐる競争の激化があります。国によっては、公
開入札や強制ファームローテーション制度が検討され、導
入されています。

高度に情報技術を駆使するクライアントと対峙し、また、
監査の質が正面から問われている時代であることを展望し
ますと、他の監査法人と監査マーケットにおいて競争してい

はじめに
　昨今では、情報技術（IT）の発展、社会のデジタル化の進
展、さらには人工知能（AI）やIoT（モノのインターネット）の
活用が盛んに議論され、また、現実はこうした議論にかかわ
らず非常に速いスピードで進化を続けています。監査業界
においても次世代の監査の手法として、データアナリティク
スの技法を監査に採り入れていくことの可能性が各国や地
域において、また、グローバルにおいても検討が進められて
います。
　私たちPwCあらた基礎研究所では、監査基準設定主体、
規制当局等における議論とは別に、次世代の会計および監
査に関するテーマとして、外部の知見を採り入れた独自の
研究を進めています。必ずしも会計や監査の研究者に限定
せず、より広いデータサイエンス（下記コラム参照）の知見を
採り入れることを目的に、PwCあらた有限責任監査法人は、
2017年4月に日本で最初にデータサイエンス学部を設置さ
れた滋賀大学と協定を締結し、この分野での連携と協働を
進めていくことで合意いたしました。
　本稿では、滋賀大学と共同してプロジェクトを実施してい
くことにより期待される効果、ねらいなどを解説します。な
お、本文中の意見に係る部分は、全て筆者個人のものであ
り、PwCあらた有限責任監査法人の見解ではないことを申
し添えます。

データアナリティクスの監査現場における
利用の可能性を探る
〜滋賀大学データサイエンス学部との共同研究〜

データサイエンスとは？

　社会に溢れているデータから＜価値＞を引き出す学問で
す。ICT（情報通信技術）の進化した時代では、あらゆるビジ
ネスや医療、教育、行政などにおいても、高度なデータ処理
能力、データ分析力が必要となっています。データから有益
な＜価値＞を引き出すためには、これらの能力に加え、様々
な分析経験を積むことが求められています（滋賀大学データ
サイエンス学部のホームページより）。
　数値は代表的なデータですが、それ以外に文字による情
報や画像、音声なども研究の対象です。
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くにあたり、情報技術の発展に対応できているかどうかはそ
れを提供する側においていわば死活問題であるとさえいえ、
監査を取り巻くステークホルダーの期待が高まりを見せてい
ます。

法人創立直後の 2007年、10年後に監査法人を取り巻く
事業環境がどのようになっているのか、そこに向けてどのよ
うな投資をすべきなのかとの観点から、外部の知見も得た
提言をすることを目的として設置された PwCあらた基礎研
究所においても、情報技術の発展を監査業界における外部
環境変化の一つの側面として掲げ、かねてからこのテーマ
での研究を継続してきました。

2 滋賀大学との連携協定の概要

（1）連携・協力に関する協定書

こうした研究を深化させ、会計や監査にとどまらず広く
データサイエンスの分野の知見を採り入れるため、私たち
は日本で最初のデータサイエンス学部を立ち上げる滋賀大
学と連携し、データサイエンス分野において研究および教
育を進めることを選択しました。滋賀大学とは2016年11月
に連携・協力に関する協定書（連携協定）を締結し、教育プ
ログラムの開発や、会計および監査における統計学の活用
について協働することとし、記者発表を行いました。

幸いにして、金融系はもとより情報技術系、教育系と幅広
いカバレッジのメディアにより採り上げていただき、大学と
いう教育・研究機関と監査法人との間の産学提携について、
世の中からの関心と期待を肌で感じました。

（2）滋賀大学データサイエンス学部

滋賀大学は、2017年 4月、データ収集、分析からそれに
基づく意思決定、さらには新たな価値創造までを担える人材
をわが国において育成することを目的として、データサイエ
ンス学部を開設しました。初代学部長には、数理統計学が
専門で前東京大学大学院情報理工学系研究科教授、元日
本統計学会会長の竹村彰通氏が就任され、このたび第一期
生を迎えました。情報通信技術が発展し、ビジネス、医療、
教育、行政などあらゆる分野でデータ分析力が求められて
いるなか、より実践的なプログラムを学生に提供するべく、
学外との連携にも注力しています。

滋賀大学の経済学部は多くの「近江商人」を育成してきた
旧彦根高等商業学校の歴史を継承しており、会計や監査の
分野でも優れた研究者と実務家を輩出してきました。データ
サイエンス学部の新設にあたり、伝統ある経済学部との協
力関係のもと、従来からの会計学または監査論と、新しい学
問分野としてのデータサイエンスとの融合が、統計学や情
報学の知見の、会計や監査の領域における応用という形で
進められています。

データサイエンスについて、図1に示すようなベン図を用
いて説明されることがあります。データサイエンスでは非常
に広い範囲の活動やアウトプットをカバーしていますが、そ
の本質、独自性は、情報技術（情報学）、統計学、領域（ビジ
ネス等）にかかる知見の３つの円が交わる部分にあるという
ことができます。

従前からのデータ分析との主要な相違点として、より情報
技術的な要素とデータの可能性が追加されていることであ
ることが指摘されています。データサイエンスでは、より大

機械学習

ビジネス領域
（会計学、会計実務）
（監査論、監査実務）

情報学 統計学

ソフトウェア データ分析

データ
サイエンス

滋賀大学

データサイエンス
における連携協定

PwCあらた

図1：データサイエンスの「ベン図」と連携協定

出所：Drew Conway氏のベン図をもとに著者改変
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量のデータについて調査し、また、異なった情報源から得ら
れるデータ、よりインテリジェントなデータサンプルを用い
た分析が可能となります。 また、統計的な側面からは、人工
知能を利用した調査技術を適用すること、機械学習や自然
言語処理の技術を実際のビジネス上の問題を解決するのに
あてはめていく点が挙げられます。

（3）連携協定の位置付け

2016年12月、文部科学省は「数理及びデータサイエンス
に係る教育強化」の拠点校として6大学を選定し、「データサ
イエンス教育の全学・全国への展開―データリテラシーを
備えた人材の育成に向けたカリキュラム・教材の開発―」を
事業計画に掲げた滋賀大学がその一つに選定されました

（図2）。
滋賀大学はデータサイエンス学部において基礎となる理

論からスタートし、統計学と情報学の立場からその知見を現
実に応用することを志向しています。これに対し、実務つま
り現実からスタートする私たちは、より高品質のサービス（例
えば監査業務）を提供するため、科学的なエビデンス（証拠）
に基づく洗練された分析を求めており、最新の統計学や情
報学による知見、理論的バックグラウンドを指向していま
す。このベン図上において大学の研究者と実務家である監
査法人がちょうど正反対のベクトルを有しているところ、そ
の出会うところにおいて協働するというのがこの連携協定の
産学連携としての姿となっています（図1）。

なお、滋賀大学におけるデータサイエンスへの具体的な
取り組みについては、本誌次号（第 9号）において竹村彰通
学部長にご寄稿を願い、新学部のスタートにあたりご紹介
いただく予定です。

3 具体的な内容、期待される効果、ねらい

（1）協働の内容

PwCあらた基礎研究所は、滋賀大学における新しい大学
教育の試みを支援するとともに、データサイエンスから得ら
れる知見の監査業務等への応用をめぐる具体的なテーマを
設定し、共同研究に取り組みます。会計監査実務、研究にお
ける知見をもとに、データサイエンスの会計および監査を中
心としたビジネスへの応用についての研究、企業会計実務
におけるデータを用いた演習教材の開発などで協働します。

社会的に会計監査の品質が問われ、より高い品質の監査
が求められるなか、情報技術の発達にあわせて私たちの監
査も進化することが必要です。データ分析をより有効に活用
し、検証するためのプロセスおよびツールの開発について
は、監査法人としてかねてから戦略的に取り組んでいます。

（2）共同研究への取り組み

共同研究について、具体的に3つのテーマを考えています。
第 1のテーマは、会計における“Fraud Detection Model”

北大

東大

滋賀大

京大

阪大九大

● 東北・北海道地方
● 関東地方
● 北陸・東海地方　
● 近畿地方
● 中国地方　
● 四国地方　
● 九州・沖縄地方　

図2：「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」の拠点校（2016年12月文部科学省）

出所：齋藤邦彦教授（滋賀大学）の講演資料
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についての基礎研究です。財務諸表監査には、突き詰めて
いえば経営者の故意による重要な虚偽表示という意味での
不正の検出を主たる目的とするとの考え方があります。こう
した目的に資するとの観点から、企業におけるこれらの兆候
を財務および非財務データに対する統計的な分析から察知
するモデルの構築について基礎的な研究を行います。これ
までのところ、グローバルにも標準的モデルと呼べるものは
存在していません。

他方、統計学は歴史的に見ると例えば医療や公衆衛生の
分野で発展を遂げてきており、こうした実務が統計学の理
論的な進化のドライバーの役割を果たしてきました。そのよ
うな他分野の知見を会計監査分野において活用することが
できるのではないかとの問題意識があります。こうした点、
他分野での統計的手法の活用についての知見を参照しつ
つ検討していきます。

第 2 の テ ー マ は 分 析 的 手 続 に なります 。英 語 で は
“Analytical Procedure”と呼ばれ、会計監査においては極
めて重要かつ基本的な監査技術の一つです。データ（ここで
は会計データ、または会計に関連する会計以外のデータ）
相互間の関係や推移について比較、分析を行い、その矛盾
や衝突があるかどうかを確かめることにより、監査上の心証
を得ることを目的とします。

会計監査においてもビッグデータを活用し、統計学のより
高度な知見に基づく高度な分析を行うことが可能な環境と
なっています。情報技術の動向を踏まえ、監査技術としての
分析的手続に関する監査基準や指針または実務につき、統
計学の専門的な観点からあらためて検討し、実務に対し提
言していくことを狙っています。

以上の 2つのテーマを踏まえ、第 3のテーマとして監査に
おけるAIの活用についても研究していきたいと考えていま
す。データサイエンスとの関連においてAIの分野にも注力
している滋賀大学との協働から、アカデミアの知見を採り入
れていくことも想定しています。

（3）人材育成への期待

国家試験である公認会計士試験ではすでに統計学が選
択科目の一つとして採用されており、統計学を専門的に学
んだ人材も監査業界に入ってきています。また、PwCの米
国ファームは、これからの監査人に求められるスキルは、

「情報技術（IT）」「Critical Analysis」「統計」の 3つと説明し
ています。

監査法人が会計監査の現場において向き合っているもの
のほとんどはデータです。しかし、わが国ではデータを専門
的に取り扱い、その分析、統計処理に従事する専門家とし
てのデータサイエンティストの絶対数が国際比較でも不足
しているといわれます。「ビッグデータの活用」や「AIの利用」

という新しい時代を支えていく最先端の人材は、統計学や
情報技術に関するしっかりとした基礎的素養のもとに、ビジ
ネスへの応用までを学んだ人材です。滋賀大学データサイ
エンス学部から最初の卒業生が巣立つ頃には、こうした専
門性を有する人材について、他の監査法人とではなく異業
種の企業と獲得合戦する時代の到来を予想しています。

4 おわりに

冒頭にも述べたとおり、現実の情報技術の発展のスピード
はすさまじく、社会はあっという間に先に進んでいます。監
査業務やその担い手である監査法人、公認会計士において
もその高い品質を維持し、社会的な有用性を保ち続けるた
めには、監査を取り巻くステークホルダーが要求しているも
のの本質が何であるのかを見極めることが必要であり、既
存の枠組みにのみとらわれることなく環境の変化に対して柔
軟に対応していくことが求められます。

滋賀大学との連携と協働を通じ、私たちが日々その業務
において直面している膨大なデータに対して今日の社会で
必要とされる価値を付与していく途を探求したいと考えてい
ます。

 
参考資料
● 滋賀大学データサイエンス学部ホームページ
 https://www.ds.shiga-u.ac.jp/about/
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と金融―中央銀行の視点―」
● 鳥羽 至英・秋月 信二・永見 尊・福川 裕徳『財務諸表監査』
（国元書房、2015年）

● Gillon, Kirstin “The accounting and data science worlds 
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