
日本版スチュワードシップコードに続き、コーポレートガバナンス・コードが適用さ
れるなど、企業と投資家との間での中長期の企業価値創造に資する建設的な対
話が期待されています。しかし、一方で、社会からの信頼を揺るがすような会計
の不祥事が後を絶たず、会計監査を実施する公認会計士ならびに監査法人のあ
り方が問われています。そうしたなか、PwCあらた監査法人では、公認会計士に
対する信頼の回復と社会の期待に応えるための監査のあり方とは何か、また、そ
のあり方を実現するための監査制度および監査環境の整備・充実に必要な施策
は何か、公認会計士の魅力と社会における認知向上のために何をすべきか、を
テーマにパネルディスカッションを開催しました。その模様をリポートします。

公認会計士の魅力と
監査のあり方を考える

巻頭イベントレポート

モデレーター
PwCあらた監査法人
執行役　齊藤 剛

～社会的な信頼を取り戻すために私たちが今すべきこと～
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2006年に旧中央青山監査法人から
700人、他からも100人が参加して
800人の有志が集い、あらた監査法人

（当時）を立ち上げました。日本の公
認会計士による監査の信頼性が世界
中から問われていた当時、世界第二位

（当時）の経済力を誇る日本の監査が
そのような状況でいいわけがない、自
分たちの手で信頼される監査をせね
ば、ということで設立に至ったわけで
す。設立後は皆でがむしゃらに働き、
PwCのグローバルから厳しいチェッ
クを受け続けてきたのですが、そこで
痛感したのが、監査の品質というの
は、ただがむしゃらなだけでは十分に
確保できないということでした。同じ
監査法人のなかで、全員が同じ意識を
共有することができて初めて法人とし
ての監査品質は保てるのです。

とりわけ難しい局面では、正しいこ
とは何かについて組織の末端まで理
解が共有されていないと法人として
判断を誤ってしまいます。そこで、全
パートナーと個別に１時間ずつ、議論
を繰り返し、考え方の共有を図ったこ
ともあります。

おかげさまで現在はPwCあらた監
査法人も2,300 ～ 2,400人という規
模にまで成長することができました。
しかし規模が大きくなっても、組織と
しての風通しの良さを保ち続けること
が、監査品質の維持、向上に寄与する
と考えています。監査の現場で働い
ているスタッフまでこうした意識が浸
透していることが、監査の品質維持に
は大切です。

もう一つ、設立以来重点を置いてい
るのが、グローバル標準を100％順守
するよう努めることです。新たな取り
組みにおいては、PwCグローバルのや
り方を基準にして日本に適合させるよ
うに追加することはあっても、グロー
バル標準以下にすることはないという
方針を続けています。現場の一部か
らは、なぜここまでやるのか、日本の
基準ではここまで求めていないといっ
た声もありましたが、世界に通用する
監査をやろうと覚悟を決めて始めた
法人なので、グローバル標準に合わせ
る覚悟を皆で持とうと呼び掛けながら
取り組みを進めてきました。

興味深いのが、そうして2 ～ 3年経
つと、われわれと同じレベルまで日本
もやらなければいけないという流れに
なることです。そうした経験を何度も

重ねてきました。いよいよ日本の監査
でも、本気度や覚悟の程度が問われる
時代になってきたのだと実感している
ところです。

PwCあらた監査法人10年の歩みを振り返り
改めて日本の公認会計士に問われる姿勢を考える
PwCあらた監査法人
代表執行役　木村 浩一郎

モデレーター
PwCあらた監査法人
執行役　齊藤 剛
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監査の品質管理として特に留意し
ているのが、監査は他人が作ったもの
をチェックする作業なので、職業的懐
疑心を十分に発揮して、重要な問題や
不正を全て発見しなければいけない
ということです。では、職業的懐疑心
をどう発揮するのか。単なる他人を疑
う猜疑心ではなく、自分の懐に向かっ
て問い続ける行為ですから、独りよが
りになってしまってはいけません。第
三者との目線を合わせるという点にも
注意が必要です。

とりわけ難しい監査を手掛ける場
合、監査チームやパートナーがいつで
もどこでも同じ判断を下せるようにす
るというのが、品質管理にとって大き
なチャレンジとなります。規模の大き
い監査をする場合、クライアントは大
きな組織ですから、監査チームも一人
で対峙するとリスクを抱え込むかもし
れません。そうならないよう、いかに
組織力で監査現場を支えられるかが
問われていると考えています。

私が検査官から投げ掛けられた印

象深い言葉に、「監査報告書を提出す
る予定日を何が何でも守らねばいけ
ないと思い込んでいないか？」という
ものがありました。検査官の方々に言
わせれば、たとえ期日どおりであって
も十分な証拠が集まっていないので
あれば、当然延長するだろうというわ
けです。予定日を守ろうというのは大
切な心掛けだが、その一方で、自分た
ちがどこに立って監査をしているのか
よく考えねばならない、黒いものを白
と言ってしまっては絶対にいけないと
いうことなんですね。

齊藤 剛（モデレーター）
──この10 年間PwCあらた監査法人
は、規制当局からの処分がゼロだった
というのも、監査の品質に対する厳し
い対応があったからであろうかと思
われます。それと、先ほど、井野さん
の方から、職業的懐疑心の発揮という
話がありましたが、このためには、監
査チームを代表する監査パートナー
が、相当に深く、企業のビジネスや経
営環境などの理解に努めていく必要
があるかと考えます。企業の経営者と
どのようなディスカッションを繰り広

げればいいのかなど、知識や経験の横
展開を図りながら、監査チームにおけ
るビジネスに対する洞察力を磨いて
いく必要があり、われわれクライアン
トマーケット担当も、品質管理本部と
連携しながら進めていきたいと思っ
ています。

実行中の具体的な取り組み

監査品質の向上については、具体的
な取り組みを複数進めています。ま
ず、先程目線を合わせる努力をしてい
るという話がありましたが、努力する
ようただ周知徹底するだけではダメ
で、ちゃんとできているのか常に確か
める行為が伴わねばなりません。

PwCのグローバルチェック「 GAQR 」
その一つが、毎年実施されるPwC

のグローバルチェックである「GAQR」
です。PwCのグローバルな監査品質
チェックチームは母国で最新の検査
経験を携えて来日します。「母国で指
摘される事項が、日本ではどう対応さ
れているか」という視点で厳しく問わ
れます。突然、無理な指摘を受けるこ
ともありましたが、基準の文言はどう
あれ、リスクにはきちんと対応してお
かねばならないのです。この要請に応
えるため、クライアントにも理解と協
力を求めながら監査証拠を集める作
業を進化させてきました。「どうして
自分たちの事務所だけがここまでやら
ねばいけないのか」といった監査現場
からの悲痛な叫びを聞きながらも、そ
こまでやった努力があるからこそ、今
があるのかなとも感じています。

監査現場での監査の品質向上への取り組みについて
PwCあらた監査法人
執行役　井野 貴章
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現場における適時な自主点検
（ Hot Review ／ Chief Auditor ）

品質管理本部のOBやOGがチーフ
オーディターとして一緒に現場の解
決策を考える仕組みを採用していま
す。企業のリスク要素を一覧的に評価
し、現在進行形の監査ファイルの自主
的なレビューなども実施することで、
現場のスタッフにとって大事な学びや
気づきが得られています。

思い立ったら一斉調査、
リーチアウト活動

ITを使った短いアンケートを何回
も繰り返すことで、現場に行動を促せ
るのではと信じて取り組んでいるのが
リーチアウト活動です。PwCグロー
バルからもベストプラクティス事例と

いて考える必要が生じます。新しい企
業報告のなかでは、財務報告を中心と
しながら、サステナビリティーやコー
ポレートガバナンスの情報なども収
斂していくという流れにあるのです。

これにより、企業のステークホル
ダーに有効な情報が提供できるよう
になるでしょう。これからはそのよう
な新しい企業報告へと収斂していく
ことで、ステークホルダーへの説明責
任が果たせる時代に変わろうとしてい
るのだといえるでしょう。

二 .ITを利用した未来の監査

2015年12月に、日本公認会計士
協会のIT委員会から「 ITを利用した
未来の監査へのアプローチ」という研
究報告が公表されました。この報告で

は、今後見込まれるITの技術進歩に
伴う実務の変化に対応すべく、監査も
また変わらないといけないということ
で、未来の監査のあり方が示されてい
ます。

具体的には、進化したITのフレーム
ワークのなかで、これからは全データ
を対象にチェックする監査をやらねば
いけないといった内容になります。そ

して昨年取り上げてもらえました。

時間との戦いのなかで
勇気を持てる仕組みとは

監査チームを一人にしない法人運営
悩みを抱えた監査チームがいれば、

朝まで付き合うこともあります。まず
は私たちのもとに来て相談してくださ
いと常に呼び掛けています。監査パー
トナーとして、クライアントを失うか
もしれないという恐怖心があるのはよ
く分かります。だからこそ、そこで方
向性を見誤ってはいけない。正しい姿
勢を貫くことの価値を、法人として強
く示せるよう法人トップから心掛けて
いるのです。

監査役／投資家との対話
（リスクとの対話 ）

監査チームに勇気を与える存在は、
監査役や投資家ではないかという考
えに基づいて新しく実施していく施策
があります。監査の価値をきちんと受
け止めてもらえる方々と、監査リスク
にどのように対処したのかについての
情報を共有していく取り組みです。監
査リスクに関する対話のなかで、正し
くリスクを捉えて対処するためには
どういう組織・チームが必要で、どん
なKPI（ Key Performance Indicator ）
で経営努力を監視し、その結果をどの
ように外部に開示するべきか。監査法
人のガバナンスコード適用等により変
わっていく監査法人経営の姿として社
会的に理解されていくと感じています。

コーポレートガバナンスの強化やテ
クノロジーの進化など、時代は大きく
変わってきています。そうしたなかで
PwCあらた基礎研究所では、10年後
の監査のあり方やそこでの公認会計士
の役割とはどのようなものなのかを研
究テーマに据えて、内部だけでなく外
部からも有識者を招いて研究会を主催
しています。そこで得られた知見から
三点に絞って紹介したいと思います。

一 .新しい企業報告

世界的に監査の対象となる領域が
変化していて、今までのような財務報
告から企業報告へ、さらには統合報告
へという大きな流れが起きています。
そこでわれわれとしては、これらの信
頼性を担保するアシュアランスにつ

未来の監査の潮流について考える
監査の未来に関する三つの知見
PwCあらた基礎研究所
所長　山口 峰男
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うなってくると、ITはもとより、統計
的手法を活用した分析──今はやりの
言葉だと「ビッグデータ分析」が必要
となってきます。すなわち、統計的手
法にも大きく比重を置いた監査が、10
年後には欠かせなくなるのではないで
しょうか。

より分かりやすくするために、研究
報告のなかで「継続的監査」について
説明されているのでこれを例にしま
す。期末に向かって監査を進めてい
き、最も忙しくなるピークが期末に来
る、というのが現在の一般的な監査の
姿です。しかし、「継続的監査」になっ
てくると、期中においてもいつ繁忙期
がやってくるか分からないといった状
況が想定されるわけです。

このような未来の監査へと向かうた
めには、監査人の側も、これまでの監
査のあり方に基づいた監査基準のあ
り方や、必要なデータの入手の仕方な

どを変えていく必要があるでしょう。
監査証拠の概念にしてもどのように監
査論上、位置づけるかが検討され、根
本的に監査のやり方が変わってくる可
能性もあります。つまり、10年後の
監査に合わせて、監査のやり方を変え
ていかねばならないわけです。

三 . 監査の新潮流に対応した人材

10年後の監査に対応する人材につ
いて考える際に参考になるのが、最近
PwC USが監査人のエボリューション
として公表している意見内容です。そ
こでは、未来の監査人には三つの専門
性が問われると書かれています。一つ
目はITの専門性で、二つ目は統計学の
スキル、そして三つ目はクリティカル
シンキングということで、いわば論理
学のような分野での専門性になります。

われわれもこれら三つの専門性を
持った人材が、10年後の監査の世界

では求められてくると考えています。
もちろん、監査の制度について十分に
理解していることといった専門性も大
事なわけですが、監査法人としても多
様な人材を揃えていかねばいけない
時代になるといえるでしょう。

ただし、監査の新しい潮流を見てい
ると、変わることがある一方で、変わ
らない本質もあるのだと強く感じてい
ます。そしてわれわれの競争力の源泉
はそこにあるのだと信じています。例
えば、「ゲートキーパー」という言葉を
金融危機後によく耳にするようになっ
ていますが、金融市場における「ゲー
トキーパー」とはどういうことなのか、
各時代に応じて、そして10年後を想
定して意味を考えていかないといけ
ません。 そうした姿勢にこそ、PwC
の競争力の本質があるのではないで
しょうか。

将来の公認会計士像
会計士にも多様な人材が求められていく
PwCあらた監査法人
パートナー　関根 愛子

会計士にも
多様な人材が求められる

公認会計士や監査を行う者には、よ
り多方面の能力が求められるように
なりつつあると感じています。世間一
般では、公認会計士に対してある一定
のイメージがあり、最近マスコミ等で
は、AI（人工知能）の進化によって将
来なくなる職業の一つに公認会計士
が挙げられていますが、決してそんな
ことはないと考えています。むしろ、
監査の仕事の広がりや重要性を考え
ると、非常に多様性のある仕事となっ
て、その重要性はますます高まってい

くのではないでしょうか。とはいえ、
現状はマスコミ等でそのようには見ら
れていないので、まず公認会計士に対
する世間のイメージを変えていくこと
が大事だと考えています。

未来の公認会計士に求められる資
質についてより具体的に言うと、豊富
で多様な経験や知識を踏まえて判断
して、経営者にしっかりと意見を言え
る力量を持つことが重要になると考え
ています。そのためには、会計士一人
一人が、自分はプロフェッショナルだ
という気概を持って、真正面を向いて
正々堂々と仕事をする必要があると
強く感じています。

また、公認会計士の業務が多様化
し、社会に貢献し活躍する場も広がっ
ているなかにあって、そうしたさまざ
まな分野での公認会計士の活躍が、監
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査の信頼性をまた支えていくものと考
えています。

しかしながら現実に目を向ければ、
日本の公認会計士試験の受験者数は
減少しており、現場がますます疲弊し
ていくという問題も抱えています。私
は、いい仕事というのは余裕を持たな
ければできないと考えていますので、
より多くの人々に会計士になることを
目指してもらうにはどうすればいいの
か──というのはとても重要な課題と
認識しています。

公認会計士の仕事の魅力を
もっと積極的に
発信していくべき

そのために必要なことの一つは、公
認会計士の魅力をもっと積極的に社

会に伝えていくことではないでしょう
か。公認会計士の仕事には実にたくさ
んの魅力がありますが、そうした魅力
が多くの人々に見えていない、伝わっ
ていないのではないかと思います。そ
こをもっとアピールしていく必要があ
るでしょう。

なかでも力を入れたいのが女性の公
認会計士の活用です。公認会計士の
多様化が求められているにもかかわら
ず、現在のところ公認会計士全体の女
性の割合は14％と決して多くはありま
せん。公認会計士試験受験者の女性の
割合は17 ～ 20％ ですが、20年前に
20％に達してから全く増加していない
のです。このまま女性の志願者が増え
ない職業であっては大きな問題と考え
ています。女性の公認会計士を増やし
ていくために、まず、受験という入り

口のところから働き掛けを行っていか
ねばと考えています。

また、公認会計士というのは、国際
的な活躍の場が数多くある仕事なの
だと理解している人は意外と少なく、
あるアンケートでは、ドメスティック
なイメージが強いという結果も出てい
ます。このようなイメージでは、将来
的に国際的な仕事がしたいと望んで
いる若者にとって、公認会計士は選択
肢に入っていないのではないかと危
惧しています。もちろん、実際には公
認会計士は世界で活躍できるチャン
スがたくさんあります。これからます
ますグローバル化が進んでいくなか、
そうした実際の公認会計士の姿を、よ
り多くの人々に知ってもらうようにし
ていきたいですね。

おわりに
関根パートナーから本日のパネルディ

スカッションのまとめがありました。
『 最初のパートで木村さんから、2006

年にあらた監査法人（当時 ）を設立し
た当初の熱い思いを胸に、監査の品質
を保つために何を進めてきたのかの
紹介がありました。全員が同じ意識
を共有することが必要と感じ、全パー
トナーと個別に議論を繰り返し、そし
て、規模が大きくなっても、組織とし
ての風通しの良さを保ち続けること、
グローバル標準を100％順守するよう
努めることで、その覚悟を持とうと呼
び掛けながら取り組みを進めてきたと
のことで、お話しされていたように、
日本も同様の流れになり、日本の監査
でも本気度や覚悟の程度が問われる
時代になってきたと思います。
次に、井野さんが品質管理の責任者の
立場から、監査は他人が作ったものを
チェックする作業なので、職業的懐疑

心を十分に発揮し、重要な問題や不正
は全て発見しなければいけないが、職
業的懐疑心の発揮に当たっては、独り
よがりになってしまってはいけない、
組織力で監査現場を支えるかが問わ
れると考えてといった話がありまし
た。そして、実行中の取り組み、時間
との戦いのなかで勇気を持てる仕組
みの紹介があり、監査チームを一人に
しない法人運営や、監査の価値をきち
んと受け止めてもらえる方々と、監査
リスクにどのように対処したのかにつ
いての情報を共有していくといった印
象深い話がありました。
さらに、山口さんからは、新しい企業
報告やITを活用した未来の監査の紹
介の後、こうした今後の監査の潮流
に対応した人材の育成が重要である
という話がありましたが、続けて私か
ら、公認会計士にも多様な人材が求め
られており、公認会計士の仕事の魅力

をもっと積極的に発信していくべき
という話をしました。お話ししまし
たように、公認会計士が、わが国経済
の健全な発展にいかに貢献している
かを継続的に広く紹介し、認知度向
上と魅力の訴求を積極的に行い、優
秀な人材の関心を高め、業界の発展
を促す必要があると思います。こう
した優秀で多様な人材がこの業界に
身を投じるようにすることがまた、公
認会計士の魅力を高め、社会的な信
頼を取り戻し、さらなる発展につなが
るのではないでしょうか。』
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