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はじめに
　わが国では、「日本再興戦略」により、コーポレートガバナ
ンスの強化が推進され、企業の持続的な価値創造の取り組
みが加速しています。昨今の不祥事を背景として、社内外の
ステークホルダーは経営の透明性に今まで以上に高い関心
を寄せています。
　企業経営の透明性を担保し、社内外に開示・対話し、ス
テークホルダーの期待に応えていく上で、テクノロジーはど
のように実務に活用できるのでしょうか。本稿では、内部監
査部門の業務に変革をもたらすデータ分析の在り方に焦点
を当て、データ分析の活用を通じて内部監査部門がどのよ
うにその付加価値を高められるか、挑戦の方向性と具体的
な実務について考察したいと思います。
　なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見であり、PwC
あらた有限責任監査法人または所属部門の正式見解では
ないことをあらかじめお断りいたします。

1 データ分析の現実と期待のギャップ

PwCの『第19回世界CEO意識調査』によると、世界のCEO
の半数以上が、ステークホルダーとのかかわりにおいて最
大の効果を発揮するのはデータアナリティクスである、と回
答しています（図1：PwC『第 19 回世界 CEO意識調査』）。
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幅広いステークホルダーとのかかわりにおいて、最大の効果を
発揮すると思われるテクノロジーを以下からお選びくださいQ

図1：第19回世界CEO意識調査　内部監査部門のデータ分析の利用

出所：PwC『第19回世界CEO意識調査』

＜本稿で扱う参考資料＞
・	PwC『第19回世界CEO意識調査』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/2016.html

・	PwC『2015年内部監査全世界実態調査』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/internal-
audit-profession-study1507.html

・	PwC『内部監査における3Dの活用～デジタル、データ、デバイスの3D時代における
データ分析の活用～』
	 URL：http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership/internal-
audit-3d1602.html
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CEOは、社内外の主要なリスクをより広範囲から正確に把
握するために、データとテクノロジーを活用することを期待
しています。

一方、内部監査部門において、データ分析は、長年にわ
たり現場の監査実務のごく限られた範囲でのみ利用されて
きました。内部監査における伝統的なデータ分析の活用の
多くは、CAAT（Computer Assisted Audit Techniques、コ
ンピュータ利用監査技法）や表計算ソフトやデータベースソ
フト等を利用した不適切な取引・データの抽出や不正調査
が中心であり、業務データを一時的に分析することのみに
利用されることが大勢を占めました。実際、PwCの『2015
年内部監査全世界実態調査』における内部監査部門長

（CAE）の回答によれば、図2のとおり、実際にデータ分析を
使用している領域や手法はまだまだ限定的であり、今後さま
ざまな視点でのデータ分析の活用が検討されている途上に
あります。

2 内部監査における
データ分析活用のアプローチ

上述のとおり、データ分析の活用に対するCEOの期待値
と現実との間には、大きなギャップがあると考えられます。
日々、デジタル化が飛躍的に進んでいく今日において、内部
監査部門は、この期待ギャップを埋めるために、具体的にど
のようなアプローチを取ればよいのでしょうか。

PwCでは、内部監査におけるデータ分析の進化のアプ
ローチを図3のように整理しています。まずは、内部監査を
効率的に実施するためのツールとしてデータ分析を活用す
ることから始め、その後はリスクマネジメントや継続監査の
視点でデータ分析をより一層活用していくことが有効です。

データ分析活用のステージが進み、予測的な要素を取り
込むにつれて、企業の価値への貢献度（ビジネスにもたらす
価値）も向上します。すなわち、キーリスクに対するモニタリ
ングは、初期のステージでは分析結果に対して受動的な対
応（例：モニタリングで内部統制の弱点を発見した場合に、
事後的に対応が行われる）が行われるのに対して、進化した
データ分析のステージではより予測的な対応（例：内部統制
の弱点を事前に察知し、リスクが本格的に顕在化する前に
迅速な対応を行う）が可能になります。

こうしたデータ分析の活用の進化に合わせて、内部監査
人は、事業活動への理解を基礎として、今まで以上に具体
的かつ早期にリスクマネジメントに関する洞察力を養い、新
しいタイプのリスク（エマージングリスク）を適時に発見した
り、従来とは違う形で内部統制の有効性や弱点を識別したり
することへの挑戦が可能となります。

3 内部監査における
データ分析の活用の局面

データ分析は、内部監査のさまざまな局面で活用すること

図２：内部監査部門のデータ分析の利用
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が可能です。以下に、内部監査のライフサイクルにおける
データ分析の活用例をご紹介します。

①内部監査計画／リスク評価と監査範囲の決定
さまざまな拠点・部門から監査対象を選定する際に、デー

タ分析による定量的なリスク評価を活用することができま
す。また、監査対象の選定・非選定に係るステークホルダー
への説明にデータ分析結果を使用することで、より客観的で
説得力のある内部監査計画の立案を行うことができます。

②現場往査での活用
総勘定元帳、仕訳、コーポレートカード、買掛金、給与、

売掛金／売り上げデータ等を基に、パフォーマンスのモニタ
リングや、リスクが高い活動の識別、異常値識別等に活用
することで、限られた監査資源でより一層質の高いリスクア
プローチを実現することができます。

③継続的監査・モニタリング
オペレーション、財務や不正といったさまざまなエリアに

おいて定期的なモニタリング、評価を行い、リスク兆候の識
別・リスク低減に活用することができます。現地往査が難し

い海外子会社に対しても、遠隔地からモニタリングすること
が可能です。わが国においては、グローバル化の急速な進
展を背景として、多くの企業が定期的な内部監査に加えて、
継続的な内部監査を強化する方向へと今後シフトしていくこ
とが予想されます。

④コントロールおよびコンプライアンス評価
各種の申請・承認データを利用・分析し、内部統制の運

用状況や法令遵守状況の評価に活用することができます。
通常とは異なる承認フローを経由した取引をあぶり出すこと
もできます。

⑤発見事項のフォローアップとアクション
識別した発見事項について、より詳細な状況把握やアク

ションプラン検討に活用することができます。また、データ
分析を通じて、発見事項に対する対応状況をモニタリング
することも可能です。

⑥監査結果報告
データ分析結果をビジュアル化した上で報告資料に組み

入れることで、キーメッセージを視覚的に分かりやすく伝え

図３：内部監査におけるデータ分析活用の進化ステージ

人海戦術による
内部監査

試験的実施および
一時的な実施

持続可能かつ
定期的な分析

継続的監査

取引の継続的な
モニタリング

予測分析
（将来予測）

● 観察、ウォークスルー、
証憑確認による監査
の実施

● 統計的且つ／または
判断による監査サン
プリング

● 内部監査は、CAAT専
用の分析ツールを保
有している

● オーダーメードの分
析は特定された事象
に焦点を置いて行わ
れる

● 分析スクリプトの自
動化およびレビュー
手続きの標準化

● 分析の活用は、内部
監査によるレビュー
の一部と考えられる

● スペシャリストスタッ
フによるデータの抽
出と分析サポート

● （内部/外部によって
開発された）物理的
または論理的に保管
されたデータは、主
要なシステムと主要
な拠点で接続されて
おり、内部監査部門
が常にアクセス可能
な状態にある

● ダッシュボードとア
ラート機能により、内
部監査部門は例外や
ホットスポットエリア
を継続的にモニタリ
ングすることができ
る

● 内部監査計画の策定
や更新に役立つ情報
を提供する

● 自動化されたコント
ロールはリアルタイ
ムでモニタリングさ
れ、潜在的な例外事
象は、リスクオーナー
やコントロールオー
ナーにリアルタイム
で通知される

● 分析プログラムを活
用する責任は事業部
門が持つ。内部監査
はプログラムのユー
ザーであり、潜在的
には管理人としての
役割を果たす

● 内 部 統 制 の 脆 弱 性
は 、リスクが 顕 在 化
する前に、リアルタイ
ムに識別され、改善
される

● 大量の構造化された
データによって、事業
活 動 の 理 解 が 深 ま
り、異常値が識別さ
れる（パターンマッチ
ング）

● 分析の繰り返しを通
じて、何が正常であ
るかを識 別 する。こ
れにより、従来には
ない新しいシナリオ
にも対応可能となる

● 通常のパターン以外
の例外事象に集中す
ることができる

● プロアクティブに将
来予測が可能になる

ビ
ジ
ネ
ス
の
実
現

企
業
へ
の
価
値

効
率
的
な
内
部
監
査
の
提
供

受動的 予測的キーリスクのモニタリングの有効性

特集：内部監査

出所：PwC分析資料

13PwC’s View — Vol. 04. September 2016



ることができます。最近では、データ分析ツールを活用し、
静止画のみならず動画を活用して内部監査結果報告を行う
事例もあります。

⑦不正調査・外部機関の調査への対応等の危機管理対応
社内調査の局面において、CAATを利用した仕訳や取引

分析・抽出により、不適切事案の開始時期の特定や類似案
件調査を行うことができます。

⑧推測、予測リスク分析および内部ベンチマーク
データ分析を駆使して、さまざまなシミュレーションや一

定の仮定を置いた上での将来予測を活用することで、将来
重大化し得るリスクに対して、内部監査部門として早期に予
測的な警告を発したり、注意喚起を促したりすることができ
ます。

4
データ分析の成熟度をはかるための
自己診断
	～内部監査におけるデータ分析の第一歩～	

内部監査部門には、自社にとってどのようなデータ分析
が有効かを IT部門等の他部門と会話しながら判断した上
で、企業のビジネスに価値をもたらす内部監査を提供して

いくことが求められています。具体的に、図4に示すような
観点で自社のデータ分析の成熟度を評価した上で、内部監
査におけるデータ分析の高度化に挑戦されてはいかがで
しょうか。
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図４：内部監査におけるデータ分析の成熟度
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出所：PwC『内部監査における3Dの活用～デジタル、データ、デバイスの3D時代におけるデータ分析の活用～』（2016年2月）
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