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　情報通信技術の発展に伴い、企業はあらゆるチャネルから得られる多
様なデータを利活用し、新たな事業・サービスを創出することが求められ
ています。こうしたなか、PwCあらた有限責任監査法人（以下、「PwCあら
た」。）は日本初のデータサイエンス学部を創設した国立大学法人滋賀大学（以下、「滋賀大学」。）と、会計監査を中心としたビ
ジネス分野へのデータサイエンス応用を目指し、共同研究を進めています。具体的には、不正会計分析モデルの設計や会計
監査における人工知能（AI）活用、データアナリティクスの教材開発などに取り組んでいます。
　2017年9月13日にはこうした活動の一環として、PwCあらた東京・大手町オフィス内のセミナールームで共同セミナー「デー
タサイエンスと次世代における会計監査」を開催し、大学関係者、企業のデータサイエンス関連部門や情報システム、経営企
画、内部監査部門などに所属する方など約80人が来場しました。本レポートでは、滋賀大学の竹村彰通データサイエンス学
部長ら登壇者5人の講演要旨を紹介します。

「次世代におけるデータサイエンス研究」要旨
滋賀大学 データサイエンス学部 学部長　竹村 彰通 氏

国立大学法人滋賀大学・
PwCあらた有限責任監査法人共同セミナー
「データサイエンスと次世代における会計監査」

現代は複数のチャネルにひも付い
たビッグデータが、インターネット上
に日々蓄積されています。なかでも、
スマートフォンの普及は生成データを
爆発的に増やし、多様な個人の行動
履歴を直接入手することを可能にしま
した。これは、ビッグデータ時代を象
徴する重要な変化です。こうしたパー
ソナルデータのほか、景気動向や気
候、健康医療情報、POSデータなどを
組み合わせて事業に役立つ知見を導
き、価 値を 創 造 する新たな 科 学を

「データサイエンス」と呼びます。
21 世紀はビッグデータを新たな資

源と捉え、ビジネスに生かすことが競
争優位を築く条件となります。日本政
府もデータサイエンスの有用性を認
識し、データ流通環境を整えつつあり
ます。例えば、2017年 5月には「改正
個人情報保護法」が施行され、匿名加

工した個人情報なら、本人の同意なく
活用できるようになりました。また、
2018年春に施行予定の「次世代医療
基盤法」は新しい薬・治療の開発を促
すため、患者が拒否しない限り、医療
機関が匿名加工した個人情報を大学
や企業に提供することを認めていま
す。

データサイエンスを推進するポイン
トは、データとそれを生かす技術の双
方を備えることです。いくらデータを
集めても、データ分析者がいなけれ
ば、宝の持ち腐れです。日本では分析
者 が 圧 倒 的 に足りず、外 国 企 業 に
データを取られ、活用されてしまって
います。そもそも、日本はデータサイ
エンティストの育成で、海外から著し
く遅れています。主要国の教育機関の
統計学部・学科数をみると、近代統計
の発祥地・英国は約 50、統計分野の

学士・修士 6,000 人超を毎年輩出す
る米国は約 100です。さらに、近年
データサイエンティスト育成を強化し
ている中国は300以上です。一方、日
本はこれまで0でした。

こうした 背 景 から、滋 賀 大 学 は
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「データサイエンスと次世代における会計監査
～共同研究に期待するもの」要旨	 PwCあらた基礎研究所 所長　山口 峰男

2017 年 4月に日本初の「データサイ
エンス学部」を創設し、一期生として
110人が入学しました。日本では欧米
に比べて文系・理系の区別が明確で
すが、データサイエンスには「文理融
合型人材」が求められます。統計学・
コンピュータ科学に基づいてデータを
分析する理系スキル、データ分析結
果を社会・経済動向と照らし合わせて
考察する文系の素養、ともに必要だか
らです（当大学の育成人材像＝図表
1）。さらに、当学部は即戦力をつくる
ために実データを用いた演習を重視
し、PwCあらたなど約30の企業・自治
体と連携しています。学生は幅広い
データを分析して価値創造力を習得
し、社会の役に立ってほしいですね。
企業にも、ぜひ当学部の卒業生を採
用していただきたいです。企業からは
若手 IT人材のスキル向上ニーズも寄
せられているため、2019 年 4月をめ
どに「大学院データサイエンス研究
科」の立ち上げも目指しています。

日本では 2020年頃にLPWA（省電
力で長距離通信を実現する無線通
信）、2025 年頃には 5G（高速・多数
接続の通信基盤）の普及が見込まれ、
今後ますます高度なデータ処理技術
が求められます。併せて、企業会計や
マーケティング、ビジネスエコノミクス

といった経営に資するデータ活用も急
務です。最新の機械学習や AI、匿名
化技術を取り入れて多様なデータを
分析し、ビジネス領域の知見と組み合
わせて新たな価値を創造していくこと
が、次世代のデータサイエンスを確
立すると考えています。

データサイエンスは、文理融合型の
実践的な学問です。その本質はベン図
を用いて説明されることがあり、情報
学、数学・統計学、ビジネス領域の知
見が交差する部分（P38 図表 2）ともい
われます。滋賀大学と私たちPwCあら
たは、データサイエンスから得られる
知見を会計監査などのビジネスに応用
するため、共同研究を行っています。

情報技術が会計監査に与える影響
は、国内外で長く研究されてきまし
た。会計学者の井尻雄二氏は 1985
年、企業の財務報告を7要素に分類し
た「会計構造の基盤」（P38 図表 3）を
用いて、その影響を説明しました。7
要素とは① Decisions（経営の意思決
定）、② Analysis（意思決定に必要な
財務データの分析）、③Reports（財務

報告書の作成）、④ Processes（仕訳・
会計処理）、⑤ Records（取引記録）、
⑥ Judgements（経理担当者の判断）、
⑦ Controls（①～⑥の管理とその実
行）です。機械化は、まず財務分析と
財務報告書の作成時間を短縮します。
電子化された財務データはソフトウェ
アで自動分析され、経営者や利害関
係者の迅速な意思決定を後押ししま
す。分析を職人技によって行ってきた
証券会社やアナリストは、一部の仕事
を奪われる懸念が指摘されています。
他方、経理担当者の判断は教育・訓
練が必要とされ、機械ではなく人間の
関与が引き続き必要です。また、故
意・過失による財務データの毀損・改
ざん防止のため、企業におけるコーポ
レートガバナンスや内部統制、外部監

査の重要性が認められます。
次世代における会計監査を考えた

とき――明日の世界を捉えるには、2
つのキーワードがポイントとなります。 

《多様な価値創造のフィールド》
• マーケティング
• ファイナンス、保険
• 企業会計
• ビジネスエコノミクス
• 医療・健康・福祉
• バイオ、製薬
• 環境、防災、気象
• 教育
• 公的統計
• 社会心理
• 地域文化情報

文理融合　逆Π型　人材

価値創造の
経験とノウハウ

＆
領域における
専門知識

文系的

データサイエンスの専門知識とスキル

理系的

データアナリシス
大規模データの分析・解析
専門知識とスキル
（統計学）

データエンジニアリング
大規模データを加工・研磨・
処理専門知識とスキル

（情報学・コンピュータ科学）
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進路指導の
高校の先生には
好まれない！

Π

図表1：データサイエンス学部における育成人材像
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1つ目は「技術」です。明日の世界とは
「技術により強められ、データにより加

速され、全ての人に対して開かれてい
る世界」で、これを支えるのは急速な
技術発展です。2つ目は「監視」です。
ビジネス にお ける第 三 者 の 監 視 は
年々厳しくなっており、どのような情
報が彼らの意思決定を左右するか見
極める必要があります。従来、データ
の作成・提供は企業が主体となって
行ってきました。今後は第三者や機械
も多様なデータを生み出すようにな
り、データ分析者も投資家からアグリ
ゲーター、AIまで多岐にわたると考え
られます。企業がコントロールできな
いデータが増える一方、企業には今ま
で以上に説明責任を果たすことが求

められるため、各種データの信認を得
ることが重要です。保証提供者の役割
も人間と機械が併存することになり、
今やビジネスの中心は企業から技術
に移っているともいえます。

機械やロボット、AIによって強化さ
れたシステムは、多くの産業で人間の
業務を代替できるようになりました。こ
うしたなか、会計監査の在り方も変わ
る時が来ています。監査の自動化は労
働コストを下げ、業務を洗練し、誤謬
リスクも軽減します。最近は、監査に
おけるドローン利用も研究されていま
す。財務データ分析には AIの機械学
習やパターン認識に加え、自然言語処
理も有効です。例えば、経験豊富な専
門家が読むと最短4時間はかかる100

ページの契約書も、AIは数秒でスキャ
ンできます。とはいえ、監査人を全て
機械に置き換えることはできません。
機械は事前に設定したプログラム上で
論理に依拠して動き、信頼できるデー
タを創出します。これには人間が常に
機械を整備し、経験を与えて学ばせな
くてはなりません。機械は監査人を支
援・強化する存在です。最新技術を扱
うには、高いスキルが必要です。これ
まで会計事務所は財務分析に長けた
人材を採用していましたが、今後は
データアナリストや AI技術者、心理学
者、行動科学のスペシャリストの登用
も考えられます。人間と機械が協働する

「創造的監査」が求められる時代に向
け、私たちは研究を進めていきます。

2000 年以降、大企業の不正会計
事件が頻発しています。調整の動機
は赤字決算の回避、税金対策、市場
予想の達成、格付け改善、M&A 対
策、資金調達コストの引き下げ、ス
トック・オプション報酬の最大化など
多岐にわたります。主な調整手法は 2
つあり、1つ目は会計処理方法を変更
して報告利益を調整する会計的裁量
行動。2 つ目は経営実態を変更する

「不正会計検出の統計モデルの展開と可能性」要旨
滋賀大学 経済学部 准教授　宮西 賢次 氏

実 体 的 裁 量 行 動で、企 業 の キャッ
シュ・フローにも影 響を与えます。
1997 年に Burgstahler and Dichev
が作成した利益分布図では、年次利
益の増減ゼロを分岐点に、わずかに
減益した企業が異常に少ない反面、
わずかな増益を報告した企業が異常
に多く見られ、利益調整が行われてい
る可能性が示唆されています。不正
会計の検出には、こうした利益調整を

見抜く技術がカギとなります。
1990年以降、会計発生高を基に利

益調整の程度を推定する研究が行わ
れています。会計利益と営業キャッ
シュ・フローの差額である「会計発生
高」が異常な値を示す場合には、利益
の質が低く、過度な利益調整が行わ
れていることが懸念されます。単なる
会計処理方法の選択を通じた裁量行
動による利益調整の測定には、会計

情報学
Computer 

Science

数学
統計学
Maths &
Statistic

会計および監査

ビジネス領域
Business / Domain 

Expertise

機械学習
Machine 
Learning

ソフトウェア
Traditional 

Software

データ分析
Data 

Analysis

＊ 英国ICAEWでは2016年6月に
“meet the data scientist”とい
うイベントが開催され、Drew 
Conwayによるベン図を基に
議論がなされた。

1. 
Decisions

2. Analysis

3. Reports

4. Processes

5. Records

6. Judgements

7. Controls

図表2：データサイエンスのベン図 図表3：「会計構造の基盤」（井尻 ［1985］）
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出所：https://ion.icaew.com/itcounts/b/weblog/posts/theaccountinganddatascienceworl
dsmeet
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データを学んで大腸がんを発見する
AIも登場し、医療現場で早期実用化
が期待されています。AIが人の能力
を超えるとき――シンギュラリティ（技
術的特異点）が来るともささやかれて
います。しかし、今の AIは問題解決や
推論を行うソフトウェアの域を出てお
らず、物事の意味を理解して動いてい

るとは言いがたいです。
現在の AI技術は①画像処理、②テ

キスト処理、③エキスパートシステ
ム、④センシング＆ IoTに大別されま
す。このうち、画像処理は実用性が高
く、自動運転などに応用されていま
す。画像の認識性能を高めるには大
量の良質な問題・解答の組み合わせ

ビッグデータの活用が進み、第 3次
AIブームが到来しています。これを牽
引するのは「機械学習」と「深層学習」
の実装で、プロ棋士の棋譜を学び、自
己対戦を繰り返した「囲碁 AI」がトップ
棋士に勝ったことは大きな話題となり
ました。医学論文を学んで患者の特
殊な白 血 病を見 抜くA I や、内 視 鏡

「日本におけるAI研究の今―会計監査へのAI応用を考える―」
要旨	 滋賀大学 データサイエンス学部 教授　齋藤 邦彦 氏

発生高を予測する一連のモデルが有
効です。例えば、CFO修正ジョーンズ
モデルは、売上高から売上債権を控
除した変数に、償却性固定資産と営
業活動によるキャッシュ・フローの変
数を追加し、裁量的会計発生高を推
定するものです。一方、R&Dコストや
宣伝広告費を増減するなどの実体的
裁量行動による利益調整の測定には、
異常営業キャッシュ・フロー、異常裁
量費用、異常製造原価を検出する予
測モデルが開発されてきました。

他方、財務比率を用いて倒産予測
や不正会計を直接検出する研究が蓄
積されてきました。Altmanが 1968年
に開発した線形判別関数※ 1による倒
産予測指数「Zスコア」は、収益性や流
動性に関する財務指標を分析し、破
綻の数年前から破綻兆候を捉えます。

不 正 会 計 の 検 出では 1 9 9 9 年 に
Beneishが「Mスコア」を開発し、財務
諸表から受取債権回転日数や粗利益
率などの 8 指標を選び、プロビット分
析※ 2により不正を検出しました。スコ
アが高いほど不正会計の可能性が高
く、検出精度は約 7 割です。2011 年
には、Dechow et al.がロジット分析※2

による会計不正検出モデルを作りまし
た。Dechow et al.は過去の会計学分
野の研究に基づいて、不正会計の発
生に影響を与える要因として①会計
発生高の質、②財務パフォーマンス、
③非財務情報、④オフバランスシー

ト、⑤市場関連指標に注目し、これら
に関する 28 指標を利用した「Fスコ
ア」を開発しました。スコアの変動を
時系列で追跡することで、会計不正企
業は不正年度の 3年前からFスコアが
上がり、不正年度で最大値を示すこと
がわかりました。そして、Dechow et 
al.モデルの拡張版が、2016 年に会
計学者の首藤昭信氏が提唱した分析
モデルです。Dechow et al.の 5要因
に⑥実体的裁量行動、⑦保守主義、
⑧日本特有の要因（金融機関持株比
率など）を加え、39指標を抽出して分
析した結果、不正会計の検出精度を
大幅に改善できるという報告もありま
す。

AIを活用した不正検出の研究も増
えています。Guptaは 2012年に流動
性、安全性、収益性、効率性に関する
62の財務指標を抽出し、自然淘汰を
繰り返して最適解を求める「遺伝的プ
ログラミング」や、機械学習を取り入
れた「単純ベイズ分類器」で分析した
ところ、不正検出精度は 90％超でし
た。2016 年には Bhattacharyaがパ
ターン識別モデル「サポートベクター
マシン」や「遺伝的アルゴリズム」をは
じめ、多様な AI 手法を活用し、クレ
ジットカードの不正利用を検出する精
度を比較しています。

これまでに開発された検出モデルの
精度は、会計理論と実証研究に基づ
いて構築されたモデルで概ね 60～

70％、多様な AI手法を用いたモデル
では 80～90％となっています。従っ
て、監査への実装には改良が必要で
す。具体的には①モデルの改善・統
合・併用、②新たな指標とビッグデー
タ（非財務データや取引データ、画
像・テキスト含む）の活用、③多様な
AIアルゴリズムによる実験が考えられ
ます。データサイエンスとAIの強みを
駆使し、より高精度な検出モデルを開
発すべく、私たちは共同研究を進めて
いきます。

※1 2群（例：倒産企業と非倒産企業）を識別するために、
複数の財務比率を組み込んだ線形関数を導出し、各
財務比率の最適なウエイトを推定する多変量解析手
法。

※2 プロビット分析とロジット分析とは、被説明変数が1変
数で選択肢が2つある状況（例：会計不正企業なら1、
非不正企業なら0）で、複数の要因（財務比率など）の
影響を分析する非線形回帰分析。前者は、正規分布
関数、後者はロジスティック曲線を用いて説明変数と
出現率の関係を捉える点で異なる。
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を与えて学ばせることがカギで、デー
タを与える際は「特徴量の設計」も重
要です。これは画像の色・輝度・位置・
形などの特徴を数値化する作業で、
数字なら1 字当たり64 個の特徴量を
作ります。画像認識には複数のデータ
の局所的な特徴と近似性を抽出し、カ
テゴリー 別 に 分 類 する「 畳 み 込 み
ニューラルネットワーク（CNN）」という
深層学習モデルがよく使われます。一
方、テキスト処理には連続する言葉・
数値から規則性を認識する「再帰型
ニューラルネットワーク（RNN）」が使
われ、自動翻訳や音声認識、時系列
データの未来予測などに役立ってい
ます。

さまざまな産業で AIの実用化が図
られるなか、会計監査における AIの
活用研究も進んでいます。監査の信
頼性を確保しつつ、業務を効率化す
ることが狙いです。CNNを使う場合は
財務諸表や株価、企業内仕訳データ
などの会計データを数値化し、それを
CNNに計算させ、多様な特徴量を格
納する分類器を作ります。そこに新た
な会計データを入れると、不正が検出
される仕組みができます。RNNを使う

場合は会計関連文書や議事録、会議
の音声データをテキストマイニングで
分析し、異常や不正パターンを検出
する仕組みが考えられます（図表 4）。
私たち滋賀大学とPwCあらたは「不正
会計予測モデルの基礎研究」「会計監
査における AIの活用」などをテーマ
に、共同研究を行っています。

AIのシステム開発には、多様な方
法があります。ゼロから設計する際は
Javaや C言語が使われてきましたが、
今 は 汎 用 性 が 高 くシ ン プ ル な

「Python」が好まれています。機械学
習を簡単に実装するためのオープン
ソースライブラリも増え、代表的なも
のでは「TensorFlow」や、高速計算が
できて深層学習に適した「Keras」など
が挙げられます。問題は、日本はAIの
開 発 者 が 圧 倒 的 に 足りな いこと。
1980年代の第 2次 AIブーム以降、日
本の AI研究は後退しました。今後は
AIの専門家だけでなく、統計学者や
デ ータサイエンティスト、プログラ
マー、SEもAIの研究に携わっていた
だきたいですね。会計監査分野では、
公認会計士もAI開発の担い手として
想定されています。私たち滋賀大学と

PwCあらたは演習教材の共同開発を
通じ、ビッグデータ・AI時代を牽引す
る人材の育成にも取り組んでいます。
今、男子中学生・高校生の人気職業
No.1はスポーツ選手ではなく、プログ
ラマーだそうです。AIが登場して「仕
事が失われる」という風潮もあります
が、これにより新しく生まれる仕事を
人間がやればよいのです。意欲ある
若者や ICT従事者、会計監査関係者
は統計学や AI技術を学び、AIのエキ
スパートを目指していただきたいと考
えています。

公認会計士（以下、「監査人」。）が
従事する監査とは、経営者が作成した
財務諸表と呼ばれる「言明」の監査と
いう本質を有しています。監査人に
は、財務諸表の背後に存在する事実

や事象の存在を裏付ける「証拠」を入
手することが求められています。監査
人にとって証拠は、監査思考や監査
判断の基礎です。換言すれば、思考
や判断の単位を形成するものが証拠

であるともいえます。
国際監査・保証基準審議会（IAASB）

は監査証拠を「監査意見の基礎となる
結論へ到達するために利用する全て
の情報」と捉えています。監査証拠を

セミナー統括要旨	 国際教養大学 客員教授 鳥羽  至英 氏 （PwCあらた基礎研究所 専門研究員）

ディープラーニングNN, ML 音声、テキストの利用

会計データ

AI テキスト AI

新規データ

分類器 パターン検出

異常検知

会計関連文書
議事録不正検出数値（ベクトル）

不正データ

教師あり学習

CNN

音声
財務諸表、株価、
企業内仕訳データ

問題点
• 不正データは入手できる？
• うまく分類できるか
• 過学習

テキストマイニング

図表4

イベントレポート
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「情報」という視点で捉える傾向は、監
査リスク・アプローチの導入を契機と
して「監査リスク」あるいは「事業上の
リスク」という視点から、監査業務の在
り方を問い直す意識が強くなったとき
から一段と顕著になったと言えます。
それ以前は、監査手続書や初期の監
査基準書に見られたように、監査上の
証拠とは間接証拠や状況証拠の監査
上の取り扱いを除き、証拠資料とほぼ
同義でした。
「情報」という極めて一般性の強い

概念が監査思考の展開に有用である
ことは確かですが、監査人が監査に
おいて基本的かつ中心的に関係する
情報は証拠です。この点は、しっかり
押さえておく必要があります。監査人
が監査において負う法的責任は、監
査人が入手し、評価し、依拠した証拠
であり、また証拠でなければならない
のです。AIは、証拠を提供することが
できるのでしょうか。AIは「データ」を
読み取り、分類（個別化）し、それを

「情報」として監査人に提供するにとど
まると理解すべきではないでしょうか。
その情報を監査人が「証拠」として受
け止めるには、いくつかの監査判断や
監査思考を経る必要があります。「証
拠」は監査人が “造り出した情報 ”とい
う一面を備えている、と理解する必要
があります。

私たちの社会において「証拠」と呼
ばれる情報に最も依拠する領域は裁

判で、その中心は裁判官です。証拠
法は、訴訟において関係者が入手・
評価・依拠することになる証拠の適格
性についてのルールを、論理や実践
を通じて法曹関係者が作り上げた「経
験の蒸留」にほかなりません。訴訟関
係者（原告・被告・裁判官）が重視す
るのは「証拠」──しかも、法的に厳格
な証拠で、単なる情報ではありませ
ん。証拠は、特定の事実を独特に映し
出した情報であり、事実の写像ともい
えますが、誰が特定の事実を、いつ、
どのような状況の下で、どのような意
識をもって認識するかによって事実の
映し出し方は異なるため、ここに「証
拠の評価」という作業が必要となりま
す。

興味あることに、監査人や裁判官は
「証拠」という概念を使いますが、科学

者は「データ」という用語を使います。
自然科学者、経済学者、あるいは実
証研究に従事する会計学者が等しく
言及する用語が「データ」です。彼ら
は、証拠という用語はもとより、情報と
いう用語さえも使用しないのではあり
ませんか。
「証拠」、「情報」、そして「データ」と

は、どのような関係にあるのでしょう
か。そもそも、「データ」とは何でしょ
う。ビッグデータやデータアナリティク
スなる用語が、これからの監査との関
係において言及されるようになると思
います。よく考えてみると、データとい
う用語には、そもそも中性的な薫りし
かしないのではないでしょうか。

データという概念の本質に迫る一つ
のきっかけは、“sense data”という言
葉です。これには「感覚所与」という訳
語が与えられています。訳語に与えら
れ た 本 質 的 理 解 を 突き詰 め れ ば 、
データとは「与えられたもの」というこ
とになります。さまざまな源から得ら
れたもの（与えられたもの）を読み込
み、分類し、体系的に整理し集めたも
のが、頻繁に使われているデータある
いはデータベースなのではありません
か。

このように考えると、証拠とデータ
の間には、大きな隔たりがあると言わ
ざるを得ません。AIの監査分野への
応用には、両者の間の隔たりを解決
する必要があります。しかし、これは
決して隔たりをなくすという意味では
ありません。

AIを監査に応用するには、監査人
の膨大な監査実践を学習させること
が不可欠です。米国では、証券取引
委員会（SEC）が、連邦証券諸法に違
反して監査を実施した監査人に対し
て行政処分手続きを行った案件につ
いて、詳細な内容を「会計・監査執行
通牒」を通じて公表しています。これ
は、不正会計・監査についての学術
的研究を含め、多く活用されていま
す。しかし、日本ではこうしたデータ
が蓄積されておらず、不正会計が見
過ごされたケースが分析・公表されて
いないという大きな問題を抱えていま
す。AIを監査で利用するには、財務諸
表を含むさまざまな情報源から得られ
るデータに加え、実際に起きた監査の
失敗例と重要な虚偽表示の可能性に
ついての監査人の懐疑の内実（証拠
の内実）を学ばせる必要があります。
AIは監査人の判断を支援するもので、
監査人の判断に取って代わるもので
はありません。監査人が監査判断をよ
り有効かつ効率的に行うための手段と
して、PwCあらたと滋賀大学がデータ
サイエンスの共同研究を推進されて
いることは、極めて意義深い、大きな
挑戦だと思います。ぜひ、成功させて
いただきたいと思います。
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