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現在、私たちは80億を超えるモノがインターネットに接続し、40億を超える人が

インターネットを利用しているつながった世界にいます。このつながった世界で、

米国や中国のテクノロジー企業は、国境や言語を超えて集めたデータを活用して大

きなスケールでビジネスを展開し、ユーザーは大きな便益を得ています。しかし、

その一方で企業が保有する個人情報の漏えいや、その不正利用などが問題視され

ており、ビジネスにおける個人データ活用がもたらす便益とプライバシー保護のバ

ランスについてあらためて考える契機になっています。

また、2017年春から夏にかけて世界中で被害が報告された「WannaCry」と呼ば

れるランサムウェア（身代金要求型ウイルス）の脅威は、いかに現代社会そのもの

がサイバーリスクを内包しているかを明らかにしたと言えるでしょう。欧州に端を発

したと言われている「WannaCry」ですが、日本でも大手企業をはじめ多くの企業が

被害を受けており、日本企業にとってもサイバーセキュリティマネジメントの重要性

はさらに高まっていくと考えられます。

本号では「サイバーセキュリティマネジメント」を特集テーマに据え、最新の技術

や脅威、セキュリティに関する国内外の動向を交えつつ、企業が迅速かつ的確にリ

スクを認識し、対応するためのマネジメント体制について論じています。まず「デー

タ重視経営におけるサイバーリスクと経営トップの意識改革」では、ビッグデータ活

用とサイバーセキュリティを両輪とした経営の勘所、経営者に求められる攻め／守

りのバランスについて解説します。次に「サイバー攻撃の地政学的な側面とインテ

リジェンスの重要性」では、地政学的緊張とサイバーリスクの関係性を説明した上

で、サイバー攻撃の被害から回復するスレットインテリジェンスの有効性を提唱し

ます。続く「IoT技術がもたらす期待とセキュリティ課題」では、IoT技術が社会に与

える影響とセキュリティ上の課題、そして製品セキュリティ対策として導入する企業

が増えている「PSIRT（Product Security Incident Response Team）」という組織体

制について解説します。最後の「自動走行に向けたコネクテッドカーのサイバーセ

キュリティ」では、“走るソフトウェア”となりつつある自動車の高度化（自動走行・コ

ネクテッドカー）とそのサイバーセキュリティ対策などを紹介します。

特集

サイバーセキュリティマネジメント
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はじめに
　2011年、世界経済フォーラム（WEF）は「Personal Data：The 
Emergence of a New Asset Class」という報告書の中で、「パーソ
ナルデータは、インターネットにおける新しい『石油』になる」と予
想していました。それから7年の月日が経ち、2018年、まさに
データを制する者がビジネスを制する時代になりました。社会は
WEFが予想したとおり、データ（特に顧客情報）の取り込みに躍
起になっています。顧客の消費動向やライフスタイルを精緻に
分析し、潜在的な需要を掘り起こし、年代や性別ごとの顧客セグ
メントや、場合によっては、顧客一人ひとりの特性に合った商品
やサービスを効果的なタイミング・手法でピンポイントに提供す
ることが、売上の増大に直結します。最新のコンピューティング
パワーをもってすれば、大量のデータを瞬時に分析することも可
能であり、そのためのコストは年々低下しています。一方、顧客
情報の取り扱いには十分な注意が必要です。各国の個人情報
保護規制に対するコンプライアンスや顧客のプライバシー意識
を軽視すると、大きな問題につながりかねません。サイバー攻撃
も一向にやむ気配はなく、経営者の攻めと守りのバランス感覚
が試されるテーマです。

1 データに基づく経営とは

長年の経験で培かった勘に頼る意思決定手法を捨て、
データに基づいたデータ重視経営を志向する企業が増加し
ています。技術的にそれが可能になったことに加え、実際に
業績を好転させる企業が増えているため、その重要性はも
はや否定のしようがなくなりました。

代表的な例が、プラットフォーマーと呼ばれる巨大テクノ
ロジー企業たちです。これらの企業は検索サイトやスマート
フォン、SNS、電子商取引などの顧客接点と、無尽蔵のクラ
ウドコンピューティング環境を併せ持ちます。入り口部分で、
機能の利便性やクールなライフスタイルを提供することで
顧客を取り込み、そこから入手した顧客データを裏に控える
クラウドで分析することによって、新しいサービスを開発し、
さらなる顧客の囲い込みを進めます。もはや市場は寡占状
態にあり、他社が容易に肩を並べることはできません。むし
ろ、これらのテクノロジー企業が提供するプラットフォーム
の上で商品や広告を展開することが、他社に唯一残された
戦略だといっても過言ではありません。
「旅行」にかかわる一連のプロセスを例に、プラットフォー

データ重視経営における
サイバーリスクと経営トップの意識改革

PwCコンサルティング合同会社 パートナー
PwC Japanグループ サイバーセキュリティ事業統括
山本 直樹

図表 1　質問：顧客に価値のある製品やサービスを提供すること以外で、顧客との信頼関係を構築する戦略や手法について、投資先あるいはフォローしている企業（投
資家の場合）もしくは自社（CEOの場合）はどの程度取り組まれているとお考えですか
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透明性向上
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ダイバーシティ＆
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（多様性の受容）の促進

サプライチェーンの
透明性向上

今後の労働者の
就業能力向上を目指した

教育機関や立法機関との協働

慈善活動への
取り組み

 投資家    CEO｢かなり｣と回答した割合（％）
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ムの在り方を見てみましょう。インターネットサイトで航空券
やホテルを予約すれば、Eメールで予約完了の通知を受け
ます。次の瞬間には、カレンダーアプリに旅行の日程が反映
され、地図アプリ上に表示されるホテルの場所には自分の
宿泊日程が表示されます。旅行当日、現地の空港に降り立っ
てスマートフォンの電源を入れると、ホテルアプリからのメッ
セージが表示されてオンライン・チェックインを促され、旅
行者向け口コミアプリからはホテル近隣のレストランをお薦
めされます。数々のサービスが同じプラットフォームの上で
連動していることがよくわかります。これは私自身の実体験
です。便利であることを実感しつつも、すっかり囲い込まれ
てしまっている現実に驚愕することも少なくありません。

データ活用を促進する動きは、大手のプラットフォーマー
以外でも見られます。先日の報道によると、地方公共団体と
通信事業者が百貨店やホテル、飲食店、レンタカーなどの
事業者約 20 社から、それぞれが保有する「インバウンド観
光客のデータ」を預かって分析し、その結果を各社に還元す
るといいます。各社が保有しているデータを単体で分析して
も情報が限定的だったため、効果的な分析ができませんで
したが、通信事業者や地方公共団体が提供するWi-Fiで得
られる位置情報、滞在時間などの情報と参加企業が保有す
るデータを組み合わせることで、これまで見えていなかった
新たな観光資源を開発できるそうです。

もはや、企業単体で画期的な商品・サービス・ビジネスモ
デルを開発して、市場を独占するようなイノベーションを生
み出すことは困難です。企業は「誰と組めば相互に補完関係
をつくり、エコシステムとしての強みを発揮できるのか」、「ど
うすれば、乗り遅れないように勝ち組グループに参画できる
のか」を模索しています。前述の例は「地域」という共通項で
ビジネスの目的を共有できたからこそ、エコシステムが組成
できたと考えられます。時には、ライバル会社と組むことも
選択肢になるでしょう。データの活用に正解はありません。

2
一筋縄ではいかない
プライバシー意識の取り扱い

データを活用する上で厄介なのが、プライバシーにかか
わる問題です。ひと昔前は、顧客情報はなるべく保有しない

（したくない）という企業が多く見られました。管理に手間が
かかる上に、万が一、データ漏えいが発生した場合に受け
る企業のダメージは大きいからです。そのため、顧客情報
を持っていてもあまり良いことがないと考えられていました。
それが最近になって、180 度転換した格好です。データ重
視経営を推進するためには、いかに多くのデータをかき集
めるかが鍵だからです。

消費者のプライバシー意識をコントロールすることは非常

に困難です。代表的なケースでは、大手企業が保有する個
人情報が流出し、不正に利用された可能性があるという問
題が発覚しました。大企業であれば通常、Webサイトにプラ
イバシーポリシーを掲げていますし、利用者は知らず知らず
のうちにそれらに同意していることが多いです。利用開始
後、自らプライバシー設定を変更することも可能です。しか
し、いざ今回のような問題が発生すると、正論を言っても火
消しにはなりません。

同様の問題は、過去に日本でも起きています。近年には
大手企業が、パーソナルデータを他社に販売したことが問
題になりました。販売されたデータには、氏名や電話番号な
どの個人が特定できる情報は含まれておらず、当時、何らか
の法規制に違反していたわけではありませんでしたが、利
用者に対する十分な事前説明がなかったため、反発を招き
ました。

これほど消費者のプライバシー意識は複雑なのです。同
じ属性情報（例えば、住所や氏名、年齢、職業）であっても、
対象とする個人が大人か子供かによって機微の程度は異な
ります。データを活用することは現代の経営にとって不可欠
ですが、手続きを誤ると大きなビジネスリスクを抱えること
になります。

今後、技術の発展によって、個人情報はより高い精度で
管理することが可能になります。AIスピーカーが家庭に入り
込んで音声データを収集すれば、趣味趣向や生活様式だけ
でなく、思想や信条まで把握できてしまいます。中国公安部
は、顔認証システムと監視カメラを利用して「いつでもどこ
でも、完全にインターネットに接続し、完全にコントロール
された」ネットワークの実現を目指す方針を打ち出していま
す。方向性を誤れば、民主主義の存続が脅かされ、SF映画
に出てくるような統制された監視社会、言いたいことが言え
ない息苦しい未来が待ち受けているのかもしれません。

3 GDPRの衝撃

2018 年 5 月 25 日、ついに EU の一般データ保護規則
（GDPR）が施行されました。違反時の制裁金が、最大 2,000

万ユーロもしくはグループ売上の 20％のいずれか高いほう
と高額であるため、たびたび話題になり、2年前に欧州委員
会でこの法律が採択されて以降、世界中の多くの企業が準
備を進めてきました。

大げさに聞こえるかもしれませんが、プライバシー保護は
民主主義の根幹です。特に欧州には特定の宗教や民族が迫
害を受けた悲しい歴史があり、政府や大企業などの巨大権
力によってプライバシーが侵害されることに対し、市民の抵
抗感は強いのです。そう考えれば、欧州において GDPRが
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成立したこと自体、理にかなっています。しかし、GDPRは
単なる個人情報保護の法律ではありません。

GDPRの特徴の一つに「域外適用」という概念があります。
GDPRは EUの法律ですが、EU居住者の個人情報を取り扱う
組織であれば、地球上のどこの国に存在していても、GDPR
が直接適用されるというものです。実は、欧州委員会が取り
締まりたいものは個人情報だけではなく、ビジネスそのもの
です。もっとストレートに言えば、GDPRの主たる標的は前述
したプラットフォーマーだと考えられます。現在世界を席巻
しているプラットフォーマーは、全て米国系企業です。プ
ラットフォーマーの勢いがあまりに強すぎて、地元欧州系の
企業のビジネスを圧迫している現実があります。欧州勢から
すれば、面白くないでしょう。

プラットフォーマーが得意とするインターネットビジネス
は、地理的な場所に依存しません。この点は、製造業とは大
きく異なります。自動車会社であれば、工場が造られ、地元
に雇用を創出し、税金を落としてくれます。従って、たとえ
外国企業であっても地元から歓迎されることが多いはずで
す。しかし、インターネットビジネスはこのような効果を生む
ことはなく、ただ消費だけが搾取されていきます。

GDPRは、EU居住者の個人情報を EU域外に移転する際
に高いハードルを設定しています。手続きさえ踏めば域外
移転も可能ですが、EU圏内に拠点を構えてデータを残して
もらったほうが、地元でのビジネスが活性化するという思い
があるはずです。

このように、GDPRとは「個人情報保護」の仮面をかぶった
一種の政治手法だと見ることができます。「個人情報保護」
に加え、本来「独占禁止法」で取り締まるべき領域や「租税
回避」の問題においても効果が期待されていることが透けて
見えます。実は、欧州以外でも自国の利権を守るために
GDPRと同じような法規制を課す動きが各国で見られます。
法規制を遵守しながら、データ活用を推進することの難易
度は、今後ますます高まるでしょう。

4
サイバーセキュリティにかかわる
経営者の投資判断

プラットフォーマーのビジネスモデルを見ても、地方公共
団体の取り組みを見ても、近年、企業間の相互依存関係が
強まっていることがよくわかります。これらの企業群は、イン
ターネットを通じて物理的につながっています。AIや IoTが
普及すれば、つながりの様相はさらに複雑さを増すでしょ
う。しかし、高度につながり合った社会は、サイバーセキュ
リティを難しくしてしまいます。

サイバーセキュリティを企業単体で考える際は、外界から
襲い来るサイバー攻撃への対策は比較的シンプルに考える

ことができました。しかし、複数の企業が集まってビジネス
を行うエコシステムの単位でサイバーセキュリティを設計し
ようとすると、侵入経路の特定はそれほど易しくありません。

この事実は、昨年大きな問題となって注目を集めました。
WannaCryと呼ばれるランサムウェア（身代金要求型ウイル
ス）が世界中で猛威を振るったことで、操業停止に陥る企業
が続出したためです。サプライチェーンなど、エコシステム
を形成する企業群の中で、どこか一つでもランサムウェアに
感染する企業があればエコシステム全体が停止し、全ての
企業に影響が及ぶ可能性があります。また、高度につながり
合ったエコステムのネットワークを通じ、ランサムウェア自体
の感染が広がってしまうリスクもあります。

生き残るためには他社と手を組むことが不可欠ですが、手
を組めばサイバーリスクは大きくなる、という皮肉な問題に直
面します。しかし、逆説的に見れば、この難問をクリアした者
だけが大きな差別化要素を手に入れるという見方もできます。

PwCグローバル投資家意識調査 2018の結果を見ると、
「（顧客に価値のある製品やサービスを提供すること以外で）

顧客との信頼関係を構築する戦略や手法」を問う設問に対
し、世界の投資家が最も多く指摘したのは「サイバーセキュリ
ティに関する投資の拡大（64％）」（P6 図表 1）でした。サイ
バーセキュリティ対策は、もはや単なるコストではなく、付加
価値を生み出す投資です。今、まさに経営者のセンスと判断
が問われています。

山本 直樹 （やまもと なおき）

PwCコンサルティング合同会社 パートナー
PwC Japanグループ サイバーセキュリティ事業統括
コンサルティング業界で20年以上の業務経験を持ち、金融機関や大手製
造業などに対して、サイバーセキュリティ、ITガバナンス、アイデンティティ
管理、事業継続管理、IT組織改革、ITコスト管理、内部統制など、幅広い分
野のサービスを提供。入社以前には、外資系コンピューターメーカーの情
報セキュリティ統括責任者として情報セキュリティ管理、顧客情報のプライ
バシー保護、インシデントレスポンス、事業継続管理、SOX法対応に従事し
た経験も持つ。日本市場においては、サイバーセキュリティやITリスク・ガ
バナンスの専門家として認識され、テレビ、雑誌、ウェブなどでのコメント・
寄稿やセミナー・カンファレンスでの講演などを数多く務める。近著『サイ
バー攻撃に勝つ経営』（日経BP社）。公認情報システム監査人（CISA）、公認
内部監査人（CIA）。
メールアドレス：naoki.n.yamamoto@pwc.com
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サイバー攻撃の地政学的な側面と
インテリジェンスの重要性

PwCサイバーサービス合同会社
最高執行責任者
パートナー　星澤 裕二

1 地政学的な敵の典型的な手法

近年、多くの攻撃は、送信者を実在の組織からのものに偽
装するなど、攻撃の犠牲者となる受信者をだます巧妙な手法
を悪用した標的型メールが発端となります。受信者が添付
ファイルやメール本文のリンクをクリックすると、悪意あるソフ
トウェアがインストールされます。組織内部に侵入した悪意あ
るソフトウェアは、攻撃者が外部から遠隔操作を実現するた
めの機能を持っています。そして、インターネット上の C&C
サーバや C2サーバと呼ばれる、攻撃者が指令を送るための
サーバに接続し、攻撃者からの遠隔操作を可能にします。攻
撃者は、組織内のネットワークを縦横無尽に動き回り、データ
の窃取や破壊などの目的を達成していきます。このような攻
撃は、高度に狡猾化しているため、攻撃を受けている企業や
組織が自身で気が付くことは極めて困難で、実際、外部から
の指摘で初めて攻撃が発覚するケースは少なくありません。

2015年 6月、米連邦人事管理局（US Office of Personnel 
Management：以下、「OPM」。）は、サイバー攻撃による個
人情報の流出を発表しました。具体的には、政府職員など
に関する氏名、住所、社会保障番号などの個人情報約 420
万人分が流出したというものです。また、その翌月には新た
に別のハッキングで、身辺調査対象者 1,970万人と採用候
補者の配偶者や同居人など180万人、計 2,150万人分の個
人情報が盗まれたと明らかにしています。2度目のハッキン
グの被害者 2,150万人のうち360万人は 6月に発表された
4 2 0 万 人の中に含まれており、2 件 合 わせた被 害 者は
2,210万人にも上ります。攻撃者は、社会保障番号のほか、
採用希望者の健康・財政状態、犯罪歴の有無、家族構成な
どの情報に不正アクセスしており、さらに110万人分の指紋
情報も盗まれていたといいます。発表当時、ジェームズ・ク
ラッパー米国家情報長官は、中国政府が関与している旨の
発言をしています。また、2017年 1月11日、大統領のトラ
ンプ氏の最初の記者会見中、中国が OPMへの攻撃を実行
したとも発言しています。

はじめに
　今日、陸・海・空・宇宙に続く、第 5の戦場と呼ばれるサイ
バー空間も、国家間や地域間での紛争など国際政治の影響
を受けています。地政学的リスクとサイバーリスクによる脅威
はビジネスにとって極めて重要な課題であり、多くのビジネス
リーダーは、政治不安の高まりによるサイバーリスクに積極的
に取り組むことを検討しています。
　PwCグローバル投資家意識調査 2018の調査結果において
も、投資家およびアナリストの 41％がビジネス上の最大の脅
威として「サイバー脅威」を挙げています。その順位は 2017年
の 5位から上昇し、2018年ではトップとなりました。また PwC
が実施した「第 21回世界 CEO意識調査」の結果によれば、ほ
ぼ同じ割合（40％）の CEOが「サイバー脅威」を最大の脅威に
挙げています。さらに、投資家が考える企業の成長に対する
脅威のトップ 5は、「サイバー脅威」に続き、「地政学的な不確
実性」（39％が「非常に懸念している」と回答）となっています。
　本稿では、サイバー攻撃の地政学的な側面とインテリジェ
ンスの重要について述べます。

特集：サイバーセキュリティマネジメント
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図表1-1：地域ごとの攻撃者別インシデント割合

図表1-2：業界ごとの攻撃者別インシデント割合

出所：グローバル情報セキュリティ調査2017

出所：グローバル情報セキュリティ調査2017

グローバル情報セキュリティ調査 2017の調査結果から、
高いスキルを持った攻撃者によるインシデントの頻度は多く
の場合、地理的地域間で類似していることがわかります（図
表 1-1、1-2）。他の地域と比較して、中東およびアフリカに
おいて、国家に起因するという回答者の数は少なかったも
のの、国家に起因するセキュリティ侵害は、前年と比べて
166％増加しています。これは、地政学的な紛争の発生率
が高いことを考えると驚くべきことではありません。また、
ヨーロッパは、国家による攻撃が前年比で 26％増加し、社
会的・政治的な主張を目的としたハッキング活動（ハクティ
ビスト）に起因する攻撃が 22％増加しています。北米では、
国家に起因するインシデントはわずかに減少し、ハクティビ
ストによる活動は 7％増加しています。南米は、国家による
セキュリティ侵害で2桁台の上昇となっています。

次に業界ごとの状況を見てみると、あらゆる業界のビジネ
スは、地政学的脅威に対して脆弱であることがわかります。
エンターテインメント＆メディア、石油・ガス業界において
は、国家による攻撃事件が最も多いことがわかりました。 情
報通信、自動車、金融サービスは、アクティビスト／ハクティ
ビストに起因する事件を報告する可能性が最も高く、テロリ
ストによる事件は、航空宇宙・防衛、公益事業会社によって
報告されることが多いです。

2 グローバルの地政学的な火種と紛争

サイバー空間と現実世界において危険な結果を招く可能

性があるため、世界中で政治的改革が広がっています。国
家安全保障目的のための国家間サイバースパイ活動を国
際的なルールの範囲内にあると見なしています。これは、
グローバルなコンセンサスは存在しませんが、サイバー空
間での紛争を支配するルールに基づいています。一方、さ
まざまな規模の国々は、地政学的目的を推進する手段とし
て、攻撃的なサイバー能力を獲得しています。また、その
ような機能の一部が盗まれて漏えいしています。洗練され
たハッキングツールが普及するにつれて、世界中の影で活
動するさまざまな国家や犯罪者が、地政学的脅威を引き起
こす可能性が増しています。地政学的緊張とサイバーリス
クの潜在的な交差は世界中で見いだされます（図表2）。

2015 年 11 月、G20は重要インフラの保護を含むサイ
バー空間における自主規範を支持しましたが、その後、国
連は特定の国際法の適用可能性について合意に達すること
ができませんでした。一方、サイバー攻撃は、すでに重要イ
ンフラに物理的な損害をもたらしています。

2015年 12月、ハッカーたちがウクライナの電力配電シス
テムに侵入し、23万世帯への電力配給を止めたと報じられ
ています。電力は数時間で回復しましたが、配電システムは
数カ月間影響を受けたのです。ウクライナはロシアによるサ
イバー攻撃と非難しましたが、クレムリンは関与を否定しま
した。また、2016年、韓国は北朝鮮に対し、政府役人のス
マートフォンへの不正アクセスなど多くの深刻なサイバー攻
撃を非難しました。

ブラジルでは、政治的経済的な問題がハクティビストの新
た な 波 を 引 き 起 こして い ま す 。2 0 1 5 年 の 夏 頃 から

アクティビスト／ハクティビスト	 情報通信
24％
自動車
23％
金融サービス
21％

国家	 エンターテインメント＆メディア
17％
石油・ガス
13％
エネルギー・資源・鉱業
13％

テロリスト	 航空宇宙・防衛
15％
公益事業
14％
テクノロジー
12％

出所：グローバル情報セキュリティ調査2017

北米 南米 ヨーロッパ アジア太平洋地域 中東・アフリカ

アクティビスト／ハクティビスト 17% 17% 21% 21% 18%

国家 9% 9% 10% 10% 7%

テロリスト 8% 11% 11% 10% 14%

アクティビスト／ハクティビスト
情報通信

24%

自動車

23%

金融サービス

21%

国家
エンターテインメント＆メディア

17%

石油・ガス

13%

エネルギー・資源・鉱業

13%

テロリスト
航空宇宙・防衛

15%

公益事業

14%

テクノロジー

12%
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Anonymous Brasilとして知られるハッキンググループによる
リオ五輪の抗議活動のオペレーション（#OpOlympicHacking）
を開始し、リオデジャネイロでいくつかの政府のウェブサイト
をダウンさせました。

また、ソーシャルメディアとインターネットによって引き起
こされるイスラム主義テロの継続的な拡大があります。過激
派組織は、ソーシャルメディア、携帯電話、暗号化されたコ
ミュニケーションチャネルなどのツールを引き続き活用し、
攻撃を調整し、宣伝を広め、情報を共有します。 例えば、
130人の死者を出した 2015年のパリ同時多発テロ事件の
犯行グループは、暗号化されたメッセージングアプリを使用
していたといわれています。

3 スレットインテリジェンスを活用し、
回復力を高める

特に激動する地理や政府において、政治的なイベントを
予測することは、不可能ではないにしても難しいこととなり
ます。これは、ビジネスリーダーが、サイバー攻撃などのイ
ベントから復帰する能力である回復力、つまりサイバーレジ
リエンスを開発する必要性を強調しています。米国家情報
委員会（NIA）は、世界的な動向報告書に、今後、重要イン
フラを維持する上で、レジリエンスがますます重要になると
指摘しています。

レジリエンスを実現する上で重要になるのが、スレットイ
ンテリジェンスの活用です。

スレットインテリジェンスとは、サイバー空間における攻

撃や脅威などに関する情報を分析して得られる知識のこと
です。社内にSOC（セキュリティオペレーションセンター）の
機能を有する企業であっても、仮に、その監視対象が社内
で発生したログやイベントのみの場合、それらがどのような
意味を持つのか、正確に分析することは難しいのです。一
方で、世界中のサイバー空間で発生した事象を取りまとめ
たスレットインテリジェンスを有効に活用すれば、世の中で
起きているサイバー攻撃のトレンドや効果的な予防方法を
ほぼリアルタイムで知ることができます。そのため、自社に
攻撃が来襲する前に準備が可能になります。また、ゼロデ
イ攻撃のような未知の脆弱性を狙った攻撃を早急に検知す
ることも可能になります。今後、スレットインテリジェンスに
関連する市場は、2020 年までに年平均成長率（CAGR）
11％で拡大する見込みであり、大きな注目を集めていま
す。

ますます巧妙化する昨今のサイバー攻撃に備えるために
は、配信されたスレットインテリジェンスを担当者が読み取
り、手作業で対策を講じるのではなく、IPアドレスやファイ
ルのハッシュ値など、攻撃の痕跡情報を自動的にセキュリ
ティ機器に取り込む対策が効果的です。これまで、標的型攻
撃の多くは、情報漏えいなど、目に見える被害もしくはそれ
に準ずる自社システムの変化によって検知されてきました。
つまり、それは攻撃や甚大な被害が発生した後の調査とな
るのです。ビジネス上の影響が出る前に手を打つには、ス
レットインテリジェンスの自動適用を推進することが有効と
なります。

図表2：グローバル地政学的リスク

国 問題 リスク

中国 ● 南シナ海における領土問題
● 保護主義的なサイバーセキュリティ法
● 外国企業に対する規制の強化

● 中国は領土問題に対してより一層積極的なアプローチを取るかも
しれない

● 新しいサイバーセキュリティ法は、外国企業に新たな規制を導入
する可能性がある

イラン ● 包括的共同行動計画（イラン核合意）の不確実性
● イランの核開発計画とミサイル実験に対する米国との政治摩擦の
高まり

● 重要インフラ崩壊の可能性
● 悪意あるサイバー活動に関与した組織・団体に対する新たな制裁
の可能性

北朝鮮 ● 韓国政府、企業、電力会社に対する攻撃の増加
● 弾道ミサイルの発射により、米国やアジア諸国との関係を弱める

● 企業や政府に対するサイバー攻撃の可能性がある
● ミサイル発射実験の結果、敵対行為拡大の可能性

ロシア ● 地域内および西側諸国との緊張
● 重要インフラのサイバーセキュリティ
● 米国大統領選のロシア介入疑惑捜査

● 米国務長官は、2017年7月に、アメリカとロシアが対処すべき共
通の枠組みを必要としていると述べた

シリア ● 政府と反政府勢力との内戦
● ISIS拠点

● 不安定性が地域内の他の国々に広がる可能性がある
● イスラム教の政治運動は、断片化して広がる可能性がある

アメリカ ● 保護主義政策と脱グローバリゼーション
● 米国大統領選のロシア介入疑惑捜査
● 重要インフラのサイバーセキュリティ
● 他の政府に対する制裁

● サイバー抑止力を高めるためにホワイトハウスはサイバースペー
ス内の他の国々の行動にもっと反対し、敵にコストを課すことを
目指すかもしれない
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4 まとめ

地政学的リスクがサイバー空間全体に広がり、大きな被
害をもたらすということは理論上の世界ではなく、もはや現
実となっています。

地政学的な不確実性に対するリスクベースのアプローチ
は、グローバルな政治活動へのより良い見通しとリスクが
個々のビジネスにどのように影響を及ぼすか脅威を予測し
管理するのに役立ちます。また、地政学的状況を積極的に
監視し、影響と損失を最小限に抑えるための対応計画を実
施することが可能です。

適切な技術、プロセス、および人々のスキルを戦略的に
慎重に考慮して組み合わせることで、より弾力のあるサイ
バーセキュリティ機能を構築し、組織の保護を可能にしま
す。これは、最終的に、信頼性を高め、競争力のある利点を
生み出すことができるのです。

星澤 裕二 （ほしざわ ゆうじ）

PwCサイバーサービス合同会社 最高執行責任者
パートナー
1998年に大手米国 IT企業にて、インターネットセキュリティ研究所のマ
ネージャーとして、セキュリティの研究や新種マルウェアへの対応、脆弱性
情報の収集・分析などを担当し、国内におけるマルウェア研究における地
位を確立。2004年より、サイバーセキュリティ専門企業の設立に参画。最
高技術責任者として設立当初よりコア技術開発に従事。2015年PwCに参
画。同年 10月にサイバーセキュリティサービスを提供する法人を設立し、
国内外のサイバーセキュリティ動向に精通したサービス提供に従事。
サイバーセキュリティに関して多くのIT関連出版物に寄稿。著書に『ウイル
スの原理と対策』、『アナライジング・マルウェア』がある。また、複数のサイ
バーセキュリティの国際会議でセキュリティ問題に関する研究発表も行って
いる。
総務省、NISC（内閣サイバーセキュリティセンター）、IPA（情報処理推進機
構）、情報処理学会などにおいて多くの研究会委員、有識者会議メンバー、
座長などを務める。2007年度の経済産業省商務情報政局長表彰「情報セ
キュリティ促進部門」を受賞。
メールアドレス：yuji.hoshizawa@pwc.com
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1 IoTが生み出す社会的インパクト

IoT技術によってマシンとマシンがつながり、それにより
現場で起こっていることを正確かつ迅速に把握でき、制御で
きるようになります。この IoT技術が社会にどのようなインパ
クトを生み出すのか、最初にこの点を考えます。

コネクテッドカー、車の自動運転は IoTを活用した最も大
きな期待エリアと言えます。もちろん、自動運転のためには
IoT技術以外のさまざまな技術が必要になりますが、IoTも
その実現に向けて大きな役割を担います。自動運転が実現
すると、どうなるのでしょうか。ドライバーである自分の運転
が楽になる、という一義的な価値にとどまりません。免許証
の返納を考えていた高齢ドライバーの運転可能期間を5年、
10年延ばすことができるかもしれません。それにより、車市
場は数パーセント拡大するでしょう。自動運転前提の専用道
路を造る方法もあります。このようなインフラがあれば、電
車での移動と同様に、ある区間での到達時間をリアルタイ
ムかつ正確に予測できるようになる可能性もあります。

製造業の課題の一つは、消費者向けの製品を造っていな
がら、消費者と直接つながっていないことでした。販売店を
通して消費者へモノを届けるため、誰が・いつ・どのように
その製品を使用しているのかを直接把握することが難しい
ビジネス形態になっています。IoT技術で稼働している製品
と製造企業がつながることができれば、この点でも大きな転
換が期待できます。このサイズの洗濯機は毎日どのぐらい
の量の洗濯物に使用されているのか、冷蔵庫は一日何回開
閉されているのかといったリアルな使用状況を把握できれ
ば、最適な製品開発につなげることが可能になります。

自動販売機とIoTで考える将来像はどうでしょうか。日本に
は約500万台の自動販売機が設置されていますが、この半数
が飲料自動販売機で、温度センサーなどが搭載されていま
す。一方、気象観測システムのアメダスは、全国で約 1,300
箇所に設置されています。もちろん、自動販売機のセンサー
はアメダスのように公式な気温・雨量を計測するわけではあ

はじめに
　IoT （Internet of Things ：モノのインターネット）の時代
が到来します。いえ、もうすでに始まっていると言うほうが正
確かもしれません。2017年の PwCのグローバル調査では、
2017年までにすでに 84億台の “モノ”がインターネットにつ
ながっており、東京オリンピックを迎える 2020年までに 200
億台を超えると報告しています。インターネットの発達によっ
て人がつながり、情報の迅速かつ平等な分配が実現しまし
た。今度はこのネットワークに “モノ ”がつながります。つな
がるものが人からモノへ変わることによって社会のインフラ
は大きく転換し、これに伴ってさまざまな新しいビジネス機
会が生まれることが期待されます。その一方で、同時にセ
キュリティの懸念が生まれます。
　これだけの “モノ”がインターネットへつながることによっ
て社会がどう変わっていくのか、そして、その社会の変化を
健全に進めるために、セキュリティという視点では何を支え
ていかなくてはならないのか、本稿ではこの課題について考
えていきます。

IoT技術がもたらす期待とセキュリティ課題

PwCコンサルティング合同会社
サイバーセキュリティ＆プライバシー 
パートナー　外村 慶
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りませんが、自動販売機を飲料を販売するマシンと捉えるの
ではなく、全国 500万カ所に点在したセンサーとして捉える
ならば、全く別のビジネスの展開が期待できます。コンビニ
エンスストアが街の便利な小売店から、公共料金の支払い、
切手・はがき販売、商品宅配サービス、 チケット購入、住民
票の交付など生活のワンストップサービスへと遷移したよう
に、自動販売機も大きな転換が期待できるかもしれません。

2  ITからIoTへ拡張するセキュリティ課題

IoTの技術が社会に計り知れない大きなポジティブインパ
クトをもたらす可能性がある一方、両輪で捉えなくてはなら
ないのがセキュリティの問題になります。

セキュリティの課題に日々直面されている企業は、ここ数
年のセキュリティ問題の変化の激しさには大いに頭を痛め
ていらっしゃるのではないでしょうか。ほんの少し前まで、セ
キュリティ課題は IT環境の課題でした。具体的に言えば、
メールや Web閲覧、あるいは外部向けに公開しているサー
バーといった ITに限ったものでした。ところが、近年の IoT
領域におけるテクノロジーの進歩、そしてビジネス機会の期
待を受けて、セキュリティ課題も同時にIoT領域へとその守
備範囲を広げる必要性が出てきました。

PwCの調査では通信、ITおよび自動車業界にて、IoTサイ
バーセキュリティの戦略立案に非常に積極的であることが明
らかになっています（図表 1-1）。また、自動車、工業製品、
IT業界では IoTセキュリティについて、調査対象の半数以上
が投資を計画していると答えています（図表1-2）。

私たちは IT環境でセキュリティ課題に取り組んできまし
た。この経験を持って、次は IoT環境に取り組まなければな
りません。

この2つの課題はセキュリティという意味で共通ですが、課
題対策を考えるとき、その性質の違いから全く別の考慮が必
要になります。次の章でその相違点について考えていきます。

　

3 IoT環境のセキュリティ課題の特徴 

IoT環境のセキュリティ対策を IT環境以上に困難にさせる
特徴は、その規模の爆発性にあります。冒頭で2020年には
200億台の接続と記載しましたが、爆発性はその台数にとど
まりません。その種類の多さは、同様に大きな課題となりま
す。限られた種類のOS上で比較的限られたアプリケーション
を使う、そして企業によっては全てのデバイスで何が動いて
いるかを把握しているIT環境とは違い、多種の OS上でそれ
ぞれに特化した動作をするのが IoT環境です。そして、時間
と場所の概念も変わります。数年の使用で入れ替わることを
前提に考えられるIT環境に対し、IoT環境では10年を単位と
して考える必要があります。使用時間が延びれば、すなわち
動作環境が増えることにつながり、前述の種類の増加につな
がります。また、企業内の使用場所を特定できるITデバイス
に対し、出荷して自社の手を離れ、消費者環境で使用される
ことが前提の IoTデバイスは、当然ながら手の届くところに
ないことを前提とした対策の考慮が必要になってきます。

このように、台数×種類×時間×場所の 4 項のかけ算が
IoT環境の規模の爆発を生み、セキュリティ対策を量的に圧
倒的に困難にします。

また、一方、質的な相違点としては、サイバー空間と現実
空間の接点の変化もIoT環境の特徴の一つとして考慮すべ
き点になります。俯瞰して捉えると、サイバーセキュリティの
問題はサイバー空間という仮想的な空間と現実の空間をつ
なぎ合わせる接点で発生してきました。IT環境で言えば、サ
イバー空間と現実空間の接点はユーザー、つまり人です。
人を詐称したり、巧みにだましてその動作を誘導したりとい
う手法でサイバー空間への入口で現実を歪曲するのが主な
問題の手口であり、入口でした。逆に言えば、その対策方法
は人を想定した点に糸口があり、例えば、その人がその人
であることを確かにするための認証の強化や、メール や
Webといった接点を絞ってその箇所での動作を制御すると
いった手法が発達してきました。

IoTに置き換えてみるとどうでしょうか。IoTの世界では人
は存在せず、Machine to Machine （MtoM）の世界になり
ます。IoTデバイスというマシンがサイバー空間へ踏み込む
入口である、という構造は同じですが、パスワードや 2要素
認証といった人を想定した時に培った認証の手法は使えま
せん。この点においても、別の方法論の採用が必要になりま
す。また、その入口を通して送られてくるものは、マシンに

図表1-1：IoTサイバーセキュリティ戦略の立案に積極的な業界

図表1-2：2017年、IoTセキュリティへの投資を計画している業界

通信
78%

IT
73%

自動車
69%

自動車
55%

工業製品
55%

IT
53%

出典：PwC、CIOおよびCSO「グローバル情報セキュリティ調査2017」（2016年10月5日）
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搭載されたセンサーが捉えたデータになります。ここもITと
同様のフレームで考えるならば、センサーから送られてくる
データ、あるいはその動作についてセキュリティの観点での
コントロールが必要になってきます。

以上のように、量的にも質的にもIoTのセキュリティは今ま
で以上に複雑な課題が山積しています。

4 IoTの健全な発展を支えるために

IoT技術を組み込んだ製品セキュリティ対策の一環とし
て、PSIRT（Product Security Incident Response Team）と
いう組織体制を敷く企業が増えています。CSIRT（Computer 
Security Incident Response Team）が企業内のIT環境のセ
キュリティインシデント対応であるのに対し、PSIRTは企業
が作り出す製品のセキュリティインシデント対応を担いま
す。PSIRTは製品の品質保証・管理から派生することが多い
ため、出荷後の製品の管理体制に目が行きがちですが、そ
の役割は出荷前の工程にも及びます。PSIRTの役割は、そ
の企業の製品の研究開発から製造、出荷、そして市場利用
フェーズを経て廃棄に至るまで、そのライフサイクルを通し
てセキュリティ観点での健全性を保つことにあります。

図表 2はPSIRTの具体的体制の一例になりますが、特徴は
品質管理部門、サービス部門、開発、ITと多くの部門との連
携が必要になる点にあります。例えば、CSIRTであればイン
シデントの発生や予防などのトリガーは外部から入手する脅
威・脆弱性情報、あるいは自組織へ連絡された報告などでし
た。一方、PSIRTではこれらに加え、お客さまからの問い合わ
せ、関連企業からの連絡、開発部門からの情報、CSIRTとの
連携と多岐にわたります。特に他部門連携、組織づくりで要
となるのが開発部門との関係です。脅威・脆弱性情報が手元

に届いたときに、そのインパクトを精査して次のアクションに
移るためには、セキュリティの知識だけで不十分です。製品
の中で対象となるセキュリティ課題箇所がどのように使用さ
れているのか、そして関連する機能あるいは製品自体に、そ
の対応までに使用制限をかけるとなるとどのようなビジネス
インパクトが発生するのか、といったより実務的な視点を同
時に検討する必要があるからです。このような理由から、多く
の企業では PSIRTと開発部門をまたがって人員を配置する
組織体制を選択されています。一方、大きな課題としては判
断基準策定の困難さです。セキュリティ技術の観点で一定の
判断基準を作成できたCSIRTと違い、製造物単位でよりきめ
細かな議論が必要になります。PSIRTを設置した多くの企業
が、この点の整備に取り組まれているのが現状です。

5 おわりに

本稿の冒頭で、IoTの時代はもうすでに始まっていると記
載しました。ビジネスは、人が求めるものを提供する方向へ
と力学が働きます。そして、それに追随するようにセキュリ
ティの課題が発生します。IoTの時代を健全に発展させるた
めに、新たな社会インフラ構築の支えとなるために、まさに
これからがセキュリティ対応の本番と考えています。

図表2：IoT製品の品質管理体制例

経営層

品質管理部門

PSIRT

開発部門サービス
部門 IT部門

報告／判断要請（必要に応じ）

連携（必要に応じ）

指示・協議

報告

報告

報告

報告

連携 指示

不具合に
関する情報

脅威／脆弱性に
関する情報

外村 慶 （とのむら けい）

PwCコンサルティング合同会社
サイバーセキュリティ＆プライバシー パートナー　
大手外資系コンピューター企業にてキャリアをスタートし、ソフトウエアの
開発販売、事業戦略策定、役員補佐を歴任。2010年より、大手外資系セ
キュリティソフトウエア会社にて日本法人COOとして日本市場における戦略
と実行を担当。2017年、PwC コンサルティング合同会社に入社。
メールアドレス：kei.tonomura@pwc.com
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はじめに
　サイバー攻撃によって自動車が遠隔操作され、重大な事故が
引き起こされる――。つい最近までは空想にすぎなかったこのリ
スクが、いまや現実味を帯びてきていることをご存じでしょうか。
サイバー攻撃のターゲットは、従来のIT機器から自動車や公共
インフラへと広がっています。コネクテッドカーと呼ばれる自動車
には、インターネットやWi-Fiなどの外部との接続点が多数組み
込まれ、これらが新たなアタックサーフェスとなるのです。幸い、
現時点ではこのようなサイバー攻撃に起因する事故は報告され
てはいませんが、米国では早くも自動車メーカーの車両システム
においてステアリングやブレーキが遠隔操作される脆弱性が報
告され、140万台がリコールされる事態へと発展しました。もし、
このような脆弱性が悪用されることがあれば、自動車産業のみな
らず社会全体の脅威となります。自動車のサイバー攻撃に対す
る耐性を高めるためには、どのようなサイバーセキュリティ対策
が必要なのでしょうか。

1
コネクテッドカーおよび自動運転車を
取り巻く環境と脅威

コネクテッドカーおよび自動運転車のマーケットには、従
来の自動車メーカーのみならず、IT企業や新興企業が参入
し、さまざまなシステムやサービスを開発しています。その
分野はライドシェアやカーシェア、ホテル、保険、盗難防止、
緊急通報など多岐にわたります。いずれも自動車外部との
接続を前提とし、スマートデバイスとの Wi-Fi接続、外部の
クラウドサービスとのセルラー通信、位置情報サービスのた
めの衛星通信などを使用します。

このような高度なシステムやサービスを実現するために
は、車両システムそのものがインテリジェントである必要が
あります。自動車はいずれ「走るソフトウェア」と化すでしょ
う。巨大化したソフトウェアの品質維持はたやすいことでは
ないため、後からソフトウェアを無線で更新する技術、OTA

（Over The Air）の実装が現実的なソリューションとして注目
されています。スマートフォンのように、購入後にファーム
ウェアをアップデートする仕組みを自動車の車両システムに
も取り入れようという発想です。

高度な自動走行の実現に向けて関心を集めているのが、
V2X（Vehicle-to-Everything）と呼ばれる技術です。V2X
は、自動車を外部の「何か」と接続して自動走行などのサー
ビスを実現するための通信技術であり、自動車が他の自動
車と接続するV2V（Vehicle-to-Vehicle：車車間通信）、自動
車 と 交 通 イン フ ラ が 接 続 す る V 2 I（ V e h i c l e - t o -
Infrastructure：路車間通信）などがあります。

自動走行やコネクテッドサービスを前提とした自動車に
は、外部と直接的に接続するための通信インターフェース
やセンサーが無数に組み込まれることから、サイバー攻撃の
リスクが大幅に高まります。例えば、交通インフラから自動
車に対して大量の通信パケットが送り付けられて機能が麻
痺したり、OTAの機能が悪用されてアップデートするソフト
ウェアが改ざんされたりすれば、重大な自動車事故につな
がります。リモートからのドア操作、エンジンの始動、ステア

自動走行に向けた
コネクテッドカーのサイバーセキュリティ

PwCコンサルティング合同会社
サイバーセキュリティ＆プライバシー
ディレクター　林 和洋
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リングの操作といった制御機能の遠隔操作が現在の市販車
両で可能であることは、世界の研究者やホワイトハッカーに
よって指摘されています。

2 関連する法令やガイドラインの整備状況

未来に備え、世界各国で自動車のサイバーセキュリティ確
保のための法令やガイドラインの整備が進められています。

米国では、2015年 7月に「Spy Car Act法」が提出されま
した。同法では、自動車を販売する企業に対し、車両をサイ
バー攻撃から保護するための機能整備やプライバシー保護
機能の整備を求めています。また、2016年には自動車業界
のサイバー情報共有組織であるAuto-ISACや NHTSA（米国
運輸省道路交通安全局）から、自動車のサイバーセキュリ
ティを確保するためのガイドラインが発行されています。さ
らに、SAE（自動車技術者協会）からも車両システムのライフ
サイクルに応じたセキュリティ対策のためのガイドが発行さ
れています。

欧州では、国連欧州経済委員会の下部に設置された
WP29（自動車基準調和世界フォーラム作業部会29）におい
て、自動車のサイバーセキュリティおよびデータ保護のため
の対策ガイドラインの策定が進められています。

日本では、JAMA（日本自動車工業会）がサイバーセキュリ
ティに関する業界方針を作り、JSAE（自動車技術会）が標
準・基準を整備し、JASPARが車両システムセキュリティの
標準技術の整備を進めています。

各国での自動車サイバーセキュリティに関する法令やガイ
ドライン作りは、まさしく現在進行形です。自動車メーカー
やサプライヤーは各国の動向を読みながら、独自の判断で
自社製品のサイバーセキュリティ確保に向けた体制整備を
進めていかなければなりません。

3
セキュリティを考慮した車両システム開発

（SDLC：Secure Development Life Cycle）

コネクテッドカー・自動運転車のセキュリティを確保する
には、ライフサイクル全体にわたって対策を検討していかな

ければなりません。ライフサイクルは、「企画・開発」、「製
造」、「市場利用」、「廃棄」という4段階に分けることができ
ます（図表1）。

一般的に、車両システムの開発は「V 字の開発モデル」
（P18 図表2）で行われます。この開発モデルは、仕様工程と

テスト実行を対応するように配置して検証する手法です。セ
キュリティ上の問題となる脆弱性は仕様書や設計書、ソース
コードに潜んでおり、何の対策も取らなければ、車両システ
ムは脆弱性を抱えたまま市場に出回ることになります。SDLC

（Secure Development Life Cycle）では、脆弱性を限りなく
ゼロに近づけることを目指します。

基本となっているのは、製品の企画・設計段階という上流
工程で適切なセキュリティ要件を組み込んでおく「セキュリ
ティ・バイ・デザイン」という考え方です。初期段階でセキュ
リティ上の問題を解決しておくことで、後戻りが少なく、納期
を守り、コストを最小限に抑えることができると考えられて
います。

設計段階では、完成した設計でサイバー攻撃を防ぐこと
ができるか否かの判断が難しいという問題点があります。こ
の問題を解決するのが脅威分析です。脅威分析では攻撃者
視点で設計上の脆弱性がないかどうかを洗い出し、2つの
効果が期待されます。一つは、設計段階特有の脆弱性、例
えば認証機能の不備や暗号設計の不備を発見することで
す。このような脆弱性は、バッファオーバーフローや SQLイ
ンジェクションなどのコーディング時の脆弱性とは異なり、
プログラムコードからは発見できません。もう一つは、想定
した被害やサイバー攻撃への対処方法を体系的に理解する
ことです。脅威分析によって、システム設計がセキュリティ
要件を満たす（つまり、脅威によって被害を受けないように
する）ために必要な条件を論理的に説明することができるよ
うになります。代表的な脅威分析としては、「脅威モデリン
グ」、「5W法」、「STPA-sec」などがあり、現在もさまざまな組
織で研究されています。このように、設計を脅威分析によっ
て評価し、脆弱性が見つかれば設計に立ち戻って再検討す
る作業を繰り返し、セキュリティ要件を満たした設計を作り
上げることが重要です。

実装フェーズでは、セキュリティ設計に基づき、具体的な
プログラムコードを記述します。サイバー攻撃を受けても被

図表1

製品ライフサイクル 求められるセキュリティ対策

企画・開発 SDLC（Secure	Development	Life	Cycle）に沿ってセキュリティ対策が組み込まれたV字の開発プロセスの整備、セキュリティ評価など

製造 セキュリティ要求仕様に基づくデータの書き込み（鍵情報の管理やファームウェアの書き込み管理等）など

市場利用 ディーラーによるセキュリティ運用整備、脅威・脆弱性情報管理、インシデント対応、Product-CSIRTの構築など

廃棄 製品廃棄時におけるプライバシー保護（個人情報の完全な消去）や鍵情報の消去など
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害が発生しないような堅牢なソースコードを作成すること
を、セキュアコーディングと呼びます。全ての開発者がセ
キュリティに対して十分な知見を有し、プログラミング言語
や開発環境ごとに体系化された手法が整備されている必要
があります。しかし、大勢の開発者がコーディング作業に携
わり、膨大なソースコードを書き上げていく現在の車両シス
テム開発体制では、セキュアコーディングの実現は容易では
ありません。継続的なセキュアコーディング教育や静的解析
ツールの活用により、開発者の負担の軽減と効率化を両立
させることが課題となります。

4 攻撃者の視点からのセキュリティ評価

当初定義したセキュリティ要件が実装されているか否か
を確認するための開発者目線でのセキュリティテストは、広
く実施されています。しかし、重要なのは、実際のサイバー
攻撃に対して耐性があるのかどうかを攻撃者目線で評価す
ることです。攻撃者の視点からのセキュリティ評価では、実
際の攻撃者と同じ条件や環境で実行し、セキュリティ耐性を

評価します。具体的な手順を攻撃者の視点でたどってみま
しょう。

攻撃者はまず、ターゲットとなる車両を購入または窃盗に
よって入手します。次に車両を分解し、内部にアクセス可能
な UARTや JTAGといったデバッグ用のインターフェースを
探し出し、脆弱な部分を見つけ出します。フラッシュメモリ
やブートローダーからファームウェアのバイナリコートを抜
き出します。攻撃者にとっては、このようなハードウェアハッ
キングができるかどうかが大きな関門であり、この点が ITシ
ステムや Webサイトへの攻撃との決定的な違いです。次
に、取得したバイナリコードのリバースエンジニアリングを
行ってOSやミドルウェアなどのソフトウエアアーキテクチャ
を調べ、ソースコードの脆弱性を探します。リモートで攻撃
可能な脆弱性が見つかれば、この脆弱性を突く攻撃コード
を作成し、実際のサイバー攻撃へと踏み出します。

このように、車両システムの内部構造が全くわからない
「ブラックボックス」の状態で実際のサイバー攻撃を模倣する
ことで、セキュリティ対策の妥当性を推し量ることができま
す。ただし、このような攻撃者目線でのセキュリティ評価に
も課題はあります。前述のハードウェア、ソフトウェアのリ

図表2：車両システム開発におけるV字開発モデル

開発計画策定
セキュリティ要員・予算確保等

要件定義
脅威・脆弱性分析、セキュリティ
技術要件定義等

HW開発計画策定
セキュリティ要員・予算確保等

HW要件定義
脅威・脆弱性分析等

HW設計
（耐タンパー性の考慮）

HWテスト
脆弱性テスト、ペネトレーション
テスト等

SW開発計画策定
セキュリティ要員・予算確保等

SW要件定義
脅威・脆弱性分析等 SWテスト

脆弱性テスト、ペネトレーションテスト、
ファジングテスト等

SW実装
セキュアコーディング、コードレビュー、
静的／動的コード解析等

SW設計
（データのCIAの考慮）

ECU結合テスト
脆弱性テスト、ペネトレーションテスト、
ファジングテスト等

OEM領域

ECU HW
開発

ECU SW
開発

サプライヤー
領域

車両システム開発

仕様提供／
契約締結 ECU統合

特集：サイバーセキュリティマネジメント
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バースエンジニアリングには高い技術力を要するため、対
応できる人材が非常に限られます。この評価は個人の技量
に依存する職人芸であり、標準化が難しいともいわれていま
す。

この課題を克服するために現在行われているのが、内閣
府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）自
動走行システム／大規模実証実験です。通信を用いた車両
への攻撃を評価する手法を確立するために、ブラックボック
ステストの実証実験が進められています。

5
車両システムの脆弱性や
インシデントに対応するPSIRT

（Product Security Incident Response Team）

自社製品に関する脆弱性管理やインシデント対応を行う
組織をPSIRT（Product Security Incident Response Team）
と呼びます。自動車業界においては車両システムが対象で
す。具体的には、セキュリティ情報の収集や発見された問題
の分類・分析、問題解決のための製品改修・対応、修正し
た製品の公開を行います。

PSIRTが円滑に機能するためには、ステークホルダーの
マネジメントが重要です。自動車業界では、自動車メー
カー、Tire1サプライヤー、Tire2サプライヤーなどが大きな
サプライチェーンを構築しており、一つの車両が完成するま
でに多くの組織や人が介在します。そのため、問題の解析
や修正活動のためには、製品開発に携わった多数のステー
クホルダーと連携しなければなりません。さらに、CSや広報
といった顧客向けの活動も同時に進める必要もあります。

また、PSIRTでは製品特性に合わせた活動のテーラリング
も必要です。対象の製品の利用期間・保証期間はどのくら
いか、利用者は一般ユーザーか企業ユーザーか、もしくは
専門業者か、優先されるセキュリティ特性（機密性・完全性・
可用性）は何かなど、個々の製品特性に合わせてプロセス
や体制を整えなければなりません。他社事例やベストプラク
ティスとされるガイドラインをそのまま使うわけにはいかな
いのです。

企業が最も神経をとがらせるのは、脆弱性やインシデント
が発見された場合の具体的な対処方法を検討するときで
す。対象とする製品はすでに企業を離れ、ユーザの手元に
存在するため、自由にアクセスすることはできません。事前
の用意がなければ、発生したセキュリティ事象の把握や初
動対応の実施は困難です。従って、製品の研究開発段階で
脆弱性対応やインシデント対応を想定した機能を組み込ん
でおくなど、PSIRTと製品開発が一体となった取り組みが求
められます。

6 おわりに

ここでは、これからの自動車に求められるサイバーセキュ
リティについて簡単に説明しました。自動走行・コネクテッド
サービスの実現に向けて自動車業界が大きく動き出してい
ます。同時にサイバー攻撃が現実の脅威となる日も近づい
ています。自動車メーカーやサプライヤー、そして政府の協
調した取り組みが求められます。

林 和洋 （はやし かずひろ）

PwCコンサルティング合同会社
サイバーセキュリティ＆プライバシー ディレクター　
サイバーセキュリティ業界で約20年の実績。監査法人系コンサルティング
会社およびITセキュリティ企業の取締役を経験した後、PwCに参画。通信
キャリア、インターネットサービス、金融機関、グローバル製造業等におけ
るサイバーセキュリティ対策アドバイザリーを多数手掛けている。また、企
業における係争支援、不正調査、再発防止策の策定、デジタルフォレンジッ
ク等の不正リスク関連のアドバイザリーも提供している。
メールアドレス：kazuhiro.hayashi@pwc.com

特集：サイバーセキュリティマネジメント
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会計／監査

PwCあらた有限責任監査法人
アカウンティング・サポート部

IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第24号「関連当事者についての開示」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が議題として取り上げないと判断し
た論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せられたさま
ざまな論点を検討します。論点を基準設定のアジェンダに
追加することが決定されると、解釈指針の開発や狭い範囲
の基準の修正（「年次改善」としての修正を含む）の検討が開
始されます。一方で、多くの論点は、議題として取り上げるこ
とが却下（リジェクション）されています。IFRS ICは、却下し
た論点について、論点の概要と、議題にしないと判断した理
由を簡潔にまとめ、ウェブサイトなどで公表しています。「却
下通知（リジェクションノーティス）」と呼ばれるこの情報は、
基 準 承 認 の 権 限 を 有 する国 際 会 計 基 準 審 議 会（ 以 下 、

「IASB」。）の審議を経ずに公表されるものですので基準書で
はありませんが、IFRS ICの見解を示しており、基準の適用に
おいて有用な情報といえます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 24号「関連当
事者についての開示」を扱います。
　IAS第24号は、開示に関する基準書であり、関連当事者と
の関係、取引および未決済残高（コミットメントを含む）の識
別方法や必要とされる開示の内容と時期を規定しています。
IFRS ICは、これまでに IAS第 24号に関して 4つの論点を却
下しました。今回は、2015年 5月に却下された、「個人の近
親者」の定義に関する論点に焦点を当てて解説します。

論点

IAS第24号では、関連当事者を「財務諸表を作成する企業
（IAS第 24号において「報告企業」と呼ぶ）と関連のある個人

又は企業をいう」と定義しています（9項）。IAS第 24号では
また、個人または当該個人の近親者は、当該個人が次のい
ずれかに該当する場合には、報告企業と関連があるとして
います。

（i） 報告企業に対する支配又は共同支配を有している。
（ii） 報告企業に対する重要な影響力を有している。
（iii） 報告企業又は報告企業の親会社の経営幹部の一員で

ある。

ここで「個人の近親者」とは誰を指すかについて、IAS第
24号では、「企業との取引において当該個人に影響を与え
るか又は影響されると予想される親族の一員」をいうとして、
次の（a）～（c）の者が含まれると定義しています。

（a） 当該個人の子及び配偶者又は家庭内パートナー。
（b） 当該個人の配偶者又は家庭内パートナーの子。
（c） 当該個人又は当該個人の配偶者もしくは家庭内パート

ナーの扶養家族。

この定義は、当該個人の父母が「個人の近親者」に含まれ
るかどうかを明示していません。質問者は、この定義を、

「企業が事業を行っている法域の法律又は一般的な慣習規
範に従って近親者と考えられる人物」が「個人の近親者」の
対象に含まれるように修正し、「個人の近親者」として例示さ
れるリストを定義から削除するよう要望しました。

20 PwC’s View — Vol. 15. July 2018



会計／監査

IFRS ICの検討

IFRS ICは、IAS第 24号が個人の近親者を原則ベースで
定義していることに着目しました。個人の親族が関連当事者
かどうかを判定するためには判断が要求されます。

IAS第 24 号 9 項の定義の中で示されている親族のリスト
は、網羅的なものではありません。また、リストに含まれな

い親族を個人の近親者として考えることを妨げるものではあ
りません。

したがって、IFRS ICは、その他の親族（父母や祖父母
を含む）が、特定の事実および状況に応じて近親者に該当
する可能性はあると考えました。現行の IFRSの要求事項
に照らし、IFRS ICは、解釈指針も基準の修正も必要ない
と判断し、この論点をアジェンダに追加しないことを決定
しました。

表1：IAS第24号に関するIFRS ICリジェクションの要旨

トピック 結論の要旨

国有企業による関連当事者との
取引の識別および開示
（2004年5月）

国有企業が関連当事者取引を識別し開示することが実務上困難である場合にどのように取り扱うか。
IFRS	ICは、この論点が、原則に関連する質問ではなく、基準の詳細な適用方法に関連する質問であることに留意した。そのた
め、IFRS	ICは、この論点をアジェンダに加えないことを決定した。その後、この論点は2007年の公開草案（ED）で取り上げられ、
2009年のIAS第24号の改訂において政府関連企業の開示事項が削減される結果となった。

経営幹部に対する報酬の開示
（2004年9月）

IAS第24号（2003年）の公表を受けて、旧IAS第24号（1994年）では経営幹部に対する報酬の開示が要求されていなかったと推
論できるか。
IFRS	ICは、その推論は正しくなく、経営幹部がIAS第24号（1994年版）の関連当事者の定義を満たす場合には、企業は経営幹部
の報酬を開示することが要求されると言及した。解釈指針の開発は必要ないと結論づけた。

「情報」という用語の解釈
（2004年9月）

IAS第24号における「関連当事者との関係が財務諸表に与える潜在的な影響を理解するのに必要な取引および未決済残高」に
関する開示要求について、最低限求められる開示事項に関する補足情報を追加してほしい。
IFRS	ICは、IASBがIAS第24号（2003年）の改訂を検討した際にも同じ論点が検討され、その結果、補足情報の追加がなされな
かったことに言及し、この論点をアジェンダに加えないことを決定した。2009年に公表したIAS第24号の改訂で、この論点に関
連した開示要求事項が明確化された。（IAS第24号18項を参照）

個人の近親者の定義
（2015年5月）

本文で扱っています。
IAS第24号の個人の近親者の定義に当該個人の父母が含まれ得るかどうかを明示していないため、修正してほしい。
IFRS	ICは、この定義は原則ベースで示されたものであり、個人の親族が関連当事者かどうかを判定するためには判断が伴うこ
とに留意した。
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　上場を目指している企業にとってどの市場へ上場するかの選択は、その後の上場準備や上場時の資金調達、
さらには上場後の知名度の獲得等の観点から、重要な関心事となります。
　市場選択において、日本には（株）東京証券取引所、（株）名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取
引所が運営する各本則市場、ベンチャー市場に加えて、それらの市場と制度内容が大きく異なる「TOKYO PRO 
Market」が存在します。
　今回は、企業の上場市場の選択の一つである TOKYO PRO Marketをテーマに、その市場の特徴について
解説します。

　TOKYO PRO Marketの前身である TOKYO AIMは、（株）東京証券取引所とロンドン証券取引所による共同

出資により、2009年 6月に開設されました。同市場は、ロンドン AIM（ロンドン証券取引所が運営するベン

チャー市場）の制度を取り入れつつ、日本やアジアにおける成長企業に新たな資金提供の機会を提供し、金融

市場の活性化および国際化を図ることを目的として設立されました。2012年 7月以降は、TOKYO AIMの市場

コンセプトを引き継ぎ、TOKYO PRO Marketとして（株）東京証券取引所が単独で市場運営を行っています。

　TOKYO PRO Marketでは、その設立経緯から、他の日本市場とは大きく異なる制度が導入されています。

特徴としては、①上場基準の柔軟性、② J-Adviser制度、③特定投資家等（以下、「プロ投資家」。）、が挙げら

れます（図表1）。

1│TOKYO PRO Marketとは

2│TOKYO PRO Marketの特徴

PwC IPO 
TOKYO PRO Market
PwCあらた有限責任監査法人 IPOソリューション部 　
シニアマネージャー　加藤 義久

上場審査・上場後の継続指導

J-Adviser審査、上場審査の委託

上場申請書類の提出
監査（1期分）

売買
上場適格性の宣誓

J-Adviser

上場予定企業 監査法人

TOKYO PRO Market プロ投資家

図表1
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PwC IPO│TOKYO PRO Market

①柔軟な上場基準

　TOKYO PRO Marketでは、他市場と比較して、柔軟な上場基準を有しています（図表2）。

②J-Adviser制度

　東京証券取引所は一定の資格要件を満たし、資格を認証した J-Adviserに対して特定業務（上場又は上場

廃止に関する基準又は上場適格性要件に適合するかどうかの調査など）を委託します。J-Adviserは担当する

上場会社に対して、上場前の上場適格性の調査確認や上場後の適時開示の助言・指導、上場維持要件の適

合状況の調査を実施します。

　なお、2018年3月31日時点の J-Adviserは図表3のとおりです。

③プロ投資家

　TOKYO PRO Marketは、制度上、TOKYO PRO Marketにおいて直接買付けが可能な投資家は、プロ投資

家（特定投資家および非居住者）に限られます。一般投資家は取引所に直接買注文を入れることはできません

（図表4）。

図表2

項目 TOKYO PRO Market 他の日本市場

開示言語 英語または日本語 日本語

上場基準 数値基準なし 株主数、時価総額、売上高、利益等の数
値基準あり

上場申請から承認までの期間 10営業日 通常３カ月～４カ月

上場前の監査期間 最近１年間 最近２年間

内部統制報告制度 任意 必須

四半期開示 任意 必須

図表4

投資家区分 具体例 市場での株式買付 市場での株式売却

特定投資家 金融機関などの適格機関投資家、国、日本銀行など 可能

可能

一般投資家に移行可能な
特定投資家 上場企業、資本金5億円以上の株式会社など 可能

特定投資家に移行可能な
一般投資家

上記以外の株式会社、3億円以上の金融資産を持
つ個人 可能

非居住者 日本国内に住所を又は居住を持たない個人、法人 可能

一般投資家 上記以外の投資家 不可

図表3

J-Adviser 一覧（50音順）

株式会社アイ・アールジャパン SMBC日興証券株式会社 株式会社OKINAWA	J-Adviser

GCA	FAS株式会社 大和証券株式会社 宝印刷株式会社

野村證券株式会社 フィリップ証券株式会社 みずほ証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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PwC IPO 
TOKYO PRO Market

　TOKYO RRO Marketへの 2017年4月から2018年3月までの新規上場企業は 7社に上り、2018年3月末時点

での上場企業数は合計23社になりました。

　2015年 1月から2018年 3月までの上場会社の上場時の時価総額（上場時板中心値段による）、直前期の売

上高および経常利益の分布は図表5のとおりです。

　TOKYO PRO Marketの上場会社は、上場時の時価総額（板中心値段による）で 20億円未満が約 9割、直前

期の売上高で 20億円未満が約8割、経常利益で 1億円未満が約9割と、上場会社としては比較的規模が小さい

会社が大半を占めています。上場基準の柔軟性を利用して、本則市場やベンチャー市場への上場基準を十分

には満たさないものの、上場会社としての体制整備を進めることで社会的信用を獲得し、また上場会社として

の知名度を獲得するなどの上場企業としてのメリットを獲得することを目的として、TOKYO PRO Marketを活用

している企業が増えてきていると考えられます。

　また、2017年 12月には TOKYO PRO Marketに上場していた会社が、次のステップとしてJASDAQ市場へ上

場を果たすなど、TOKYO PRO Marketを次のステップアップのための場として活用できているケースが出てき

ています。

　このように、TOKYO PRO Marketは、その柔軟な上場制度を利用した企業成長のための場を提供し、さらに

は次へのステップアップのための機会を提供する市場へと、その活用の幅を広げてきています。

3│TOKYO PRO Marketへの上場企業

時価総額（板中心値段による）

売上高 経常利益

30億円以上

6% 6%

6%

38%

44%

20億円以上～30億円未満

10億円以上～20億円未満

5億円以上～10億円未満

5億円未満

50億円以上

6% 6%

6%

44%

38%

30億円以上～50億円未満

20億円以上
～30億円未満

10億円以上
～20億円未満

10億円未満

5億円以上

6% 6%

37%38%

13%

1億円以上
～5億円未満

5千万円以上
～1億円未満

0円以上～
5千万円未満

0円未満

図表5
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加藤 義久 （かとう よしひさ）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 シニアマネージャー
2006年公認会計士登録。2009年10月より約3年間、国内証券取引所に
出向。
2012年帰任後は主として、国内、海外IPOに関連するアドバイザリー業務
を担当。
メールアドレス：yoshihisa.kato@jp.pwc.com

PwC IPO│TOKYO PRO Market

　今回は、TOKYO PRO Marketについて解説しました。上場を目指している企業の市場選択において、なぜ

上場するのか、上場をどのような手段として捉えるか、上場後にどのように企業成長を果たしていくか、など上

場することの意義を熟考することで、TOKYO PRO Marketを上場市場として選択することが最良な手段となる

かもしれません。

　TOKYO PRO Marketは、市場開設より10年目を迎えようとしています。他の市場とは異なる柔軟な制度を有

しているため、その活用方法については市場関係者により常に模索されています。上場市場の選択の際には、

市場関係者へ相談しながら、企業成長につながる最良な選択をすることが望まれます。

4│おわりに
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国立大学法人滋賀大学 連載企画「データアナリティクスの最前線」

第3回 ビッグデータ時代の政府統計

滋賀大学 データサイエンス学部  
教授　高田 聖治

はじめに
　国勢調査や GDP統計等の政府統計は、政府における政
策決定の基礎となるのみならず、ビジネスにおけるさまざま
な経営判断にも不可欠の情報です。
　ビッグデータ時代を迎えて、政府統計にも改革が必要と
なっています。例えば、データの収集に関しては、従来のよ
うな統計調査の実施に加えて、それではなかなか捉えきれ
なかった経 済 活 動 等 の 把 握 のために、さまざまなビッグ
データの活用や税務記録を含む行政記録情報の利用が議
論されています。そして、結果の利用については、いわゆる

「 証 拠 に 基 づく政 策 立 案（ E v i d e n c e - B a s e d  P o l i c y 
Making：EBPM）」が注目を集めており、従来のような統計
表の利用方法にとどまらず、政府や民間企業部門における
さまざまな意思決定に活用いただけるよう、検討が進めら
れています。
　本稿では、このような統計制度改革の動きについて、背
景等も交えながら解説します。また、今般の統計制度改革
の発端ともなった GDP統計について、筆者が行った国際比
較の結果を紹介します。
　（なお、本稿における意見は筆者個人のものであり、筆者
の属する、ないし属していた機関とは関係ないことを念のた
め申し添えます）

1 政府統計の目的

国勢調査や GDP統計等の政府統計は、政府における政策
決定の基礎となるのみならず、ビジネスにおけるさまざまな
経営判断にも不可欠の情報として役立てられてきました。

例えば、国勢調査は、5年に一度、日本国内に住んでいる
全ての人の年齢、家族構成、職業、通勤・通学の状況や利
用交通手段等を調査していますが、国勢調査による人口は
地方交付税交付金の算定の基礎になっていますし、その
他、さまざまな政策が国勢調査人口を基に決められていま
す。学校や医療機関をはじめとする公共施設の設置も、国
勢調査による正確な人口の把握なしにはできません。ビジ
ネスの分野でも、店舗の出店計画立案のためには想定され
る商圏内の人口（年齢・性別・就業就学の状態別の詳細な
もの）は重要な情報ですし、交通網の整備にはそこに住んで
いる人の通勤・通学の情報が必要です。国勢調査は全数調
査であるために小地域の状況も把握していることが特徴であ
り、市区町村よりもさらに細かく、町丁字別の統計や、日本
全国を500メートル四方に区切った地域メッシュ統計も利用
可能です。

経済統計の代表的なものは GDP統計です。これは、毎四
半期ごとの GDPの値と成長率、需要項目別の内訳等が速報
値として公表されるとともに、年末にはさらに詳細な内容が
年次確報値として公表されます。四半期速報値は新聞、テ
レビ等で大きく取り上げられ、株価や為替レートに大きな影
響を与えるとともに、政府の月例経済報告等の基礎として経
済政策の判断材料ともなっています。年次確報値は四半期
速報値と比較すると注目度が低いのですが、政府経済見通
しの重要な基礎資料となっており、また、統計作成者にとっ
ては年次確報値をベンチマークとして翌年の四半期速報を
推計するため、四半期速報に劣らず重要な統計となってい
ます。
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2 ビッグデータへの対応

ビッグデータが社会のあらゆる場面に浸透しつつある現
在、政府統計もその例外ではありません。筆者がかつて政
府の統計関係部局に勤務していた際、世界各国の政府統計
機関が集まる会議（国際連合や経済協力開発機構の統計委
員会等）に出席する機会が何度かありましたが、そのとき、
ほぼ決まって「ビッグデータは政府統計に取って代わるもの
となるか」ということが話題となっていました。ただ、筆者と
しては、そのような問題設定の仕方にやや疑問を持ってい
て、スタニスワフ・レムの SF小説「砂漠の惑星」を引き合い
に出して、「『ビッグデータは敵か味方か』という二分法では
なく、もっと多面的に、ビッグデータの使えるところは使う、
協力できるところはお互い協力するといった関係を築くべき
ではないか」とコメントしたことを覚えています。実際、当時
の議論は「ビッグデータは将来的にさまざまな可能性を秘め
ていることは認めるが、統計学でいう『代表性』に欠ける、す
なわち、サンプル調査としては偏りがあって全体を適切に表
しているわけではないので、公的統計の代替にはなり得な
い」というものでした。

しかし、そのような状況は変わりつつあります。例えば、
市場調査におけるインターネット調査は、かつては「サンプ
ルに偏りがある」と考えられていましたが、インターネットの
普及に伴ってそのような問題点も解消されつつありますし、
統計学の側からも、たとえサンプルに偏りがある場合でもそ
れを補正するような手法がいくつか開発されています。ネッ
トショッピングの増加やインターネット経由のサービスの増
加により、そもそもビッグデータを利用しなくては捉えられ
ないような分野も出てきています。

実際、わが国の総務省統計局では、家計消費の把握に
ビッグデータを活用する方向で検討を進めています。また、
諸外国では、消費者物価指数の作成等にインターネット取
引の価格を取り入れる等の動きも出てきています。少なくと
も経済統計の分野では、ビッグデータが経済活動のあらゆ
る場面に浸透しているなか、ビッグデータを利用しなくては
経済の全体像を適切に捉えることができなくなってきていま
す。

データソースという観点からは、行政機関が住民や企業
から申告等の形で収集した各種の行政記録情報の利用も重
要です（政府統計における国際的議論では、行政記録情報
は、収集のタイミングがばらばらであること、データ形式もさ
まざまである等の観点から、ビッグデータの一つとして扱わ
れています）。特に、税務記録情報は、諸外国においては経
済統計作成の重要なデータソースとして活用されています
が、日本においては、法制度的な側面からの問題、データ

形式の問題（電子化されていないデータが少なからず存在
する）、データ項目の問題（データの定義や分類が、統計で
求められているそれと必ずしも一致していない）等の問題が
あり、活用が進んでいないのが現状です。しかしながら、行
政記録情報の活用は、統計調査に回答するといった報告者
負担の軽減となるとともに、迅速かつ正確な統計の作成に
も大きく資することが期待されます。特に、経済統計の分野
では、有価証券報告書の情報や税務記録情報、雇用保険記
録等の活用は、企業負担の軽減になると同時に、経済政策
の適時適切な実施につながると思われます。実現に向けて
さまざまな課題があることは事実ですが、諸外国の例も参考
にしつつ、活用に向けた議論が進むことが期待されます。

3 結果利用の改善と証拠に基づく政策立案
（EBPM）

統計データの結果活用の面においても、政府統計はさま
ざまな改革を迫られています。以前のように集計値を紙
ベースで公開するだけではなく、機械判読可能な形で提供
することや、さらに詳細な分析を可能にするための細かい
データの提供が求められるようになってきました。ビッグ
データの解析技術が発展しつつある状況を受けて、それら
の技術を有効活用できるように、ミクロデータの利用も求め
られるようになってきました。

これらの動きを後押ししているのが、いわゆる「証拠に基
づく政策立案（Evidence-Based Policy Making：EBPM）」
です。これはもともと、医学の分野で「証拠に基づく医療

（Evidence-Based Medicine）」として提唱されたものです
が、その後、社会科学やビジネスの分野にも広がっていきま
した。例えば、

● 子供がテレビを見る時間を減らせば成績は上がるのか
● 消費税の税込表示と税抜き表示とで消費者の行動に違い

はあるのか
● 医療費の自己負担割合を上げると国民の健康状態は悪化

するのか

といった問題に対して、データによる実証分析が行われてい
ます※ 。

ビジネスの分野では、データの重要性に基づく判断の重
要性は今さら申し上げるまでもないでしょうが、従来のよう
なマーケティング分析や工場における品質管理（QC活動）に
とどまらず、人事管理のような分野まで、データが不可欠な

※詳しくは、中室牧子・津川友介「『原因と結果』の経済学－データから真実を見抜く思考
法」（2017年、ダイヤモンド社）や、伊藤公一朗「データ分析の力 因果関係に迫る思考法」
（2017年、光文社新書）などをご参照ください。
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ものとなりつつあります。これまで、ややもすると「経験と勘」
に頼っていたものが、「データに基づいた分析と判断」に
取って代わられようとしています。

これを政策分野にも適用したのが EBPMといえます。もと
もと1990 年代のイギリス・ブレア政権において提唱され、
いわゆるNew Public Management（NPM）を支えるものと
して「Episode-BasedからEvidence-Basedへ」という標語の
下、導 入 が 進められました。わ が 国 にお いては、N e w 
Public Managementの方は橋本行革における省庁再編、
エージェンシー化という形で導入されましたが、EBPMの方
は「すべてがデータだけから機械的に決まるものではない」
という考えもあってか、大きく取り上げられることはなかった
と記憶しています。ただ、EBPMというのはあくまで「政策立
案」であって、政策決定まで機械的に行うということを主張し
ているものではありません。最終的な政策決定は、あくまで
民主的な手続きにより行われるものです。しかし、その決定
を正しく行うためには、きちんとした証拠＝データが不可欠
であり、その整備および利用を進めることが重要となってい
ます。

わが国でもようやく、EBPMが注目を集めるようになって
きました。EBPMの推進によって統計の利用が進み、ひいて
は国民全体のためになることは喜ばしい限りです。

4 統計制度改革の流れ

わが国では、2016年に経済財政諮問会議において「GDP
統計は経済の実態を正確に捉えられているのか」との指摘
がなされたことを契機として、統計改革の議論が進められて
きました。2016年末には経済財政諮問会議で「統計改革の
基本方針」が取りまとめられ、GDP統計を軸にした経済統計
の改善や政府全体におけるEBPMの推進等のための統計改
革推進会議の設置等の方針が示されました。

それを受けて、2017年 1月には、官房長官を議長とする
統計改革会議が設置され、政府全体として統計の改革およ
び EBPMを推進するための体制が整えられました。同会議
は5月に最終取りまとめを行いましたが、それに基づき、

● 各府省の責任者等で構成するEBPM推進委員会を設置し、
政府を挙げた取組の推進

● GDP統計を軸にした経済統計の改善（GDP推計の作成方法
の改善や基礎統計の充実）

● ユーザーの視点に立った統計システムの再構築と利活用促
進（官民データの相互利用促進等）

● 報告者負担の軽減と統計業務・統計行政体制の見直し・業
務効率化、基盤強化

の各方向で改革が進められているところです。
統計改革の動きは、わが国に限らず、諸外国でも進めら

れています。例えばアメリカ合衆国では、2016 年 3 月に
EBPMの推進のための委員会を設置し、ミクロデータを活用
するためのデータセンターを整備してランダム化比較試験

（RCT）による政策評価等を推進しています。イギリスでも、
期を同じくして2016年 3月に前イングランド銀行副総裁の
Charlie Bean卿による「イギリスの経済統計に関する独立レ
ビュー」が取りまとめられ、政府経済統計部門の移転が職員
の大量退職を招き経済統計の質の低下を招いた反省等を
受けて、経済統計におけるユーザーとの対話の強化、デジ
タルエコノミーの進展に対応した統計に関する研究の促進
等の方向性が示されています。これらの動きは、わが国に
おける統計制度改革とは動きをやや異にするところはありま
すが、背景には近年のビッグデータの増加、データサイエン
スの進化といった共通の要因があります。

冒頭にも述べたように、政府統計は、政府における政策決
定のみに用いられるものではなく、広く一般に活用されるこ
とを存在意義としています。今回の統計制度改革により政
府統計の有用性がますます高まることを期待しています。

補論：GDP統計の国際比較
すでに紹介したように、今般の統計制度改革は、GDP統

計に対する指摘に端を発しています。ここでは、わが国の
GDP統計の作成方法の特徴や結果精度等について、主とし
て国際比較によって検討します。

結果精度とは言っても、GDP統計はあくまで推計に過ぎず
「正解」といったものが明らかではないので、精度が簡単に

計算できるものではありません。しかし、GDP統計は速報値
の公表後に、さらに詳細な基礎統計の入手を受けて、年次
推計等のさらに詳細な統計を作成しているので、最新の推
計結果が一応の真値と見なし、速報からの改定幅を推計誤
差として評価を行うこととします。

図表 1は、筆者が、わが国およびアメリカ合衆国、ドイツ、
イギリス、フランスの各国を対象として、各国のウェブサイ
トや経済協力開発機構（OECD）が整備しているGDP統計の
データベースを基に、GDP速報の概要およびその改定の状
況をまとめたものです。

これによると、各国の GDP速報の作成方法は、利用可能
な基礎統計の状況によってさまざまであることがわかりま
す。ドイツでは四半期終了後約 45日で 1次速報を公表して
いますが、一方、EUではドイツも含んだ域内全体の GDPを
1カ月後に公表しています。ドイツでもGDP速報の早期化に
向けた検討が行われましたが、結果として、「1カ月後に速
報値を作成することは可能ではあるが、精度的に十分とは
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言えない」と判断し、ドイツ統計局としての公表は行わない、
ただしEU統計局からの求めに応じて、1カ月後の速報値を
Confidential Dataとして提供し、EU統計局はそれを基に域
内全体の GDP速報を作成、公表するということを行っていま
す。

速報におけるGDP成長率のその後の改定状況を見ると、
わが国の改定幅は、その他の国と比較すると大きくなってい
ます。しかし一方で、わが国以外でも、GDP速報の改定はま
まあることです。

わが国の GDP速報のその後の改定に関しては、推計に用
いる基礎統計が、四半期と年次推計とで大きく異なることが
一因となっています。四半期統計を 4 期間合計すると年次
統計になるということではないのです。もちろん、年次統計
は四半期統計よりも詳細かつ正確なことが期待されていま
すから、四半期統計の単なる積み上げでは不十分なことは
確かですが、わが国の GDP速報の精度向上のためには、そ
の基礎となる四半期の統計と年次の統計との整合性の確保
が重要なポイントになると考えられます。

高田 聖治 （たかた せいじ）

滋賀大学 データサイエンス学部 教授
1988年3月 東京大学理学部 卒業
1990年3月 同 大学院修了
1990年4月 郵政省入省
1992年9月 米国ミシガン大学大学院留学
 ハル・ヴァリアン教授（現Googleチーフエコノミスト）等に学ぶ
2003年4月 厚生労働省保険局
 医療保険制度改革を担当
2006年7月 内閣府経済社会総合研究所
 GDP統計の作成を担当
2011年8月 総務省統計審査官
2013年6月 総務省国際統計管理官
2014年7月 総務省統計局経済統計課長
2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部 教授

ソリューション

図表1：各国のGDP速報の比較

日本 アメリカ ドイツ イギリス フランス

公表時期と内容 1次速報：約45日後
	 ・	支出側GDP
	 （総額と内訳）
	 ・	分配側GDPのうち、
	 	 雇用者報酬

2次速報：約70日後
	 ・	支出側GDP（同上）
	 ・	分配側GDPのうち、
	 	 雇用者報酬

1次速報：約1カ月後
	 ・	支出側GDP

2次速報：約2カ月後
	 ・	支出側GDP
	 ・	分配側GDP

3次速報：約3カ月後
	 ・	支出側GDP
	 ・	分配側GDP

産業別GDP：
約3カ月20日後

1次速報：約45日後
	 ・	GDP総額のみ

2次速報：約55日後
	 ・	生産側GDP
	 ・	支出側GDP
	 ・	分配側GDP

1次速報：約1カ月後
	 ・	生産側GDP

2次速報：約2カ月後
	 ・	生産側GDP
	 ・	支出側GDP
	 ・	分配側GDP

3次速報：約3カ月後
	 ・	生産側GDP
	 ・	支出側GDP
	 ・	分配側GDP

1次速報：約1カ月後
	 ・	生産側GDP
	 ・	支出側GDP

2次速報：約2カ月後
	 ・	生産側GDP
	 ・	支出側GDP

3次速報：約3カ月後
	 ・	生産側GDP

推計方法の概要、
主な基礎統計等

○需要側統計（家計調
査、法人企業季報等）
と供給側統計（鉱工業
指数等）を組み合わせ

○供給・販売側統計（月
次小売調査、四半期
サービス調査、月次製
造業出荷・在庫・受注
調査）

○供給・販売側統計（月
次生産指数、月次／
四半期小売統計）

○需要・供給・販売側統
計（生計費食料調査、
月次生産調査、流通・
サービス産業月次調
査）

○供給・販売側統計（月
次生産指数、小売統
計（フランス銀行)、付
加価値税統計）

速報での成長率の
その後の改定幅

改定幅（絶対値）の平均
1.57％

成長率の±の逆転
7／56回
（この間の成長率の平均	
0.93％）

改定幅（絶対値）の平均
1.01％

成長率の±の逆転
4／56回
（この間の成長率の平均	
1.86％）

改定幅（絶対値）の平均
1.09％

成長率の±の逆転
6／56回
（この間の成長率の平均	
1.22％）

改定幅（絶対値）の平均
1.25％

成長率の±の逆転
5／56回
（この間の成長率の平均	
1.69％）

改定幅（絶対値）の平均
0.71％

成長率の±の逆転
8／56回
（この間の成長率の平均	
1.12％）

＊ 日本が速報Eの推計方法を見直した2002年4-6月期から直近の2016年1-3月期を対象とした（56四半期分）。
 第１次速報での成長率（実質、季節調整済前期比、年率換算）と、2016年8月現在での成長率とを比較。
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公認会計士 トピックス
第11回 女性会計士の増加・定着に向けて

1 学生が公認会計士に抱く“距離感”

企業のイノベーションや働き方改革が進み、労働市場の
流動性が高まるなか、資格はキャリア形成と自己 PRの有力
な武器になるといえます。さらに、経済のグローバル化に伴
い、日本企業は進出国の規制および商慣習に即した会計・
税務や経営戦略、包括的リスクマネジメントを構築する必要
が出ており、公認会計士の存在感と活躍の場は増しつつあ
ります。こうした観点から「自立心や海外志向が強い最近の
女子学生にとって、公認会計士は有力な職業選択肢の一つ
になるとみています」（JICPA常務理事 林敬子氏）。

しかし、過去 10 年間の公認会計士試験合格者の女性比
率は 20％前後で推移しており、2017 年度も19.7％（247
人）にとどまりました。JICPAは同年に「女性会計士活躍促進
協議会」を設立して、女性にとっての職業としての公認会計
士の利点や継続的な就業に障害となりうる点を洗い出すと
ともに、次世代を担う中心になるであろう女子学生層が抱く

「公認会計士に対するイメージ」を分析しました。その結果、
多くの女子学生が、公認会計士について「社会的な信頼が
高く、安定した職業」と捉えている一方で「具体的な仕事内
容がわからず、身近に感じられない」「激務で家庭との両立
が難しそう」という声が浮き彫りになりました。　

これらのことから、「公認会計士の業務は BtoBが大半のた
め、一般的に周知されにくい点が課題」であると認識されま
した。そこで、公認会計士と女子学生の“距離感”を縮めるべ
く、女性会計士が実際の仕事内容やプライベートを紹介し
ながら、公認会計士のメリットである①日本企業のサポート
のために海外で活躍する機会が増えている②結婚・出産・
育児などのライフイベントに左右されず、在宅ワークも可能
である③資格を武器に転職・独立開業しやすい――といっ
た現在活躍している現役女性会計士から寄せられた、「女性
にとっての会計士」という職業においてポジティブに考えら
れる点を訴求ポイントとして伝える場を企画しました。

　

はじめに
　「女性の活躍は、成長戦略の中核をなす」という安倍晋三
内閣総理大臣の成長戦略スピーチ（2013年 4月）を機に、政
府・企業は女性の管理職登用や仕事と育児の両立支援に力
を入 れています。2 0 16 年の女 性の就 業 者は 2 , 8 10 万 人

（2006年比：約 150万人増）となり、女性全体の就業率も
65％を超えました。公認会計士業界でも女性会計士の増加
が望まれているものの、2017年 12月末現在の公認会計士

（準会員含む）の女性比率は 14.7％（5,266人）であり、低い
現状が見られます。
　こうしたなか、日本公認会計士協会（JICPA）は女性初の
会長を務める関根愛子会長の就任後、公認会計士試験に
おける女性受験者数の底上げを図り、公認会計士業界のイ
メージ向上に力を入れています。その一環として、女子高校
生・大学生に公認会計士の魅力や可能性を紹介するキャリ
アイベントを企画しました。公認会計士は、女子就活生の間
で年々高まる「グローバル志向」や「働き方の多様化」に合致
する職業であることをアピールしています。
　本稿では、女性会計士の増加・定着に向け、女子学生へ
の早期リーチおよび女性が活躍できる環境整備を目指す
JICPAの取り組みを紹介します。

その他

PwC’s View編集部
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その他

2 双方向型の女子学生向けイベント開催

「優秀な女子学生により深くリーチするには、単なる座学
形式ではなく、双方向型の交流イベントが必要」と考えた同
協議会は 2017年 12月、女子大学生のキャリア選択・形成
を支援するシンポジウム「F（フォルテ）～つよく、やさしく、
私らしく～女性公認会計士の選択」を都内・公認会計士会館
で開催しました。前半のパネルトークにはフリーランスや海
外経験のある女性会計士 2 人が登壇し、学生の「公認会計
士は書類ばかり見ていそう」「プライベートとの両立が難しそ
う」という声に対して、実際の監査業務や監査法人では、産
休・育休制度、時短勤務制度を活用しやすい環境が整い、
多くの女性会計士が仕事とプライベートを両立させているこ
とを伝えたところ、参加していた女子大生たちからも「意外」
という声が多く上がりました。後半には「夢を実現するため
に、いつ、何をしたいのか／するべきか」を考えるワーク
ショップ「人生設計女子会」も開き、約 50人の参加者からは

「理系ですが、公認会計士に興味を持ちました」「女性にとっ
て、公認会計士がこんなにも良い職業だと思いませんでし
た」という声が上がりました。

また、2018 年 2 月には高校生向けフリーマガジン「ch 
FILES」と連携したトークイベント「JK（女性公認会計士）×JK

（女子高校生） 未来トーク グローバルに活躍するデキる女は
何が違うの！？」を同会館で開き、海外で働くことに興味を持
つ女子高校生約 100 人が参加しました（写真）。冒頭では
JICPA会長 関根愛子氏が「企業活動の国際化に伴い、公認
会計士が日常的に海外に行く機会も増えています。国際的
な活動を夢見る方には、ぜひ公認会計士を目指してほしい」
とあいさつ。その後、海外駐在経験のある女性会計士や女
優の飯豊まりえ氏が「身の回りのデキる女性」「海外の仕事
で感じた文化・コミュニケーションの違い」「おススメの英語
勉強法」「公認会計士業界と芸能界の共通点」などをテーマ
にトークを繰り広げ、公認会計士の “優秀さ”と親しみやす
さ”をアピールしました。

3 女性会計士に対する支援の充実

両イベントが盛況に終わり、参加学生からも「自分の強み
は、専門性を磨くことで確立できるとわかりました」という
“資格の優位性 ”を認識したコメントが相次いだため、JICPA
は今後も同様の女子学生向けイベント開催に前向きです。
さらなる若年層へのリーチも試みており、2018年 3月には
関根会長が女子中学・高校生向け数学ウェブサイト「数理女
子」に「公認会計士と数学の意外な関係」と題し、公認会計

士に興味を持ったきっかけについて寄稿しました。
また、女性会計士活躍促進協議会が主導し、女性会計士

の人脈構築やキャリアデザインを促すネットワーキングイベ
ントや、「リスタート応援研修」と題して、外部講師による「女
性会計士の復職に向けたマインドセット」や女性会計士の
ロールモデルを紹介するなど、復職希望者への支援の充実
などにも取り組んでいます。こうした “横のつながり”を広げ
る企画を強化する背景には、夢を抱いて公認会計士業界に
飛び込んできた女性会計士の活躍を後押しする狙いがあり
ます。

さらに、同協議会は 2018年 3月には、ダイバーシティの
観点から、企業におけるLGBT施策の背景・動向、公認会計
士 が LG B T を理 解することが 必 要な理 由につ いて学 ぶ

「LGBT研修」も開催しました。
これらと並行し、JICPAは女性会計士が活躍できる環境整

備促進に向けた「女性会計士活躍促進のための KPI設定」に
ついても検討を進めていく考えです。

【参考】

● 「F（フォルテ）～つよく、やさしく、私らしく～女性公認
会計士の選択」開催報告

 https://j icpa.or. jp/cpainfo/introduction/cpa_
women/news/f.html

● 「JK（女性公認会計士）× JK（女子高校生） 未来トーク 
グローバルに活躍するデキる女は何が違うの！？」開催
報告

 https://jicpa.or.jp/news/jicpa_pr/info/217.html

● 3月23日研修会「企業とLGBT ～ダイバーシティ社会の
実現に向けて～」開催報告

 https://j icpa.or. jp/cpainfo/introduction/cpa_
women/news/20180405-01.html
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　PwC Japanグループは「国際女性デー」の 3月8日、東京都文京区、ユニリーバ・ジャパン、UN Women日本事務所と共催で
「HeForSheセミナー2018 マインドセットは自分で決める ～あなたはどんな生き方・働き方を選びますか～」を文京区シビック

ホールで開催しました。
　「HeForShe」は UN Women（ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）によるジェンダー平等のための
連帯ムーブメントです。2018年 1月現在、世界中で 160万人以上（うち日本 5,100人以上、かつ、その 2,700人以上が PwC 
Japanグループ）の賛同者が HeForSheに署名しており、PwCグローバル会長のボブ・モリッツは HeForSheを推進する

「IMPACT10× 10× 10」の企業リーダーとしてUN Womenより選出されています。当グループは日本におけるHeForSheの情
報発信や啓発活動として、2016年からセミナーなどを開催しています。皆さまもぜひ、右記リンクよりHeForSheにご賛同くだ
さい（https://heforshe.pwc.com/groups/japan）。
　昨年に続き 2回目となる本セミナーは「マインドセットチェンジ」をテーマに、自分自身の思い込みに気付くことを目指し、官
民学の多様なリーダーが女性の活躍やジェンダー平等について提言を行いました。聴講者は企業の経営層から学生まで幅広
く、計636人が来場しました。

イントロダクション「HeForSheが創る未来」

基調講演

対談

第2回 HeForSheセミナー
「マインドセットは自分で決める

～あなたはどんな生き方・働き方を選びますか～」
開催レポート

セミナー冒頭の開会挨拶には、PwC Japanグループのダ
イバーシティ推進リーダー 梅木典子（PwCあらた有限責任
監査法人パートナー）ら主催者が登壇しました。HeForShe
の取り組みや展望を語った上で「今日のセミナーテーマは

基調講演では、七大陸最高峰日本人最年少登頂記録保持
者である南谷真鈴氏が「自分の人生は自分で決める」をキー
ワードに、夢を実現した自身の経験を紹介しました。自らス
ポンサーを募り、エベレスト登頂決意から2年後の 19歳で

3つの対談セッションでは、多様な分野で活躍するリー
ダーが「マインドセットチェンジ」を軸に、ジェンダーや年
齢、業界や組織、地域などの違いに関係なく、誰もが自分ら
しくいきいきと生き、働ける未来への道を探りました。

『マインドセットチェンジ』ですが、皆さんのマインドセットに
1ミリでも変化があれば、皆さんの職場・同僚・友人など多く
の方々に、自分で決めて行動する力を広める大きな動きにな
ります」と挨拶しました。

セブンサミッターになった同氏は「マインドセットチェンジは
考えから始まります。考えは言動や行動になり、人格になり、
運命になります。ポジティブな言葉が、夢を実現させるため
の一番の秘訣だと思っています」とエールを送りました。

Session① Mindset Change ― Gender & Age

　PwCコンサルティング合同会社 パートナー 佐々木亮輔が
モデレーターを務め、地方自治体首長として初めて育児休
業を取得した文京区長 成澤廣修氏、戦略人事の第一人者
である株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏と、企

イベントレポート
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閉会挨拶

業の成長の観点から、働き方改革を進める上での心構えな
どについて提言しました。 成澤氏は「働き方改革では早朝保
育・延長保育ではなく、全員が 9～17時で保育時間が終わ
る社会を目指したい」 と語り、八木氏は「個々人がそれぞれ
の価値観を持つ時代になっています。対話やディべートをし
て共通認識を得るプロセスが大事です」と指摘しました。

Session② Mindset Change― Gender & Industry

PwCあらた有限責任監査法人パートナーの梅木がモデ
レーターを務め、萩大島船団丸／株式会社 GHIBLI 代表 坪
内知佳氏、総務省／よんなな会主催者 脇雅昭氏が Gender 
と Industry の観点から、地方や古い慣習が根強く残る業界
で新しい道を切り拓いてきた「マインドセットチェンジ」の在
り方を語りました。坪内氏は「良い話を聞いていいな、と思
う人は全体の 10 分の 2、行動を起こす人はその中の 10 分
の2、さらに結果を出せる人はその10分の2しかいない、自
分がその 10分の 2になるのが大事です」と強調。両氏は自

身が携わる地域活性化事業と併せ、他者の理解を得るプロ
セスやモチベーション向上なども紹介し、脇氏は「完璧を求
めると行動が取れません。周囲の人を 1％幸せにできれば
いい、とハードルを下げることでアクションを起こせます」と
アドバイスしました。

Session③ Mindset Change ― Self

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役
人事総務本部長 島田由香氏がモデレーターを務め、ドラッ
カー経営大学院准教授／エグゼクティブ・マインド・リーダー
シップ・インスティテュート創設者 ディレクター ジェレミー・
ハンター氏、IMD 北東アジア代表 高津尚志氏が、Selfの観
点からリーダーの資質などを討議しました。女性は共感力・
信頼構築力が高いため「変革型リーダーシップ」を発揮しや
すいこと、また、ジェンダー・年齢の違いによる思い込みや

「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」に気付くことで、
人は大きく変われることを提唱しました。

閉会挨拶には PwC Japan グループ代表 木村浩一郎らが
登壇し、来場者に「今日からどのように考え方を変えるか／
今日から何をするか」というアクションを促し、マインドセッ
トチェンジの重要性を訴えました。木村は「人間は一人では
強くなく、できることも限られていますが、ちょっとした勇気
で自分を変え、さらに社会を変える存在にもなり得ます。
HeForShe の取り組みは“彼 vs 彼女”の枠を越え、互いに勇
気を与え合う活動だと思っています。今日のセミナーから皆
さんが勇気をもらい、少しでも自分を変えるきっかけをつか
んでいただけたら、主催者としてこれ以上の喜びはありませ
ん」と結びました。

PwCコンサルティング合同会社	パートナー　佐々木	亮輔 PwCあらた有限責任監査法人	パートナー　梅木	典子
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“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト
https://inform.pwc.com

Informの詳細はPwC's	View第4号48、49ページを参照ください

2017年12月までに公表されたIFRS、日本基準の主要な差異を解説した資料。
各章末の「最近の動向」では、新基準、公開草案の概要を記載しています。

『Similarities and Differences
─国際財務報告基準および日本基準の比較 2018』

本書の英語版PDFファイルは2018年秋頃にInformに掲載予定です。

（参考）Similarities & Differences 2018の抜粋

※本書の最新版をPwC’s View第14号とともにお届けしました。ぜひ、ご活用ください。

『IFRSと日本基準の比較』
をクリック❷

『2』をクリック（スライドショーの2枚目へ）❶
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書　名：収益認識の会計実務	─基本・応用・IFRS対応─
出版社：中央経済社	
編　者：鈴木	理加（PwCあらた有限責任監査法人	パートナー）
	 高野	公人（PwC税理士法人	パートナー）（第Ⅰ部第8章担当）
判　型：262ページ／ A5判
定　価：3,200円（税抜き）
発行日：2018年5月20日

基本編第I部

応用編第II部

IFRS対応第III部

最新版

2018年 3月、企業会計基準第 29号「収益認識に関する会計基準」等（収益基準）が公表されました。収益基準は、基準公表後 3
年間の適用準備期間が設けられており、2021年 4月1日以後開始する事業年度より適用されますが、わが国における収益認識
に関する初めての包括的な会計基準であることに鑑みると、収益基準の理解や実務に与える影響の把握と対応は、各社におい
て早急に着手する必要があるものと考えられます。
本書では、収益基準を読み解くポイントをまとめて収益基準の内容を説明するとともに、具体的な設例や図表を用いて、新たに
収益基準で導入される考え方や取扱いをできるだけ平易に解説することを試みています。また、平成 30年度税制改正で定めら
れた収益基準に対する税務上の措置について解説するとともに、複数の会計基準を利用する日本企業の市場環境を踏まえて、
収益基準とIFRS第15号との間の主要な相違点をまとめ、日本基準を利用している企業が IFRS基準へ移行する場合に実務上留
意すべき項目についても触れています。

収益認識の会計実務
―基本・応用・IFRS対応―

書籍紹介

収益基準を読み解くポイント第1章

本人と代理人の区分第1章

IFRS基準との相違点第1章

収益の認識（ステップ5）第6章

契約の識別（ステップ1）第2章

追加の財又はサービスを取得する
オプション第2章

IFRS移行時の実務上の留意点第2章

表示・注記事項第7章

履行義務の識別（ステップ2）第3章

ライセンス第3章

税務への影響第8章

取引価格の算定（ステップ3）第4章

買戻契約第4章

履行義務への取引価格の配分
（ステップ4）第5章

その他の特定の状況または取引第5章
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書籍紹介

書　名：金融機関のビジネス戦略
	 		　持続可能なビジネスモデルの構築に向けた態勢整備
出版社：中央経済社	
編　者：PwC総合研究所
著　者：栗原俊典、北野淳史、古宇田由貴、緒方俊亮、愛敬祥文
判　型：488ページ／ A5判
定　価：5,200円（税抜き）
発行日：2018年4月19日

最新版

2018年4月に、中央経済社よりPwC総合研究所編、栗原
俊典ほか著『金融機関のビジネス戦略 持続可能なビジネス
モデルの構築に向けた態勢整備』が刊行されました。

本邦の金融機関を取り巻く環境は、経済成長の停滞、地
方衰退、少子高齢化、低金利などのさまざまな問題や不確
実性を抱えており、これらを背景として中長期的な収益性の
確保が金融機関に共通の喫緊の課題となっています。他方
で、欧米や新興国をはじめとして、金融機関以外の企業が
イノベーションを活用して顧客ニーズに即した金融サービス
を提供する動きが生じることで、金融機関の競争環境は激
化し本邦にもその波は押し寄せてきています。

もっとも、金融機関自らも新たなテクノロジーを活用して
従来の横並びの商品やサービスではなく、顧客ニーズに合
わせた独自の商品やサービスを提供することもできます。生
命科学や宇宙、人工知能、ロボットといった次なる技術革

金融機関のビジネス戦略
　持続可能なビジネスモデルの構築に向けた態勢整備

持続可能なビジネスモデルの構築第I部

ビジネス戦略と経営計画の策定第II部

ビジネス戦略の意思決定・管理プロセス第III部

ガバナンス体制第IV部

ビジネスモデルの持続可能性が求められる背景／ビジネス
モデルの方向性／持続可能なビジネスモデルの枠組み／持
続可能性を高めるためのビジネスポートフォリオ／持続可
能性を高めるためのフレームワーク

ビジネス戦略策定手法／ビジネスプランの策定／リカバ
リープラン策定／資本計画策定（キャピタルプランニング）

ビジネス戦略管理プロセス／統合的リスク管理／有価証券
運用戦略管理プロセス／コンダクトリスク管理／シナリオ
分析（ストレステスト、デスクトップシミュレーション、戦
略策定への活用など）／リスクアペタイトフレームワーク

コーポレートガバナンス／リスクガバナンス／グループガ
バナンス／実績評価・報酬体系とサクセッションプランニ
ング／ビジネスモデル監査

新の萌芽も見られ、長期的経済成長につながっていくことも
想定されています。足元において大きなパラダイムシフトが
進んでいくなかで、日本経済全体についてはもちろん、個々
の金融機関にとっても、新たなビジネスを創造し、提供して
いく機会が生じています。イノベーションの進化により必ず
しも資本力や規模で勝る金融機関が競争優位性を有すると
いうわけではなくなり、規模の小さい金融機関であってもイ
ノベーションを用いてデファクトスタンダードを打ち立てるこ
とで、日本、ひいては世界全体にビジネスを広げることも可
能かもしれません。

本書は、こうした大きなパラダイムシフトが進んでいくなか
で、収益を持続的に稼ぐ力を確保するために、攻めのビジネ
スモデルを目指す金融機関に対してその競争優位性や生産
性、成長性を高め、持続可能なビジネスモデルを構築する
上で有益となる方法論や示唆を提供しようとするものです。
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書籍紹介

本書の内容

本書は大きく4つの部分によって構成されています。
第Ⅰ部「持続可能なビジネスモデルの構築」では、金融機

関を取り巻く環境変化を踏まえて、金融機関が目指すべきビ
ジネスモデルの方向性や持続可能性を高めるために必要と
なる取り組みなどについて説明しています。例えば、図表 1

第Ⅱ部「ビジネス戦略と経営計画の策定」で
は、顧客中心のビジネスモデルの観点から、
金融機関の全社的ビジネス戦略やそれに基づ
く各種計画の策定の考え方などについて、そ
の参考となりうるビジネス戦略モデルの類型
例と共に示しています。一例を挙げると、図表
2に示すように、金融機関がテクノロジーの発
達により、情報のプラットフォームや商品流通
のプラットフォームといった金融以外のプラッ
トフォーマーとの競争にさらされているなか
で、その競争優位性を高めるための商品ポー
トフォリオ戦略としてのピラミッド型ビジネス
ポートフォリオの考え方について説明していま
す。第Ⅱ部を通して、持続可能なビジネスモ
デルの構築に向けて、金融機関に求められる
戦略および計画を策定するための方法論と考
え方について説明しています。

に示すように、今日、金融機関にとってイノベーションの実
現を通じた顧客中心ビジネスの構築が重要となっています
が、第Ⅰ部を通して金融機関が構築すべき持続可能なビジ
ネスモデルとは何か、という大きな問いに対する考え方に
ついて概観することができます。

図表1：ビジネス戦略の潮流

図表2：ピラミッド型ビジネスポートフォリオ

● 取引記録
● 顧客属性情報
● 顧客ニーズ
● 顧客満足度
● ソーシャルネットワークングサービス（SNS）
● 位置情報（GPS）

顧客ニーズ

情報アドバンテージの活用

● リスクアペタイトフレームワーク
● リスクガバナンス（資本・流動性・コンダクト）
● 実績評価（要因分析など）
● 不正検知（AML、脱税、不正取引など）
● フュチャーフォーサイト（フォワードﾞルッキング）
● 経営情報システム（非構造化データ・機械学習）

ガバナンス

ガバナンスの高度化

● 支店網（縮小最適化と機能変換）
● ペーパーレス化
● 審査プロセス（融資、口座開設）
● 投資商品販売プロセス
● 事務プロセス
● 意思決定プロセス

プロセス

ビジネスとオペレーションの簡素化

● モバイル、ウェアラブル端末（コンタクトレス）
● インターネット、SNS
● 支店（コンタクトセンター）
● 電話・テレビ
● ロボット
● 物流（ネット、コンビニ、サプライチェーンなど）

ディストリビューションチャネル

顧客チャネルの最適化

● 決済・資金移動（P2P送金、電子財布）
● 財務支援（効率化）
● 中小企業融資（AI、P2P）
● 個人ローン（AI、P2P）
● 商品ポートフォリオ（AI、ビッグデータ）
● 投資アドバイス（AI）

商品
サービス

顧客中心のビジネスの開発

コンピテンス

バリューチェーン

経営資源
● デジタル通貨（暗号通貨）
● 記帳技術（ブロックチェーン）
● 認証技術（音声・虹彩・指紋）
● ビッグデータ（情報分析）
● 人工知能（AI）
● 仮想現実（バーチャルリアリティー）

イノベーションの実現

人工知能

クラウド
コンピューティング

電子広告・広告代理

SNS、検索サイト、通信

IoT

クレジットカード

支払・資金移動

商品販売

財務アドバイス
（ソリューション）

証券取引・資産運用

預金・貸出

支払・
清算・決済

情報の
プラットフォーム

金融のプラットフォーム

商品流通の
プラットフォーム

プラットフォームの
上 に収 益 性 の 高 い
高付加価値ビジネス
を構築
● ソリューション型
● 継続取引型
● 川下型

● プラットフォームを代替されないため
の戦略（ダブルベット）

● プラットフォーム上に収益ビジネスを
構築（商品・サービスのピラミッド）

● 他のプラットフォーマーが真似できな
い独自性（トレードオフ）を組み込む

● 競合相手との提携を模索する
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第Ⅲ部「ビジネス戦略の意思決定・管理プロセス」では、
持続可能なビジネスモデルの構築および推進に向けて、金
融機関がビジネス戦略を策定・執行し、これと一体的にリス
ク管理を行うための方法論と具体的なプロセスについて説
明しています。例えば、ビジネスモデルの持続可能性を高
めるためには、ビジネス戦略とバランスシートとの関係や戦
略執行に伴うリスクを動態的な方法論により管理することで
ビジネス戦略に関して金融機関がさらされるおそれのあるリ

第Ⅳ部「ガバナンス体制」では、持続可能なビジネスモデ
ルを支えるための金融機関のあるべきガバナンス体制につ
いて説明しています。第Ⅳ部を通して、ビジネス戦略を実効
的に管理するために、コーポレートガバナンスのみならずリ
スクガバナンスやグループガバナンスも含めて、金融機関と
して整備することが求められるガバナンス体制について理解
することができます。例えば、この中ではリスクガバナンス
を支えるリスク文化について、図表 4に示すように、個々の
役職員が収益機会を見出し、持続的に稼ぐ能力や方法を決
定付ける企業文化として会社全体に醸成していくための考
え方についても説明しています。 

本書では、上記で言及したものを含む 140を超える豊富
な図表を用いて、持続可能なビジネスモデルの構築に向け
て金融機関が新たなビジネスを創造し、提供し続けるため
の方法論をわかりやすく説明しています。本書が金融機関
や証券会社、保険会社はもちろん、その他の事業会社にお
いて、競争優位性や生産性、成長性を高め、持続可能なビ
ジネスモデルを構築するための一助となれば幸いです。

スクを前もって特定し、適切にコントロールすることが重要
となっていますが、そのためには図表 3に示すようなビジネ
ス戦略管理プロセスを構築することが必要となります。第Ⅲ
部を通して、ビジネス戦略の策定やその執行の過程で生じ
るさまざまな収益機会やリスクに関し、金融機関としてどの
ようなプロセスを整備してこれらを管理すべきかについて説
明しています。

図表3：ビジネス戦略管理プロセス

図表4：収益を持続的に稼ぐ文化の醸成

外部要因（リスクドライバー）

戦略固有リスク（リスクファクター）

戦略執行リスク

フロー変数の変動

戦略・オペレーショナル・財務リスク

企業価値リスク

取引量 収益性

競合リスク
（顧客・供給者・代替・新規参入・市場）

外部環境リスク
（政治・経済・社会・技術革新）

収益性のリスクファクター
（バリューチェーン・オペリスク）

資産負債のリスクファクター
（信用・市場リスク）

取引手数料 売買損益

フローから発生する損益 ストックから発生する損益

純金利収入 管理手数料 評価損益

ストック変数の変動

資産 負債 預り資産

取引手数料 売買損益 純金利収入 管理手数料 評価損益

健全性・収益性・成長性

取り巻く
環境の分析

トップリスク
エマージングリスク

の特定

マネジメント
アクションの
有効性分析

収益性・健全性
分析

企業価値
分析

● 政治、政策、規制
● 経済、金融資本市場
● 技術革新など

外部環境
● 新規参入
● 代替的サービス・商品
● 業界の競争など

競合環境

● 全社的に必要な能力
● 部門ごとに必要な能力
● 役職員に必要な能力

必要となるコンピテンス

● トップの姿勢
● インセンティブ
● アカウンタビリティ など

企業文化・リスク文化の再醸成

● 基本的価値観（理念）
● 目標設定・実績評価
● 対話促進策など

コントロールレバーへの適用

● 顧客ニーズの把握
● 技術革新の活用
● 新規ビジネスの創造など

競争優位性向上の要素

● 収益力（トップライン）
● 成長力
● 生産性向上など

企業価値向上の要素

国際的諸原則や
業界実務の

進展に合わせて高度化

定期的に
または環境の変化に

応じて見直し

書籍紹介
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図表4：収益を持続的に稼ぐ文化の醸成

書籍紹介

書籍紹介

最新 アメリカの会計原則（第2版）

（2017年10月6日）
本書では、アメリカの会計基準について、その
概略および実務対応を取り上げています。実
例を豊富に取り入れ、主要テーマ別に会計処
理および開示について平易に解説した内容を、
主に2017年3月時点で有効な基準を対象とし
てアップデートしました。また、IFRSおよび日
本の会計基準との比較を行っています。
（東洋経済新報社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

会社法計算書類の実務
（2018年1月26日）
第10版となる本書は、国際財務報告基準
（IFRS）任意適用企業の増加を踏まえ、IFRS
等適用会社の連結計算書類に関する解説を充
実化しました。また、会社法計算書類の実務
動向として、この1年間に公表された基準等の
内容と実務への影響を、冒頭の特別トピックで
解説。「収益認識に関する会計基準（案）」や「税
効果会計に係る会計基準の一部改正（案）」な
ど開発中の基準等も取り上げています。会社
法計算書類の作成・開示の参考となるよう、一
般社団法人	日本経済団体連合会の各種書類の
ひな型や、全国株懇連合会が公表したひな型
（株懇モデル）も最新版を掲載しました。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

収益認識の会計実務
―基本・応用・IFRS対応―

（2018年5月20日）
企業会計基準委員会により、2018年3月に企業
会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等
（収益基準）が公表されました。これはわが国の
収益認識に関する初めての包括的な会計基準で、
本書では収益基準を読み解くポイントや取扱いを
定めた背景も含め、具体的な設例・図表を用い
て収益基準で導入される新しい考え方や取扱い
を可能な限り平易に解説しています。また、平成
30年度税制改正で定められた収益基準に対する
税務上の措置について解説するとともに、複数の
会計基準を利用する日本企業の市場環境を踏ま
え、収益基準とIFRS第15号との主要な相違点も
説明しています。
（中央経済社／	PwCあらた有限責任監査法人編）

成長への企業変革
─ケイパビリティに基づくコスト削減と
経営資源の最適化

（2017年11月22日）
本書では、コスト構造と戦略とを適合させ、そ
れを維持するための組織再編を行うことで、価
値を創出し、競合を上回る業績を達成し続け
る方法をご紹介します。これまで多く見られる
ようなコスト削減のアプローチとは全く異なり、
自社の差別化されたケイパビリティに資金を集
中させることで成長を実現し、さらにその改善
を維持するための組織再編を行う手法や、具
体的事例、実践的なアドバイスを豊富に掲載し
ております。
（ダイヤモンド社／ PwC	Strategy&）

実務入門 IFRSの新保険契約
（2017年10月27日）
本書は、IFRS第17号「保険契約」について説明
しています。具体的には、現行の会計基準か
ら大きく変化した保険契約の測定についての
設例や仕訳例、表示・開示の要求事項とその
ひな型、新しい基準における主要な業績指標
の例、経過措置および適用において想定され
る実務上の課題を中心に説明しています。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

サイバー攻撃に勝つ経営
－先進企業にみるCISOの挑戦

（2017年10月5日）
「サイバー攻撃に勝つ経営」を実践するため、
日本企業5社の経営者やセキュリティリーダー
を徹底取材し、各社の取り組みに基づき、経営
陣との連携、防御の体制、リーダーの人選、担
当者の育成など、セキュリティリーダーシップ
の勘所を一冊にまとめました。
（日経BP社／PwCコンサルティング合同会社		
山本直樹）

IFRS「外貨建取引」
プラクティス・ガイド
（2017年12月22日）
本書は、IAS第21号「外国為替レート変動の
影響」の他、外貨建取引に関連するその他の
IFRSの会計基準（例えば、IFRS第9号「金融商
品」、IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」）
に沿って、外貨建取引に関する基本的な会計
処理や表示・開示について横断的に解説して
います。また、外貨建取引を行うに際して無視
することのできない為替リスク管理について説
明している点も本書の特色です。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

金融機関のビジネス戦略
　持続可能なビジネスモデルの
　構築に向けた態勢整備

（2018年4月19日）
本邦の金融機関は経済成長の停滞や地方衰
退、少子高齢化、低金利などを背景に、中長期
的な収益性の確保が喫緊の課題となっていま
す。他方、金融機関以外の企業がイノベーショ
ンを活用して顧客ニーズに即した金融サービス
を提供しつつあり、資本力や規模で勝る金融機
関が優位性を有するとは限らなくなり、競争環
境は激化しています。大きなパラダイムシフト
が進む中、本書は攻めのビジネスモデルを目
指す金融機関に対し、収益を持続的に稼ぐ力
を確保するために競争優位性や生産性、成長
性を高め、持続可能なビジネスモデルを構築
する上で有益な方法論・示唆を提供します。
（中央経済社／ PwC総合研究所編）
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│1│AIへの注目の高まり

│2│監査の課題とテクノロジーの可能性

昨今、AIが各種メディアに華やかに取り上げられ、書店で
は AI関連書籍が大きなスペースを占めるようになっていま
す。一方で、AIは実際に何ができるのか、どのような場面で
活用できるのかについての理解はまだ十分ではありません。
PwCあらた有限責任監査法人では、2016年 10月にAI監査
研究所を設立以来、AIを実務でいかに活用できるのか、と
いう点に特に焦点を置いて研究と実用化を進めてきました。
この度、その研究において得られたAIの監査への活用の可
能性についての洞察を、AIツールを共同研究しているシリ
コンバレーのスタートアップ企業であるGenial Technology
とともに、「監査の変革 どのようにAIが会計監査を変えるの
か」として取りまとめて発表いたしました。

AIとはコンピュータ上で人間と同様の知能を実現させよう
という試みであり、ニューラルネットワークなどの機械学習や
質問応答システムなどの自然言語処理の発展に伴って、近
年注目を浴びています。しかし、AI技術自体は新しいもので
はなく、何十年も前から研究されており、監査における普及
はまだ初期段階です。監査にAI技術を応用する場合、監査
業務の変革という観点から重要となる要素は、機械学習、自

然言語処理、監査プロセスの自動処理です。これらの技術
は、多くの作業を自動化し、意思決定を支援することで監査
のあらゆる分野で大幅な業務改善に役立つことが期待され
ます。しかしながら、AIは課題を解決するためのツールであ
り、課題を定義することはできません。したがって、このよう
な技術を適用するためには、監査の課題を特定することが
重要です。

昨今、企業の不正事件が多発し、投資家や一般社会から
の監査人の役割が注目され、制度上の監査の目的を超えた
期待が高まっています。一方で、被監査会社のビジネスの
多様化、複雑化が進み、監査人が理解すべきビジネスの範
囲の拡大、必要となる監査手続の量の増加など、ここ10年
の間で監査現場の作業量は膨大となりました。働き方改革
の推進もあり、長時間労働の改善のため、監査の生産性向
上についても監査人にとって急務です。ステークホルダーか
らの期待に応えるための品質向上および生産性向上は現代

の監査人が抱える課題であるといえます。
現在の監査における実施者の割合は会計士が大部分を占

めており、業務の中には専門的な判断を伴わない業務も多く
含まれています。そこで、RPAやAIなどのテクノロジーを監査
現場へ導入し、専門的な判断を伴わない業務を自動化するこ
とで、会計士の業務負担を軽減させ、会計士をより専門性の
高い業務に専念させるということが考えられます。導入にあた
り業務の標準化やコスト・工数などの障害があるものの、業
務の自動化は会計士を専門業務に特化させ、監査の生産性

以下は発表文書の概要です。詳細については、当法人の
ホームページより全文レポートをダウンロードいただけます。

（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/ 
audit-change.html）

AIの監査における
活用の可能性を探る
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向上および品質向上につながるでしょう。テクノロジーの導入
が現在の監査に関する課題解決の糸口となります。

なお、テクノロジーの導入にあたっては、当然ながら監査に
用いられるさまざまな資料のデジタル化が必須です。しかし
ながら、効率的、効果的に、デジタルを最大活用した監査が
実施できるのか、については、監査人に対して標準化された
データをタイムリーに提供できるかどうか、というクライアント
側のデジタル化の水準にも影響されるものと考えられます。

実際、被監査会社においてもテクノロジーの導入による
抜本的変化が訪れ、被監査会社の業務に RPAや AIが組み
込まれることになり、監査におけるリスクの評価や監査対象
そのものに被監査会社が導入したテクノロジーが影響する
ことになります。将来的には高度化された被監査会社と監
査人のシステムが連携し、AIによる自動かつリアルタイムの
監査が行われることになるものと考えられます。AIにより適

時に問題点の検出が行われるため、監査人は問題点の解決
と、被監査会社とのコミュニケーションが主要な業務となり、
また監査人には監査の知見に加え、テクノロジーを理解し
て使いこなす能力も必要になります。現在、監査報酬は基
本的に監査の作業時間の積み上げで決定しています。しか
し、テクノロジーの導入によって、将来的には、監査報酬が
作業時間の多寡で決まるのではなく、高度なリスク評価とそ
の対応手続きの質に、より重点が置かれることになると考え
られます。また、今後適用化の流れにある「監査報告書の透
明化」に伴い、監査報告書に AIを活用して検討した重要な
虚偽表示リスクとその対応結果を記載することで、各監査人
が提供する監査の品質が投資家にとって客観的に評価可能
となります。より高付加価値のある監査を提供する監査人が
被監査会社の本質を表すことで、ステークホルダーの期待
に応えることになるでしょう。

監査手続に適用されると見込まれるAIの技術は、現時点
で成熟しているものもあれば、未成熟のものもあります。下
図にテクノロジーの発展とともに適用され得る監査手続の
流れを時系列で表しています（図表 1）。まず、ルーティン作

業の代替としてRPAの適用により、データやシステム間の自
動照合・計算が行われます。このような作業は現在の技術
で適用可能であり、早期の導入が期待されます。次にディー
プラーニングが発展し、AIによる判断の一部代替が行われ

│3│予想される監査へのテクノロジー適用の流れ

監査の価値

　高

会計システムとインターネットバンキングシステムとの自動照合

仮想3D空間の監査室

残高確認手続の自動化

ドローンによる在庫チェック

リアルタイムの在庫数把握
外部情報やカメラ／センサーデータなどに基づく会計数値予測
業務プロセスの自動分析と高リスク領域の特定

複雑な契約書の自動レビュー

開示情報の自動チェック

被監査会社のAIと監査人の
AIとの自動連携

会計基準適用時の要件判定自動化

監査報告書記載のKAMの草案作成

音声や議事録を基に監査調書を自動作成

リスクに基づく監査報酬の算定

定性的な監査リスク評価の自動化

会計システムとサポート資料との自動照合
会計方針に基づく自動再計算
押印や署名の自動照合
元帳データなどの異常パターン自動検知
監査リスク評価の定量化

テクノロジーの発展度合

図表1
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AI監査研究所およびGenial Technologyについて

　PwCあらた有限責任監査法人（以下、「PwCあらた」。）のAI監査研究所は、PwCの世界158カ国にまたがるグローバル
ネットワークとも連携し、テクノロジーの活用をより深化させ、高品質かつ効率的な監査の実現を目指しています。また、
人間と機械の最適な分業による、次世代の会計監査の在り方を追究しています。
　Genial Technology（Founder and CEO：阿部川明優／メールアドレス：aki@genialtech.io）はクラウドコンピューティ
ングと人工知能によって、会計データクレンジングおよび監査人・被監査会社間の監査証憑の授受を含む、監査手続を
自動化するソフトウエアの提供を目的とした会社です。
　PwCあらたとGenial Technologyの目的は補完的であり、この種類の共同研究活動においては優れた専門性と研究分
野の組み合わせとなります。例えば、PwCあらたが会計監査における幅広い知見を提供し、Genial Technologyはデー
タクレンジング、データ分析およびAIモデル開発についての知見を提供します。

今後、デジタル化が進むことにより、会計や監査に関する
データが蓄積されること、さらにその蓄積されたデータを処
理する能力が向上すること、そしてそれらを用いて AIが学
習し、発展していくことは間違いないと考えられます。

AIが発展することで高度な判断の代替ができるようにな
り、AIによるリアルタイムの監査や新たな観点からリスクの
評価などが可能となります。人間は、AIが処理・判断した情

報を利用して意思決定することで、被監査会社の問題点を
即座に解決し、監査の価値を高めることができます。監査手
続が AI化されるのも遠い未来ではなく、近年中に監査業界
で業務の変革が起こるでしょう。また、テクノロジーとともに
切り開く新しい監査は、ステークホルダーの期待に応える新
たな価値を提供し、監査人の役割も社会にとってより重要に
なるでしょう。

│4│まとめ

伊藤 公一（いとう こういち）

PwCあらた有限責任監査法人
AI監査研究所 シニアマネージャー
2010年公認会計士登録。金融機関を中心に、国内
大手上場会社、外資系国内子会社等の会計監査業
務（日本基準、米国SEC基準、IFRS基準）に従事。ま
た、会計アドバイザリーや企業再編処理のアドバイ
ザリー業務などに従事。
2016年10月に設立したAI監査研究所において、人工知能をはじめとする
テクノロジーの監査業務への利用について研究・開発を行っている。
メールアドレス：koichi.ito@pwc.com

ます。具体的には、人間の判断を要する契約書内容のレ
ビューや在庫数量の検証を AIが担うことになるでしょう。こ
れらの領域は一部適用可能な技術もあれば、諸条件で適用

が難しい部分もあり、今後のテクノロジーの発展が望まれる
ところです。
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PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートおよび海外拠点からの各種出版物を発行しています。
ここでは、その一部をご紹介します。

Reinventing Innovation 
イノベーションの再創造
―戦略から実行までの指針となる5つ
の知見
（2018年3月）
企業のリーダーはイノベーションをどのように
考え、より多くの成果を得るために何をしている
か。44カ国、1,200名以上の企業のリーダーを対
象に実施したグローバル調査「PwCイノベーショ
ン調査（PwC’s	 Innovation	Benchmark）」からの
主なインサイトを紹介しています。

クロスボーダーM&Aを成功に導く、
企業文化統合に向けた提言
―日本企業のポテンシャルを最大限
生かすために
（2018年3月）
PwCが過去に携わってきた実際の買収案件を通
じて学んだ知見や日系グローバル企業各社CEO
へのインタビューなどに基づき、日本企業による
海外企業買収とその後の運営における課題を明
らかにするとともに、企業統合を成功に導くため
の提言を行っています。

未来における信頼のあり方
～監査における人間と機械の協働～
（2018年3月）
AI、自然言語処理、VRなどの先進的なテクノロ
ジーが、監査のあり方を変えるとともに、その
可能性を広げようとしています。本レポートで
は、これからの数年間において、新しいテクノロ
ジーが監査をどのように進化させていくのかを
予想しています。

コンテンツの『民主化』：
インターネットはいかにして
クリエイティブ産業の成長を
活気づけているか
（2018年3月）
デジタルコンテンツが、世界中で増加していま
す。インターネットが創作・配信ツール利用を民
主化し、クリエイティブ産業ではプロとアマチュ
アのコンテンツの境界線が曖昧化しつつありま
す。本レポートは、特徴的な5カ国（日本、インド、
オーストラリア、韓国、タイ）でインターネットが
コンテンツプロバイダや配信者、アーティスト、
消費者に及ぼす影響を包括的に分析しています。

CVCファンドを活用した
ベンチャー企業との
オープンイノベーション
（2018年3月）
国内では、	2012年頃からオープンイノベーショ
ンを推進するため大企業によるCVCファンドの
設立が活発化しています。	PwCでは、アンケート
調査結果を踏まえ、CVCファンド運用における課
題や、ベンチャー企業と事業シナジーを創出す
る上で押さえておくべき視点について解説しま
す。

日本におけるプライベート・エクイティ
―マーケットの動向と日本企業への
活用に関する提言―
（2018年3月）
2017年は、日本企業によるプライベート・エクイ
ティ（PE）ファンドの活用が大きく進んだ1年とな
りました。本レポートでは、日本企業にとっての
成長のための一施策として、PEファンドのさらな
る活用を提言しています。

監査の変革
どのようにAIが会計監査を変えるのか
（2018年4月）
AI（人工知能）の監査への適用可能性に関する考
察し、現代の監査が抱える課題、AIを監査に適
用した場合の影響や、将来の監査人の役割につ
いて述べています。

2018年の金融サービス業界における
最重要事項
（2018年4月）
本報告書では、主に米国の金融サービス業界が
2018年に直面すると考えられる12の最重要事項
について考察しています。

グローバル投資家意識調査2018　
複雑な世界における
成長への自信に潜む不安
（2018年3月）
世界各国の663名の投資家に対して、今
後の世界経済に対する見方、不確実な
時代の企業経営のあり方、テクノロジー
の急速な進歩がもたらす影響などについ
て、インタビューやオンライン調査を実
施した結果をとりまとめたレポートです。

（2018年5月1日現在）

ミャンマー投資ガイド
（2018年改訂5版）
（2018年3月）
ミャンマーの外国投資関連規制、優遇措置、イン
フラおよび金融などのセクター概要、会計監査
制度、税制、人事・雇用法などについて、2017
年時点の情報に基づきまとめています。
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インド投資ガイド2017年
（2017年12月）
PwCインド日系企業部が発刊したインド投資ガ
イドは、PwCインドの豊富な知識と経験に基づ
き、インドへの投資に当たって直面する典型的
な課題について、それぞれの専門家が編集して
います。

PwCスポーツ産業調査2017
─破壊的変化の大波にさらされる
スポーツ産業
（2017年12月）
PwCは、世界のスポーツ産業で重要なポストを
占める関係者を対象に、市場の今後の見通しや
脅威、変化の要因などの調査を実施しました。ま
た、本レポートの日本版では、政府が設置する
審議会の委員でもあるお二人にお話を伺ってい
ます。

国境はイノベーションを弱めるのか 
─ Strategy& 第 13 回グローバル・ 
イノベーション1000
（2017年12月）

自国経済の保護を図る経済ナショナリズムが加
熱し、複数の国で国内産業・企業の優遇政策が
導入されています。世界の上場企業トップ1000
社のR&D支出は2017年も増加しましたが、うち
52％が経済ナショナリズムはR&D活動に影響を
及ぼすとし、4分の3はナショナリズム色の濃い
政策が採択された場合は5年以内にR&D戦略を
変更すると回答しました。

明日の世界 新たな革命が始まる
（2017年12月）
新しい情報のエコシステムが台頭しようとしてい
ます。企業、そして企業をとりまくステークホル
ダーは新しいエコシステムのもとでどのような
対応が求められるのでしょうか。本レポートでは
PwCの一つの見方を示しています。

グローバル情報セキュリティ調査2017 
Vol.3：IoTの可能性を探る 
サイバーセキュリティ対策は
IoTの未来を具現化できるのか？
（2017年12月）
グローバル情報セキュリティ調査は、PwCが
「CIO	Magazine」、「CSO	Magazine」両誌と共同
で毎年世界的に実施している、情報セキュリティ
に関するオンライン調査です。世界の経営層か
ら回答を得て、企業の情報セキュリティに関する
諸問題、対策状況、投資動向などを分析、レポー
トします。

日本企業におけるAI活用の可能性
―成功のカギはどこにあるのか？
（2018年1月）

本レポートでは、国内外におけるAI活用の現状
を踏まえ、日本企業が直面するAI実用化に向け
た課題について考察するとともに、日本企業独
自のAI活用の可能性について探ります。

第20回世界CEO意識調査／
アセットマネジメント業界における
主な調査結果
（2018年1月）

世界45カ国、185名のアセットマネジメント業
界のCEOに対するアンケート調査です。CEOの
65％はテクノロジーが今後アセットマネジメント
業界の勢力図を大きく変えると考えており、業界
内における競争への影響を予想しています。

アセットマネジメント2025
資産運用業界における変革への対応
（2018年1月）
資産運用業界は劇的に変化しています。業界で
生き残り成長を続けるためには、今、行動を起こ
す必要があります。本報告書では資産運用業界
に変化をもたらす4つのトレンドについて考察し
ます。

Emerging Trends in  Real 
Estate® Asia Pacific 不動産の
新しい動向 アジア太平洋
（2017年12月）
本報告書は、PwCとアーバンランド・イン
スティテュート（ULI）が共同で取りまとめて
いる不動産動向調査報告書です。投資家、
デベロッパー、不動産会社のトップ、金融
機関、仲介業者、コンサルタントなど、国
際的に著名な不動産専門家の見解に基づ
き、アジア太平洋地域における不動産投資
と開発のトレンド、不動産金融・資本市場
の状況および不動産部門別・都市別の傾
向について見通しを示しています。

第21回世界CEO意識調査
成長への自信に潜む不安
（2018年2月）
PwCは21年間にわたり、世界のCEOの
皆様にビジネスや社会のあり方を大きく
変えるような潮流についてお聞きしてき
ました。今般、PwC	Japanグループは「第
21回世界CEO意識調査	日本翻訳版」を
刊行します。

詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html
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中国（華北・華中） 高橋 忠利 Tadatoshi	Takahashi +86-21-2323-3804 toshi.t.takahashi@cn.pwc.com
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ポーランド 有田 幸弘 Yukihiro	Arita +48-519-506-156 yukihiro.arita@pwc.com

ロシア・CIS 糸井 和光 Masahiko	Itoi +7-495-967-6349 m.itoi@pwc.com

南アフリカ 鈴木 智晴 Tomoharu	Suzuki +27-74-155-4601 tomoharu.o.suzuki@pwc.com

米州

カナダ 北村 朝子 Asako	Kitamura +1-604-806-7101 asako.kitamura-redman@pwc.com

米国 久保 康 Yasushi	Kubo +1-312-298-2477 yasushi.kubo@pwc.com
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