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新たなテクノロジーが産業構造を大きく変容させつつあるなか、企業はその変化

に柔軟に対応し、活動していくことが求められています。しかし、企業が扱う情報は

量・質ともに高度化しており、事故や問題が生じた場合、従来よりも大きな影響を

社内外に与え得るため、企業は多様なリスク領域に対して感度を高めていく必要が

あります。

そのような点で、経営目標の効率的・効果的な達成を支援する「内部監査」の局

面においても、新たなリスク領域への対策が求められています。しかし、その一方

で、最新のテクノロジーを内部監査の現場に導入してその利点を大いに活用し、よ

り効率的で精度の高い内部監査を実現させる試みも進められているところです。

本号では「テクノロジーを活用した内部監査」を特集テーマとし、4本の論考を通

じて最新の内部監査の現場におけるテクノロジーの活用状況を紹介します。冒頭の

「テクノロジーが内部監査を変える」では、テクノロジーがもたらすメリットやAI／ク

ラウドの活用例、企業が内部監査にテクノロジーを導入する際の検討事項などを考

察しています。次の「内部統制監査へのデータ活用」では伝統的な評価手続やアプ

ローチを見直すためのデータ／技術活用について解説し、業務プロセスの包括的

な評価手法「Process	Intelligence」を紹介しています。続く「RPAを活用したモニタ

リングの実践」では、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の特徴および

業務要件を挙げた上で、経費精算や労務管理におけるモニタリングでRPAを活用

するためのポイント・留意点を説明しています。最後の「ソーシャルメディア・ガバ

ナンス～SNSのリスク対応と内部監査の実務～」では、昨今のSNS（ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス）の急速な普及に伴って多様なリスクに直面している企業に

向け、ソーシャルメディアに関するガバナンスやリスク管理の実務的なポイントを

解説します。

特集

テクノロジーを活用した
内部監査
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テクノロジーが内部監査を変える

特集：テクノロジーを活用した内部監査

はじめに
　テクノロジーの進展は近年目ざましく、今後のビジネスの
在り方に大きな影響を与える可能性があります。PwCでは、
主要な最先端のテクノロジーとして、図表 1にある8つを取り
上げています。
　内部監査においても、これらのテクノロジーの活用により、
業務の効率化や高度化が進展することが期待されており、
特に、ロボティクス（RPA：Robotic Process Automation）
やAIの活用が注目を集めています。本稿では、内部監査で
利用が期待されるテクノロジーについて俯瞰した上で、AIを
中心に取り組み事例をご紹介いたします。そして、新テクノ
ロジーの利用に向けた検討の進め方を考察します。

1 内部監査でのテクノロジー活用

（1）テクノロジーに対する期待

内部監査における新たなテクノロジーの利用がもたらす
利点には、業務の効率化や高度化の観点に加え、ノウハウ
の継承などが挙げられます。

① 精査的な内部監査
従来のサンプリングを用いた試査では、疑わしい異常な
処理や不正取引の検知は難しく、精査的な確認が必要とな
ります。データ分析を活用することで、リスクベース・アプ
ローチを実現し、より効率的・科学的に監査対象取引を抽
出する手法が求められています。また、同時に、信頼性の高
い監査証拠（証跡）を収集・蓄積することが期待されます。

② 内部監査の効率化と範囲の拡大
監査すべきリスクの範囲が複雑化し、監査対象の業務量

も増加する傾向にあります。新規業務への参入や海外への
業務展開に伴い新しいリスクへの対応が求められたり、グ
ローバル業務における多言語化対応が求められたり、業務
の難易度も増しています。このような状況を背景に、手作業
（人海戦術）で確認できる内部監査では限界があり、新テク
ノロジーを活用して、大量の証跡から取引を効率的に評価
することが期待されています。内部監査業務を効率化でき
れば、これまで業務負担が大きく対応できなかった新しい観
点での内部監査への取り組みが可能になるといった副次的
な効果も期待できます。

③ 内部監査の品質の向上
データがデジタル化されることで従来よりもリスクの捕捉
精度や頻度が高まると期待されます。また、手作業による内
部監査では、人為的ミスや監査人のレベルで調書のレベル
にもばらつきが発生するという課題がありました。テクノロ
ジーを活用し、内部監査プロセスの自動化を進めることで、

PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・
コンプライアンスアドバイザリー部	
パートナー　辻田	弘志

PwCビジネスアシュアランス合同会社		
シニアマネージャー　熊田	淸志

図表1：主要な8つの最先端テクノロジー

IoT

AI（人工知能）

AR（拡張現実）

ブロックチェーン

ロボティクス

3Dプリンター

ドローン VR（仮想現実）
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内部監査の品質を高めたいという期待があります。

④ 監査人のノウハウの継承
日本の人材不足が進む中、内部監査においてもベテラン
が異動や定年になったり、後継者となる人材が配置されな
かったりすることで、内部監査に関する知識やノウハウが継
承されない課題があります。テクノロジーを活用し、データ
やノウハウを蓄積・共有化する仕組みを構築したいとの期
待があります。

（2）内部監査におけるテクノロジーの活用の方向性

① データの可視化
内部監査における新たなテクノロジーの活用の方向性と

して、データを可視化することで、単独の数字だけでは把握
できなかった全体傾向や問題点を把握しようとする試みが
あります。
監査に用いるデータをグラフィカルに表示するダッシュ
ボードでは、データ全体の状況を俯瞰し、多次元分析やドリ
ルダウンといった課題発見的な分析や、特定のシナリオに
沿った分析を行うことで、意思決定をサポートします。PwC
では、課題発見ルールを内蔵したダッシュボードのテンプ
レートをご提供しています。
また、データの流れを動的に視覚化するプロセスマイニ
ングといった技術があります。プロセス間の大量のデータの
流れを可視化することにより、処理フローの非効率性、内部
統制上問題となるデータの流れの分析、マニュアルに記載
されている処理フローと現実の処理フローのギャップ分析な
どを行います。
これらのデータの可視化技術は、過去に発生した事実を
客観的に分析して課題を発見し、改善につなげていくことを
目的としています。

② 内部監査の自動化
内部監査における新テクノロジーの活用の方向性として、
業務の自動化を推進することで、業務効率の改善と品質の
高度化を目指そうとする試みがあります。仕訳や財務データ
などの数値データを分析するCAATが代表例です。
業務系のシステムからのデータ収集、加工、分析、報告と
いったデータ処理の一連のプロセスの自動化を推進するテ
クノロジーの活用例として、RPAによる定型的な業務の自動
化や、AIによる判断業務の効率化が挙げられます。
RPA（Robotic	Process	Automation）とは、システム画面
を識別し、人間と同じように操作を行うことができるようなソ
フトウェア（ソフトウェアロボット）です。伝統的なプログラム
言語でのプログラム構築とは異なり、比較的簡単な設定・
コーディングで実行手順を設定することで、短期間で自動化

を実現することができます。
RPAとの適合度の高い業務の性質として、①システム化
可能で処理が明確にルール化できること、②定常的かつ一
定のボリュームの業務量があることが挙げられます。②の条
件は、RPAの採用により十分な投資対効果を見込むための
必要条件です。
例えば、オフサイト・モニタリングのデータの収集、報告
書の作成といった定例的な業務にRPAを活用することが適
しています。

2 AIを用いた内部監査の自動化の取り組み

続いて、AIを用いた自動化の取り組み内容をご紹介しま
す。内部監査業務では、数値データ以外にテキストデータ
を扱うことが多くあります。例えば、大量の契約書から必要
な情報だけを抽出したり、膨大な電子メールの中から不正
の疑いの可能性の高いメールだけを抽出したりすることが
できれば、内部監査業務の効率化・高度化が図れます。近
年、自然言語処理を利用したAIが進展したことで、これまで
人間の判断が必要だったテキスト情報の分析を自動化する
ことが可能になってきました。

内部監査におけるAI活用例

① AI-OCRによるテキスト情報の抽出
AI-OCRとは、AIを用いることで、従来のOCRに比べて高い
文字認識率を持つソフトウェアのことです。例えば、フォー
マットの異なる大量の紙資料に対し、文字の配置や文字の内
容などから、それぞれの文書がどのフォーマットなのかを判
定し、フォーマットに応じた認識をすることで高い精度での文
字認識をすることが可能です。PwC米国では、AI-OCRで読み
取った非構造化データから、会計知識や業務知識からなるビ
ジネスルールを用いて、必要な情報を自動的に抽出するツー
ルを開発しています。さらに、抽出した情報を利用したテス
ティングの自動化や視覚化を一連のソリューションとしてご提
供することで、内部監査の効率化・高度化を図っています。

② 議事録作成・自動翻訳
音声認識を利用し、これまでは情報として蓄積されていな
かった会話内容とテキスト情報として蓄積し、その内容をテ
キストマイニングなどで分析したり、監査証跡として活用し
たりする試みを行っています。
例えば、ヒアリング内容をテキスト化して保存し、議事録作
成で利用したり、会話内容における単語の発生頻度から傾向
を分析したりすることが考えられます。AIを活用すれば、会
話相手の性格を判定することも可能になってきています。
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③ テキスト情報の分類
業務では、電子メール、請求書、報告書、面談記録、報告
書、規制文書など、さまざまな非定型文書を扱います。これ
らの膨大なテキスト情報に対して、不適切なもの／不正の
可能性のあるものがないかを確認するために、人間が網羅
的に読み込むのは極めて作業負荷が高い作業です。AIに特
徴的な文書を学習させることで、膨大な文書を精査的・網
羅的に分析し、全文書に対して連続値であるリスクスコアを
付与することができます。リスクスコアは、パターン認識によ
り、学習させた文書と類似性の高い文書に高いスコアを付
与されます。スコアの高い文書を集中的に確認することで、
膨大なデータから必要な特徴的な文書を見つけ出す到達ス
ピードを加速させることが可能になります。
これまでは、文書の分析・分類作業を人が実施する場合、
特定の専門家でないとやり方がわからないといった作業の
属人化が起こりがちでした。専門家のノウハウをAIに学習さ
せ、分析における暗黙知を形式知化することで、多くの人間
がAIの力を借りて、高度な分析を実施できるようになりま
す。さらに今後は、新たに監査部門に配属された社員の教
育において、AIから業務ノウハウを教えてもらうといったこ
とも十分に考えられます。

3 テキスト情報分類の分析プロセス

	次に、テキスト情報の分類を例に、AIによる分析のステッ
プとポイントを見ていきましょう。

（1）分析テーマの明確化

AIの分析精度を高めるには、分析テーマを具体化するこ
とが重要です。テーマが具体的であればあるほど、文書の
特徴を明確に定義しやすく、的確な教師データを準備する
ことができます。
分析テーマを明確化する方法として、分析対象とすべきリ
スクの種類や対象業務を分析するといった業務的アプロー
チと、分析対象の大量の文書を分析しデータからテーマを
導き出すといった分析的アプローチがあります。

（2）教師データの作成とAIモデル学習

分析テーマの確立後は、テーマごとに特徴的な文書を収
集し、『教師データ』としてAIに学習させます。AIの処理自体
はブラックボックスであり、その内容を理解することは難し
いため、AIへインプットする教師データの量と質を高めるこ
とでAIの品質を制御します。教師データの作成は、①過去
の該当文書を用いる、②社内の専門家へのノウハウをヒア
リングする、③キーワード検索でヒットした文書をレビュー

する、などの方法を組み合わせて進めていきます。

（3）AIによるスクリーニングと調査

学習済みのAIが完成後は、全文書に対して、教師データ
との類似性を表すスコアを付与します。従来のキーワード検
索を用いたスクリーニングですと、該当した文書の重要性が
わからないため、大量の文書が該当した場合は、大量の全
文書を人海戦術で調査する必要がありました。AIによる分
析では、各文書にリスク度合いに応じたスコアが付与される
ため、レビューするメンバーのワークロードに合わせて、ス
コアの高い文書を抽出してレビューすることが可能です。

図表 2は、AIモデルの精度を表すグラフの例です。横軸
は、レビュー文書数、縦軸は、発見対象文書数です。ランダ
ムに調査する場合、レビュー文書に対して一定の割合で発
見対象文書が見つかるので、線③のような直線関係になり
ます。AIモデルを利用した場合、スコアの高い文書を優先
してレビューすることで、少ない文書のレビューで、多くの
発見対象文書を見つけることができます。線①の例では、
上位20％の文書をレビューすることで、85％の発見対象文
書を見つけることができ、ランダム・レビューと比較して4倍
以上の効率性を達成しています。
AIスコアにより見つけられた疑わしい人物から、周辺の関
連者の詳細調査を行うことも可能です。図表 3はネットワー
ク分析により、疑わしい人物を中心とした周辺の関連者との
やり取りを表示したものです。AIスコアやレビュー結果を同
時に表示しながら、AIスコアだけではレビュー対象でなかっ
た関連者の文書の中から、追加的な調査対象を効率的に見
つけ出すことが可能です。

（4）AIモデルの継続的利用に向けて

AIを継続して正しく稼働させるためには、より多くの正しい
教師データを継続してAIに学習させるPDCAサイクルの構築
が必要です。調査対象となった文書については、次回分析

図表2：AIレビュー時とランダムレビュー時との比較

特集：テクノロジーを活用した内部監査

③

①

②

②
①
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における教師データ候補になります。教師データの見直し
や、新しいリスク・シナリオに対応する教師データの追加を
しながら、次第にAIモデルの検知精度を高めていきます。

4 クラウドによる新テクノロジーの利用

今後、新テクノロジーを利用するには、自社で導入すると
いう選択肢に加え、クラウドサービスを利用するという選択
肢も出てくるでしょう。
PwCでは、継続的監査／モニタリング機能をクラウドサー

ビスとしてご提供する予定です。このサービスでは、PwCが
グローバルで開発した300以上の分析シナリオを内蔵する
「B.R.A.I.N.」というツールを用い、リスクとコントロールの自
動モニタリングを実施します（図表4）。
本サービスは、マネージドサービスであり、シナリオの範
囲、モニタリングの頻度、既存システムとの接続などを個別
に検討していきます。オフショアでのサポートを含み、PwC
がグローバルな体制でサービスの運用を行っていきます。
本クラウドサービスは、第2線および第3線のユーザーが
データを連携しつつ、それぞれの役割に応じた機能を分担
し、利用可能な統合環境として使うことができます。

5 新テクノロジー利用に向けて

（1）どこから始めるか

内部監査における新たなテクノロジー活用には、中期的
な視点での計画立案と、早期に成功体験の得られる試行プ

ロジェクトの実施が重要です。
計画立案においては、まず、テクノロジーの特徴を理解し
た上で、内部監査のどの業務に新テクノロジーが適用可能
なのかを整理します（P10	図表 5）。次に、テクノロジー取り
組み領域の導入効果とコストの2点を評価し、プロジェクト
の優先順位を明確にします。そして、ロードマップを作成し
ます。また、計画立案と並行して、小規模のトライアルを早
期に開始し、成功体験を早期に実現することが重要と考え
ています。

（2）内部監査への影響

AIやRPAに代表される新テクノロジーの利用においては、
業務の効率化や高度化といったメリットだけではなく、その
導入において新しいリスクが伴う点についても留意が必要で

図表4：継続的モニタリングサービスB.R.A.I.N

図表3：ネットワーク分析の画面例

B.R.A.I.N

活用

財務 仕訳 原価 在庫 購買

顧客 販売 請求 支払 ベンダー
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す。これらの新テクノロジーは従来のシステム化と比べて、
業務部門の判断で比較的簡単に導入できる（RPA）、処理内
容がブラックボックスになる（AI）といった特性を持ちます。
監査部門においても、それらに対応するために、新たなテ

クノロジーに関するスキルを習得することが必要になりま
す。また、新たなテクノロジーに対応した方針や手続きを整
備し、監査において、以下を実施・確認することが重要にな
ります。

● 業務責任者の理解
─業務責任者が、新テクノロジーの概要を理解し、その
利用目的を理解していること。AIを利用する場合、ブ
ラックボックスになる範囲を理解していること。

● 投入するデータの正確性
─AIの学習用データや処理対象データの正確性。特に、
AIの学習用データに偏りがあると、AIの不適切な処理
や暴走につながる可能性があります。

● セキュリティ対策
─自動的に重要情報にアクセスするシステムや、クラウド
等の利用による外部接続されるシステムの増加により
高まる情報漏洩やサイバー攻撃されるリスクへの対応
方針。

● 処理の不透明性さへの対応
─業務部門で新テクノロジーを導入した場合、テストが十
分に実施されず、不適切な処理が見過ごされるリスク
があります。特に、例外処理発生時の対応や、学習し
ていないデータに対するAIの対応方針。

● 暴走時や不具合時の対応
─新テクノロジーが予期しない処理を行ったり、倫理性や
常識がない判断を行ったりする時の対応方針。

─想定外の例外処理発生時やシステム障害などでテクノ
ロジーが稼働しない場合の対応方針。

● 処理内容の文書化
─新テクノロジーを利用したシステムの処理内容に関す
る文書の整備状況。

図表5：テクノロジー適用候補業務を抽出

辻田	弘志	（つじた	ひろし）
PwCあらた有限責任監査法人　
ガバナンス・リスク・コンプライアンスアドバイザリー部	パートナー
大手都市銀行を経て、現職。ガバナンス・リスク・コンプライアンスアドバイ
ザリー部においてグループ・グローバルの視点でのガバナンス、リスク管理、
コンプライアンス、内部監査についての高度化支援サービスを提供。クライ
アントは大手金融機関、製薬会社、総合電機を中心にその他、サービス会
社、政府機関など幅広い。
リスク管理、コンプライアンスの高度化の一環としてデータを活用したアナ
リティクスサービス「アドバンスト・リスク・アンド・コンプライアンス	アナリ
ティクス（ARCA）」の提供も行っており、法人内の推進責任者を務める。
メールアドレス：hiroshi.tsujita@pwc.com

熊田	淸志	（くまた	きよし）
PwCビジネスアシュアランス合同会社　
シニアマネージャー
金融機関に対して、リスク管理、コンプライアンス領域の様々なのソリュー
ションの企画、セールス、コンサルティングに従事。金融国際規制対応、
AML、GRCなどのプロジェクトに参画。現在はリスク管理、コンプライアンス
分野全般において、データアナリティクスを用いたサービスを企画・提供す
るチームであるARCAを推進している。
メールアドレス：kiyoshi.kumata@pwc.com
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内部統制監査へのデータ活用

特集：テクノロジーを活用した内部監査

PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門	
パートナー　本多	守

PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門	
マネージャー　浅水	賢祐

はじめに
　内部統制報告制度の導入から2018年で10年が経ち、各
社で重要な拠点の見直しや、評価方法の見直しが検討・実
施されています。
　内部監査部門における経営者評価においても、この10年
で制度が成熟化し、業務品質が向上した一方で、制度構築
を担当した人材の交代、制度構築時からの見解や意図した
統制との齟齬、評価方法の形骸化等が各所で見受けられま
す。
　一方、ここ数年で新たなテクノロジーが登場し、内部監査
部門において、どのようにしてテクノロジーを駆使していく
か、検討が進んでいます。
　本稿ではこうした背景に基づいて、内部監査部門におけ
る経営者評価が今後どのような評価へと進化していくことが
考えられるか、主にテクノロジーの観点から考察します。
　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 内部統制監査の課題

経営者、管理者、現場担当者、内部監査部門の方々と会
話するなかで、内部統制監査に関する多くの課題を共有し
ていただき、その解決に取り組む際、毎期実施される手続
であるがゆえに、どのように自動化や効率化を進めることが
できるのか検討されています。
この点、昨今ではデジタル化による評価手続の検討が進
み、「自動化」、「効率化」、「見える化」といった各種高度化
に向けた取り組みが内部監査人、外部監査人双方に求めら
れ、進められています。

【内外監査人の主な課題や悩み（例示）】

●	毎期同じ資料を依頼し入手しているものの、現場担当
者への依頼やデータ抽出など、事務的な作業に時間を
費やす。特に、担当者が変更した場合には引継ぎが行
われていない場合もあり、その場合には監査人、被監
査人に大きな負担がかかる傾向にある。

●	内部統制評価手続は定型化され、人員は減少傾向にあ
るが、実施することは毎期変わらず、もしくは増えてい
るため、一人あたりの業務量も増加している。

●	手作業による検証は人為的ミスを起こしやすいが、そ
の検証には時間を要する。ダブルチェック以外の検証
方法を模索している。

●	運用状況評価は、上長による確認（押印）をサンプルで
確かめる方法が主な評価方法だが、果たしてこれで統
制は有効といえるか。

●	毎期、「検出事項なし」として経営者に報告しているが、
内部監査部門として経営者の期待に本当に応えられて
いるか。
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2
業務プロセスのEnd to Endを
データで評価する

（1）技術環境の変化と進化

昨今、多くの企業では、ERPシステムを導入することで、
業務の有効性や効率性、品質を高めるとともに、内部統制
の信頼性向上に活用されています。
内部統制監査では、個々の統制活動に対して、その整備
状況と運用状況を評価することで内部統制の有効性を検証
しており、特に業務処理統制は、「手動統制」、「自動化統
制」、「IT依存統制」に分け、個々の統制活動単位で母集団
を特定。サンプルを取得し、評価を行うことで統制の有効性
を確認しています。
こうした中、「自動化統制」や「IT依存統制」のように、情報
システムのロジックを検証する手続に対しては、CAAT※1を
活用することにより、統制の有効性を評価する企業が増えて
きています。
特に、昨今ではOCR※2技術の発達や、EDI※3等を用いる

ことで、紙面資料を電子データに置き換える企業も出始め、
これまで手動でしか評価を行うことができなかった領域に対
しても、電子データを用いることで評価を自動で行うことが
可能になってきました。
また、企業の持つERPをはじめとした内部データと、得意
先や仕入先が所有する外部データや、オープンデータ等を
紐づけることにより、実在性等についても心証を得ることが
できるようになってきています。
こうした技術環境の進化により、内部監査部門でも図表 1
のように、さまざまなテクノロジーを用いることにより監査を
行う基盤づくりが進められています。
	

3
データを連携することで変わる
内部統制監査の世界

（1）監査手続は試査から精査の時代へ

	データを連携し検証することにより、これまで手動でしか
検証ができず、また統計的にサンプルを取得することにより
行っていた手続について、全ての取引データを取得すること
で、理論的には全件を精査することが効果的かつ効率的な
時代になってきました。

＊本稿執筆時点においては、いわゆる全ての監査要点※4に
対して心証を得ることは難しいことから、実務では一部の
監査要点に対する部分的な精査にとどまるものと考えま
す。また今後、AI※5の技術が発達することにより、自動化
され、AIにより判断を行うことができるようになると考えら
れています。
	

（2）内部統制プロセスを評価する時代から、全てを実証的
に検証する時代へ

	内部統制監査においては、これまで運用状況の検証方法
として、主に質問や閲覧等により検証を行ってきました。
例えば、担当者がダブルチェックしたことを明確にするた
め、データを紙面に印刷してレ点を付す、あるいは、関連す
る書類に対して部門長や役員等による承認としての押印を
証跡とする等が見受けられました。
これらの方法は、手続の有効性は得られるものの、効率性

※1 Computer Assisted Audit Techniques（コンピュータ利用監査技法）の略称。
※2 Optical Character Recognition/Reader（光学的文字認識）の略称。手書きや印刷され
た文字を、イメージスキャナやデジタルカメラ等で読み取り、コンピュータが利用
できるデジタルの文字コードに変換する技術。

※3 Electronic Data Interchange（電子データ交換）の略称。 標準化された規約（プロトコ
ル）に基づいて、電子化されたビジネス文書（注文書や請求書など）を専用回線やイン
ターネットなどの通信回線を通してやりとりすること。

※4 監査人が監査意見を述べるにあたり、財務諸表の各項目、構成する要素となる取引
や、会計事象の正しさについて確かめるべき目標。

※5 Artificial Intelligence（人口知能）の略称。

図表1：テクノロジーの活用により実現可能な内部監査環境（イメージ）

紙面 基幹
システム等

監査調書

分析環境

① AI-OCRで紙面を
 電子化、翻訳

③ ツールを用いて
 分析を実施・調書化

④ さまざまなデバイスから
 アクセス、インプット
 ・ アプリの利用、入力
 ・ 音声入力（テキスト化）など

② 定型処理を
 自動化・調書化
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は必ずしも高いものではなく、押印や署名の確認のみをもっ
て統制が有効であることの心証を得ることは難しいものでし
た。
しかしながら、データを活用して評価する方法を用いるこ
とにより、図表 2のようにデータ間の整合性やそれを担保す
るための承認についても監査人が実証的に評価することが
でき、手続としても再実施により、年間を通じて高い心証を
継続的に得ることができるといえます。
また、自動化に取り組むことで、繁忙期における手続の負

荷を軽減することが期待できるだけでなく、担当者による紙
面での証憑提出に係る時間や、コストを削減することも可能
と考えます。
	

（3）データ分析を活用し、
よりリスクにフォーカスした手続を実施する時代へ

内部監査手続にCAATを用いることで、よりリスクにフォー
カスした手続を行うことも可能です。
例えば、購買プロセスを例にとると、請求額と支払額に着
目することで、請求額より多く支払いが行われた取引（図表
3-1）や、異常に請求の多い取引やユーザを特定することも
可能になるかもしれません。（図表3-2）
すなわち、これまで特定した母集団の中から監査人がラン

図表2：データの整合性確認: 購買プロセスのイメージ

発注データ 検収データ 支払
予定データ

支払データ

仕入先マスタ 仕訳データ 仕訳データ

❶ マスタに登録されていない
 取引先はないか？

❺ データ間で整合しているか？

❷ 検収を得ずに登録された
 仕訳はないか？

❸ 検収されたデータが
 すべて支払われているか？

❹ 支払いに漏れはないか？

発注 検収 請求 支払

1

5 5 5

3

2 4

図表3-1：請求額より多く支払いが行われた取引

図表3-2：異常に請求の多い取引とそのユーザ

特集：テクノロジーを活用した内部監査
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ダムでサンプルを抽出することでその評価を行っていた手
続が、よりリスクの高い取引を特定し、その取引を評価する
手続へと移行することが考えられます。

（4）導入には時間とコストが必要

（1）～（3）では主にメリットを述べてきましたが、新たな手
続を構築するためには、当然ながらデメリットも考慮するこ
とが必要です。
特に、図表 2（P13）のような一連のデータは、理論上は全
て整合するはずですが、実務上は必ずしも全てのプロセス
がデータで処理されていないことも多く、導入の初年度は、
整合しないデータについて、差異の特定に多くの時間を要
し、また被監査部門の担当者に負担をかけることが想定さ
れます。
しかしながら、1年目で上記の差異をパターン化し、その
対応を定めることで、内外監査人は2年目以降、差異の原
因について、異常性を確認することにより、多くの手続を省
略することも可能になることが想定されます。
例えば、通常想定される差異としては、以下のような事項
が挙げられます。

●	支払債務モジュールを介さずに、総勘定元帳に基づい
て直接支払いを行う。

●	金融機関ごとに支払手数料が異なる。
●	手形をはじめ、電子データが生成されていない取引が
ある。

	
また、省略可能となる手続例としては、以下のような事項
が挙げられます。

●	業務処理統制におけるシステム間インターフェースに
ついての突合については、当該手続を行うことで、年
間を通じてその網羅性や正確性に対する心証を得るこ
とが可能となる。

●	自動計算プロセスについて、そのロジックを明確にし、
再計算可能な状態にしておくことで、自動化された業
務処理統制についての心証を得ることができる。

4
Process Intelligenceを活用し、
業務プロセスを包括的に評価する

最後に、一連のプロセスを見える化するための1つの方
法として、Process	Intelligenceの方法を取り上げます。
Process	Intelligenceでは、イベントログを分析すること
で、業務プロセスを見える化し、プロセスの流れ、発生頻度、
時間等の切り口からプロセスを検証することが可能です。

特に、内部統制監査においては、以下の点に使用するこ
とが考えられます。
（1）業務プロセスを網羅的に識別する
（2）例外事項に対する影響額を定量的に評価する
（3）時間の流れに着目して評価する
	

（1）例外プロセスを網羅的に識別する

業務プロセスを理解する場合、担当者へのヒアリングや
規程等を参照し、一般的には図表 4-1のような業務フローに
基づいて業務の理解を行うことが想定されます。
しかしながら、実務では例外処理が存在することが多く、
特にプロセスの変更が適時に反映されないことが見受けら
れます。
この点、情報システムに蓄積されるログデータを活用する
ことにより、例えば図表 4-2のようにデータの流れを網羅的、
かつ定量的に見える化することが可能です。

 （2）例外事項に対する影響額を定量的に評価する

評価の結果、不備を識別した場合、その影響額を検討す
ることが必要となります。通常、そのプロセスは、代替的統
制と発生可能性（Likelihood）、補完的統制を検討した上
で、潜在的影響額（Magnitude）を算出し、開示すべき重要
な不備か否かの検討を行います。
しかしながら、当該潜在的影響金額の計算はあいまいな
ことが多く、恣意性が介入する余地があります。
この点、図表 4-2で使用したデータを活用し、その取引高
を集計することで、その期間を通じて発生した例外事項を

図表4-1：一般的な業務フロー例

理想

発注申請

発注承認

納品

検査

検収
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網羅的に洗い出し、その金額を集計することで、当該不備
の重要度を定量的に評価することが可能になります。

（3）時間の流れに着目して評価する

監査においては、特に期間帰属に着目し費用を繰り延べ
ていないか、もしくは収益を先行して計上していないか、と
いう点で評価を行うことが一般的ですが、内部統制監査の
観点からは、取引が上長により承認されているか、その運用
状況が評価されます。
この点、ログの持つ「時間データ」に着目することで、監査
人の評価の視点の1つとすることが可能です。
例えば、大量の承認行為を即時に承認している案件があ
れば、それは本来チェックするべき事項を看過して処理を
行っている可能性を含むことを意味します。

5 おわりに

テクノロジーツールの活用は、一見するとハードルが高く
思われがちですが、昨今ではツールも多様化され大きく進
化し、導入期間やコストを含め、自動化や見える化を実現す
る手段も比較的容易になっています。
特に、使いやすさが向上し、必ずしも情報システムの担当
者でなくともその実装を行うことが可能な環境が整ってきま
した。
また、内部監査部門で活用される仕組みは、全社的なリス
ク管理のフレームワークとしても活用が期待でき、被監査部
門と連携することにより、内部監査部門の業務を効率化する
だけでなく、被監査部門が行う全社的なモニタリング業務の
有効性と効率性を高めることに寄与します。
新たな技術を積極的に活用し、これまで伝統的に行われ
ていた評価手続やアプローチを見直すとともに、	監査の新
しい世界に一歩足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。

図表4-2：Process Intelligenceによる業務フロー例

本多	守	（ほんだ	まもる）
PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門	パートナー
監査法人に入所後、一貫して製造業・商社への会計監査および各種アドバ
イザリー業務に従事。
現在、PwCあらた有限責任監査法人の東京事務所にて、グローバル企業の
会計監査業務に加え、GRC態勢の構築や経営管理態勢の強化を支援する
アドバイザリー業務を多数提供している。	
メールアドレス：mamoru.honda@pwc.com

浅水	賢祐（	あさみず	けんすけ）　
PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門	マネージャー
PwC入所後、財務諸表監査、内部統制監査に従事するとともに、新規上場
に向けた内部統制の導入・改善支援業務、業務改善アドバイザリー業務、
不正調査業務などに従事。
近年は、データを活用した監査・アドバイザリー業務やモニタリングの高度
化支援業務に多数従事。
メールアドレス：kensuke.asamizu@pwc.com
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RPAを活用したモニタリングの実践

PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部
パートナー　綾部	泰二

特集：テクノロジーを活用した内部監査

はじめに
　昨今よく聞く言葉になりましたRPAとは、「ロボティック・プ
ロセス・オートメーション」の略称であり、以下のような特徴
を持つソフトウェアです。

● PCやサーバーにインストールして利用
● 人のPC操作を記憶
● 自動で処理を実行
● いわゆるプログラム知識は不要
● 社員でも作成可能

　この特徴を活用すると、今まで人が行っていた作業を代
わりに実行できるため、生産性向上を実現するソリューショ
ンとして、多数の企業が導入しています。
　これらの特徴から、RPA化に適している業務は以下のよう
な要件を満たす業務になります。

● 定型的・定常的な業務 �� 例：同一人物に同一タイミ
ングでのメール送付など

● 処理に規則性がある業務 � 例：設定した値以外のも
のはエラーとして処理す
るなど

● 大量の処理※ ������ 例：1 万件のデータの
チェックなど

 ※大量の処理でなくても、小さな定型業務が多数存在する場合にはRPA化は有効

　しかし、RPAはAIではないため、RPAの導入だけでは複
数の条件を前提とした判断は行えないことに留意する必要
があります。本稿では、RPAの特徴を活用したモニタリング
について事例を紹介するとともに、その実践について考察し
たいと思います。

1 モニタリングへの活用事例

①経費精算における活用事例

これまでの交通費清算業務では、対象者から電車代など
の費用申請がある度に、インターネットの乗換案内サービス
などで「申請額が正しいか」を確認していました。この確認
業務に、RPAを導入しました。
具体的に開発した内容は、図表 1における5つのステップ
です。すなわち、①申請データから出発駅と到着駅を認識
させる、②インターネットの乗換案内サービスで最安値の交
通費を検索、③当該結果をテキスト化してダウンロード、④
ダウンロードした経路・金額と申請金額が一致しているかを
比較、⑤一致していなければ申請者にメールで理由を問い
合わせる――という一連の業務をRPA化しました。
今まで相当の時間を費やしていた確認業務について、ボ

タン一つで自動化できるようになり、モニタリング工数の削
減を果たすことができました。

②労務管理における活用事例

働き方改革がマネジメント課題となっているところ、執務
時間のモニタリングに関してRPAを導入した事例です。
毎月の執務時間のチェックにおけるアラートおよび違反者
の特定について、図表 2の形で実装しました。アラートにつ
いては、RPAが毎月20日に労務管理システムから全社員の
執務時間をダウンロードし、あらかじめ設定した閾値に収ま
るか否かをチェックします。当該閾値を超えるようであれ
ば、本人とその所属上長に対してアラートメールを送付する
という仕組みです。
また、違反者の特定についても、RPAが月初に労務管理
システムから全社員の執務時間をダウンロードし、あらかじ
め設定した閾値を超えた従業員が存在する場合には、違反
者本人と所属上長、人事部の担当者にメールを送付します。
これらのRPA化によって多数の従業員に漏れやミスなくア
ラートメールを送付でき、また、違反してしまった従業員に
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ついても漏れなく把握できるようになりました。

2
RPAを有効活用したモニタリングを
実践するためには

以上、モニタリングへのRPA導入事例をご紹介してきまし
た。モニタリングをRPA化することにより、間違いなく、網羅的
なモニタリングが可能となります。以下、RPAによるモニタリン
グの効果を享受するために必要な3点について記載します。

①モニタリング対象がデータとして存在する

当たり前のことですが、モニタリングへのRPA活用には、
データとしてモニタリング対象が存在しなくてはなりません。
「データの有効活用」と言われて久しいですが、販売目的や
各種統計データを作成するためのデータの中に、モニタリ
ングでも活用できるデータが存在しているかもしれません。
モニタリング対象となる業務やプロセスにおいて、どのよう
なシステムを活用しており、またどのようなデータが生成さ
れているかをまず把握することがポイントです。

図表2：RPA化概要-2

労務管理システムから
執務時間データをダウンロードSTEP 1

労務管理システムから
執務時間データを
ダウンロード

STEP 4

STEP 1で取得した情報から
設定した閾値内に収まるか
チェック

STEP 5
STEP 1で取得した情報から
残りの営業日一日当たりの
執務時間を8時間として設定した
閾値内に収まるかチェック

STEP 2

閾値をオーバーしている
社員、および所属上長、
および人事担当者に対して
メールを送付

STEP 6
閾値をオーバーしている社員、
および所属上長に対して
アラートメールを送付

STEP 3

毎20日

労務管理
システム

執務時間
データ

労務管理
システム

毎月末

労務管理
システム

執務時間
データ

労務管理
システム

過残業：4週4休チェック等 過残業：4週4休チェック等

図表1：RPA化概要-１

次の情報を申請データから取得
出発駅
到着駅

STEP 1

申請内容とダウンロードした
交通費のテキストデータを比較STEP 4

比較結果が一致していればOK
不一致の場合は申請者に
不一致のため正しい申請を
行うようメールで連絡

STEP 5

STEP 1で取得した情報により
Webの乗換案内で交通費を検索STEP 2

検索した交通費の
テキストデータをダウンロードSTEP 3

交通費
申請
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②モニタリング業務を分解する

RPAはAIではないため、多数のデータを基礎とした判断
はできません。しかしながら、事例でご紹介したようにある
条件に合致するか否かの判断は可能であるため、事象に対
してOK／NGの判断を下すことはできます。従って、RPAに
よるモニタリングを可能とするには、OK／NGに落とし込め
るレベルまでモニタリング業務を分解する必要があります。
なお、NGであった場合には、人によるフォローアップが必要
であるという点には留意が必要です。

③RPA化の対象業務はOK／NGといった判断だけではない

事例でもご紹介しましたが、モニタリングをデータで行う
際は、データをダウンロードして表にする、モニタリング結
果のフォローとして問い合わせメールを送付することなども
想定されます。このようなモニタリングに伴う周辺業務も
RPA化の対象となり得る点を踏まえ、RPA化の効果を想定
することが重要です。私たちも会計監査などを行う際、その
準備について多くの工数を費やしているケースがあります。
このような準備や周辺業務をRPA化することも、生産性向上
の観点では大変有意義なことです。

以上、モニタリング業務におけるRPA化の活用について
考察しました。今後、貴社におけるモニタリング業務の高度
化に寄与できますと幸いです。

綾部	泰二	（あやべ	たいじ）　
PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部	パートナー
大手監査法人に入所後、システム子会社へ出向し、主にビジネスプロセス
の変革などを実施。それ以降は、主にITガバナンス、システムリスク管理、
情報セキュリティ関連の業務に従事している。また、銀行、保険、証券会
社、大手メーカー、大手通信、大手自動車など、業種を問わずITガバナン
ス、システムリスク管理、情報セキュリティ関連のサービスを提供している。
現在はITガバナンス、システムリスク管理、情報セキュリティ関連業務の現
場責任者として多数のクライアントにサービスを提供している。情報セキュ
リティ分野において、特にインシデントが発生した場合の再発防止策検討
や有効性評価の実績を多数有する。
メールアドレス：taiji.t.ayabe@pwc.com
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ソーシャルメディア・ガバナンス
～SNSのリスク対応と内部監査の実務～

PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門	
パートナー　久禮	由敬

PwCあらた有限責任監査法人
リスク・デジタル・アシュアランス部門		
マネージャー　河合	巧

特集：テクノロジーを活用した内部監査

はじめに
　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、「SNS」。）
をはじめとする、新しいメディアの個人利用が浸透していま
す。同時に、新聞やテレビといった伝統的メディアに代わる
広告・マーケティングやコミュニケーションなどのツールとし
て、企業によるSNSの活用も進んでいます。
　しかしながら、ソーシャルメディアの浸透に伴い、機密情
報や個人情報の漏えい、不適切な投稿、公式アカウントの
乗っ取りをはじめ、SNSが関係するさまざまな事故・事件も
散見されるようになっています。ソーシャルメディアに関する
ガバナンス、リスク管理の実効性をいかに高めるかは、企
業が直面する重要なリスクの一つになっているといっても過
言ではありません。
　このような背景を受け、本稿においては、ソーシャルメ
ディアに関するガバナンス、リスク管理についての実務的な
ポイントを解説します。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 ソーシャルメディアがもたらすリスク

前述のとおり、伝統的なメディアとは異なるソーシャルメ
ディアのビジネス上のツールとしての利活用が進んでいま
す。企業・組織として公式アカウントを設けているケースは
もとより、社内サークル活動や労働組合として、企業の公式
なアカウントとは異なるアカウントが利用されているケース
もあります。一方、企業・組織によるソーシャルメディアの利
活用の拡大に伴い、関連するインシデントも数多く見られる
ようになりました。図表 1（P20）のとおり、機密情報や個人
情報の漏えい、不適切な投稿や対応などを通じて、財務・
非財務の両面で企業価値に大きな影響を与えうる事故や事
件が多々、発生しています。

2
ソーシャルメディア・ガバナンスの
アプローチ

ソーシャルメディアに関連するリスクを特定・認識し、適
切に対応するためのアプローチは以下の通りです。

（1）ソーシャルメディアの利用実態とリスクの把握

自社のどの部署・部門が、どのソーシャルメディアを用い
て、何を行っているか、これらを把握することが最初の一歩
です。実務においては、特定の部署によって一元的にソー
シャルメディアが管理・利用されているとは限りません。さま
ざまな部署・部門が異なった管理・利用を行っていることも
多々あります。例えば、広報・PR部門は情報発信のツールと
して、人事部門は採用予定者などとのコミュニケーションや
情報収集・発信のツールとして、また、マーケティング部門
は消費者動向などを把握するためのツールとして用いる
ケースがあります。こうした状況を意識しつつ、自社のソー
シャルメディアの利活用の状況を網羅的に棚卸し・理解する
ことが重要です。
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（2）ソーシャルメディアの利活用の状況に応じたリスク評価

次に、理解したソーシャルメディアの利用実態・利用構造
を踏まえ、リスクを識別します。リスクの大きさや顕在化の度
合いを評価する際には、自社がどのようにソーシャルメディア
を利活用しているのかという点を踏まえて検討を行います。
実務的には、次の4類型のうち、自社がどのようにソーシャル
メディアを利活用しているのかを確認することが有用です。

類型①：自社の公式アカウント上の利用
類型②：社員による業務上の利用（会社貸与デバイス～個

人所有デバイス）
類型③：社員による業務外の私的利用（会社貸与デバイス

～個人所有デバイス）
類型④：社員以外の外部／第三者の利用

チェックすべきリスクは、自社がソーシャルメディアを利
活用している類型に応じて異なります。例えば、類型①につ
いては、アカウント乗っ取りや顧客との不適切なコミュニ
ケーションなどが挙げられ、類型④については不正確な情
報の流布などが挙げられるでしょう。

（3）リスク評価を踏まえた、あるべきガバナンス体制の
整備・運用策の検討

個別のリスク評価・対応を踏まえて、自社全体として、ど

のようなガバナンスが必要になるのか、特に脆弱な領域は
ないか、という点を俯瞰的に検討します。この段階では、
PwCのソーシャルメディアのガバナンスのフレームワークを
利用すると有意義です（図表2参照）。
ソーシャルメディアの利用は、部署・部門として戦略的に

図表1：ソーシャルメディアに関わるインシデントや主なリスク（例示）

図表2：ソーシャルメディアに対するガバナンスの視点／フレームワーク

プライベート上
の利用

ビジネス上
の利用

ソーシャルメディアの特徴

情報拡散力、 速度 即時性 テキスト・画像・ 動画との相性 情報収集力

拡張性 ユビキタス性 多様なデバイス への対応 感情の共有・訴求

ソーシャルメディア関連の
主なインシデント事例

機密情報の漏えい

個人情報の漏えい

不適切な情報発信

ソーシャルハラスメント

アカウントのっとり

ウィルス・マルウェア感染

外部・第3者による誹謗中傷

風評被害、誤情報の流布

財務面の影響（例示）
✓業績の低下
✓情報漏洩に対する罰金・補償金
✓損害賠償訴訟（法・契約上の義務の不履行）、等

非財務面の影響（例示）

✓信頼・レピュテーションの棄損（顧客、協力企業 等）
✓経営情報の流出・流布
✓営業・マーケティング活動上の支障
✓競争力の源泉の喪失
✓事業運営に対する悪影響
✓訂正・対応に要する労力、等

規程類・ポリシー 
の整備

データの機密性、
コントロール

戦略 レジリエンス、 
危機管理

規制／
コンプライアンス

 ガバナンスの
フレームワーク

規程類の
認知度、

研修・育成 ソーシャルメディア
のガバナンス

出所：PwC

出所：PwC
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非常に重要なツールとして位置付けられている場合もありま
す。このため、単純に管理・監督を厳格化したり、一律に利
用を禁止したりすればよいわけではありません。「攻め」と
「守り」の両面を考慮し、戦略や利用意図を十分に理解し、
過度な制約とならないように適切なレベルの内部統制を実
装することが必要です。

（4）ガバナンスの継続的な見直しと強化　

リスクの評価やその対応策の検討、ガバナンス体制の構
築は、一度整備してしまえば未来永劫メンテナンスしなくて
よい、という性質のものではありません。ガバナンス体制の
継続的な改善を行うために、ソーシャルメディアに対するガ
バナンスの成熟度（Maturity	Level）として、現状はどこのレ
ベルに位置するのか、将来的にどのレベルを目指すのか、
を適宜検討し続けることが有意義です（図表 3参照）。技術

動向も含む外部環境の変化に柔軟に対応し、自社の戦略の
変化とも適切に整合性を取りつつ、自社として、ソーシャル
メディアのガバナンスをどのレベルに高めていくのかを継続
的に見直し、強化することが大切です。

3 おわりに

ソーシャルメディアの効果を最大化する上で、ソーシャル
メディアに関するリスク対応策を的確に実装し、ガバナンス
を強化することは、持続的な企業価値創造において不可欠
な要素となりつつあります。本稿が、読者の皆さま、ソー
シャルメディアの利用部門はもとより、第一・第二・第三の
ディフェンスラインの的確な連携と実効性の高いガバナンス
の実現に、少しでもお役に立てますと幸いです。

図表3：ソーシャルメディア・ガバナンスの成熟度（イメージ）

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

● 関連するリスクを認識して
いるものの、体系化したプ
ロセスが存在しない。

● リスク対 応 が 行 き当 たり
ばったりとなっている。

● ソーシャルメディアのオー
ナーが明確に定義・配置さ
れているが、体系化したプ
ロセスによって管理されて
いない。

● 公式の研修やトレーニング
や手続きは存在しない。

● ソーシャルメディアのオー
ナーが明確に定義・配置さ
れている。

● 単純なプロセスは明文化さ
れているが、実施・履行は徹
底されていない。

● 公式の研修やトレーニング
が提供されており、出席状
況がモニタリングされてい
る。

● 説 明 責 任およびオーナー
シップの所在が明確に定義
されている。

● 強固なプロセスが定義・ 明
文化され、モニタリングされ
ている。

● マネジメント・ツールが 限
定的・断片的に利用されて
いる。

● プロセスに対するレビュー
が定期的にされており、 改
善がなされている。

● 公式の研修やトレーニング
が提供されており、出席状
況がモニタリングされてい
る。

● ソーシャルメディアと関連
するリスクが、取締役会レベ
ルの全組織的な議題となっ
ている。

● プロセスや規程類が適切に
定義・明文化されており、定
期的にモニタリングや見直
しが為されている。

● ソーシャルメディア管理 シ
ステムが導入され、ソーシャ
ルメディア上のやり取りが
レビュー・追跡されている。

● 包括的な危機管理やエスカ
レーションプロセスが定義
され、定期的にテストされて
いる。

● レポーティングが事業戦略
と一致している。

Initial Repeatable Defined Managed Optimised

出所：PwC
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監査報告書の透明化
第1回 監査基準の改訂について

PwCあらた有限責任監査法人
クオリティー・レビュー部
パートナー　廣川	朝海

会計／監査

はじめに
　2017年9月7日に企業会計審議会総会が開催され、監査
部会において、わが国の監査報告書の透明化についての議
論が始まりました。2018年7月5日に監査部会から「監査基準
の改訂について」が公表されました。今回の改訂に伴い、有
価証券報告書に添付される監査報告書は特別なことがなけ
れば、その本文は会社名と対象年度の記載以外、判で押し
たように同じだったものを、国際監査基準上と同様に、各会
社の実情に合わせたKAM（Key Audit Matters ：監査上の
主要な検討事項）を監査報告書に記載することになります。
監査報告書を作成する監査人だけではなく、監査報告書を
受け取る会社、利用する投資家（潜在投資家を含む）、アナリ
スト、取引先などの利害関係者全てにとって、監査報告書の
位置付けが従来とは全く違うものになります。PwC’s View第
13号では「『監査報告書の透明化』への取り組みの状況につ
いて」と題し、これまでの世界的な背景や今後の課題につい
て述べさせていただきました。日本においても適用が決まっ
たので、KAMやそれ以外の関係事項を実際にどのように監
査報告書に記載するのかを論じるべきですが、適用の「虎の
巻」の監査基準委員会報告書はこれから公表されます。従っ
て、今回は繰り返しになる点も多いですが、基本的に監査基
準の改訂について再び内容を確かめたいと思います。今はこ
こまで理解していればという事項をご説明し、監査に関わる
全ての方にあらためて「監査って何だろう」という興味を持っ
ていただければと思います。なお、監査基準においては「監
査上の主要な検討事項」として示されている事項ですが、便
宜上KAMと表示させていただきます。
　また、本稿における意見にわたる部分は、筆者の私見であ
ることをあらかじめお断りします。

1 議論の背景と他国の状況

ヨーロッパでは2007年後半から2009年にかけて金融不
況が起こり、リーマン・ブラザーズの倒産により危機状態が
決定的になりました。そこで出てきたのが、こうした金融機
関に対して、適正意見を表明してきた監査人に対する批判
です。そもそも、監査の枠組みそのものが今の時代に合わ
なくなってきているのではないか、という批判であり、監査
人の在り方そのものが問われました。すなわち、監査人の役
割とは何か、監査事務所の独立性は担保されているのか、
現在の定型文言の監査報告書すなわち日付と宛先以外は
適正意見なら同一となる報告書は、利用者の情報ニーズを
満たしていないのではないか、という議論が起こりました。
こうした批判を受け、IAASB（International	Auditing	and	
Assurance	Standards	Board：国際監査・保証基準審議会）
は2014年12月に「監査品質の枠組み」を公表し、欧州議会
およびEU理事会は監査法人のローテーションを2016年6
月から開始し、多くの国においてはすでに導入が果たされま
した。
また、米国においてもPCAOBによって提案された新しい
監査基準を2017年10月にSECが承認したため、KAMとほ
ぼ同様のCAM（Critical	Audit	Matter）を、大規模早期提出
会社については2019年12月15日以降終了事業年度から
記載することとなりました。

2「監査上の主要な検討事項」（KAM）
とは何か

改訂された監査基準によれば、KAMは「監査人は、監査
の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払っ
た事項を決定した上で、その中からさらに、当年度の財務諸
表の監査において、職業的専門家として特に重要であると
判断した事項を監査上の主要な検討事項として決定しなけ
ればならない。」としています。新しい監査報告書は、従来
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の定型的文言（ボイラープレート）ではなく、各社固有の
KAMに関するリスクやその対応手続を記載することが求め
られることとなります。イメージとしては、図表1のとおりとな
ります。監査においては、さまざまな論点がありますが、そ
の中から、統治責任者（日本においては、監査役等）とコミュ
ニケーションを行った事項から、最も重要な事項であると監
査人が判断した項目がKAMとして監査報告書に記載されな
くてはなりません。現在も監査基準委員会報告書の求めに
応じて、監査役等と書面をもってコミュニケーションを図っ
ていますが、当該書面は会社との間の内部的なものであり、
第三者に公表されるものではありません。従来は内部的で
あったものから、監査上重要と監査人によって考えられた項
目が、基準に従い公表されるイメージと考えればよいかと思
います。
KAMの記載は、当面は有価証券報告書上で、その記載が
求められています。KAMの数については、すでに導入され
ている英国では導入2年目で3.9個※1、2017年12月期に導
入があったシンガポールでは2.3個となっています※2。英国
の方が多いのは、英国は先行適用にあたり、上場会社全部
ではなく、上場会社のうちのプレミアムアカウントという大規
模で複雑な組織を持った会社が対象となったからだと考え
られます。2017年12月期からは適用対象会社を広げまし
たので、例年とは異なる結果が出ると思われます。KAMの
内容としては、減損や各種引当金、投資の評価等経営者に
よる見積りが多くなっており、ある一定時点における過去財
務諸表に対して、将来の予測を織り込むことになる項目に

ついて監査人は、重要な論点があると考えることが多いと思
われます。

3 日本公認会計士協会（JICPA）による
KAMの試行

企業会計審議会監査部会の開催に先立ち、2017年6月に
金融庁から公表された「『監査報告書の透明化』について」※3

で求められたKAMを試行的に作成する取り組みを、2016
年8月から10月にかけて実施しました。その取りまとめを第
39回監査部会で公表しています※4	。この試行は、すでに公
表されている直近の決算期の有価証券報告書を使って監査
人がKAMの選定を行い、監査役等や経営者（CFO等）とコ
ミュニケーションを行っているため、実際のKAM作成のプ
ロセスとは異なるものとなります。また、日本における基準
がなく、ISA701の仮訳を使用してKAMを策定し、参加監査
先も検討を行っています。今後KAMを記載するにあたって
の多くの示唆があると思われますが、誌面の都合上、詳細
については、参照先をご覧いただくこととして、ごく簡単にま
とめますと以下のようになります。

※1 http://frc.org.uk/getattachment/76641d68-c739-45ac-a251-cabbfd2397e0/Report-
on-the-Second-Year-Experience-of-Extended-Auditors-Reports-Jan-2016.pdf

※2 ACCA、ACRA、ISCAおよびNTUの4団体共同レポート：https://www.acra.gov.sg/
uploadedFiles/Content/Public_Accountants/Professional_Resources/Conference_
Materials/2017/Review_of_implementation_of_EAR.pdf

※3 http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20170626.html
※4 企業会計審議会第39回監査部会資料：http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/

siryou/kansa/20171117.html

図表1：KAMの決定プロセスと監査報告書の記載（ISA701）

個々の監査業務において最も重要な事項に
絞り込む（相対的概念）

監査上の論点

統治責任者にコミュニケーションを
行うことが求められている
重要事項（ISA260等）

監査上特に
注意を払った事項

最も重要な
事項

K
A
M
の
性
質
の
説
明

個
々
の
K
A
M
の
記
述

独立監査人の監査報告書

監査意見
・・・・

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表監査
において監査人の職業的専門家としての判断によって最も重
要であると判断した事項のことをいう。監査上の主要な検討
事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意
見の形成において対応した事項であり、私たちは、監査意見
と別に、当該事項に対して個別に意見を表明しない。

ｘｘｘ　（KAMの内容を表す見出し）
関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示
への参照を付した上で以下を記載
当該事項をKAMであると判断した理由
当該事項に対する監査上の対応

ｘｘｘ　（KAMの内容を表す見出し）
ｘｘｘｘｘ

監査上の
主要な検討事項
（KAM）
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●	参加監査法人は、大手4法人と準大手法人の3法人であり、
参加監査先は全体で26社です。会計基準は日本基準が17
社で、国際会計基準もしくは米国基準が9社となっていま
す。

●	KAMの個数は、1社あたりの平均が2.61個。
●	選定されたKAMの領域のベスト5は、「資産の減損」、「企
業結合に関する会計処理、のれんの計上及び評価」、「引
当金・資産除去債務・偶発損失」「収益認識」「資産の評価」
となっており、経営者の見積りが重要になる項目が多くなっ
ています。

●	KAMに関する協議に関して、監査人サイドから見た記載ぶ
りが、会社側からすると事業場のリスクをいたずらに高く見
せることにつながる懸念があり、その妥協点を探ることが
困難と感じています。

●	KAMを選定するにあたり、監査人の立場からは、日本基準
で必要とされている開示内容が限定されているため、KAM
の記載が困難でした。

●	KAMが導入されるにあたり、会社側からは、KAMは会社が
開示している内容が前提となるため、KAMで事実などを詳
細に記載するには、会社側の開示内容の充実が必要とな
る、と考えています。

試行に要した時間は、従前から監査人と会社との間に深
度あるコミュニケーションがある場合には、大幅な監査時間
の増加にはならないかもしれません。しかしながら、今回の
試行はすでに終了した監査を振り返ってKAMを選んでいる
こと、従って、開示の追加等について検討する必要がな
かったこと、作成されたKAMが公表されることはないため、
文言について踏み込んだ検討を行っていないことなどを考
えると、本番ではより詳細な検討と時間が必要になると考え
られます。

4 適用にあたっての現時点における決定事項

●		実施時期については、2021年3月決算からKAMを記載す
るものとしています。

●		2021年3月決算適用以前から早期適用することも可能で
す。早期適用について、すでに監査人から会社に問い合わ
せがされていると思われます。

●		KAMが最大の変更ですが、報告基準に関わるその他の改
訂事項については、2020年3月決算から適用されます。

●		KAMを、会社法上の監査報告書に含めるかどうかについ
ては、その重要性は認めつつも、当面金融商品取引上の監
査報告書においての記載のみを求めています。ただし、任
意での記載は可能であるとしています。

JICPAは、監査基準の改訂に伴い、「『監査基準の改訂に
関する意見書』の公表を受けて」という会長声明を2018年7
月20日に発行しています。ぜひご一読いただければと思い
ます※5。	

5 今後の課題

上述のとおり、また、PwC’s	View	第13号においても述べ
たとおり、JICPAにおけるKAMの試行や、当法人における
試行、決定された監査基準から見えてきた課題と対応は以
下のように考えられます。

●	KAMに対する十分な理解が必要となります。KAMの記載
は、会社のリスクを高めるためにあるものではありません。
除外事項付意見の表明がある場合には、当該事項につい
て、KAMは記載してはならないことになっています。翻って
考えれば、KAMの記載があるということは、仮にその対象
となる事象のリスクが高いと読者が思っても、会社は財務
諸表上適切な対応をしていると行間を読むことができるか
もしれません。ただし、監査人はKAMに対して個別意見を
述べることはしません。あくまでKAMは追加の情報提供と
して捉える必要があることに留意が必要です。

●		監査人と会社との十分なコミュニケーションが必要となりま
す。とりわけ監査人は、監査役等との深度あるコミュニケー
ションが必要ですが、早い時期からの討議と年間を通して
のスケジュールのすり合わせが実務的に必要となります。

●		開示書類に個別具体的な内容の注記がない事項をKAMと
して選定した場合に、注記事項との整合性をどのように記
載するかは大きな問題となります。当該課題については、
監査人と会社との関係だけで調整できることではなく、開示
制度についての調整も必要になるかもしれません。金融
庁、ASBJ、JICPA、経団連、アナリスト等の連携が必要とな
ります。適切な開示をすることにより、企業の外部報告や、
コーポレートガバナンスに好ましい影響があることを考える
必要があると思います。

●		制度がボイラープレート（定型的文言）にならないように配
慮する必要があります。会社も会社を取り巻く環境も変化し
ていきます。どのような変化があったのか、把握する力が監
査人に必要となります。監査人は、監査報告書の利用者に
対する情報提供の役割を担っていることを強く意識する必
要があります。

●	一義的には、監査人と会社がKAMを深く理解することが上
述のとおり必要ですが、監査報告書を利用するその他の利

※5 https://jicpa.or.jp/news/information/files/0-99-0-0-20180720.pdf
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害関係者（アナリスト、投資家、取引先など）、これから資本
市場で仕事をしていく人は全てKAMを読み解く力が必要に
なります。これは、単にKAMに書いてある会計処理や、監
査で何をしたかを理解するということだけではなく、KAMを
通して、その会社の実力や業界を含めた将来性を理解する
ということを含むと考えます。

●		KAMは、今まで存在しなかった記載事項です。従って、監
査人や監査役等の責任の範囲や、対象となる監査次第に
よっては、監査スケジュールの制度的な変更が必要なのか
どうか、その他いろいろな懸念事項を一つずつ潰していくこ
とがこれから必要となります。現在では、まずは有価証券報
告書をターゲットとしています。

●		改訂監査基準中、報告基準に関わるその他の改訂事項に
ついては、2020年3月決算に係る財務諸表の監査から適
用するとしていますので、今回の監査基準改正ではKAMが
目玉ではありますが、報告書のそれぞれの改正の意義につ
いて理解することが必要です。

●		この項目は筆者が自身に強く求めていますが、わかりやす
い日本語をいかに書くかという練習をする必要があるという
ことです。「監査上の主要な検討事項」というからには、事象
として複雑なこともありえますので文章の練習をしていかな
ければと考えています。

「監査上の主要な検討事項」を監査報告書に記載するの
は、大きな改革であり、関係者にとっては一生に一度の体験
かもしれません。同時に他の改訂事項も実は重い意味を
持っていることも意識しなければなりません。実施時期には
まだ少し時間がありますので、「監査」とは何のために実施さ
れ、どういうことが起きるのか、今一度振り返ってみるのも
有用かと思います。

廣川	朝海	（ひろかわ	あさみ）
PwCあらた有限責任監査法人
クオリティー・レビュー部	パートナー、公認会計士
国内会社・外資系子会社の会計監査・アドバイザリー業務に従事。2008年
9月より2010年6月まで、公認会計士・監査審査会に転籍し、検査官兼審
査検査室長補佐として、監査法人の検査等に従事。帰任後は、リスク管理、
メソドロジー＆テクノロジー部長を経て、クオリティー・レビュー部におい
て、法人における監査品質の向上対応に従事。
日本公認会計士協会	監査・保証実務委員会四半期財務情報対応専門委員
会専門委員長。
メールアドレス：asami.hirokawa@pwc.com
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監査法人の強制ローテーション制度に
関する国際的な動向

PwCあらた有限責任監査法人
アシュアランス・マネジメント・オフィス
マネージャー　飯沼	篤史

はじめに
　近年の会計不正事案を背景として、金融庁により設置され
た「会計監査の在り方に関する懇談会」は、2016年 3月に

「『会計監査の在り方に関する懇談会』提言－会計監査の信
頼性確保のために－」を公表しました。本提言は、監査品質
を向上させるさまざまな方策を提示していますが、このうち①
「監査法人のガバナンス・コード」、②「監査報告書の透明化」
および③「監査法人のローテーション制度についての調査の
実施」の3点が大きな柱となっています。
　金融庁において、当該3点について検討が行われた結果、
これまでに以下の成果物が公表されています。

①「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」
は、2017年3月に「監査法人の組織的な運営に関する原則

（監査法人のガバナンス・コード）」を公表しました。すで
に、大手監査法人を中心に監査法人ガバナンス・コードの
適用が始まっています。

② 金融庁企業会計審議会は、2018年7月に「監査基準の改
訂に関する意見書」を公表しました。「監査上の主要な検
討事項（Key Audit Matters）」を含む、監査報告書におけ
る記載内容の拡充が監査基準に盛り込まれました（「監査
上の主要な検討事項」については、2021年3月決算に係
る財務諸表の監査から適用（早期適用あり）し、その他の
改訂事項については、2020年3月決算に係る財務諸表の
監査から適用）。

③ 金融庁は、2017年7月に「監査法人のローテーション制度
に関する調査報告（第一次報告）」を公表しました。報告で
は、国際的な監査法人ローテーション制度の動向を調査
した結果をまとめるとともに、今後さらなる分析・検討を進
めていくこととされています。

　上記のうち、①監査法人のガバナンス・コードおよび②監
査報告書の透明化はすでに議論が終了し、適用済または今
後適用するフェーズにあります。一方、③監査法人ローテー
ションは現在も検討中であり、かつ世界各国でも制度化に対

1 監査法人のローテーション制度を巡る議論
（金融危機以前）

一般的に、監査法人ローテーション制度のメリットとして、
監査人交代により馴れ合いを断ち切り、新鮮な視点で監査
が行われることで監査品質が向上することや、Big4による
監査市場の寡占状況を改善し、監査業界の競争が促進され
るとの意見があります。一方、デメリットとして、監査の知
識・経験の分断により、逆に監査品質が低下してしまうので
はないか、交代に伴う過大なコストがベネフィットを上回っ
てしまうのではないかとの懸念があります。
監査事務所のローテーション制度は、監査人の独立性強
化策として、これまでも大規模な会計不正事案が起こる都
度、世界各国において議論されてきました。
米国では、1977年に上院議会の「報告・会計、及び経営
に関する小委員会」（通称「メトカーフ小委員会」）が報告書
の中で行った勧告や、1978年にアメリカ公認会計士協会に
設置された「監査人の責任に関する委員会」（通称「コーエン
委員会」）が公表した報告書での議論がありました。また、
サーベンス・オクスリー法（Sox法）法制定直後の2003年に、
会計検査院（General	Accounting	Office：GAO）が監査法
人ローテーション制度の調査報告書を公表しています。い
ずれの検討においても、制度の導入はなされていません。
米国以外では、一部の国で独自の制度変遷がありました。
例えば、イタリアでは公開会社に監査事務所の強制ロー

して賛否両論あるところとなっています。本稿では、監査法人
ローテーションの目的や内容を整理しつつ、各国の動向を俯
瞰します。
　なお、文中の意見にあたる部分は筆者の私見であり、PwC
あらた有限責任監査法人の正式見解ではないことをあらか
じめお断りします。また、監査実施者の組織体が各国でさま
ざまであることから、わが国については「監査法人」、海外に
ついては「監査事務所」として用語を使い分けています。
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テーションを過去から導入しており、3年ごとの再契約が可
能ですが最長9年までとされています。一方、韓国、スペイ
ン、カナダでも一時期導入（カナダは金融機関のみ）してい
ましたが、後に廃止されています（スペインは、後述のEU規
則により復活）。シンガポールでは、2002年より国内銀行に
対して適用していますが、2016年9月にシンガポール通貨
監督庁（Monetary	Authority	of	Singapore	：MAS）はコン
サルテーション・ペーパー「国内銀行向け監査事務所の強制
ローテーションの見直しに関する協議」を公表し、監査事務
所のローテーション制度を廃止し10年ごとの強制入札制度
を導入する提言を行い、2017年8月には提言を維持すると
のフィードバックコメントを公表しています。
わが国では、会計不正事案を受けて2007年に公認会計
士法が改正された際、当時の金融審議会公認会計士制度部
会において、監査法人のローテーション制度が議論されま
した。この際に取りまとめられた報告書では、制度のメリッ
ト・デメリットを検討した上で「慎重な対応が求められる」※1		
と結論付けられ、制度の導入は行われていません。

2 監査法人のローテーション制度を巡る
議論の歴史（金融危機以後）

（1）欧州の動向【図表1】

欧州では、2008年に発生した金融危機を契機とし、欧州
委員会（European	Committee：EC）が広く金融安定化を検
討するなか、会計監査の在り方も議論されました。この結
果、監査法人ローテーション・監査報告書の記載拡充・非
監査業務の同時提供禁止等、一連の監査改革を包括した欧
州連合（European	Union：EU）のEU規則（Regulation（EU）	
No	537/2014）およびEU指令（Directive	2014/56/EU）
が2014年5月に公布されました。　
EU規則はEU加盟国に強制適用され、監査法人ローテー
ション制度はEU規則に規定されています。2014年6月の発

※1  報告書では、結論の根拠として以下の理由を挙げています。
 「監査人の独立性確保を徹底するとの観点から意義があるとの指摘がある一方で、
ⅰ）監査人の知識・経験の蓄積の中断、ⅱ）監査人、被監査企業に生じる交代に伴うコ
スト、ⅲ）被監査企業の活動の国際化や監査業務における国際的な業務提携の進展
等の中での国際的な整合性の確保、ⅳ）大規模監査法人の数が限定されている中で
の交代の実務上の困難さ、等の観点からその問題点が指摘されるところであり、少
なくとも現状においてこれを導入することについては、慎重な対応が求められる。」
（2006年12月「金融審議会公認会計士制度部会報告」5ページ目より抜粋）

効から2年の準備期間を経て、2016年6月より、EU加盟国
において適用が開始されました。
当該EU規則は、EU加盟国における社会的影響度の高い
事業体（Public-Interest	Entities：PIE）の法定監査を対象と
しています。PIEの定義はEU加盟国ごとに異なりますが、
EU域内の上場会社および銀行、生命保険会社などが含ま
れます。監査法人ローテーション制度として、EUにおける
PIEの監査には次の規制が課されます。

●	同一監査人・監査事務所による監査契約継続期間は、10
年まで（短縮化）。

●		監査人・監査事務所・欧州域内のネットワークのメンバー
は、上記の監査期間終了後は4年のインターバルを経なけ
ればならない。

●	ただし、監査期間終了後に公開入札を実施する場合は20
年まで、または共同監査を実施している場合は24年まで延
長可能。

（経過措置）
2014年6月14日（制度成立日）から起算して、過去の監
査関与年数が20年以上の場合には2020年までに、11～
19年までの場合には2023年までにローテーションが必要
等の経過措置あり。

ただし、EU規則では監査年数上限やインターバル期間な
ど、細かい運用の決定を各EU加盟国に委任しているため、
各国において、主に次のような運用の差異が生じています。
･	英国：2015年1月より、FTSE	350（ロンドン証券取引所株
式指数（上位350銘柄））の監査に対し、英国競争・市場局

EU 米国

･	EU規則にて、2016年6月より監査法人ローテーション制度を適用

･	原則10年内にローテーションし、4年のインターバル期間

･	監査期間終了後に公開入札を実施する場合は20年まで、又は共同監査を実
施している場合は24年まで延長可能

･	EU各国で詳細を法令化。主に各国で以下のような特色あり

（英国）
	 FTSE350は10年内に入札義務付け

（フランス）
	 連結財務諸表作成会社は共同監査を義務付け

（ドイツ）
	 銀行・保険会社に対する監査契約上限は10年（例外なし）

･	2011年にPCAOBによる意見募集が行われたが、2013年7月に、下院にて
PCAOBによる監査法人ローテーションの制度化を禁じる旨の法案が可決

･	その後、PCAOBを含め、米国内で制度化の議論は行われていない

図表1：EUおよび米国における監査法人ローテーションの状況
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（CMA）の規則により、	少なくとも10年周期での公開入札制
度が義務付けられています。その上で、EU規則とおおむね
同内容で監査法人ローテーション制度を2016年6月に会
社法で法制化しており、公開入札を実施している場合の監
査年数上限は20年を採用しています。
･	フランス：商法典において、過去から連結財務諸表に対す
る共同監査が義務付けられています。その上で、EU規則と
おおむね同内容で監査法人ローテーション制度を2016年
3月に法制度化しており、共同監査を実施している場合の
監査年数上限は24年を採用しています。
･	ドイツ：EU規則とおおむね同内容で監査法人ローテーショ
ン制度を2016年3月に法制度化しています。ただし、銀
行・保険会社に対する監査契約上限は10年であり、入札・
共同監査による延長は認められません。

（2）米国の動向【P27 図表1】

米国では、監査監督当局である公開会社会計監督委員会
（PCAOB）が2011年にコンセプトリリース（「監査人の独立
性及び監査事務所のローテーションに関するコンセプトリ
リース」）を公表し、監査法人ローテーション制度について
意見募集を開始しました。しかし、2013年7月に米国議会
において、PCAOBによる監査法人ローテーションの制度化
を禁じる旨の法案（H.R.1564）が下院で可決されました。な
お、米国では法案成立に上下両院の可決が必要であり、本
法案はその後上院に回されましたが、上院における決議は
行われていません。この後、PCAOBは監査法人ローテー
ション制度を検討リストから削除しており、その後米国内で
具体的な議論は行われていません。

（3）その他の国の動向

EUの他、インドでは会社法で2014年より監査事務所を
10年（個人であれば5年）で交代させるルールを導入してお
り、南アフリカも2023年4月から最長監査継続期間を10年
とする監査法人ローテーション制度を導入予定です。一方、
「1．監査法人のローテーション制度を巡る議論（金融危機以
前）」で述べたように、過去において導入していたが廃止し
た事例もあります。例えば、カナダの監査監督当局であるカ
ナダ公共会計責任委員会（CPAB：Canad i an 	Pub l i c	
Accountability	Board）は、ウェブページ上で当該制度を支
持しないとの見解を示しています※2。

3 今後の動向

本稿執筆日現在（2018年8月22日）、監査法人ローテー
ション制度の適用後レビューが適用国において進められて

いるとは考えられますが、筆者の知る限りにおいては、規制
当局により具体的な報告書が公表された直近の事例はあり
ません。制度の効果については、今後も適用各国の動向を
注視する必要があります。
わが国においては「はじめに」で記載したように、金融庁
が設置した「会計監査の在り方に関する懇談会」により、
2016年3月に「提言」が公表されました。本提言において、
わが国においても監査法人ローテーション制度の導入につ
いて、金融庁が深度ある調査・分析がなされるべきであると
提案されています。
本提言を受け、金融庁は2017年7月に「監査法人のロー
テーション制度に関する調査報告（第一次報告）」を公表し、
監査法人ローテーション制度を巡る国際的な状況を調査
し、欧州規制当局等に対するヒアリングなどの結果をまとめ
ています。
本報告では、監査品質の向上への具体的効果について

「欧州の監査法人の強制ローテーション制度は導入後間が
なく、その見極めにはなお時間が必要」としつつも、現地規
制当局等からは「これまでのところ、混乱なく監査法人の強
制ローテーション制度が実施されつつあるとの見方が示さ
れた」と紹介しています。その上で「今後は、欧州における
監査法人の強制ローテーション制度導入の効果等を注視す
るとともに、わが国において、監査法人、企業、機関投資
家、関係団体、有識者など会計監査関係者からのヒアリング
等の調査を行い、監査法人の強制ローテーション制度の導
入に関する論点についての分析・検討を進めていくことが考
えられる」と結んでいます。
現在は、金融庁においてさらなる調査・検討が進められて
いる段階であり、今後、第二次以降の報告により、わが国に
おける監査法人ローテーション制度の導入に関する見解が
示されるものと考えられます。

※2 本稿執筆日現在（2018年8月22日）において、以下URLリンク先で確認が可能
 http:/ /www.cpab-ccrc.ca/en/topics/currentemergingissues/Mandatory 

RotationTendering/Pages/default.aspx
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　上場準備を進める場合には、申請会社単体の内部管理体制の整備にとどまらず、申請会社の企業グループ
のストラクチャー整備の検討も必要です。理由は、企業グループ内の関係会社は申請会社との関係が密接にな
りやすく、一般的にリスクがあると考えられることから、上場審査においてグループストラクチャーについて説明
が求められるためです。リスクの例として、以下のようなものが考えられます。

・ 関係会社を利用して不当な利益を供与または享受するリスク
・ 取引関係や株式所有割合の調整等により申請会社の企業グループの実態の開示を歪めるリスク

　また、申請会社のグループストラクチャーの検討については、状況に応じて企業グループ内の会社の合併や
清算などの組織再編が必要になる可能性があるため、その重要性は高いといえます。本稿では、上場準備上
のグループストラクチャー検討における、主要な留意点を解説します。

　一般的な上場準備会社のグループストラクチャーとして、図表1のようなものが考えられます。

　ここで、図中の申請会社を中心とした企業グループにおいて、どのような検討論点があるのか、関係会社
ごとに解説していきます。

①子会社（S1社）
　S1社は申請会社が株式の90％を所有する子会社で、事業を行っているとします。このような子会社を所有
する申請会社の主な検討論点は、以下のようなものがあります。

（1）申請会社の出資比率が 100％未満であること
　申請会社の出資比率が100％未満の場合には、本来的には申請会社の株主に還元されるべき利益が流出
する可能性があると考えられるため、申請会社の出資比率が100％未満の子会社を所有する場合には、その
合理性を説明する必要があります。なお、当該ケースの場合には、状況に応じてS1社を完全子会社化するこ
とも考えられます。

1│一般的なグループストラクチャーの検討論点

PwC IPO
第1回 グループストラクチャー
PwCあらた有限責任監査法人	IPOソリューション部	　
マネージャー　五十嵐	博文

（X社）
財産管理会社4

（S1社）
子会社1 （S2社）

子会社（債務超過）2

（P社）
大株主5

（Y社）
その他の関係会社申請会社 3

90% 100%

取引

図表1
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（2）事業内容や事業エリアが重複するグループ会社がないこと
　グループストラクチャー検討にあたり、グループ内に複数事業会社がある場合には、グループ内の各社の
役割、位置付け等を説明する必要があります。
　S1社の事業内容や事業エリアが申請会社と重複する場合には、申請会社の企業グループ内でマーケットを奪
い合うことになりかねないため、合併、事業譲渡、必要に応じて会社の清算などを検討しなければなりません。

②子会社（S2社）
　S2社は、申請会社が所有する子会社で、事業内容、事業エリアの重複はないものの、債務超過状態である
とします。このような財政面の問題を抱える子会社を所有する場合にどのような論点があるのか、以下解説
します。

（1） 財務的な健全性から問題のある会社
　債務超過会社であるS2社のように、財務的な健全性に問題のある子会社を所有する場合には、申請会社
グループの業績などにマイナスの影響を及ぼす可能性が高いため、再建計画などを策定する必要がありま
す。再建計画を策定しても将来的に利益を生み出すことが難しく、再建が困難であると判断される場合には、
S2社の清算も検討しなければなりません。

（2）表面的には財務的な問題はないとみられる会社の留意点
　S2社のように明らかに債務超過状態の会社であれば、その後の対応方針は比較的明確ですが、表面的に
は財務的な問題はないとみられる会社については注意が必要です。決算書上は利益を計上しており、純資
産の目減りがない会社であっても、過年度の会計処理が適切ではない可能性や、子会社が不正を隠蔽して
いる可能性などがあるため、管理状態や会計処理に何らかの懸念がある子会社には財務調査を検討するべ
きです。潜在的な問題の例として、以下のようなものが考えられます。

・	過去に不良在庫を子会社に押し込んだ経緯があり、販売可能性のない在庫を大量に抱えている
・	関係会社が過去に生じた不良債権を抱えているが、十分な貸倒引当金を設定していない
・	関係会社が時価等の下落した有価証券（株式、債券、ゴルフ会員権等）を保有しているが、時価評価
	 されずに額面金額や取得価額で計上されている
・	関係会社が保有する遊休設備・遊休資産について、減損会計を適用せずに取得価額で計上されている

③その他の関係会社（Y社）
　Y社は申請会社と直接の資本関係はないものの、申請会社と同様の大株主を持つその他の関係会社であ
るとします。その他の関係会社は、子会社ほど関係性は緊密ではないものの、関連当事者等に該当する可能
性が高いため、何らかの取引を行っている場合には、上場審査でその取引の必要性と妥当性が問われます。

（1）取引の必要性
　関連当事者等との取引は、一般的に不正のリスクが高いと考えられているため、上場審査上は関連当事者
等との取引に必要性があるかを確認されます。Y社が関連当事者等に該当する場合には、あえて関連当事者
等と取引を行う理由について説明しなければなりません。合理的な理由については、以下のようなものが考
えられます。

・	Y社から特殊な仕様の原材料を仕入れている
・	特許などの知的財産権を理由として、Y社の代替となる取引先がない

（2）取引条件の妥当性
　関連当事者等との取引に必要性が認められる場合でも、当該取引の条件が妥当なものであるか説明が必
要です。取引条件の妥当性については、例えば以下のような点を検討する必要があります。

PwC	IPO│グループストラクチャー
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・	取引条件は第三者と取引した場合と同等なものであるかどうか
・	取引条件を明記した契約書等を締結しているかどうか

（3）取引に対する牽制機能
　上場申請時点では上場審査をクリアするために関連当事者等との取引を控え、上場後に関連当事者等と
の取引を行うといった潜脱を防止する観点から、関連当事者等との取引に対する有効な牽制機能を整備す
る必要があります。整備するべき牽制機能の例として、以下のようなものが考えられます。

・	継続取引については、関連当事者等との取引に係る契約を1年更新とする
・	新規の関連当事者等との契約、または契約の更新は取締役会の承認を必要とする

④財産管理会社（X社）
　X社は、申請会社の代表取締役の財産管理会社であるとします。財産管理会社は相続対策等に有用である
ため、実務上、広く活用されています。このような財産管理会社がある場合の上場審査上の留意点について
解説します。

（1）財産管理会社の存在理由
　財産管理会社は、存在そのものが否定されることはありませんが、通常、申請会社との取引が行われるこ
とはないと考えられます。仮に申請会社グループとの取引関係がある場合には、申請会社の利益調整に使わ
れたり、申請会社グループの適正開示を歪めたりすることがないよう、取引の必要性や取引条件の妥当性に
ついて説明が必要です。

⑤大株主（P社）
　P社は申請会社の大株主である上場会社とします。申請会社の大株主から見て、申請会社が子会社に該当
する場合は、いわゆる子会社上場に該当するため、申請会社には親会社等からの独立性が担保される必要
があります。子会社上場に該当する場合の特有論点について、以下解説します。

（1）P社から見て申請会社が 1事業部門にすぎない場合
　申請会社が親会社等の企業グループの1事業部門にすぎないと認められる場合には、親会社等の裁量に
より、本来、申請会社の株主に還元されるべき利益が不当に侵害される可能性が高いため、独立した投資対
象物件として投資者に提供するには望ましくないこととなります。このため、上場審査上、申請会社は独自に
事業活動を行う機能を有していること、親会社等から自由な事業活動や経営判断を阻害されておらず、近い
将来においても阻害される恐れがないことなどを確認されます。	

（2）申請会社が P社の中核的な子会社である場合
　申請会社がP社の中核的な子会社と見なされる場合には、証券市場にとって新しい投資物件といえず、親
会社が子会社を上場させて新規公開に伴う利得を二重に得るような結果となる恐れがあるため、申請会社
が上場することは原則できません。中核的な子会社には、例えば以下のような会社が該当します。

・	事業ドメイン（事業目的・内容・地域等）が極めて親会社等と類似している子会社
・	親会社グループのビジネスモデルにおいて、非常に重要な役割を果たしている子会社
・	親会社グループの収益、経営資源のおおむね半分を超える子会社

（3）支配株主等に関する事項
　親会社等を有する上場会社は、事業年度経過後3カ月以内に、支配株主等に関する事項を開示する必要が
あります。なお、非上場の親会社等を有する上場会社は、「非上場の親会社等に関する決算情報」を提出し
なければならないため、仮にP社が非上場会社の場合には、申請会社はP社から決算情報を入手する必要が
あります。
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五十嵐	博文	（いがらし	ひろふみ）
PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部	マネージャー
2010年公認会計士登録。大手監査法人にて会計監査業務経験後、2017
年よりPwCあらた有限責任監査法人にて、上場準備会社に対する上場ア
ドバイザリー業務に従事。
メールアドレス：hirofumi.igarashi@pwc.com

　上場審査上、企業グループ全体をコントロールするための、企業グループ内の関係会社の管理体制が整備
されていることを確認します。ここでは、関係会社の管理体制の整備について、管理方針の整備と、管理方針
の実効性を担保するための監視活動の2つの観点から説明します。

①関係会社の管理方針
　企業グループ内の関係会社の管理方針は、企業グループを統一的に管理するため重要であり、申請会社
の社内規程として明文化する必要があります。管理方針で定めるべき内容は、例えば以下のようなものが考
えられます。

・	重要な意思決定事項には、申請会社の事前承認が必要である旨
・	申請会社への月次決算、年次決算の報告義務がある旨
・	申請会社による、内部監査が行われる旨

②関係会社への監視活動
　関係会社の管理方針が定められていても、実務とルールがかい離していては意味がないため、監視活動に
より、管理方針に基づいて組織運営されていることを担保する必要があります。効果的な監視活動の例とし
て、内部監査が挙げられます。
　代表取締役や取締役は、関係会社の議事録や決算報告を閲覧することにより、総括的な管理を行うことは
できますが、以下のような現場レベルの管理状況を把握することは実務的に無理があります。

・	関係会社の現預金の管理状況
・	工場の品質管理体制の状況
・	クレーム処理の状況

　そこで、内部監査を行うことにより、内部監査報告書を介して、経営陣が現場レベルの管理運営状況を把
握することを可能にします。なお、この場合の内部監査は他部門からの制約を受けないよう、申請会社の代
表取締役直属の部署として設置することが望まれます。

　今回は、グループストラクチャーに関する上場準備上の留意点について、事例をベースに解説してきました。
　そもそも、上場準備という機会がなければ、企業グループ内の子会社は必要なのか、または、関係会社と
の取引条件が妥当なのか、グループ企業に対する管理体制は整備されているか、といったことを考えること
はあまりないように思われます。申請会社単体はしっかりしている企業であっても、企業グループ内の関係会
社までは目が行き届かないことが多く、思わぬ潜在的な問題を抱えている可能性があります。上場準備の途
上でグループ企業の不正が発覚し、最悪の場合、上場申請を断念せざるを得ないこともあります。そのような
ことがないよう、早期かつ慎重に、必要に応じてプロフェッショナルの助言を仰ぎながら、グループストラク
チャー整備を検討することが望まれます。

2│企業グループ内の関係会社の管理体制

3│おわりに
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大学経営改革に必要なアプローチ
―オーストラリアの支援事例より―

PwCコンサルティング合同会社	公共事業部		
シニアマネージャー　菅原	政規

経営

はじめに
　近年、日本における高等教育、特に大学の改革を期待す
る声が高まっています。「日本再興戦略」（2013年 6月14日 
閣議決定）を踏まえて策定された「国立大学改革プラン」

（2013年11月 文部科学省）をはじめ、今年に入ってからも
“人づくり革命”という掛け声のもと「経済財政運営と改革の
基本方針2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経
路の実現～」（2018年6月15日 閣議決定）などさまざまな戦
略・方針・計画において大学改革の方向性が示されていま
す。この中で示されている施策は、各大学の役割明確化や
教育の質の向上、大学間の連携、業績評価や年俸制といっ
た給与制度改革など、多方面にわたります。
　ただ、実際に大学関係者の方々の声を聞くと、示された
方針は理解しつつもどこから手を付けたら良いのか、また
連携の是非や業績評価の基準などについて具体的にどのよ
うな指標を用いて判断すれば良いのか、戸惑っている現状
も見受けられます。
　他方、海外に目を向けると、オーストラリアでは2010年頃
より国の教育水準の向上、特に教育機会の均等を目的とし
た政策が実行されています。この中では、主に初等教育の
機会均等に予算を割り当てる一方で、高等教育機関の予算
を削減し財源を確保する方針が採られています。こうした外
的要因の影響を受け、オーストラリアの各大学は自ら収益
機会の確保、運営の効率性向上が求められています。
　こうした背景がありながら、各大学は自らの経営改革を推
し進め、近年では政府からの補助金が抑制的にある環境に
おいても収益を拡大しています。収益拡大の要因の一つに
は海外留学生の招致がありますが、これらの海外留学生が
落とすお金（総支出）という側面で見ると、輸出項目として石
炭と鉄鉱石に次いで3番目の貢献度となっています（4番目
は観光業）。教育・研究という産業の特性上、必ずしも収益・
市場拡大だけが正解ではないものの、オーストラリアでどの

1
PwC Australiaとオーストラリアの大学による
大学経営改革の全体像

PwC	Australiaは2010年頃から高等教育領域に対するコ
ンサルティングサービスを本格的に開始し、この3年間で
オーストラリアの8割の大学を支援させていただきました。
こうしたコンサルティングサービスでは、PwCが有する経営
改革のアプローチ「Fit	for	Growth」の考え方（組織の成長
のためにコストを戦略的に削減・再配分する）を、各大学の
状況に合わせてカスタマイズして提供しています（図表1）。
このアプローチでは、大学のビジョンの検討が最も重要な
要素となります。つまり、各大学がどのような大学を目指す
のかという視点での議論に時間をかけ、それを教職員、場
合によっては学生も含めた大学関係者に共有することから
始まります。
PwC	Australiaのパートナー	Tim	Jacksonは「大学経営を
進める際、こうしたビジョンが教職員におけるモチベーショ
ンの源泉となります。皆、自身の所属する大学が素晴らしい
学校になってほしいと願っているはずで、こうした共通の価
値観の有無が改革の成否を分けます」とも述べています。
その上で、各施策を実行に移していくこととなります。施策
は、学部学科などのポートフォリオ戦略、学期制の考え方、
デジタル化など多岐にわたりますが、本稿では誌面の都合
上、当社セミナー実施時に参加者の方々よりご関心を寄せて

ような取り組みが実施され、その結果どのような成果もしく
は反省点が存在するのかを理解することは、今後の日本に
おける大学改革を検討する上での一助になるものと考えま
す。
　本稿は、PwCコンサルティング合同会社とPwC Australia
が共催した大学経営セミナー※1でご紹介した事例、参加者
からのご意見などを基に構成しています。なお、本稿中の
意見はあくまで筆者の私見であることをお断りさせていただ
きます。

※1 当社は2018年6月下旬、PwC AustraliaのEducation担当パートナー2名を招聘し、
東京・大阪・福岡で大学関係者を対象にセミナーを開催しました。当日は、PwC 
Australiaとオーストラリアの大学が取り組んでいる経営改革事例をご紹介しまし
た。
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いただいたポートフォリオ管理（Portfolio	management）お
よび業績管理（Performance	management）の考え方につい
て、以下に概括します。

2 ポートフォリオ管理

大学の学部・学科という単位組織においてどのような成果
が上げられているか、また改善の余地はないかを明らかに
するため、大学ポートフォリオ（Academic	portfolio）を評価
します（P36	図表2）。
「どのような成果が上げられているか」を評価するフェーズ	
1では、各学部・学科について研究機関および教育機関とし
ての成果、さらには財務面の観点から分析を行い、それぞ
れの学部・学科が置かれている状況を可能な限り定量的に
把握します。その上で「改善の余地」を明らかにするフェー
ズ2では、戦略的な重要性を加味した上で、投資や支援の
方向性を検討します。
教育・研究を主たる活動とする大学において、その成果
の測定という点が非常に難しいところではありますが、オー
ストラリアの事例では、個々の教員ごとに研究者としての成
果をNormalized	ERA	Weighted	Output/Research	FTE
（発表論文の量・質／研究に要した時間）、教育者としての
成果をEFTSL/Teaching	FTE（教員が担当する学生数／教
育に要した時間）により測定を行っています。こうして得られ

た結果は散布図などを用いてグラフ上に配置され、他大学
および学内との相対比較を行うことで評価を行っています。
そして、最終的に改善の方向性を考えるにあたっては、こ

うした定量的な指標のみに依存することなく、当然ながら戦
略的な重要性、つまりその学部・学科の存在が国や地域に
とってどのような意義を持っているかを踏まえて判断するこ
とが必要となります。実際に、オーストラリアの事例でも、あ
る大学の獣医学科が財務面での評価が芳しくなかったもの
の、その州唯一の獣医学科であったことから、その重要性に
鑑みて存続対象として残された例などもあります。

3 業績管理

各大学教員のパフォーマンスを評価し、その改善の方向
性を検討するために業績管理を行います。オーストラリアの
事例では、教員のパフォーマンスを研究・教育の2つの軸で
評価を行い、その傾向を把握した上で経営層としてどのよう
なサポートを行うことが適正かを判断します。
研究に係るパフォーマンスについては、論文発表数や引
用数といった研究の量・質に加え、その研究によりどの程度
収入が得られているのかという指標についても測定を行い、
他大学との比較によって評価を行っています。また、教育に
係るパフォーマンスに関しては、授業量により教育の量を測
定する一方、受講者による評価などで教育の質の測定を

図表1：大学経営改革において検討すべき事項

経営戦略

● ポートフォリオ戦略
● 研究戦略

カルチャーおよびマネジメントの変革

● リーダーシップの育成
● カルチャーの分析と醸成

● 産学連携戦略
● 教育・学習戦略

● 国際化戦略
● 拠点戦略

大学生産性 カリキュラムデザイン
＆学生生活 業務高度化・効率化 拠点の機能最適化 ガバナンス・運営

・ 個々の役職に基づい
た授業・教育活動

・ 教員の 業 績 評 価・改
善

・ コース統合
・ カリキュラムのデジタ

ル化
・ 学事歴の作成
・ 学生生活の充実
・ 学生生活の成功と就

職

・ 優秀な人材の活用
・ 優秀な人材のキャリア

開発
・ 各種プロセスの改善

と効率化
・ サービス電子化
・ IT戦略

・ ソーシング戦略策定と
調達改善

・ キャンパスの稼 働 率
向上

・ 構内における事業展
開と収 益 化（ 保 育 所
など）

・ ガバナンス構築
・ 学部・学科戦略を含む

運営モデル策定
・ 予算見直し
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行っています（図表3）。
なお、ここで留意いただきたいのは、一般的に業績管理と
いうと、それに連動した報酬制度などもイメージされるケー
スが多いですが、オーストラリアの事例においては（中長期
的には昇進・昇格の際の判断基準の一つではあるものの）こ
うした教員評価の仕組みと報酬制度が直接的には結び付い

ておらず、あくまで各教員のスキルアップのために何が必要
かを見いだすために活用されている点です。
これは、評価の軸として用いている研究・教育というテー
マの性質上、1～2年というような短い期間で改善・成果創
出が難しいことに加え、そもそもこうした専門性の高い職種
の成果については定量的に測定可能な指標だけで評価でき

図表2：大学ポートフォリオ評価の考え方

図表3：教員評価のカテゴリー

多領域に
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るものではないという考えが前提にあります。
そのため、このパフォーマンス評価により、各教員には自
身の強み・弱みを認識してもらうとともに、評価が悪い教員
に対しては、それを改善するためのフォローアップの仕組み
（他の教員の講義を参照し相互にレビューする、メンターと
なる教員を配置して面談を行う）といったプログラムを提供
することを主眼としています。

4 おわりに

PwC	AustraliaパートナーのTim	Jacksonは「オーストラリ
アの大学における取り組みは容易ではなく、必ずしも成功と
は言えない部分もあります。ただ、政府からの予算が削減さ
れ、他に選択肢がない中で一部の有名大学がこうした取り
組みを始めることで、多くの大学も追随することになりまし
た」と述べており、日本においても今後こうした成功事例がい
くつか生まれることで取り組みが本格化する可能性がありま
す。
本稿では、PwC	Australiaとオーストラリアの大学が実際
に取り組んだ事例を基に、その内容の一部をご紹介しまし
た。大学という組織の特性として、教育・研究といった側面
の目標が重要である一方、それを支える財務面での成長と
いう面も避けては通れないテーマとなります。本稿が、こう
した複数の異なる目標を持つ組織において、どのようにバラ
ンスを取りながら目指すべき将来像に近づけていくのかとい
う議論の参考となれば幸いです。

菅原	政規	（すがわら	まさき）
PwCコンサルティング合同会社
公共事業部	シニアマネージャー
2005年より現職。一貫して、中央省庁および地方公共団体、独立行政法
人、大学法人などの公共機関に対するコンサルティングに携わり、各種調
査研究、業務分析・改善、情報システムの企画から導入に至る案件を数多
く手がける。専門領域は、公共機関における情報システム企画・刷新・最
適化、調達、プロジェクトマネジメント支援に加え、主に教育施設・スポー
ツなどの文教政策関連の調査研究など、多岐にわたる。
メールアドレス：masaki.sugawara@pwc.com
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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5回 「木を見て森を知る」
 ─人工知能の意外な側面
滋賀大学	データサイエンス学部		
教授　市川	治

はじめに
　タイトルの「木を見て森を知る」は、ことわざ「木を見て森
を見ず」をもじったものです。元のことわざは、一つ一つの
木の枝ぶりや葉の様子など小さい部分だけを見ていても、
全体としての森は見えてこない、森を理解するためには、細
部に着眼するよりも全体を俯瞰した方が良い、という教訓で
す。もちろん、対象は森だけではなく、経営戦略やスポーツ
競技など、広く一般的な場面で用いられています。ここから
示唆されることは、人間はどちらかというと、細部を観察し
た情報ではなく、全体を観察した情報を優先して判断する
ように訓練されているということでしょう。
　世の中で人工知能と見なされているタイプの深層学習も
また然りで、全体を俯瞰したような高度な判断を下します。
しかし、意外に感じるかもしれませんが、入力を構成する最
下層の部分では、局所的な観測値から細切れの情報を生
成しているものがほとんどです。意外にも、全体観を表現す
るような観測値とは無縁です。しかし、識別処理を何段にも
積み重ねた深層学習により、最終的な出力は全体を反映し
た結果となります。このパラドックスを本稿では、「木を見て
森を知る」と表現することにします。

1 人工知能と機械学習

まず、判別分析に用いられる機械学習という言葉の意味
をおさらいしておきましょう。図表 1に示すように「特徴量」を
「識別器」に入力し、「識別結果」を出力する仕組みです。入
力側の特徴量というのは、複数のデータをセットにしたもの
（＝ベクトル）で、対象の特徴をよく捉えるような観測値を選
んで使います。識別器は、この特徴量から期待する識別結
果が得られるように学習されます。
例えば、一般物体認識であれば、入力した画像に対応する

「犬」「猫」などの候補が、出力側の素子一つ一つに割り当て
られます。最も大きな値を出力した素子に対応する候補が
識別結果となるわけです。ここで機械学習は、特徴量と識別
結果をペアにした学習データを大量に用意し、識別器の中
のパラメータ（＝変数）を学習する（＝更新する）ことを行い
ます。学習を終えた識別器のパラメータセットはモデルと呼
ばれ、良いモデルは入力した特徴量に応じ、できるだけ正し
い識別結果を出力します。
世の中で人工知能と呼ばれているものは、基本的にこの

識別器

出力：識別結果

入力：特徴量

図表1：機械学習の仕組み
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機械学習の仕組みに他なりません。近年、機械学習の分野
で、ニューラルネットワークを多層に積み上げた深層学習が
発展してきたため、識別能力が目を見張るほどに向上しまし
た。その結果、まるで人間のように対象全体を高度に理解し
て判断を下したかのような錯覚に陥ることがしばしばあり、こ
うした機械学習システムを人工知能と呼ぶようになったとい
うことでしょう。
しかし、知能という言葉は意識や自我を連想させるので、
機械学習のコミュニティでは「人工知能という言葉をなるべ
く使いたくない」という研究者も多く存在します。当然、今の
人工知能には意識や自我はありませんし、いくらAIアシスタ
ントが人間と柔軟に対話していようとも、これには何の感情
もありません。本稿では、それを踏まえた上で、わかりやす
いように人工知能という言葉を使うことにします。

2 人工知能への入力と出力

急速に進歩した人工知能は、将棋・囲碁・クイズ・医療・
画像認識・音声認識など特定のタスクで、人間と同じように
全体を俯瞰したような高度な判断をするようになりました。こ
うした現状から、人工知能は、その処理の最下層から全体の
情報をこねくり回しているかのような印象があります。ところ
が、意外にも情報の入り口の部分では、対象の局所的で細
かい特徴を大量に抽出するという作業からスタートします。
まず、テキスト分類のタスクを考えましょう。図表 2の例
は、	人間が機械に対して人間が使う言語で命令し、機械が
それを自分の知っている命令に分類して動作するというもの
です。人間が使う言葉では、同じ動作についての命令でも多

様な言い回しとなります。日本語の場合、語順も柔軟に変化
するので、機械がその入力の意味を理解しようとするのは、
全体を俯瞰するようなアプローチを取るべきという印象があ
るでしょう。
しかし、この分野でよく使われる特徴量は、隣接する2単
語や3単語の並びをカウントするN-gramという局所的な特
徴です。さらに進んだ機械学習の仕組みでは、このN-gram
を取得する操作を畳み込みニューラルネットワーク（CNN）
に置き換えますが、最初の層では単語の前後の局所的なつ
ながりの情報を抽出しています。
次に、人工知能が搭載された将棋ソフトの例を見てみま

しょう。局面が全体として優勢か否かを計る評価関数が重要
で、機械学習により決定されます。実は、ここに入力する指
標も「二枚の駒の位置関係」といった局所的で細切れの情報
の集合となっています。
また、画像認識の入力についても、同様の傾向が見られま
す。例えば、数字画像の認識で「9」の文字を認識するとしま
しょう。中心より上の方に閉じた円の領域があり、下の方は
左に開いている、といった全体観から得られる情報は入力し
ません。よく使われるSIFT特徴量では、画像に小ブロックを
構成し、ブロックごとに輝度の方向別変化を測って特徴量と
しています。また、畳み込みニューラルネットワークを使用
する場合には画素情報をそのまま入力することが多いです
が、最初の層で画像にブロック単位のフィルターを多数設定
し、局所的な変化を捉えることが行われています。
さらに、音声認識については、深層学習以前はメルケプス

トラムという特徴量が主に用いられてきました。それは、低
域から高域にわたるスペクトルの全体の形（包絡）を表現す
る数値の並びです。「あいうえお」などの音声の母音は、フォ

図表1：機械学習の仕組み

図表2：テキスト分類タスク

入力テキスト N-gram 分類結果

「えっと、カーナビの画面なん
だけど、画面を2つに分割し
て、左側をバードビューにし
て、右側を進行方向を上の市
街地地図に設定して。」
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ルマントを含むスペクトルの形で識別できるので、スペクト
ル全体の形を捉える特徴量が採用されてきたわけです。とこ
ろが、深層学習以降は、メルケプストラムはあまり使われな
くなりました。代わりに、識別器の最下層において、スペクト
ルの低域から高域にわたり、規則的で複数の局所的なブ
ロックを配置します。これらのブロックは時間方向にも幅が
あり、画像のケースと同様にブロック単位のフィルターを多
数用意することにより、周波数方向と時間方向の局所的な変
化を捉えることが行われています。
さて、このような局所的で細切れの特徴から、なぜ全体を
俯瞰したような出力が得られるのでしょうか。それは「深層学
習だから」という答えになると思います。識別のための層を
多段に重ねることで得られる効果です。多段CNNのように位
置の関係が上位の層にわたって維持されているケースも含
め、深層学習の層を重ねるごとに、より総合的な判断が行わ
れていると見なすことができます。
「木を見て森を見ず」ということわざがありますが、現代の
人工知能はまるで「木を見て森を知る」システムです。図表 3
をご覧ください。多くの人が見知らぬ動物の周りに集まって
「前の部分はこんな感じです」「後ろの部分はこんな感じでし
た」というバラバラな報告をしており、誰も動物全体の形を
見ていません。比喩になりますが、それらの報告を全部総合
して「これはインド象だ」と結論付けることが現代の人工知能
のやり方だと言えましょう。

3 専門職と協働する人工知能

いわゆる人工知能が人間を助ける社会になることは、既定
路線となっています。今後十年で、その傾向はさらに顕著に
なっていくでしょう。しかし、それが一般の生活者に実感でき
る形態になるかというと、そうはならないかもしれません。

図表 4をご覧ください。人工知能が人間を助けるといって
も、2通りのケースがあることがわかります。一つは生活者
が直接に人工知能と接するケースで、もう一つは人工知能
が専門家の判断を助け、生活者はあくまで人間（専門家）と
接するというケースです。前者は、例えば生活者が商品の使
い方に質問があって電話をかけたら、人工知能のエージェン
トが出てきて「何かお困りですか？」と合成音声で話してくる
パターンです。あるいは電話音声でなくても、チャットボット
のように、テキスト入力で人工知能と対話するというパター
ンもあります。
これらは現状だと不十分な応対しかしてくれませんが、将
来「完全に」動作するように進化すれば、人工知能と人間の
関わりとして究極の形態となります。そのとき、生活者は「社
会が人工知能によって変わった」と実感するでしょう。いつの
日か人工知能が人間の仕事を奪ってしまうのではないかと
いう人工知能脅威論は、この形態を前提にしています。しか
し、この形態が普及するのは限定的な分野に留まるだろうと
筆者は考えています。なぜなら、このパターンは、いかに人
間に近づけるかを競っているのであって、細やかさなどの点
において人間のエージェントを超えることはないからです。
一方で、後者は、生活者は直接に人工知能と接することは
ありません。従って、人工知能が介在していることを実感し
ないでしょう。しかし、得られるサービス品質が従来の人間
ベースを超える可能性があるというメリットがあります。人工
知能は膨大なデータで学習しているので、専門家といえども
思い付かない複数の視点や材料を専門家に与えることがで
きます。専門家は自らの考えと人工知能からの助言を総合
的に判断し、最終的な判断を下せば良いのです。
ここで「木を見て森を知る」のパラドックスを思い出してく
ださい。人間は全体観を大事にするので「森を見て」いたと
しても、森の中の一つ一つの木やその細かい部位を意識し
て見ることはできません。ところが、人工知能はそれらを判

外部寄稿

図表3：「木を見て森を見ず」のイメージ 図表4：人工知能が人間を助ける2通りのケース

（a）直接型 （b）間接型

人工知能 人工知能生活者 専門家 生活者
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断材料に含めることができます。一方で、人間は直感力や常
識に優れているので、人工知能と人間の最適な協働が実現
します。また、人工知能が人間の仕事を奪ってしまうというこ
ともありません。
具体的な例を見てみましょう。2016年には、ゲノミクス分
野の機械学習システムが、急性骨髄性白血病の患者を救っ
たと報道されました。患者は従来の治療では効果が全くあり
ませんでしたが、2000万件以上の癌に関する論文を学習し
た人工知能が「二次性白血病」という珍しいタイプの白血病
であることを突き止め、有効な治療法を適用できたそうで
す。人間が2000万件以上の論文を調査して診断に反映さ
せることは不可能ですから、人間のレベルを超えたと言って
よいでしょう。
別の例を見てみましょう。コールセンターにおけるオペ

レータ支援です。オペレータは顧客との会話の中で、何が問
われているのかを定義し、回答を作成します。しかし、顧客
からの問い合わせというのは多種多様で、かつ回答すべき
内容も簡単にはわからないことが多いのです。ましてや、
コールセンターのオペレータという職種は定着率が低いの
で、知識を習得したオペレータが少ないという問題もありま
す。従って、顧客への回答提示にかかる時間はどうしても長
くなってしまいがちでした。

図表 5に示すシステムは、それを改善するためのもので、
顧客とオペレータの会話を音声認識によりテキスト化し、そ
の内容に合致する複数のFAQ（よく聞かれる質問と回答）文
書をオペレータの画面に自動表示します。表示される文書
は、顧客との会話が進行するに従って更新されます。オペ
レータはこれらを見ながら、顧客に回答することができると
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外部寄稿

音声認識

類似文検索

関連するFAQ文書

1

2

3
4

ログインが…

エラーになる…

バージョンが…

複数の端末…

パスワードを…

ファイアウォ…

Windows XP

共有している…

Question Answer

ログイン
できないんだけど

パスワードを3回間違えられますと、
一時的にログインできなくなります

図表5：コールセンター向けオペレータ支援システム

いう仕組みです。このシステムはオペレータの動作（どの文
書をクリックしたか、あるいは「役に立った」ボタンを押した
か）によって、次回からさらに精度良く候補の文書を提示す
る学習機能を備えています［長野他,	2017］※	。
筆者は、この機能が大変重要だと考えています。なぜな

ら、人工知能は専門職と協働して仕事をする時に、専門職の
動作から自ら学び、もっと賢くなるということを示唆している
からです。今後、このようなトレンドが上記の例だけでなく、
弁護士や官僚、会計士、薬剤師など多くの専門職に広がっ
ていくことが期待されます。いずれも、膨大な専門知識を要
する職種です。「専門職＋人工知能」の組み合わせが重要だ
と強調する理由がおわかりいただけたでしょうか。

※ 長野 徹佳典、岡原 勇郎、吉田 一星、倉田 岳人、立花 隆輝、壁谷 .（2017）. 音声認識技
術を用いたコンタクトセンターオペレータ支援 . 情報処理学会研究報告 2017-SLP-
118.
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PwC税理士法人
テクノロジー＆トランスフォーメーション部　
パートナー　川﨑	陽子

テクノロジーを活用した税務業務の変革

税務／法務

はじめに
　デジタル革命と言われるように、テクノロジーはビジネス
環境を大きく変えています。税務の現場でも、従来は取り扱
えなかった大量のデータを処理することにより、タイムリーで
正確な税務ポジションの情報を把握して経営意思決定に生
かせるようになってきています。
　一方、税務行政の側でも、デジタル化への対応を進めて
います。以前から、電子帳簿保存制度や電子申告の制度は
ありましたが、最近になって、スキャナ保存の要件の緩和、
国別報告事項（CbCR）の提出、電子申告の義務化などの改
正が行われており、納税者としても対応が必要となってきて
います。
　本稿では、デジタル化の時代における税務業務へのテク
ノロジーの活用について考察します。

1 テクノロジーの発展と税務業務への
インパクト

（1）テクノロジーの発展

現在、ビジネスのさまざまな分野において急速にAI、
RPA、VR、IoT等のテクノロジーが活用されるようになって
きており、デジタル革命とも呼ばれています。税務分野も例
外ではなく、これまで財務データの中から税務業務に必要
なデータを抽出し、集約していたものを、例えばERPから取
引データをダウンロードして直接分析できるようになってき
ました。このようにビッグデータを取り扱うテクノロジーの発
展により、税務に関連するデータを新しい方法で収集し、リ
アルタイムで分析することができるようになってきました。

（2）国税当局および各国当局の規制環境

国税当局および諸外国の税務当局もデジタル化への対応
を進めてきています。
大企業では2020年4月1日以後開始事業年度から電子申
告による税務申告書の提出が義務化されるため、企業も対
応を迫られます。領収書等のスキャナ保存についてはスマー
トフォンでスキャンすることも認めるといった要件の緩和が
行われており、業務効率化のために検討する企業が増えて
います。
OECDのBEPSの勧告に伴って日本でも導入された国別報
告事項（CbCR）の提出については、電子申告によることが必
要とされ、国税当局に提出された情報は租税条約の情報交
換規定によって自動的に交換され、各国当局に行き渡ること
になります。
消費税については、2021年に適格請求書等保存方式

（いわゆるインボイス方式）が導入されることとされていま
す。インボイス方式で行われている海外諸国の付加価値税
に鑑みると、日本においてもインボイス方式が導入される際
には、これまでの消費税の申告実務が大きく変わることが想
定されます。納税者は、大量の適格請求書のデータを処理
するシステムの構築が必要になるものと思われます。
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2 税務業務の変革

（1）税務コンプライアンス業務の変革

企業の税務部門の役割としては、まず伝統的な税務申告
書の作成・提出が挙げられます。また、会計上の税金勘定
の計算を月次・四半期・半期・年次で行っています。従来
から行われている上記のような税務コンプライアンス業務
は、会社の基幹システムからデータをダウンロードし、税
務計算に必要なデータをシステム外でスプレッドシート等
を用いて集計し、最終的に税額計算ソフトウェアに入力す
ることにより行われてきました。また、税務部門だけでは必
要な数値にアクセスすることができず、他部署に依頼して
データを収集する必要がありました。
この結果、決算の繁忙期の厳しいスケジュールのなか
で、何階層ものワークシートを用いて税額計算を行うことに
より、単純な転記ミスや誤解に基づく人為ミスも発生しやす
く、手作業に頼ることにより部内でのナレッジの共有が十分
にできておらず属人的な作業も発生していました。大量の
データを取り扱うことを可能にするテクノロジーの出現によ
り、このような従来型の税務コンプライアンス業務は変革を
迫られています。

（2）RPAとデータクレンジング

まず、基幹システムなどからダウンロードしたデータは、
各システム固有の一定の形式で作成されており、エラーを
起こすデータを取り除いたり処理しやすくする加工を加え
たりするというデータのクレンジングが必要になることが多
くあります。データを更新する度に毎回発生するこのような
定型的な作業については、データクレンジングを行うソフト
ウェアを用いて作業を自動化することが可能となっていま
す。
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）とは、作
業工程を「ロボット」が記憶することにより定型的な業務や
反復作業を自動化することであり、これによりデータ入力を
自動化したり、複数のソフトウェアにまたがる反復作業を実
行することができます。税務業務においても、システムから
のデータのダウンロード、データの整合性の検証（例えば前
年データとの比較、関連会社間取引の突合など）、ワーク
シートから申告書作成ソフトウェアへの転記といったさまざ
まな局面で活用することが可能です。税務業務プロセスへ
のRPAの活用については、図表1をご覧ください。
ERP導入などの大規模なシステムプロジェクトと比べて、
RPAのようなテクノロジーは比較的小規模に導入できると
いう特徴があります。コストをかけずにデータ処理をより速

図表1：税務業務におけるRPAの活用例

基礎データ
収集
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くより正確に行わなければならない中で、RPAをはじめとす
るテクノロジーの導入は、決算早期化にも貢献することが
できます。

（3）AI

AI（人工知能）は、さまざまな分野への応用・実用化が研
究されていますが、税務の分野では現状まだ研究段階で、
税務データの蓄積を行っている状況と言えます。将来的に
は、データの認識や簡単な判断をAIに任せることにより、
人間はより高度な税務判断に特化することができると考えら
れます。

（4）プロセス標準化

テクノロジーの導入を行うためには、業務プロセスを標準
化することが非常に重要となります。従来の属人的な作業
プロセスでは、不要な作業を行っていたり、担当者が交代
したときにナレッジが継承されなかったりといったことから、
時間がかかるだけでなく人為ミスが発生しやすくなっていま
した。業務プロセスの標準化を行うことにより、単純な反復
作業を自動化することが可能となります。実はプロセス・
オートメーションを行うにあたっては、作業の分析を行い、
プロセスの標準化をすることが最も重要になってきます。

（5）税務業務のグローバル化

OECDのBEPSの勧告は日本の税法にも順次取り入れられ
てきていますが、特に国別報告事項（CbCR）および外国子
会社合算税制のインパクトは非常に大きなものとなってい
ます。グローバルでは税務の透明性（Tax	transparency）が
非常に重視されてきており、今後も情報開示の要請は一層
高まっていくと考えられます。
企業がグローバルに展開するに伴い、これらの税務業務

もグローバル化してきており、海外のオペレーションの税務
リスクを管理し、適切に税務コンプライアンス業務を遂行す
るためには、テクノロジーを利用して各国の状況を適時に
把握することが欠かせません。
グローバル化した組織の税務ポジションを把握するため
には、従来のスプレッドシートなどによりデータを各拠点か
ら収集するのは、税務コンプライアンスを取り巻く環境の中
でもはや限界に達しており、テクノロジーを活用してデータ
収集を自動化し、さらにリアルタイムの分析を行うことが今
後必須となってきます。

（6）税務分野でのデータビジュアライゼーションの導入

大量のデータを入手して利用できるようになった現在、そ
の大量のデータを人間が直接理解することは不可能です。
税務分野では、企業はまだBI（ビジネスインテリジェンス）と

呼ばれるテクノロジーを十分に活用できているとは言えませ
んが、今後求められるのは、データをさまざまな角度から分
析し、視覚的に理解しやすい形式で税務リスクや税務コスト
を示し、経営意思決定に貢献することです。グローバル化し
た企業では、巨大なデータの分析を扱う局面も多く、税務分
野でのBIの活用可能性も増していくと考えられます。

3 テクノロジー導入にあたって
考慮すべき事項

これまで述べたように、テクノロジーを用いて税務コンプ
ライアンス業務の変革を行うことができれば、従来の税務申
告書作成や税額計算に費やしていた時間を、より付加価値
が高い業務に振り向けることができます。税務部門の役割
は、ビジネスの結果としての税額計算を行うことではなく、
より積極的に税務リスクを管理し、企業価値の向上に貢献
する方向へ変革していきます。
税務業務にテクノロジーを導入するにあたっては、以下の
視点で検討することが必要と考えられます。

① 業務プロセスの改善ポイントの抽出
現在の業務フローの中でどの部分に苦労しているかを特
定し、その部分を改善するテクノロジーの導入を検討する。
例えば、ERPからデータをダウンロードするところに最も労
力を割いているため、RPAで自動化できないか、など。

② 作業負荷の軽減
税務業務は決算作業にピークがあるが、そのピークを軽
減するものとなるかどうか。

③ 導入に伴うリスク低減
業務プロセスのモニタリングの方法。テクノロジーの導入
についても適切なガバナンスをもって社内に浸透させていく
べきである。

④ 基幹システムと新しいテクノロジーの親和性
ERPとして何を用いているかによって、適したツールも異
なってくることがある。

⑤ 高付加価値業務へのシフト
テクノロジーを導入するために必要なコストだけでなく、
正確性が増す、人材をより高度な業務に専念させられる、テ
クノロジーにより新たな視野やオポチュニティが得られるこ
となどを総合的に考慮する。

テクノロジーを導入する際には、業務プロセスの管理を行

税務／法務
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うこと、テクノロジーおよび取り扱うデータの管理方法を文
書化しておくこと、テクノロジーを活用することによる働き方
改革、税務以外の領域とのコラボレーションなど、さまざま
な分野と連携して検討を進める必要があります（図表2）。

4 税務業務へのテクノロジー活用についての
PwCの取り組み

（1）グローバルでの取り組み

このような状況に対応して、PwCはグローバルでもテクノ
ロジーの導入を進めています。グローバルでビジネスを展
開する企業に対して、各国で統一したプラットフォームを用
いて税務サービスを提供しており、ベスト・プラクティスとな
るソリューションを開発しています。

（2）PwC税理士法人の取り組み

PwC税理士法人では、グローバルで開発されたプラット
フォームの活用を行うだけでなく、日本固有の環境に即した
ソリューションを独自に開発してクライアントの皆さまに提供
しています。また導入に伴う業務プロセスの改善・ガバナン
スの構築についてもアドバイスしています。

テクノロジーの活用に特化したサービスを提供するため、
2018年7月1日からテクノロジー＆トランスフォーメーショ
ン部という専門チームを税理士法人内に立ち上げ、テクノロ
ジー分野に注力しています。パートナー5名、マネージャー・
スタッフ約25名の陣容でスタートしており、クライアントへ
のサービス提供、クライアントの業務プロセス改善のサポー
トおよび税理士法人社内の業務効率化のあらゆる面で、テ
クノロジーを活用した変革を目指しています。

川﨑	陽子	（かわさき	ようこ)
PwC税理士法人
テクノロジー＆トランスフォーメーション部	パートナー
2004年公認会計士、税理士登録。
金融部および事業法人部で税務コンプライアンスおよびコンサルティング
サービスを提供。2018年7月からは、テクノロジー＆トランスフォーメー
ション部でテクノロジーを活用した税務業務の変革に取り組んでいる。
メールアドレス：yoko.kawasaki@pwc.com

図表2：テクノロジーの活用に伴って必要となる業務分野

文書化・データの管理 働き方改革

税務以外の領域との
コラボレーション

業務プロセス管理

テクノロジー
プラットフォーム

税務／法務
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はじめに
　スイスはアルプス山脈とジュラ山脈の間に位置し、面積は
比較的小さい（約41,300km2、九州よりわずかに大きい）国
ですが、経済的には非常に安定した強固な国です。また、
ヨーロッパの中心に位置し、西はフランス、北はドイツ、東は
オーストリア、南はイタリアという国々に囲まれ、スイスの主
要都市から各国までは数百キロしか離れていません。国内
には3つの国際空港（チューリッヒ、ジュネーブ、バーゼル）
が存在するとともに、高速道路や高速鉄道網も発達してお
り、ヨーロッパ各国へのアクセスが容易な国となっています。
　スイスは、国民の意思で創設された連邦国家です。近代
スイスの発足は1848年にさかのぼり、26のカントン（州）が
非常に高度な政治的・経済的自治の下、それぞれのカントン
を治めています。公用語は4つ（ドイツ語、フランス語、イタリ
ア語、ロマンシュ語）と、同国の民族的多様性を反映していま
す。さらに、約840万人の永住者のうち200万人以上が外国
人のため、公用語以外にも英語やその他の外国語が広く話
されています。日本人は5,500人以上が居住しており、この
国の文化的多様性を構成する一つの要素となっています。
　スイスが経済的に強固な要因は、安定的かつ機能的な
政治、世界最高水準の教育（学術教育・職業訓練）、開放的
でリベラルな経済環境、信頼性の高い法制度、高水準のイ
ンフラストラクチャー、 そして実利主義・効率主義的傾向な
どが挙げられます。日本とスイスには自由の尊重、民主制、
憲法制度など多くの共通要素があり、国民性としても謙虚、
勤勉、辛抱強い、正確、時間厳守、清潔を重視する点など
がよく似ているといわれています。スイス国民は独立と統治
を尊重し、民主的直接選挙による意思決定も頻繁に行われ
ます。また、欧州連合（EU）とも友好的かつ強固な経済的関
係を築く一方で、EUには所属せず、独自の通貨（スイスフラ
ン）を使用しています。

スイス税制アップデート
―投資先としての魅力―

1 投資先としてのスイス

スイスは世界最高水準の生活満足度、着実な経済、そし
て高いGDPから比較的裕福な国であり、スイス国民は世界
の高度な新製品・テクノロジーに興味を持っています。また、
日本とスイスは長年にわたって友好関係を築いており、相
互に重要な交易パートナーとなっています。2014年には国
交樹立150年を祝っており、スイスは日本企業にとって興味
深い投資先となっています。
日本のスイスへの直接投資額は、2016年には52.6億ス
イスフラン（最終的受益者ベースでは93.6億スイスフラン）
に達しており、これはスイスへの総直接投資額の約1％にあ
たります（スイスへの総直接投資額の約90％はアメリカと
EU諸国が占めています）。これはアジア、アフリカ、オセア
ニアからスイスへの総直接投資額の半分以上にあたり、ス
イスにとって日本は重要なビジネスパートナーとなっていま
す。また、現在スイスには160以上の日系企業が進出し、
9,500人以上が雇用されています。

2 スイスにおける法人税制度

スイスは非常に効率的な税制を敷いています。法人税に
は連邦制が反映されており、連邦法人税に加え、26のカン
トンがそれぞれの税制に基づいて法人税を課しています。
スイス税制はほぼ統一された制度ですが、地方ごとの実効
税率の差異が最大の違いとなっています。税率には異なる
カントンの状況が反映され、12.5～24％の実効税率になっ
ています。
スイス法人は、国外の恒久的施設や不動産に帰属する所
得を除き、一般的に全世界の所得に対して課税されます。
スイス法人と同様に、外国法人のスイスにおける恒久的施
設は、全世界所得のうちスイス国内の活動に関連する部分
が課税対象となっています。また、スイスはCFC税制（タック

海外
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スヘイブン対策税制）を持たないため、外国子会社の所得
についてスイスで課税されることはありません。
法人税は一般的に、法定財務諸表（恒久的施設の場合に
は対応する支店の財務諸表）に基づいて課税されます。独
立第三者間原則に基づいた費用（利子、ロイヤルティ、償却
費などを含む）については一般的には損金に算入されます。
スイス税法では事業上の費用に関する損金性についての例
外や制限はあまり設けられていませんが、最も注目すべき
点の一つに、スイス過小資本税制（スイス法人が過少資本
の状態にある場合に、関連会社からの利息費用の損金算入
を制限する）があります。また、適格投資からの配当収益と
それらの投資売却によるキャピタルゲインは、一般的に資本
参加免税の対象となります。欠損金については7年間の繰り
越しが可能となっています。
連邦税が全額課される一方で、現時点においては、カント

ン税・市町村税について、持株会社特例やミックスカンパ
ニー（混合会社）税制などの特例があります。これらは特に
外国企業グループのスイス法人グループに広く適用されて
います。持株会社は不動産以外の所得について、カントン・
市町村での法人税が免除されます。また、ミックスカンパ
ニーとは所得の80％以上が国外での営業活動による会社
を指しますが、その場合、国外源泉所得の10～25％がカン
トン・市町村法人税の対象となります。結果として、持株会
社の実効税率は7.83％となり、ミックスカンパニーの実効
税率は一般的に9.5～13％となります。これらの税制につい
てはスイス法人税改正に伴い、近く廃止される見込みです
（詳しくは 3「スイス法人税改革―税制法案17」をご参照くだ
さい）。
企業再編については、一般的にスイス合併法に従うことに
なります。税務簿価が引き継がれ、資産および営業活動が
スイス国内にとどまる限りにおいて、課税繰り延べでの企業
再編を担保するためのさまざまなルールが適用されます。
スイス法人および外国法人のスイス支店はそれぞれ個別
の課税主体として扱われ、連結納税は認められていません
（特定の場合の付加価値税の取り扱いを除く）。
配当金については、一般的にスイス源泉税（35％）の対象

となります。日本―スイス間の租税条約下では、要件を満た
す投資からの配当金の源泉税は0％になる可能性があります
（日本企業がスイス企業の株式を少なくとも50％、最低6カ
月以上連続して保有する場合0％となります）。通常の関連
会社間での借入に対する利息、およびロイヤルティについ
ては源泉税の対象になりません。損金算入と源泉税につい
てのルールは非常にシンプルであり、このためスイスからの
現金や利益の還流は容易となっています。
スイスにおける付加価値税率は7.7％となっています。宿
泊サービスは3.7％、食品などの一部の生活必需品につい

ては2.5％の税率が適用されます。法人税に加え、スイス企
業には、資本に対して0.01％という低率の純資産税が毎年
課せられます。その他の企業に対する税としては印紙税が
あり、株式の発行には1％、また課税対象証券の取引により
生じた対価には0.15％または0.3％が課せられます。ただ
し、印紙税は特定の条件下でのみ適用となり、定期的に生
じることはありません。
スイスの開放的かつ実利主義的気質は、税務当局の対応
にも表れています。スイスは長く事前照会制度を採用してお
り、基本的に税務当局は企業に対して非常にオープンで、
納税者は取引前に税務当局とその結果生じる税金について
協議することができます。

3 スイス法人税改革―税制法案17

スイスでは現在、包括的法人税改革の草案が最終化され
つつあります。この改革は国際社会のスイスに対する要求
に端を発しており、改革の中心は持株会社やミックスカンパ
ニーなどに代表される税制上の優遇措置の廃止です。この
改革は、以下3つの目標をどのように達成するかがポイント
となっています。

•	スイス税制の国際社会における調和
•	ビジネスロケーションとしての魅力の維持
•	連邦・カントン・市町村における適切な税収の確保

これら3つの目標を実現するためには、各カントン特有の
状況（重要産業の有無など）に配慮しつつ、各カントンの法
人税をフレキシブルに設定する必要があります。各カントン
の特徴を無視して一律に同様の税制を実施することは、改
革の実現を妨げるとともに、スイスの連邦主義に反すること
にもなります。従って、改革パッケージは、それぞれ独自の
税環境を各カントンがデザイン可能なモジュールで構成さ
れたものとなります。
税制改革の議論開始直後に明らかになった重要な点は、
税制上の優遇を受けてきた企業が改革に伴う形で海外へ流
出し得ることが、スイス経済に大きな損失をもたらすという
ことです。これらの企業は往々にして、さまざまな経済分野
で高い能力を有する従業員を雇用しており、これが技術革
新の場としてのスイスの高い評価ともなっています。従っ
て、スイスが将来的に外国企業にとって財務的に魅力的な
ビジネスロケーションであり続け、企業の国外流出を可能な
限り抑えられる改革のデザインが進められています。
現税制上の優遇措置をなくした上で、外国企業にとっての
スイスの財務的魅力を維持するには、カントンは実効税率
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を下げざるを得ない状況にあります。実効税率の低減度は
各カントンの経済状況に依存しますが、おしなべてスイス全
土で実効税率はある程度下がると予想されます。図表1は改
革後の実効税率（2020年頃以降）を示しており、多くのカン
トンが実効税率を12.5～15％に設定していることがわかり
ます。	
カントン税率の引き下げは改革の一要素ではあるものの、
連邦自体はカントンの自治に関知しないため、連邦税制改
革の一部とはなっていません。しかし、連邦はカントンが活
用できる新たな措置の導入を進めており、現税制上の優遇
措置を活用している企業が、多少の税負担の増加はあるも
のの、改革後の税率の急激な上昇に直面することがないよ
うに設計しています。現在計画されている新たな措置につ
いては、以下のものが挙げられます。

•	国際（OECD）基準のパテントボックス税制
•	研究開発費の損金算入増加
•	高税率カントンにおける安定的資金調達のための損金拡大
（みなし利息控除）
•	円滑な改革後税制への移行のため、廃止される税制上の優
遇措置から離脱する企業に対する含み益資産のステップ
アップ
•	年ベースの資本税（純資産税）の見直し
•	多国籍企業の視点からではなく、スイスの国政・国策との関
連で提供される施策

改革案は現在、スイス議会において審議中で、最終案は
2018年9月末までに議会で議決されます。その後、改革案

の公開後100日以内にスイス国民は国民投票の実施を請求
できます。2019年1月初旬までに国民投票期間は終了し、
もし国民投票が請求されなかった場合、改革案はそのまま
発効されます。その場合、新たな措置は2020年より適用と
なると考えられます。もし国民投票が請求される場合、まず
投票が実施され、改革案および新たな措置の適用はさらに
遅れる見通しです。
以上、読者のスイス税制に関する理解促進に、本記事が
少しでも寄与できましたなら幸いです。PwCスイスはスイス
国内に15のオフィスを持ち、それぞれがトップレベルのプ
ロフェッショナルサービスを提供しており、PwCのグローバ
ルネットワークで最もマルチリンガルなファームの一つとい
えます。PwCスイスはスイス国内の約50の日本企業と取引
実績があり、2009年からはジャパンデスクを設置して国際
税務の専門サービスに加え、さまざまなビジネスアドバイザ
リーサービスを提供しています。スイスについてのご質問・
お問い合わせがありましたら、お気軽にスイスまたは日本の
スイス・ジャパンデスクメンバーまでご連絡ください。

カントン カントン改革後
法人税率（%）

改革後
法人税率（%）

ZG 12 BL 14

LU 12.32 SG 14

SH 12.5 AI 14.16

NW 12.66 GL 14.2

OW 12.74 GR <15

SO 12.9 AG 15.1

BS 13 UR 15.1

SZ 13 VS 15.6

TG 13 NE 15.61

AR 13.04 TI 17.5

GE 13.5 BE 18.71

FR 13.7 ZH 19.7

VD 13.8 JU 20.66

VS

VD

JU

BE

SO

SZ

SG

NE

GE

FR

BL

LU

NW

TI

AG

GL

ZG

ZH

SH

TG

AR
AI

GR

OW
UR

BS

12%

13%

14%

15～16%

18～21%

図表1
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公認会計士 トピックス
第13回 公認会計士制度70周年

1 新たな時代の公認会計士像を提示

わが国の公認会計士制度は1948年、第二次世界大戦後
の財閥解体、証券市場における財務諸表の信頼性確保、個
人株主の増大化政策の一環として誕生しました。公認会計
士は監査・会計の専門家として企業経営を支え、わが国の
発展に寄与してきました。一方で、経済のグローバル化・デ
ジタル化が昨今加速し、企業が扱うデータの量と質が大幅
に向上するなか、公認会計士には従来にも増して深い洞察
力が求められるようになりました。関根会長も	「公認会計士
がAIなどのテクノロジーを活用し、監査をはじめとする高品
質の各種サービスを提供することにより、専門的知見を最
大限に生かしながら公共の利益に貢献する存在となるよう
努力していきたい」（2018年6月21日：JICPA記者会見）と
述べ、書類チェックや異常値検出などをIT化することで、被
監査企業との議論や職業専門家としての分析・洞察・判断
に力を入れていく必要性を示しています。
こうした潮流を背景に、JICPAは「時代に即した公認会計
士像を打ち出すため、これまでの周年時とは異なる視点で
事業・イベントを企画」（公認会計士制度70周年事業プロ
ジェクトチーム構成員長・高濱滋副会長）しました。その一
環として70周年記念ムービー「公認会計士の未来」を制作
し、AIが収集・整備したデータに基づいて公認会計士が被
監査企業を分析し、不正会計を見抜く姿を描きました。報道
などでAIによる業務代替論が流れていますが、公認会計士
はAIを活用し、より付加価値の高いサービスを提供できるこ
とを示しました。また、JICPAのIT委員会は、現行の監査業
務におけるITの活用状況が一般にはまだ理解されていない
ことから、パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」を
公表し、ITによる効率的・効果的な監査について紹介して
います。　
JICPAは今後、ブロックチェーン取引に対する監査の在り
方なども研究していく構えです。

はじめに
　経済の急速なグローバル化・デジタル化に伴い、公認会
計士の役割や業務環境は大きな変革期にあるといえます。
加えて、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を経営に取り
入れる企業も増えており、公認会計士にはさらなる組織ガバ
ナンス・リスク管理の知見が求められています。
　こうしたなか、日本公認会計士協会（JICPA）は2018年7月
で公認会計士制度70周年を迎えるにあたり、「持続可能な
社会構築における協会の課題・取組検討委員会」（委員長＝
関根愛子・JICPA会長）を設置し、わが国の社会課題や
SDGsのテーマについて、JICPAが取り組んでいる施策との
関連性整理、課題抽出などを行っています。同時に、公認会
計士の一層の認知度向上を図る観点から、JICPAの定期総
会に合わせて行われた70周年記念講演を一般にも広く開放
したほか、例年より精力的な広告宣伝活動を行いました。
　本稿では、公認会計士制度70周年におけるJICPAの取り
組みをご紹介します。

公認会計士	トピックス

PwC’s	View編集部
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公認会計士	トピックス

2 SDGsの取り組み強化

2015年の国連総会におけるSDGs採択後、資本市場では
ESG投資が注目されつつあり、非財務情報を含めた企業情
報の開示、投資家との対話促進は企業にとって喫緊の課題
となっています。公認会計士は専門的知見を生かし、多様
な側面から企業価値の向上に貢献することが期待されてい
ます。
こうした社会的背景も含め、JICPAは 70周年を機に、
JICPAおよび公認会計士と社会の関わり方を長期ビジョンで
検討するために「持続可能な社会構築における協会の課題・
取組検討委員会」を設置しました。SDGsの目標に「質の高い
教育の普及」があります。JICPAは以前から小中学生向け会
計講座「ハロー!会計」や学習指導要領案への意見提出など
を行ってきましたが、2021年に実施される次期中学校学習
指導要領の解説（社会編）において、初めて「会計」に関する
記述が含まれたことを受け、教科書の編纂や教育現場への
情報提供などに積極的に関与していく方針です。投資家と
の対話が進むにつれ、企業人に求められる会計の説明責任
も増すため、JICPAは会計リテラシー教育を導入する重要性
をさらに提唱していく考えです。
SDGsの「ジェンダー平等」に関しては、JICPAは女性会計
士の増加・キャリア開発にも力を入れています。2018年7
月末現在の公認会計士数は37,286人で、女性比率は約
15％とまだまだ低い水準ですが、JICPAの「女性会計士活
躍促進協議会」は比率向上を図る観点から、2017年に女子
大学生・女子高校生向けイベントを実施しました。2018年
12月には女子大生100人規模のキャリアイベントを開き、
若手女性会計士が「結婚・出産・育児などのライフイベント
に左右されず、仕事とプライベートを両立しやすい」「性差な
く働け、海外で活躍できる機会もある」といった利点を紹介
し、学生のキャリア選択・形成をアドバイスする予定です。
会計士＝激務というイメージを持つ学生に「女性が安心して
働けるとともに、活躍できる職業だとアピールしていく」
（JICPA）ねらいがあります。

3 記念事業で公認会計士の認知度向上

70周年記念事業における目玉は、7月23日に東京国際
フォーラムで開かれた「公認会計士制度70周年記念式典・
記念講演」で、計2,881人が参加しました。式典では70周
年記念ムービー（本稿 1で紹介）放映後、関根会長が「公認
会計士が使命を果たすには、経済や社会の変化、公認会計
士に対する社会の期待の変化に適応していくことが大切」と

あいさつしました。安倍晋三内閣総理大臣もビデオメッセー
ジを通じ、公認会計士の活躍に期待を寄せました。
式典後には「消費者や公認会計士業務になじみが薄いビ
ジネスパーソンに、公認会計士が企業とどのように関わって
いるかを知っていただきたい」（JICPA）と企画した、株式会
社ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長	柳井正氏
による記念講演「会計士が世界を変える」が開かれました。
柳井氏は「RPAやAIで定型業務が自動化されるなか、公認
会計士は経営者と経営課題を議論し、実行できるパート
ナーになっていただきたい」「ボーダーレス経済において、
既存の枠を超える『超公認会計士』を目指してはいかがで
しょうか」と提案しました（写真）。
記念式典・記念講演の開催と前後し、JICPAは新聞広告
や雑誌の記事体広告、テレビCM、駅貼りポスターなども積
極的に展開しました。こうした精力的な広告宣伝活動は、
70年の節目を機に、これまでの公認会計士の社会への貢献
について振り返りつつ、一般社会における「公認会計士」の
認知度をさらに高め、その存在意義をあらためて知らしめて
いくという思いが込められています。

既存の枠を超えて経営者と歩む「超公認会計士」を提唱する
株式会社ファーストリテイリング	代表取締役会長兼社長　柳井	正	氏
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書　名：五訂版	完全ガイド	
	 事業承継・相続対策の法律と税務
出版社：税務研究会出版局
編　者：PwC税理士法人	
定　価：5,500円（税抜き）
発行日：2018年8月7日

最新版

本書は、民法等も含めた相続税・贈与税の概要、株式評価の仕組みから、自社株式や従業員持株会など株式に係る対策、また
納税資金の問題に至るまで、相続税対策や事業承継を考えるにあたって必要不可欠な事柄を、実務に即し具体的に解説して
います。
五訂版においては、2018年度税制改正で創設された「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度」（納税猶予
割合の拡大、雇用要件の抜本的見直し、経営環境の変化に応じた納税猶予額の減免、適用対象者の拡大及び相続時精算課
税制度の適用範囲拡大など）を詳説しています。また、取引相場のない株式の評価、小規模宅地特例、組織再編税制（スピンオ
フ、スクイーズアウト）などの改正の解説を新たに追加し、全ての章において全面的に見直しています。

五訂版 完全ガイド 
事業承継・相続対策の法律と税務
・2018年度税制改正で創設された「納税猶予制度の特例」詳説を
 追加した最新版
・改正事業承継税制のみならず、事業承継全般を解説
・企業オーナー必携の一冊

書籍紹介

事業承継・相続対策総論第1章

納税資金問題と事業承継・相続対策第6章

相続税・贈与税の概要第2章

経営承継円滑化法と事業承継税制第3章
株式の評価と株式異動に関わる
税務の取扱い第4章

株式に係る相続税対策第5章
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書籍紹介

書籍紹介

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）

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）

実例でわかる 中国進出企業の
税務・法務リスク対策
[法制度から現地の商習慣まで]

（2018年6月27日）
中国に進出している日本企業が直面している税
務・法務のリスクの回避・解決策について、リ
スクの場面ごとにQ&A形式で取り上げます。
中国の法制度や商慣習に詳しく、中国進出企
業へのコンサルティング業務に従事してきた経
験を有する著者の生きた実例をベースにする
ことで、より実践的な解決策を詳解。同著者
による関連書籍「図表でわかる	中国進出企業
の合弁解消プランニング」（第一法規株式会社	
2017年1月発行）と併せてご活用いただけま
す。中国に子会社がある企業の経営企画部・
法務部や中国現地の担当者の必読書です。
（第一法規株式会社／ PwC税理士法人	簗瀬正
人、金誠同達法律事務所	趙雪巍著）

五訂版 完全ガイド 
事業承継・相続対策の法律と税務
（2018年8月7日）
本書は、相続税対策や事業承継を考える際に
必要不可欠な事柄を、実務に即して解説して
います。五訂版では、2018年度税制改正で創
設された「非上場株式等に係る贈与税・相続
税の納税猶予の特例制度」（納税猶予割合の拡
大、雇用要件の抜本的見直し、経営環境の変
化に応じた納税猶予額の減免、適用対象者の
拡大及び相続時精算課税制度の適用範囲拡大
など）を詳説しています。取引相場のない株式
の評価、小規模宅地特例、組織再編税制（スピ　
ンオフ、スクイーズアウト）などの改正の解説も
追加し、全ての章を全面的に見直しています。
（税務研究会出版局／PwC税理士法人編）
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PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内

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。

未来のマーケティング・エージェンシー ：
次世代の組織運営モデル
（2018年6月）
マーケティングの巨大企業は、クライアントや外
部市場からの圧力に応えて、オペレーションを
統合し始めています。本レポートでは、起こり得
る4つの次世代の組織運営モデルの長所と短所
を詳述し、最も適切なモデルの決定に関する指
針を提供します。

ピープルアナリティクスサーベイ 2017
調査結果：ピープルアナリティクスが
創り出すデジタル時代の人材マネジメント
（2018年6月）
日本企業264社を対象に、人材データ分析の活
用に関する成熟度や取り組みの現状、さらなる
活用の課題などについて調査を実施しました。
ピープルアナリティクスを取り巻く現況や、人材
データ活用を進化させるために日本企業がなす
べきことについても解説しています。

IoTビジネスの成功のために
（2018年8月）
PwCは業界内のIoT成功事例を収集し、成功企
業とそれ以外の違いがどこにあるのかについて
分析、成功企業のビジネスに共通する特徴を抽
出し、IoT投資からリターンを得やすい領域につ
いて考察しています。

経済犯罪実態調査 2018
（日本分析版）
（2018年7月）
PwCが実施した「経済犯罪実態調査2018」の日
本分析版です。経済犯罪・不正の被害は世界的
に増加傾向にあり、特に日本ではデータ改ざん
などの品質不正といった「事業活動に関する不
正」が多く発生していることが明らかになってい
ます。

グローバル エンタテイメント＆
メディア アウトルック2018-2022
（2018年7月）
PwCの年次調査「グローバル	エンタテイメント
＆メディア	アウトルック2018-2022」は15のエン
タテイメント・メディア業界に関連するセグメン
トを対象に今後5年間の消費者支出と広告収入
に関する動向を53の国と地域について分析しま
した。

自動車サイバーセキュリティ：
コネクテッドカーの
セキュリティ対策は万全か？
（2018年8月）
コネクテッドカーや自動運転車の適切な運用に
あたって、サイバー脅威への対応は最重要課題
の一つといわれています。本レポートでは、コネ
クテッドカーをめぐるサイバー脅威とその対応
について米国の専門家が見解を示しています。

世界経済フォーラムとPwCによるホワイト
ペーパー 都市におけるコラボレーション：
シェアリングから「シェアリングエコノミー」へ
Collaboration in Cities:
From Sharing to ‘Sharing Economy’
（2018年7月）
シェアリングエコノミーをめぐる概念をさまざま
な観点から解説するとともに、シェアリングが都
市に及ぼす影響や世界中の都市における事例を
紹介し、都市がどのようにシェアリングエコノミー
を活用できるのか、その可能性を探っています。

第21回世界CEO意識調査／
アセット＆ウェルスマネジメント業界
における主要結果
楽観的なCEOと高成長、
しかし混乱の局面が迫る
（2018年7月）
PwCによる第21回世界CEO意識調査に参
加した資産運用業界のCEO、126名の回
答結果を分析したレポートです。目覚ま
しい成長と混乱の岐路に立つ、資産運用
業界の現状と課題を明らかにしています。

世界の消費者意識調査 2018
（2018年6月）
世界の27カ国を対象に、22,000人以上
の消費者の意識や購買行動を調査しま
した。

（2018年9月1日現在）

2018年内部監査全世界実態調査 
イノベーションとともに進歩する
―テクノロジーを活用した内部監査の
基盤となるツールと人材
（2018年6月）
PwCでは、世界中の約2,500名の内部監査部門
長や社内利害関係者を対象に、第14回「内部監
査全世界実態調査」を実施しました。本報告書で
は、調査結果をもとに、内部監査部門における
テクノロジーと人材の重要性に焦点を当てて解
説しています。
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次世代のホテル経営・開発戦略
―新たな「視点」と「洞察」で読み解く―
（2018年5月）
インバウンド4,000万人が訪れる時代に、一体ど
のようなホテル経営・開発戦略を取るべきかと
いうテーマに関し、開発、ブランド、ITという視
点から現在とこれからのホテルビジネスの潮流
を考察しています。

経済犯罪実態調査 2018：
「盲点」に潜む不正を探り出す
（2018年5月）
PwCグローバルが実施している「経済犯罪実態
調査2018」のグローバルレポートの翻訳版です。
123カ国、7,228の回答結果をもとに、「盲点」に
潜む不正に焦点を当てながら、いかに不正を防
止・検知するかについて考察しています。

第21回世界CEO意識調査／
楽観的見方を維持しつつ変化に
取り組む
―保険業界における主要結果
（2018年6月）
本レポートでは、第21回世界CEO意識調
査の結果に基づき、保険業界が直面する
課題に対処し、どのように必要な競争力
のケイパビリティを高めていくことができ
るかについて考察します。

コンテンツビジネスの未来
（2018年5月）
日米のコンテンツビジネスの現状と変化の比較
から導き出される、日本企業が直面する課題を
整理するとともに、PwC独自のフレームワークを
通した解決に向けたアプローチと具体的な解決
策、およびPwCの推奨する解決策実行のための
ロードマップを提示します。

自動車産業を転換する5つのトレンド
（2018年5月）
自動車セクターは、業界とユーザーの全てが影
響を受ける未曾有の動乱期に直面しています。
本レポートでは、世界の三大自動車市場である
欧・米・中に焦点を当てて、2030年までの自動
車市場の変化を予測・解説しています。

グローバル情報セキュリティ調査2018 
Vol.1：サイバーショックに備え、
デジタル社会を強化する
（2018年6月）
「グローバル情報セキュリティ調査2018」は、世
界の経営者層を対象に、企業の情報セキュリ
ティに関する諸問題や対策状況、投資動向など
を調査、分析しています。

詳細はWebをご覧ください▶https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership.html

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。

Professional. Global. Digital. 
―企業不動産マネジメントの未来―
（2018年5月）
本レポートは、PwCがドイツで調査を行った不
動産管理に関する規制とデジタル化の影響やそ
の課題、チャンスについてまとめたレポートの日
本語版です。欧州での企業不動産管理（CREM）
が直面する変化や将来動向の洞察に加え、日本
でのCREマネジメントに関する国内企業の取り
組みについての調査結果を掲載し、国内企業の
CREMに関する現状と課題を紹介しています。

PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内
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Autofacts（オートファクツ）

　Informは、国際財務報告基準（IFRS）に関する情報を総合的に提供するウェブサイトです。

　IFRSに関連する国内外の情報を速報・解説資料・情報冊子などで紹介するとともに、IFRS基準書やPwC 

IFRSマニュアル（PwCによるIFRSに対する包括的な実務ガイダンス“Manual of accounting IFRS”）もご覧い

ただけます。また、IFRSに関する教育、学習ニーズにもお応えします。

　モバイル端末にも対応していますので、いつでもどこでも気になった時にリサーチができます。

　Informは、日本サイト（日本語）だけではなく、インターナショナルサイト（英語）もありますので、IFRS基準

書の原文も参照できます。日本サイトでは、インターナショナルサイトの主要なコンテンツの和訳に加え、日

本独自のコンテンツを掲載しています。

2│使いやすい機能が充実

1│Informとは？

“Inform” へようこそ

Topic pages
IFRSの基準ごとにInform内のコンテンツ（基準書や解説資料など）をまとめたページ。

特定の基準に関連する情報を探すのに便利です。

Search
Inform内を横断的に検索でき、効率的に情報収集ができます。

IFRS基準書内のキーワード検索も可能です。

My Inform
会員用メニューとして、コンテンツのお気に入り登録、閲覧履歴や検索履歴など

個人設定ができます（マイライブラリー機能）。

印刷・PDF 全ての掲載コンテンツを印刷、PDFファイルで保存できます。

IFRSに関するPwCの総合情報サイト

https://inform.pwc.com

56 PwC’s View — Vol. 17. November 2018



IFRSに関するPwCの総合情報サイト

　Informには有料会員限定のコンテンツもありますが、まずは全てのコンテンツをご利用いただける30日間の

フリートライアルをお試しください。IFRSの最新情報を月1回お届けするニュースレターも無料配信しています。

　いずれも、Informからご登録いただけます。是非お試しください。

3│IFRSの実務のために必要なコンテンツを厳選

4│まずは、フリートライアルをお試しください

速報、解説資料 ●IFRSの速報、速報解説
 ●詳細解説*（PwC Global/USによる新基準の解説資料の和訳）
 ●IFRSをめぐる動向（『週刊経営財務』掲載記事）
 ●IFRS News（PwC GlobalによるIFRSに関する月次ニュースレターの和訳）
 ●これだけは知っておきたい! IFRS Q&A

情報冊子等 ●Similarities and Differences－ IFRSおよび日本基準の比較（日本語版／英語版）
 ●IFRS開示チェックリスト*
 ●IFRSに基づく連結財務諸表のひな型（日英対訳）
 ●年度末の会計上の留意事項
 ●新基準等および未発効基準等の一覧
 ●IFRS 10 Minutes*（四半期ごとのIFRSの動向を解説）
 ●四半期ワンポイント解説 *（四半期ごとの日本基準の動向を解説、日本語版／英語版）
 ●四半期アップデートセミナー資料*（ 外部向けセミナー資料）
 ●各国の適用状況*（PwC US発行の「IFRS adoption by country」の和訳）
 ●IFRS ビデオシリーズ／ポッドキャスト（英語）
 ●IFRS サイバーラーニング（e-learning）*

IFRS基準書* PwC IFRSマニュアル* IFRSに基づく連結財務諸表のひな型

●	IIFRS基準書やPwC IFRSマニュアルが全て含まれま
す。

●	インターナショナルサイトでは英語原文を、日本サイ
トでは日本語版を掲載しています。

●	PwC Globalの“Illustrative IFRS consolidated 
financial statement”の和訳

●	比較できるよう、英語原文と和訳を見開きページ
で表示

●	IFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「顧客との
契約から生じる収益」、IFRS第16号「リース」に基
づく開示例も収録しています。

*は有料会員限定コンテンツです

コンタクト
PwCあらた有限責任監査法人 Inform 日本サイト事務局

E-mail : pwc.jp.inform@jp.pwc.com

©IFRS Foundation
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海外PwC日本語対応コンタクト一覧
PwCは、全世界158カ国、25万人以上のスタッフによるグローバルネットワークを生かし、クライアントの皆さまを支援していま
す。ここでは各エリアの代表者をご紹介いたします。

担当国・地域 写真 担当者名 電話番号 E-mail

アジア太平洋

中国（華北・華中） 高橋 忠利 Tadatoshi	Takahashi +86-21-2323-3804 toshi.t.takahashi@cn.pwc.com

中国（華南・香港） 柴 良充 Yoshimitsu	Shiba +852-2289-1481 yoshimitsu.shiba@hk.pwc.com

台湾 奥田 健士 Kenji	Okuda +886-2-2729-6115 kenji.okuda@tw.pwc.com

韓国 原山 道崇 Michitaka	Harayama ＋82-10-6404-5245 mharayama@samil.com

シンガポール 五十嵐 潤 Jun	Igarashi +65-6236-7558 jun.igarashi@sg.pwc.com

マレーシア 杉山 雄一 Yuichi	Sugiyama +60-3-2173-1191 yuichi.sugiyama@pwc.com

タイ・カンボジア・ラオス 魚住 篤志 Atsushi	Uozumi +66-2-844-1157 atsushi.uozumi@th.pwc.com

ベトナム 福永 彰一 Shoichi	Fukunaga +84-28-3823-0796 shoichi.fukunaga@pwc.com

ミャンマー 大槻 玄徳 Motonari	Otsuki +95-9-263-453-297 motonari.otsuki@mm.pwc.com

インドネシア 割石 俊介 Shunsuke	Wariishi +62-21-521-2901 shunsuke.wariishi@id.pwc.com

フィリピン 東城 健太郎 Kentaro	Tojo +63-2-459-2065 kentaro.tojo@ph.pwc.com

オーストラリア 神山 雅央 Masao	Kamiyama +61-3-8603-4383 masao.kamiyama@pwc.com

インド 古賀 昌晴 Masaharu	Koga +91-124-330-6531 masaharu.koga@pwc.com

欧州・アフリカ

英国 濱之上 昌二 Masaji	Hamanoue +44-20-7804-4376 masaji.hamanoue@pwc.com

フランス 猪又 和奈 Kazuna	Inomata +33-1-5657-4140 kazuna.inomata@pwcavocats.com

ドイツ 藤村 伊津 Itsu	Fujimura +49-69-9585-1537 itsu.x.fujimura-hendel@pwc.com

オランダ 佐々木 崇 Takashi	Sasaki +31-88-792-2761 sasaki.takashi@pwc.com

イタリア 井上 麗 Rei	Inoue +39-347-	448-6690 rei.inoue@pwc.com

スイス 佐藤 晃嗣 	Akitsugu	Sato +41-58-792-1762 sato.akitsugu@ch.pwc.com

ベルギー・中東欧全域 森山 進 Steve	Moriyama +32-2-710-7432 steve.moriyama@pwc.com

アイルランド 河野 孝宏 Takahiro	Kono +353-1-792-6436 takahiro.z.kono@ie.pwc.com

チェコ・ハンガリー 山崎 俊幸 Toshiyuki	Yamasaki ＋420-733-611-628 toshiyuki.x.yamasaki@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

ブラジル 坂間 カロリーナ Carolina	Sakama +55-11-3674-2434 carolina.sakama@pwc.com
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