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特集

データマネジメントと利活用
令和となって最初の G20が、今年（2019年）6月下旬に大阪で開催されました。イ

ノベーションを通じて経済社会のさまざまな課題を解決し、Society 5.0の実現に向

けた環境を整備する上で、信頼できるルールの下でデータの自由な流通を促進する

こと、すなわちDFFT（Data Free Flow with Trust）が重要なカギを握ると考えられ

ています。大阪でのG20では、今年1月にダボスで公表されたWTO電子商取引につ
いての閣僚声明に賛同した国・地域とともに、
「大阪トラック」を開始することも宣
言されました。

データの利活用は、国境を越えた経営課題の一つです。急速な時代の変化の中

で、企業経営者は、この課題にどう向き合えばよいのでしょうか。本号では、企業

がデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現する上で不可欠ともいえるデータ

マネジメントやデータガバナンスの在り方を探り、データ利活用の実務例をご紹介

します。

経営者が考えるデータマネジメントの在り方とは何でしょうか。冒頭は、特別対談

として、
「競争力としてのデータマネジメント」をお届けします。freee株式会社 CEO

である佐々木大輔氏との対話を通じて、データを活用した企業変革、戦略的データ

マネジメントに必要な視点をご紹介します。

データの利活用を巡るグローバルなトレンドや制度・規制はどのように動いてい

るのでしょうか。
「データの利活用にかかわる制度や規制等について」では、その国

内外の動向を俯瞰します。また、続く
「令和時代における内部統制の在り方」では、
企業グループの内部統制とデータマネジメントの勘所、データガバナンスの在り方

について、考察を加えます。

社内にあるデータを利活用する、とは具体的にどういうことなのでしょうか。上述

の考察を踏まえ、本号では二つの具体的な実務例をご紹介します。
「激変する購買

管理実務を支えるデータ管理」では、購買データの利活用をご紹介します。そして

最後「見えない“稼ぐ力”をデータ分析であぶりだす」では、非財務資本に焦点を当て

て、DXを支える人財の分析手法を解説します。
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freee株式会社
CEO

佐々木 大輔 氏

PwC あらた有限責任監査法人

執行役 マーケット担当 パートナー

伊藤 嘉昭

特別対談

競争力としてのデータマネジメント
― あらゆるデータからインサイトを得るために、
必要なテクノロジーと人材とは
これからの時代の企業成長、イノベーションの促進には、ビッグデータを活用した
「データアナリティクス」
が必要不

可欠であり、さまざまな業界において、データ利活用に対する注目度が高まっています。しかしながら、集めたデー

タを戦略的に活用して実際の経営に生かしているケースはまだまだ少ないのが現状です。データから価値や発見、
ビジネスに役立つインサイトを得るためには、
「データアナリティクス」
やそれを支えるテクノロジーだけではなく、
データ自体を整理して管理する仕組み、いわゆる
「データマネジメント」
が重要であり、さらには、そのデータを扱う
人の問題が重要と考えられます。データの利活用を企業の競争優位性に結び付けるには、何を考え、どう行動す
べきなのでしょうか。

freee株式会社 CEOの佐々木大輔氏と、PwCあらた有限責任監査法人 パートナーの伊藤嘉昭が、データを活用

した企業変革、戦略的データマネジメントに必要な視点などについて語り合いました。
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組織変革を促すクラウドサービス
企業統治や働き方改革の観点からも有効

伊藤：freee株式会社（以下、
「freee」。）は、クラウド会計ソ

フトのパイオニアとして、個人事業主から上場企業まで幅広

く会計を軸にしたプラットフォームを提供し、業務効率化や

とが可能となります。現在、いろいろな会社でガバナンスに
起因する問題が起きていますが、ガバナンスを機能させるた
めには、経営の透明性や見える化が非常に重要と考えてお

り、その点でもテクノロジーの活用は非常に有益だと感じて
います。

もう一つ、クラウドサービスという点も重要な要素かと思

経営革新を支援されています。従来は、人が手を動かして

います。昨今の社会的に重要なテーマの一つである働き方

ションを利用することにより、人の手が介在しなくても帳簿

れます。今までの経理の仕事は、毎日オフィスに来て行う必

財務諸表を作っていましたが、freee が提供するソリュー

改革を実現するためのソリューションとしても大いに期待さ

や決算書の作成の自動化が可能になります。もし、将来的

要がありましたが、セキュリティの問題さえクリアできれば、

の作成なども可能になれば、企業の経理業務をはじめとす

うになり、より柔軟な働き方が実現しやすくなるのではと考

織構造は大きく変わってくるのではないかと私は考えていま

佐々木：私もきっとそのようになると考えています。そもそ

に開示情報やその他の日常的な各種業務の実行、報告書

るバックオフィス業務は大幅に削減され、その結果として組
す。

今までの会社は、担当者から管理者としての課長、部長

がいるという組織構造に沿って情報が収集され、その途中

時間と場所を問わず、自宅でも移動中でも仕事ができるよ

えています。

も、現在でもバックオフィス部門はアウトソーシングされて

いて、社内にはほとんどない、ということもある程度当たり
前になっているのではないでしょうか。小規模なビジネスで

で管理者によるチェックが幾重にも入る形式が主流になって

もそうなっていくかどうかはまた別の話かもしれませんが、

チェックが不要になるのではないかと思っています。つまり、

る上で重要な要素だと思います。

隊がいれば、日常的な企業経営はある程度できるようにな

データマネジメントは人材の問題
テクノロジーだけでは解決できない

いました が 、テクノロ ジ ー が 進 展すると、中 間 層 による

その点で組織はよりフラットになり、経営者と営業・販売部

るのではないかと思っています。そうすると、人は単純作業

を行う必要がなくなり、付加価値の高い業務に時間を投資

できるようになる――。freeeが開発するソリューションにつ

いて、そんなイメージを私は抱いているのですが、実際のと

時間や場所の制約がないという点は柔軟な働き方を実現す

伊藤：データの利活用が企業経営において重要なテーマと

なっており、多くの企業がデータプラットフォームを構築し、

ころはいかがでしょうか。

さまざまなデータを集めています。しかし、それを戦略的に

主については、組織をフラット化していくことを主目的として

現状です。その理由として、部署ごとや子会社ごとでシステ

佐々木：我々のメインユーザーである中小企業や個人事業

活用し、経営に生かしているケースはまだまだ少ないのが

freeeを活用している企業は多くないのではないかと思って

ムが異なり、データのフォーマットや粒度もバラバラである

が減りチェック役としての管理者が必要なくなるというのは

られます。私たちが行う監査業務も、分析に多くの時間を割

要かどうかは別の議論で、むしろそこは、機械に置き換える

階でデータのフォーマットを整えることに多くの時間を費や

います。ただ、AIの活用や自動化の技術によって、単純作業
ご指摘のとおりだと思います。一方で管理者そのものが不

ため、簡単に利活用ができる状態になっていないことが挙げ

きたいという思いはあるのですが、従前の環境ではその前段

ことのできない管理者にならなければいけないと思っていま

しているといったことが多いのが実情です。データから価値

のサポートが管理者にとって重要な仕事になっていくのでは

状態で整備されている必要があり、そのためには秩序だっ

すし、社員がよりクリエイティブに活動するための育成やそ
ないかと思っています。例えば芸能人のマネージャーのよう

を見いだそうとするのであれば、データは分析に耐えられる

たデータの管理、すなわち
「データマネジメント」が不可欠だ

に、スタープレイヤーの力を最大限に発揮するための裏方と

と感じています。freeeでは、これまでのビジネスを通じて集

伊藤：役職が上がるほど現場が見えなくなる傾向にあるの

ることはありますか。

いうのが従来の経営の手法だったと思いますが、そういった

ゆる「お金」にかかわるデータを整理することが中心でした。

思っており、さらに、ツールによってタイムリーに経営の状

はなく、例えば顧客行動や社内の生産性など、経理や決算

しての役割に変わっていくのではないでしょうか。

で、管理者がいて、そこから報告を受けて進捗を確認すると
中継役としての管理者の役割は不要になるのではないかと
態が可視化できると、経営者は容易に企業全体を見渡すこ

めたデータを、さらに活用していくという点で意識されてい

佐々木：現時点ではクラウド会計ソフトが中心であり、いわ

今後本当にやっていきたいこととしては、会計データだけで

に先行するデータを集めてきて、会計データと結合して新た
PwC’s View ─ Vol. 22. September 2019

7

特集：データマネジメントと利活用

な示唆を得ていければと考えています。企業の経営課題を

正に伴い、私たち監査法人の役割も、財務諸表を会計基準

根本的に解決するためには、結果としての会計データだけ

に照らし合わせて、その適正性を判断するのみならず、非財

重要であると考えています。

し、マネジメントアクションに有用な情報を提供するという

グに落ちてくるものの、これ自体は集計ができないものです

佐々木：なるほど。制度として求められても、各企業だけで

ではなく、結果につながる先行指標から分析していくことが
例えばソフトウェアなどですと、ユーザーの行動自体はロ

から、分析ができるデータとはなかなか言えません。そこか

らインサイトを得ようとなったときには超人的なスキルが求

務情報や未財務情報も含め、企業活動との関係性を整理
役割を担うことも重要と考えています。
は対応できないでしょうね。

伊藤：そういった意味では、いままで「使えない」と言われて

められる点が難しいと感じています。

いたデータを整理して、いかに集計しやすくし、企業の中で

データアナリティクス、その前段階のデータ整理の技術やプ

に関するアドバイザリー業務としてまさに取り組んでいると

そのため経営者は、経営のみならず、経営指標の見方、

利活用しやすくするという点についても、データマネジメント

ロセスを知らないといけません。そうしたデータマネジメン

ころです。昨今はテクノロジーが進化して、AIなどが企業の

人でないと務まらないのが現状で、たとえ夢のように優れた

ビジネス以外に、データやテクノロジーについても理解して

トに必要な仕組みの整備はものすごく壮大で、なおかつ、超

ツールが世の中に数多くあったとしても、超人以外は使いこ

なせず、結局、宝の持ち腐れになってしまう――そういうこ

業務プロセスに入ってくるようになってきており、経営者は

おくことが重要と考えています。一方で、経営は人がいて成

り立っているわけですから、データやテクノロジー、人のバ

とが現状の課題だと考えています。全ての企業でそのような

ランスを図り有機的に結合した管理態勢を構築していかな

おり、徐々にでもその辺りの手助けができるソリューション

かと考えています。私たちPwCでも、データやテクノロジー

人材を採用・育成をしていくことは困難ではないかと考えて

が提供できればと考えております。

いと、企業価値の最大化を図ることはできないのではない
に加え、それらを活用する人の育成も大切だというアドバイ

伊藤：従来、企業のディスクロージャー、レポーティングは、

スを行っています。

ましたが、金融庁が 2019 年 1 月に決定した内閣府令の改正

の ITと同じ轍を踏まないことです。日本の企業は ITやソフト

財務諸表や関連する開示等の財務情報にフォーカスしてい

では開示内容を従来よりも広げていこうということで、経営

佐々木：データマネジメントについて大事なことは、かつて

ウェアの活用を“自分ごと”と捉えることなく、全て外注して

方針や経営戦略、事業リスクなどについても記載するよう制

きた結果、グローバルな競争力に結びつかなかったという

報や、財務情報になる前の未財務情報（プリファイナンシャ

データの利活用は、ITやソフトウェアを導入すればいいとい

度改正を行いました。おっしゃるとおり、これらの非財務情

経緯があります。これは国全体としての課題でもあります。

ルインフォメーション）が積み上がった結果、財務諸表ができ

う問題ではないと考えています。自社のビジネスにとって意

広げて、投資家と深度のある対話を持つことが、より企業を

につながるインサイトをいかに見いだすことができるか、と

上がるという考え方とも整合するものです。開示情報の幅を
成長させるという考え方が昨今注目されています。制度改

味のあるデータは何かを明確にし、その利活用から競争力

いう点は大きな問題です。

“

データとテクノロジーと

人とのバランスをうまく保ち、

有機的に結合する管理態勢が重要

8
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“

データ利活用を内製化し、

いかに競争力につなげられるか――

カギを握るのは人材だ

このときに重要になるのが、人材と意思決定のメカニズム

ではそのような取り組みは既に進んでいると聞いています。

任を付与して着実に実行していくことができるのかがポイン

クリエイティブなことや未解決の問題にチャレンジすること

です。競争軸となる領域に優秀な人材を配置し、権限と責

情報収集はテクノロジーに任せて、人がやるべきことは、

トになってくると思います。データマネジメントを企業全体

であり、そのときに、ご指摘のようにデータやテクノロジー

解決は難しいと考えています。また、こうした課題は、早期

なスキルを持っていないとデータが揃っていても活用できな

の課題として捉えた場合、
「人」の問題として扱わない限り
から着手して時間をかければ自然とできるというわけではな

く、多様なバックグラウンドを持つ人材を集め、多様な考え
を結集してこそできることだと考えています。

その際に導入するツールは既に数多く存在しますから、必

要に応じて既製品と内製化して開発したツールをうまく組み

について理解していないといけないし、今のままでは超人的

いといった事態に陥るわけですね。

佐々木：理想を言うと、全てのデータが整理され有機的につ

ながっていることが望ましいですが、実際には、経理・会計、

給与計算、営業管理など、どこの会社でも同じようなことを

やっているものの、構造化されていないデータも含めて、全

合わせて使えばよいと思います。

てのデータをつなげることは現実的に困難であり、また「何

理想は全てのデータがつながること
まずはできるところから始めるべき

しようとしても、なかなか前に進まない気がしています。で

トを活用していると思いますが、佐々木社長は経営者として

実したサービスを使うことが大事だと考えています。freee

故、全てつながっていないのか」という前提でデータを整理

きるところから一つずつ取り組んでいき、何年か後に、幅広

い領域でデータがつながっているということが現実的です。

伊藤：freeeでは、経理業務などに自社のクラウド会計ソフ

そのためにも、後からデータをつなげられるように APIが充

どの程度会計データをチェックし、ビジネスに生かしている

が早くから APIを公開し、継続的に投資し続けていることに

のでしょうか。

佐々木：経営者には、タイムリーに見るべきデータもある一

方、リアルタイムで見ないほうがいいデータも多くあります。

はこのような背景があります。

伊藤：会計データはもちろん、非財務情報も含めたデータマ

ネジメントは、多くの企業が重視すべきコンセプトだと思っ

それに追われていたのではかえって不効率で仕方がないと

ています。規制の強い金融業界などでは、データガバナンス

うことだと思います。

がかかるため、CDO（Chief Data Officer：最高データ責任

いうデータです。その辺りはメリハリをつけてやっていくとい
伊藤：経営者が日ごろ見ている経営情報というのは、freee

のソリューションで入手できるものもあれば、非財務情報や

未財務情報などもあり、これらについては自動的に集めら

が金融当局から直接的に求められていて強いプレッシャー
者）を設置して専門的に対応する企業も増えています。今後

はデータ品質、つまり、正確なデータを収集・保持しながら、
意思決定に結び付けていくことの重要度が増していくと考え

れるものもあれば、人が手動で集めてくるものもあると思い

られますが、こちらについてはいかがでしょうか。

動的に収集できるようになると私は考えており、一部の企業

に差別化要因ではなく、その確度を高めることが差別化要

ます。そうした非財務情報・未財務情報も、近い将来には自

佐々木：先進的なテクノロジーを取り入れること自体は既
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因であり、ここに投資を行うことで競争優位性を獲得する企

業も増えていくと感じています。ただし、CDOを置いたとこ

CDOや CIO（Chief Information Officer：最高情報責任

者）を置けば問題は解決するという話ではなく、何を解決し

ろで、CDOに絶対的な意思決定権を持たせられないのであ

たいのか、その場合の ROI（Return on Investment：投下

るかどうかも重要です。つまり、その人だけの問題ではなく

か、という経営者の胆力にかかっています。

ているかどうかも含めてデータマネジメントに投資をすると

る企業である一方、企業経営において普遍的な哲学をお持

れば意味がないし、CDOの意思を実行できるリソースがあ

て、その人がやりたいことを実現するだけのタレントが揃っ
決めているのかどうかが究極的に問われているのだと思い

ます。

資本利益率）も踏まえながらどこまでリソースを投資できる
伊藤：freeeはテクノロジーで企業の業務改革を推進してい

ちの印象を受けました。本日はありがとうございました。

佐々木 大輔（ささき だいすけ ）

伊藤 嘉昭（いとう よしてる ）

Googleで、日本およびアジア・パシフィック地域での中小企業向けの

執行役 マーケット担当 パートナー、公認会計士

freee株式会社 CEO

マーケティングチームを統括。その後、2012年 7月 freee株式会社を設

立。Google以前は博報堂、投資ファンドの CLSAキャピタルパートナー

ズにて投資アナリストを経て、レコメンドエンジンのスタートアップであ

る ALBERTにて CFOと新規レコメンドエンジンの開発を兼任。一橋大

PwCあらた有限責任監査法人

国内および外資系金融機関に対して 20年以上の会計監査・アドバイザ

リー業務を提供してきた経験を有する。特に銀行業の法規制、会計基

準の諸問題等に精通している。現在は、グローバルに活躍する企業に

対し、I F RS、米 国 会 計 基 準、日 本 会 計 基 準に関する会 計アドバイザ

学商学部卒。専攻はデータサイエンス。日経ビジネス 2013年日本のイ

リー業務、内部統制アドバイザリー業務、金融規制関連業務、データ

Forbes JAPAN 日本の起業家BEST10に選出。

ザリー業務を提供している。

ノベ ーター3 0 人 ／ 2 0 1 4 年 日 本の主 役 1 0 0 人 ／ 2 0 1 6、2 0 1 7、2 0 1 9
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マネジメントに関するアドバイザリー業務、統合報告に関するアドバイ

特集：データマネジメントと利活用

データの利活用にかかわる
制度や規制等について
PwCあらた有限責任監査法人

レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部
シニアマネージャー

緒方 俊亮

はじめに

本年 6月に閣議決定された成長戦略実行計画において

は、第 4次産業革命において最大の資源となる
「データ」を
利活用できる環境を整備し、世界に先駆けてイノベーション

1

本邦におけるデータ利活用に向けた
これまでの施策や取り組み

本邦においては、これまで、データ利活用の基本的な枠

を生み出す必要があり、国際社会において、プライバシー保

組みとして、2016 年に官民データ活用推進基本法が制定さ

して取り組むものとされています。本邦においては政府に

いては、官民データ活用推進基本計画を策定し、官民デー

護と自由なデータ流通の両立のために、わが国が先導役と

れ、これに基づく制度整備が進められてきました。同法にお

よってこれまでもデータの利活用に関してさまざまな施策が

タ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進して

フィジカル空間が高度に融合した Society 5.0の実現に向

によるデータの円滑な流通の促進や、データ流通における

講じられてきましたが、同計画ではさらに、サイバー空間と

けて、デジタル市場のルール整備に係る対応の具体的な方
向性が定められています。そこで、本稿では、データの利活

いくものとしており、これに基づき、オープンデータの推進
個人の関与の仕組みの構築等が進められています。

例えば、産業データについては、複数の事業者でのデー

用にかかわる制度や規制等について、これから計画されて

タ利 活 用 におけるデータの利 用 権 限や帰 属（データオー

明していきます。

権限に関する契約ガイドラインVer 1.0」が、また、2018 年に

いる取り組みも含めて、その概要や方向性を整理および説

なお、本稿における見解は、筆者の私見であることをあら

かじめ申し添えます。

ナーシップ）の明確化の観点から、2017 年に「データの利用

これを抜本改訂する形で「AI・データの利用に関する契約ガ

イドライン」が、経済産業省によってそれぞれ公表されてい
ます。このガイドラインでは、複数の事業者でデータの利活
用を行おうとするときのデータオーナーシップに係る契約上

の取り決めに関し、指針やモデル契約などが示されていま

す。さらに、2018 年に不正競争防止法の改正が行われてい
ます。秘密管理性等の要件を満たさないことから同法の「営

業秘密」として保護されない情報に関しても、ID・パスワー

ドなどの技術的な管理を施して提供されるものについては

「限定提供データ」として保護しています。そして、この「限定
提供データ」を不正に取得・使用等する行為を新たに「不正

競争行為」とし、これに対する差止請求権等の民事措置が
創設されることとなりました。

その他、パーソナルデータを含めた多種多様かつ大量の

データの円滑な流通を実現するために、個人の関与の下で
データ流通・活用を進める仕組みである、いわゆる「情報銀

行」について、
「情報信託機能の認定に係る指針 Ver 1.0」が
2018 年に公表されており、情報銀行の実現に向けて、民間

団体等による任意の認定の仕組みを有効に機能させるため

の認定基準やモデル約款の記載事項等が示されています。
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本年 6 月には、当該指針を踏まえ、一般社団法人日本 IT団

データの利活用に向けた制度整備が進められてきたところ

体連盟により、第 1 弾となる P認定（「情報銀行」サービスが

であり、以下に述べるように、今後もさらなるデータの利活

されています。

います。

開始可能な状態である運営計画に対する認定）の付与がな

一方、個人情報については、2015 年に個人情報保護法の

改正が行われています。同改正においては、データの利活

用に関連して「匿名加工情報」の制度が創設され、個人情報

についても、特定の個人を識別することができず、また個人

情報を復元することができないように一定の匿名加工を施

すことで、ビッグデータとして利活用することが可能となりま

用の推進に向けた取り組みが実施されることが予定されて

2

データ利活用に関して計画されている
今後の具体的な施策や取り組み

本年 6 月に閣議決定された成長戦略実行計画において

は、AI、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）、

した。他方で、人種、信条、病歴といった、特に保護の必要

ロボット、ビッグデータ、ブロックチェーンといった第 4 次産

して、原則として取得時に本人の同意を必要とするなど、厳

い影響を及ぼす汎用技術（General Purpose Technology）

性の強い一定の個人情報については、
「要配慮個人情報」と
格な取り扱いを求めることとし、また、取り扱う個人情報の
数が 5,000 以下の小規模事業者についても規制の対象に含

めるなど、併せて個人情報保護の観点からの改正もなされ

業革命のデジタル技術とデータ活用は、全ての産業に幅広

としての性格を有するという背景のもと、第 4 次産業革命に
おいて最大の資源となる「データ」を利活用できる環境を整

備し、世界に先駆けてイノベーションを生み出す必要がある

ています。

ことや、国際社会においてプライバシー保護と自由なデータ

デジタル・プラットフォーマーについて、その巨大化・寡占化

われています。その上で、これらを受けたデジタル市場の

以上に加えて、デジタル技術によってデータを利活用する

流通の両立にわが国が先導役として取り組むことなどが謳

の傾向を踏まえて競争政策および取引環境整備の観点から

ルール整備の対応の方向性が具体的に定められています。

よって継続的に進められ、各種の検討結果が公表されてい

房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織（「デ

の検討が公正取引委員会、経済産業省および総務省などに

ます。例えば、競争政策やその在り方に関する報告書や「デ

そのうち、データの利活用にかかわるものとして、①内閣官

ジタル市場競争本部」
（仮称））を設置することの他、以下に

ジタル・プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルー

説明するように、②デジタル・プラットフォーム企業と利用者

照）がこれまでに公表されている他、報道等によれば、公正

個人情報保護法の見直し、④データの移転・開放の促進等、

ル整備の基本原則」およびこれに基づくオプション（下記 2 参

取引委員会は、これらデジタル・プラットフォーマーによる

データの取得などが、個人消費者との関係において優越的
地位の濫用として独占禁止法に違反する可能性がある場合

を示す指針案を、本年 8 月に公表する予定とされています。

また、下記 2 に説明するように、取引の透明性・公正性を確

保するためのルール整備も予定されています。その他にも、
金融機関におけるデータの利活用の促進に向けて、本年 5

間の取引の透明性・公正性の確保のためのルール整備、③

および⑤ DFFT（Data Free Flow with Trust）の実現に向け

た国際的な組織とWTO（世界貿易機関）におけるデータ流
通ルールの整備などの制度整備が掲げられています。

デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の
透明性・公正性を確保するためのルール整備

デジタル・プラットフォーム企業による企業結合に関連し

月に銀行法や保険業法の改正法が成立しており、顧客に関

て、デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくて

業務内容に含められることとなっています。本年 6 月には、

す。従って、この成長戦略実行計画では、イノベーションを

データ流通・活用ワーキンググループによる第二次取りまと

めた企業結合審査のためのガイドラインまたは法制整備を

する情報を、同意を得て第三者に提供する業務などがその
官民データ活用推進基本計画実行委員会の下に設置された

も、データの独占により競争阻害が生じるおそれがありま
阻害することのないよう留意しつつ、データの価値評価を含

めが公表され、円滑なデータ流通に向けた環境整備や、個

図ることが計画されています。

題や対応方針が示されており、ここではパーソナルデータの

チャー、フリーランス（ギグエコノミー）にとって、国際市場を

れています。

デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引において、

府による施策の代表的なものですが、このように、本邦にお

つけや過剰なコスト負担、③データへのアクセスの過度な

人が安心してデータを活用できる環境整備に関して、その課

活用に向けて企業において期待される取り組みなども示さ
以上は、あくまでデータの利活用にかかわるこれまでの政

いては、第 4 次産業革命におけるデータの重要性を踏まえ、
12
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また、デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベン

含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高める一方で、
①契約条件やルールの一方的押しつけ、②サービスの押し

制限などの問題が生じるおそれがあることを踏まえ、デジタ
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ル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公正性確

を行うものとされており、個人情報保護委員会は、かかる 3

2020 年の通常国会に法案（「デジタル・プラットフォーマー

います。かかる 3 年ごと見直しの検討状況を踏まえ、成長戦

す。ただし、かかるルール整備が第 4 次産業革命のデジタル

自らのデータの利用の停止を企業等に対し求めることがで

保のための法制およびガイドラインの整備を図るものとし、
取引透明化法」
（仮称））の提出を図ることが計画されていま

イノベーションを阻害することのないよう、当初は comply

or explain（従うか、または、従わない理由を説明する）と

いった自主性を尊重したルールが検討されることとなってい

ます。具体的には、以下を含む項目について検討がなされ

る予定となっています。
●

契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示

● ランキング
（商品検索結果の表示順）の明示

● デジタル・プラットフォーム企業が自身の商品・役務提

供を優遇する場合の開示

●

最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引条件を

●

苦情処理システムの整備義務

求めること等）を求める際の開示

なお、これに先立ち本年 5 月により公正取引委員会等に

年ごと見直しの検討として、本年 4 月に中間整理を公表して
略実行計画においては、個人情報保護法について、個人が

きる仕組みの導入を含む、個人情報の望ましくない利用の

防止措置や国内外企業への内外無差別の適用策を講じるこ

と、また、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報につい

て、より利活用が進む仕組みへと見直すこと等を検討し、
2020 年の通常国会に改正法案の提出を図ることとしていま

す。

なお、上記中間整理においては、個人情報保護法の見直し

に関して、①個人情報に関する個人の権利、②漏洩報告、③

個人情報保護のための事業者における自主的な取組を促す

仕組み、④データ利活用に関する施策、⑤ペナルティ、なら
びに⑥法の域外適用および国際的制度調和への取組と越境

移転のそれぞれの在り方について検討が行われています。そ

のうち、データポータビリティやデータ利活用ガイドラインと

いった、データ利活用に特に関連する項目については、表1の

よって公表された「取引環境の透明性・公正性確保に向けた

ような基本的考え方が示されていますが、結論の方向性や

対象となる類型や規模については、オンライン・ショッピン

況を注視していく必要があると考えられます。

ルール整備の在り方に関するオプション」においては、その

グ・モールやアプリ・ストアを議論の起点としています。また、

具体的な内容は未だ示されていないため、今後も議論の状

ある程度巨⼤なプラットフォーマーに限定することを検討す

データの移転・開放の促進等

を受ける企業の範囲も大きく変わってくることから、その議

療分野といった具体的分野ごとに、データポータビリティ・

個人情報保護法の見直し

を図ることが計画されています。なお、これに関連して、本

いことなどを踏まえ、3 年ごとにその内容等の見直しの検討

の在り方に関するオプション」が公表されています。

るものとされていますが、係る規制対象の議論によって影響
論の状況についても注視する必要があると考えられます。

個人情報保護法については、情報通信技術の進展が著し

表1

検討項目

個人情報に関する個人の
権利の在り方

API開放について具体的制度設計の検討を行い、また、レガ

シ規制などについて、デジタル市場に即したルールの整備

年 5 月には公正取引委員会等により
「データの移転・開放等

基本的な考え方（概要）
●
●
●

データ利活用に関する
施策の在り方

データの移転・開放の促進等については、金融分野、医

●
●

●
●
●

いわゆるデータポータビリティの法的な義務化については、その必要性等について、消費者ニーズや事業者のメリット・実務負担等を含
め、議論がさまざまな場で進行中のため、このような議論の推移を見守る必要がある
個人情報の本人による開示請求については、企業による対応状況を注視する必要がある。委員会として、企業への制度周知に努める

個人情報データの利用停止や消去については、個人の権利の範囲 を広げる方法について検討する必要があり、どのようにすれば一定
の対応が可能か、企業側の実態も踏まえつつ、具体的に検討していく必要がある
委員会として、引き続き、具体的な匿名加工情報の利活用モデルやベストプラクティス等を発信していくことが重要である

個人情報の「仮名化」のような個人情報と匿名加工情報の中間的規律の必要性について、具体的なニーズの有無、開示請求や利用停
止等本人関与の在り方を含めた規律の在り方等について、EUの規律のレベルの実態、国際的な動向も踏まえ、具体的に検討していく
必要がある

データの利活用にかかわるガイドライン等について、委員会として、産業界からの意見を含め、広く継続的に意見を聴いていく必要がある

ターゲティング広告について、可能な限り民間の自主性を活かしつつ、認定個人情報保護団体制度等を活用するなど自主ルールを執
行可能な形としていくことを含め検討する必要がある

クッキー等について、例えば、一定の要件を満たすものについて
「個人識別符号」とするなど、その位置付けを明確化することも考えら
れるが、クッキー等自体は、
「識別子」
としてセッション管理を含め広範に用いられる技術であり、利用特性も多様であるため、現行法の
規定に加えて、クッキー等をあえて個別に規律する必要性含め、慎重に検討する必要がある
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DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおける
データ流通ルールの整備

プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を

確保しながら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータ

が国境を意識することなく自由に行き来する、国際的に自由

なデータ流通の促進を目指す必要があることから、DFFTの

コンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主導

会社が保有するデータの棚卸を行い、その取り扱いや管理

等の状況を把握するデータマッピングなどの取り組みの他、
本邦で来年予定されている前述のプラットフォーマー規制や
個人情報保護法の改正についてはもちろん、海外の個人情
報保護法制の他、場合によっては産業データにかかわる規

制も含めて、自社のデータ利活用ビジネスにかかわる国内
外の法規制の内容および動向を継続的に把握し、その影響

権をもって国際的な議論をリードしていくこととされていま

を分析し、遵守態勢の整備および確保を含め、これらに必

商取引に関するルール交渉について、可能な限り多くの加

と考えられます。

す。また、データの自由な流通を含む、WTOにおける電子
盟国とともにハイレベルなルール形成に向け、国際的な合

要な対応を行うことに対する重要性がいっそう高まってくる

意形成を進めるものとされています。

おわりに

3

以上のように、国内においては、データの利活用に関連し

て、法律や規制、制度等のさまざまな見直しや制定の検討

が進められているところであり、データの利活用をビジネス

として行い、または行おうとする企業においては、これら見

直し等の動向については、その情報を適時に把握・検討し、

その影響を検討するとともに、これに必要な態勢整備を含

めて、適切な対応を講じていくことが重要となると考えられ

ます。

加えて、本邦のみならず海外においても事業を行い、また

はサービスを提供する企業においては、当該法域における

データにかかわる規制にも適切に対応することが求められ

ます。とりわけ、個人情報については、世界的に規制強化の
動きが見られるところであり、欧州における一般データ保護

規則（GDPR）の施行をはじめとして、カルフォルニア州やロ

シア、中国、また、タイ、ベトナムなど、世界各国において
個人情報保護のための法制整備が行われており、GDPRに

ついてはその施行から 1 年が経過し、欧州経済領域（EEA）
域外の企業に対するものも含めて多くの執行事例が見られ

ています。また、産業データについても、米国においては国

防権限法（NDAA）や対米外国投資委員会（CFIUS）の審査制

度の改正により、安全保障上の問題を理由としてデータの
管理や移転にさまざまな規制がかかる可能性がある他、中

国においてはサイバーセキュリティ法により政府・主要産業

で厳格なローカライズが求められるなど、いわゆるデータ
ローカライゼーションの動きも見られます。その他、近時の
米国における巨大プラットフォーム企業に対する独禁法執行

の方針変化に見られるように、データの保護や利活用にか

かわる各国政府の政策や法執行の方針が変化するおそれも
考えられます。

そのため、データの利活用に取り組む企業においては、
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令和時代における内部統制の在り方

テクノロジーの進展およびデータの重要性の観点からの考察
PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
パートナー

井嶋 克

財務報告アドバイザリー部
マネージャー

谷 隆義

はじめに

わが国に日本版 SOX法（J-SOX）が導入されて 10年余り

の時間が経過しました。大きな使命と負担のもとで始まった

J-SOXですが、果たしてその効果はどれほどであったので

財務報告アドバイザリー部
シニアアソシエイト

1

谷澤 正憲

財務報告に係る内部統制の目的
日本企業の躍進が注目されたバブル景気が終焉を迎えた

しょうか。有効な内部統制の整備・運用の義務化は、企業や

1990 年代以降、国内外において不正を伴う企業不祥事が

たのでしょうか。これまでの内部統制はいかに機能していた

よるもの、従業員の私的な理由によるものとさまざまです

和という新時代の幕が開けたこの機会に、テクノロジーの

るものです。こうした事例が相次いだ結果、有効な内部統

制の在り方をあらためて考察してみたいと思います。

のみならず、その他の多くの企業にとっても看過することが

市場関係者をはじめとしたステークホルダーに何をもたらし

のか、また、これからの内部統制に何が求められるのか、令
進展とデータの重要性の高まりという観点も交えて内部統

なお、本稿における見解は、筆者の私見であることをあら

かじめ申し添えます。

発生しました。このような不祥事の原因は、経営者の主導に

が、例外なく企業の内部統制が機能していなかったことによ
制の整備・運用の重要性は、不祥事が実際に発生した企業

できなくなりました。法制度としては、米国では 2002 年 7 月

にサーベンス・オクスリー法（SOX法）が成立し、わが国にお

いても、2006 年に成立した会社法、2007 年に成立した金融
商品取引法において、それぞれ有効な内部統制の構築が定
められることとなりました。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」による

と、内部統制は以下のように定義されています。

内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財

務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並び

に資産の保全の 4つの目的が達成されているとの合理的
な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべ

ての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リ

スクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング

（監視活動）及び IT（情報技術）への対応の 6つの基本的
要素から構成される。

換言すれば、4つの目的の達成のため、6つの基本的要素

を業務に組み込み、組織内の全員で実行するプロセスが内
部統制です。
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これまでの内部統制に対する対応と効果

2

（1）3点セットの概要

内部統制の目的を達成するために、企業は具体的にどの

ようなことに取り組んでいるのでしょうか。J-SOXにおいて、

去に存在しなかったようなビジネスモデルを生み出し、より
複雑なビジネスプロセスを効率的に運営することを可能と

するとともに、ビジネスの速度を飛躍的に向上させました。
一方、前述の「3 点セット」のように、内部統制の整備状況を
明らかにしてリスクを特定し評価するためのツールは、手作

業により作成・更新している場合が多く、効率性の面でデジ

経営者には、内部統制報告制度の評価対象となる業務プロ

タル技術の恩恵が極めて限定的となっています。また、
「3

連の過程を理解することが求められています。当該理解に

スして文書化されているケースが多く、ビジネスプロセスの

実施基準」においては、図表を活用して整理・記録（文書化）

ケーション（システムや EUC：エンドユーザーコンピューティ

セス、すなわち取引発生から財務報告がなされるまでの一

際し、
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する

点セット」の整備にあたっては、過度に人の作業にフォーカ
飛 躍 的 な自 動 化により重 要 性を増している個 々のアプリ

することが有用であるとされ、文書化による成果物の例とし

ング）内のプロセスや統制活動が十分に理解されていないと

クス（RCM）」といういわゆる「3 点セット」を挙げています。3

ションが変更されていても統制活動の見直しが行われづら

て「フローチャート」
「業務記述書」
「リスクコントロールマトリ
点セットは、財務報告プロセスに内在するリスクを網羅的に
識別することが可能となるため、今日においても多くの企業

で幅広く利用されています。一方で、企業内の広範な業務プ

ロセスのそれぞれについて 3 点セットの形で文書化を行い、
変更管理を含め継続的に運用していくことは相応の負荷が

かかる活動であることも指摘されています。

（2）内部統制報告制度導入の効果

いう問題が生じます。このような問題に起因し、アプリケー

い、さらには「3 点セット」自体が適時に更新されないといっ

た問題も生じ、文書化の有効性の点でも課題を抱えること
になります。

内部統制の運用状況にかかる検証についても未だ手作業

に頼っている部分は多く、効率性の点からサンプルベースで

の検証を行っているものと思われます。デジタル技術の活用

により検証すべきデータが増加の一途をたどっているにもか

かわらず、限定的なサンプルを手作業によって検証すると

内部統制報告制度は、企業に負担を強いる一方で、それ

いった、検証手法そのものの有効性についても疑問が呈さ

制度の導入により内部統制の 4つの目的をより有効に達成

以上のように、デジタル技術によりビジネスそのものを推

に見合う効果を目的としたものであったはずです。確かに、
できるようになった企業もあるでしょう。しかし、制度導入の

れています。

進する力は過去数十年で飛躍的に強化されたにもかかわら

契機となった不正を伴う企業不祥事は SOX法の導入後にお

ず、内部統制の評価や検証における有効性・効率性の向上

もあります。このような企業不祥事は内部統制では防ぐこと

スクが高まっています。

いても生じており、一部には、むしろ増加しているとの意見

ができないのでしょうか。どうすれば防ぐことができるので

しょうか。内部統制はあらかじめ費用対効果、人為的な要
因、不測の事態などによる限界が想定されていますが、実

効性を高めるには何をしたらよいのか、近年の環境変化も
踏まえて課題とその原因から考察してみます。

近年の内部統制における課題

3

近年のビジネス環境の最も大きな変化として（1）デジタル

技術の劇的な進化、
（2）グローバリゼーションのさらなる進

展が挙げられますが、このような変化は内部統制の有効性

に極めて重要な影響を及ぼしています。また、
（3）経営者に

よる不正も依然として発生しています。

（1）デジタル技術の劇的な進化

周知のとおり、近年のデジタル技術の劇的な進化は、過
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ごびゅう

は未だ途上であり、適切に不正・誤 謬を抑止できなくなるリ

（2）グローバリゼーションの進展

デジタル技術の進化に伴う地理的な制約からの解放とも

相まって、企業活動はますますグローバル化の度合いを強

めています。特に、わが国では国内市場の縮小による経済

のグローバル化はより顕著な傾向にあるといるでしょう。こ
のようなビジネス環境に対応し、本邦企業の海外進出、特

にクロスボーダーM&Aはますます活発になっていますが、そ

の結果、海外子会社における不正事例が増加傾向にあるの
は周知のとおりです。当然、グローバルガバナンスの強化が

必要となってきますが、距離および文化の両面で「遠い」とい

うこともあり、本邦と同等のレベルで内部統制を整備し、運
用状況を検証するということには困難が伴います。

海外子会社の内部統制の実効性の維持を効率的に行うこ

とを考えた場合、
「海外子会社の状況を可能な限りリアルタ

イムでモニタリングし、異常を検知した場合は現地に飛んで
追加的な調査・対応を行う」といったことは誰しもが思い付
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くことですが、その実現は容易ではありません。その背景と
して、往々にして海外子会社管理の基礎となる情報が限定

的になってしまっていることが挙げられます。具体的には、
海外子会社からは BSや PLといった基本財務諸表とその一

部の明細を、Eメールやファイル送受信ソフトなどを利用して

「パッケージ」や「月次報告」等の報告様式、つまり業務プロ

セスの「結果」の形でしか入手できていない、というケースが

現在でも相応に存在しています。当然、不正や誤謬が生じ

のでしょうか。近年、デジタル技術の進展により、前述の 3

（1）のような課題が生じた一方で、各種プロセスで生成され

たデータそのものや、データ生成ログ等の活用はしやすく
なっています。そういった背景もあり、近年、従来の内部統

制が主な管理の対象としていた業務プロセス単位よりもよ

り細かい粒度、すなわちデータ項目の単位に細分化して、よ

りきめ細かな管理を行うという考えがあります。また、いろ
いろな部署ごとに処理・管理されていたデータから、共通す

ているかもしれない BSや PLをいくらにらんでみたところで、

るデータの処理・管理業務を整理し、特定の部署で集中的

状態として海外子会社から明細データといったより多くの情

ています。これらの取り組みの根底にあるのは、
「データマ

も、入手した情報を正しく解釈し活用できないといった課題

的に管理負荷は増えますので、人間が実施するには限界も

不正や誤謬を発見するのは至難の業です。もう少し進んだ

報を入手できる場合が考えられますが、この段階において

に直面することが多いと思われます。

（3）経営者不正

経営者が不正な目的のために内部統制を無視ないし無効

に処理・管理することで効率化を図るという考えも提唱され

ネジメント」という考え方です。管理単位を細かくすると必然

あります。そこでテクノロジーという視点から、より効果的か

つ効率的な内部統制を検討することが併せて重要となりま

す。以下では、前述の課題の解消にあたって、
「データマネ

ジメント」と
「テクノロジー」の考え方を取り入れて考察して

ならしめることは内部統制の限界として知られています。し

みたいと思います。

いわれる内部統制の限界によるものでしょうか。周知のとお

します。その中でも社会的に知名度の高いフレームワークの

そもそもの問題として監査役（会）や監査員会がその責務を

「DMBOK（Guide to the Data Management Body of

いう点は再考に値します。監査役（会）
・監査委員会が十分

ントに必要な 11 種類の知識領域を、全体を統括する「デー

営者不正に対して有効な牽制となる可能性はあるでしょう。

て活用しやすいように整理しています（表1）。

かしながら近年多発している経営者による不正は、一般に

り、経営者を監視するのは監査役（会）
・監査委員会ですが、
全うするために十分な情報が利用できる状態にあるのかと
な情報を適時にモニタリングするという仕組みがあれば、経

4

内部統制の課題とデータマネジメント

それでは、前述のような課題に対して、従来よりも内部統

制の効率性や実効性を向上させるためにはどうしたらよい
表1

データマネジメントにはいくつかのフレームワークが存在

一つとして、米国の DAMAインターナショナルが開発した
Knowledge）」が挙げられます。DMBOKは、データマネジメ

タガバナンス」を中心として他の10 種類の知識領域で横断し
前述のような「データマネジメント」のフレームワークに

沿って内部統制の高度化を考えた場合、図表 2（P18）のよう
な例が考えられるかもしれません。

（1）詳細データの収集・蓄積

前述のとおり、近年のデジタル技術・通信技術の劇的な

知識領域

概要

データアーキテクチャ

データの要件を定義し、全社共通利用に向けてデータの統合方法等を整理すること。

データストレージ＆オペレーション

データを処理するシステム基盤を構築し、データの運用（パフォーマンス管理等）を行うこと。

1

データガバナンス

3

データモデリング＆デザイン

5

データセキュリティ

データに関する認証やセキュリティポリシーの設定、パスワードの設定等を行うこと。

7

ドキュメント＆コンテンツ

非構造データの中でビジネスに有効なデータを見つけた際に、それを構造化し、利用していくこと。

9

データウェアハウス＆ビジネスインテリ データを収集、クレンジング、変換等を行い使いやすいように格納し、その格納されたデータを分析し、業務改善やビ
ジェンス
ジネス機会創出につなげること。

2
4

6

8

10
11

データインテグレーション＆相互運用性

リファレンス＆マスターデータ

メタデータ

データクオリティ

組織がデータを資産として管理できるように、ポリシーや仕組みを作り、それが遵守されているかチェックすること。
情報システムを設計する上で表記ルールを設け、データの構造を定義すること。

構造、非構造問わずデータをどのように統合し、情報システム間においてデータを連携させていくか、データの移動と
統合を効率よく管理すること。
組織全体において、標準化されたデータを用いて、データの重複を排除し、共有データとして管理すること。

データに関する定義や保存場所、形式等の説明情報等を管理すること。メタデータを管理することでデータの意味、
所在等が明確になり、利活用が促進される。
データの品質を定義し、定期的にチェックと評価を行い、データ品質を改善すること。
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図表 2

（1）

（1）

（1）

（1）

（6）

（1）

（1）

監査役会
監査委員会

（2）
（3）

（1）

内部監査部等

（4）
（5）

進化によって大量のデータを高速に抽出・転送・保存するこ

アジア」
「アジア・オセアニア」などと異なるレベルで登録さ

の制約から各拠点の「集約されたデータ」を収集するのでは

タクレンジングやデータ変換が必要になります。

とが可能になっています。このため、これまでのように容量

なく、
「生データにできるだけ近い粒度の高いデータ」を収

集・保管することがさまざまな目的のために模索されていま

す。当然、このような取り組みは業務効率化や重複システム
の排除といったコスト削減や、顧客・商品情報の集約・分析

れている場合には、データの利用に至るまでに膨大なデー

（3）非構造データの活用

過去においてデータは多くの場合、構造データを意味して

いました。構造データは一般的なリレーショナルデータベー

による収益の増加といったビジネスそのものの取り組みとし

スや表計算ソフトに格納されているような「構造の決まった

次的に内部統制を高度化することができます。データマネジ

データや画像データ、音声データ等の「構造が決まっていな

てなされますが、これらのデータを活用することにより、副

メントのフレームワークとしては、
「データウェアハウス＆ビ
ジネスインテリジェンス」のコンセプトに関連します。すなわ

データ」を指します。一方、近年ではメールなどのテキスト
いデータ」も活用が期待されています。

内部統制の高度化という観点では、後述のデータアナリ

ち、データを収集、クレンジング、変換等を行い使いやすい

ティクスにおいて、メール等の非構造化データと会計データ

ビジネス機会創出に用いるというものであり、いわゆるビッ

手段であると考えられるようになってきており、前述のデー

ように格納し、その格納されたデータを分析し、業務改善や
グデータ基盤の構築につながる思想です。

（2）データアーキテクチャ・データモデルの統合

前述の 3（2）で触れたとおり、データを有効かつ効率的に

利用するためには「データアーキテクチャ」
「データモデル」と

いった「データの構造」、
「データの型」を極力グループ全体

で整合させる必要があります。特に、国コード・顧客コード
といったリファレンスデータ・マスターデータをグループ全体

で統合することは、全世界のさまざまな拠点でビジネスを行

うグローバル企業が、
「同じものの見方」でデータを理解す

等の構造化データを組み合わせて分析を行うことが有効な

タの収集・蓄積においては、構造化データのみならず有意
な非構造化データを特定して収集・蓄積しておくことが有用

です。

こういった点は DMBOKにおいて「データインテグレーショ

ン＆相互運用性」、
「ドキュメント＆コンテンツ」の知識領域に
整理されています。

（4）メタデータ管理

組織において業務を誤る原因として、そのデータの意味や

出典が不明確で誤って処理・管理されている場合がありま

るために必須となります。

す。特に複雑な処理により生成されたデータの意味や出典

タセットにおいて、企 業 名 が「あらた」、
「 P w C あらた」、

大規模な組織になるとその傾向はより顕著になります。そこ

例えば、後述（6）のデータアナリティクスで利用するデー

は組織内でも特定の担当者にしか分からない場合も多く、

「PwCあらた監査法人」、
「PwCあらた有限責任監査法人」、

で、組織内のデータ項目の意味や出典を管理することが重

な表現になっていたり、地域を示すデータが「アジア」や「東

システム等で処理される場合、従来のフローチャート等で

「あらた（監）」というように同じ対象を示すデータがさまざま
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は、その中の処理が見えづらく、ブラックボックス化してしま

ことができます。

データ項目の単位でその処理過程を可視化するための施策

意思決定も、データとして可視化され、判断のより合理的な

が考えられます。こういった、データに関する意味や出典と

に示されているとおり、データアナリティクスの結果が監査

約したデータ辞書を作成して組織全体で共有するということ

る、あるいは監査側がデータアナリティクスを駆使すること

理を組織的に行うことは、従来の 3 点セットによる業務プロ

題 3（3）経営者不正（P17）といった内部統制で防止すること

うことが課題として認識されています。このため、近年では

としてデータリネージ（データの変成過程）を明確化すること
いったデータは「メタデータ」といわれ、当該メタデータを集
が考えられます（いわゆる「メタデータ管理」）。メタデータ管

セスの文書化よりも管理粒度は一層細かくなり、相応の負

荷が発生しますが、現在では ETLツール等と連携したデータ

リネージの自動解析ツールや辞書ツール等の製品も各種登

場しており、これらを利用することで現実的な解決策となっ

てきています。

（5）データ品質管理

従来の内部統制の評価は、3 点セットで業務フローを理解

し、定められたとおりに内部統制が運用されているかをテス

BIや AIの活用により従来は人間が行っていた経営判断や

根拠が多く示されることになる可能性があります。また、図

側（監査役（会）、監査委員会や内部監査部署等）と共有され

により、企業活動の透明性が向上し、その結果、前述の課
が困難な事項に対する牽制機能を果たすといった効果が期
待されます。

なお、近年、
「処理されるデータの分析」ではなく
「データ

処理という活動を示すデータ（ログ等）を分析する」というプ

ロセスマイニングが注目されています。すなわち、業務プロ
セスの処理パターンをイベントログデータの蓄積により可視

化し、改善ポイントを具体的に特定することで業務効率化、
統制強化を支援する手法です。昨今、業務プロセスの改革

が急速に進んでおり、自動化や効率化に取り組む企業が増

トするといった手作業による手続の検証が中心でした。財務

えてきています。プロセスマイニングでは、蓄積された業務

ら手続の不備を確認して内部統制上の不備の発見につなげ

把握や改善ポイントの特定を迅速に行うことが可能となり、

会計の世界でも財務諸表監査（計数の監査）の検出事項か

ていくという考え方がありますが、データマネジメントにおい

てもデータ品質管理という類似したコンセプトが存在しま

す。具体的には特定のデータセットに対してデータの矛盾

（有効桁数を満たしているか、データ項目間での矛盾がない

か等）や欠落（Null値やブランクがないか等）の有無をチェッ

クする、あるいは各 ITシステム間でのデータ連携にあたり誤
変換や欠落が生じていないかをチェックするといった検証手

法が考えられます。また、このような単純な形式的チェック

の他、
「Xという拠点で Yという商品が Zという金額で販売さ
れているのは通例ではないため、データの入力ミスではな

いか」、といった複雑な分析・検証手法も考えられます。後

者については後述のデータアナリティクスと表裏の関係にあ

データをもとに業務の可視化を行うため、業務実態の全貌

非定形的な業務がどこで発生しているのかの特定にも有効

であると考えられています。

デジタル技術が進化する昨今における内部統制は、こう

いった「データアナリティクス」をいかに有効に活用できるか
にかかってくると思われますが、筆者の実感としてはこの段
階に至っている企業はそれほど多くないと思われます。

5

令和の内部統制
令和の時代においては従来よりも企業活動の中でテクノ

ロジーがより一層重視されます。その根幹を統制する意味

り、検証・分析結果により、
「データは正しく、不正が行われ

でデータマネジメントの考え方は非常に重要であり、従来の

タに誤りがあった」という場合もあります。このようなデータ

考えられます。

ていた」という場合もあれば、
「不正は行われておらず、デー

品質管理も手作業で行うことは非現実的であり、チェックロ
ジックをプログラムした各種ツールの利用が現実的な対応

と考えられます。

（6）データアナリティクス

前述の（1）～（5）において「使えるデータ」を蓄積したビッ

グデータ基盤を構築することができた場合、当該ビッグデー

タ基盤に蓄積された膨大なデータを BI（ビジネスインテリ
ジェンス）で分析する、あるいは AI（ 人工知能）に分析させ

て、将来予測、シナリオ分析等、さまざまな業務に活用する

3 点セットによる内部統制の構築の見直しは検討に値すると
今後は日々進化するテクノロジーの利用にあたって、デー

タマネジメントの考え方を取り入れながら内部統制といった

「守り」の側面を強化するとともに、テクノロジーとデータマ
ネジメントを高次元で融合させて、データの利活用といった

「攻め」の側面での大きな成果も重要になってきます。

周知のとおり、先日の G20 大阪サミット
（2019 年 6 月 28～

29 日）では DFFT（Data Free Flow with Trust）という
「信頼

できるルールの下でのデータの流通促進」が提言されていま

す。今後、データの利活用は特定の企業の取り組みではな

く、クロスボーダーで社会的な形の取り組みとして発展して
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いくことが期待されており、データ品質の低下は一企業の財

務諸表の誤りといった狭い範囲での話では収まらなくなって

くる可能性があります。サミットの提言におけるTrustはデー

タ流通を信頼できるルールに基づいて行うという意味での
Trustですが、その背後にはデータそのものの Trustが当然

担保されていることが期待されていると考えられます。この

ため、データそのものを発想の中心に据えて統制するという

データマネジメントの考え方に基づく対応が社会的にも重
要になってくると考えられます。

最後に、3 点セットをはじめとした統制文書などの他、前

述するデータマネジメントの考え方については、取り入れて

さえいれば問題ないというものではありません。定型化され
た業務における従業員の誤謬の防止等には相応の効果が得

られますが、日々進化する世の中おいて生じるさまざまな不

正等の異例な事態には、直接的な対策となっていないこと

も指摘されています。どんな業務においてもミスは少なから

ず発生する、状況によっては意図的に判断を誤る、という前

提で、いかにミスを最小化する仕組みを構築するべきか、ま

た、そもそも不正が起きる動機を起こしにくくするための施

策を考え続けることも令和時代に求められる内部統制であ

ると考えます。

井嶋 克（いじま まさる ）

PwCあらた有限責任監査法人

財務報告アドバイザリー部 パートナー

国内・海外の監査法人にて国内上場・海外上場企業

（米国 SEC登録企業を含む）の監査業務に従事。現

在は、国際財務報告基準（IFRS）適用支援業務、決

算プロセス構築支援業務、会計基準コンバージョン

支援、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制監査（J-SOX）／米

国企業改革法に基づく内部統制監査（US SOX）導入支援業務、データマネ

ジメント態勢構築支援業務など、多岐にわたる財務報告および規制関連ア

ドバイザリー業務に従事している。

メールアドレス：masaru.i.ijima@pwc.com

谷 隆義（たに たかよし ）

谷澤 正憲（やざわ まさのり ）

財務報告アドバイザリー部 マネージャー

財務報告アドバイザリー部 シニアアソシエイト

PwCあらた有限責任監査法人

2018年 4月 PwCあらた有限責任監査法人入所。入
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務に従事。現在は、データマネジメント態勢高度化
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激変する購買管理実務を支えるデータ管理
PwCあらた有限責任監査法人

レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部
ディレクター

工藤 善也

はじめに

購買（あるいは調達、仕入）
と呼ばれる企業活動は、製造

業や建設業に特有の活動と考えられがちです。たしかに、競

1

購買業務を取り巻く変化とその課題

争優位の確保の観点で原価管理の重要度が高い製造業に

（1）経営資源の入口の過半を占めており、社内の購買需要

ではサービス、情報システム、金融など全ての業種におい

企業を支える経営資源は「ヒト・モノ・カネ」といわれます

おいて取り組みが先行していたのは事実です。しかし、現在

て、購買業務は、サプライチェーンやバリューチェーンの
「起

を満たす必要がある

が、購買業務は「モノ」の入口の大半にかかわっており、
「ヒ

点」
となっている重要な活動です。

ト」についても派遣社員の発注（調達）も購買業務の一部と

位置付けは、他の業務プロセスの管理とは違う独特の難し

しに業務が成立する業務や部門はないとさえ言える状況で

の巧拙が全社的な業務効率やコスト効率に与える影響も非

ていくとともに、社内の多くの業務プロセスや情報システム

この「バリューチェーンの起点」
という購買業務の特異な

さの原因となっていますが、プロセスや情報システムの構築
常に大きくなる点にも留意が必要です。

本稿においては、購買活動管理を取り巻く環境の変化と

課題をあらためて明らかにするとともに、この課題に対する

対応策を古典的な手法から最近の事例まで、
「データ管理」

の観点から、なるべく情報システムの専門用語は使わずに
俯瞰します。

なお、本稿における見解は、筆者の私見であることをあら

かじめ申し添えます。

見なされる場合も出てきています。モノやサービスの調達な

すので、購買業務は、多岐にわたる社内の購買需要に応え
と密に連携して進めていく必要があります。

社内の購買需要を満たすといっても、静的に現状の組織

に対応するだけでは不十分で、企業活動のグローバル化や
新事業への展開、新商品開発に伴い、事業買収などの際に

は、迅速な対応が求められるという動的な側面があること

も見逃せません。こうした対応がなおざりになると、原価や
経費はあっという間に高騰してしまいます。

こうした背景から、購買業務のシステムは、製造業におい

ては工場の生産システム、建設業や情報システム業におい

てはプロジェクト管理システムといった基幹系システムとリ

アルタイムに近い緊密な連携がなされています。ジャスト・

イン・タイムでの資材調達や、トレーサビリティ確保や緻密

な原価計算といった経営管理の高度化は、この購買業務シ

ステムと基 幹 系システム間の連 携で初 めて実 現されます

（P22 図表1 ）。

データ管理の観点では、情報システム間の連携というの

は急所の一つとされており、データフローの上流にあたる購

買業務システムと、下流にあたる基幹系システムの間では、

マスタデータと呼ばれる以下のような基本データが確実に

共有されていることが、スムーズな連携には欠かせません。
購買業務が連携すべき社内業務や拠点が多岐にわたること

で、基幹系システム以外の多くの社内システムとも連携する
必要が出てきますので、柔軟性の高いデータ連携の技術や
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図表 1：購買システムの位置付け

社外との連携
発注
納品

国内取引先A

検収
請求
支払

海外取引先B
国内取引先C
海外取引先D

eコマース/
電子商取引
サービス

購買システム

・発注承認
・発注管理
・納品管理
・請求受付
・支払管理
・在庫管理
・実績管理
・最適調達検知
・取引先管理
・購買商品管理
・極度管理
・発注権限管理
・自動承認設定

社内との連携

社内の個別発注
本社部門
国内拠点・事業所
海外拠点・事業所

社内基幹系システムからの自動発注
製造管理

サプライチェーンマネジメント

社内経営管理
入出金管理

買掛・債務管理
管理会計
財務会計

効率化の鍵は、社外の取引先やサービス、
社内のシステムとの自動連携
手法を採用し、情報システム間連携の開発や維持にかかる
投資とコストを抑制していく必要があります。

購買業務システムが、社内の情報システムと連携する必
要があるマスタデータの例

・子会社や組織（部署・部門・工場・事業所など）のコード

・調達物品やサービスのコード、社内で製造する商品や
部品あるいはプロジェクトのコード

・財務会計あるいは管理会計で設定する勘定科目

・従業員や協力会社社員等の職員に付与するIDやコード
・取引先のコード

（2）社内事情とは無関係に変化していく取引先や調達先
の動向に対処する必要がある

社内で緻密かつ多様な連携が求められる業務は購買業務

だけかというと、実際はそんなことはありません。しかし、

購買業務の本当の難しさは、取引先あるいは調達先という
社外のステークホルダーとの連携が必要な点にあります。

あり、購買部門自身の判断として積極的な見直しをしたいと

いうニーズが出てくるケースも考えられます。業務のグロー

バル化だけでなく、サプライヤーがグローバル化しているこ
とを考えると、さらに難しさが増します。

別の観点で、社外連携が求められる業務というと、営業

が真っ先に挙げられるはずですが、購買部門にはそこまで
潤沢なリソースは割り当てられていないことも、当然ですが
重要な考慮ポイントとなります。

ここまで課題を挙げていけば、当然ながら情報システムの

活用という対策が挙がってくるわけでして、こうしたニーズ

を背景として 1990 年代後半からさまざまな eコマース（電子
商取引）が企業間取引でも進められてきたわけですが、eコ

マースが活用されるようになって 20 年以上のプラットフォー

ムの変化というのは、テクノロジーの変革の観点でもサービ

スや企業の興亡の観点でも驚くべきものがあります。

情報システムの構成（いわゆるシステムアーキテクチャ）の

観点では、こうした変化の多い業務を扱う情報システムと、

そこまで激しい変化が求められない情報システムは、分離し

しかも、こうした外部ステークホルダーは、社内の事情と

て扱うのが望ましいとされています。購買業務システムが基

スはそれ以上に変化していき、社内の購買需要もこうした

によるものです。しかし、多くの企業では、情報システム部

の全部門、グローバルの全拠点で起こると考えると、対応の

割り当てられていて、
「基幹系以外のシステム」として扱われ

は無関係に変化するものですし、提供される物品やサービ
変化への迅速な対応を要求してくるものです。これが、社内
難しさが実感できると思います。

また、購買の最適化の観点でも、そうした外部の変化に

迅速に対応することで原価や費用の低減が見込める場合も
22
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幹系システムとは分けて構築されているのは、こうした理由
門のほとんどのリソースは基幹系システムの企画や開発に

がちな購買業務システムには情報システムの専門家が十分

にアサインされていない場合が多いのではないでしょうか。

こうしたサプライヤーとプラットフォームの変化の激しさへ

特集：データマネジメントと利活用

図表 2：購買システムのクラウド化のメリット・デメリット

インターネット
経由

取引先

社内に購買
システムを構築

取引先

購買システム

eコマース/
電子商取引
サービス

社外の
クラウド環境上に
購買システムを
構築

取引先

eコマース/
電子商取引
サービス

購買システムベンダーが、
グローバルの
取引先や電子商取引サービスとの
接続を提供するため、
調達の自由度が高まる

の対応、そしてグローバルサプライヤーとの接続の容易性を
実現する手段として、購買業務システムの構築を社外の環
境で行い、複数の企業で共有する「クラウド」と呼 ばれる形

態で構築する企業も増えており、実際、多くの購買業務シス

テムのプロバイダーはクラウドに対応したサービス形態に移

行しています。クラウド環境で提供される購買業務システム

社内経営管理

セキュリティがあらかじめ確保された
社内ネットワークでのデータ連携が可能

取引先との接続は都度開発が必要なので、
最適調達の検討のボトルネックと成り得る

取引先

社内の個別発注
社内基幹系システム
からの自動発注

社内に構築

購買システムには、
インターネット経由での
データ連携に必要な保全策が求められる

購買システムの
ベンダー側が提供する
ネットワーク

社内
ネットワーク

社外のモバイル環境から購買システムに
アクセスするためには、個別の措置が必要

購買システム

インターネット
経由

社外
クラウド上に
構築

社内の個別発注
社内基幹系システム
からの自動発注
社内経営管理

社内システムとの連携がインターネット経由の
やり取りになるため、強度の高い保全策が求められる
社外のモバイル環境からの購買システムへの
アクセスは、標準機能として提供可能

ると、あっという間に業務そのものが立ち行かなくなります。

2

「購買したら終わり」
ではない購買管理

原価や経費の統制あるいは内部統制の観点から

ここまでは、購買あるいは調達を行う上で当然求められる

のサービスでは、さまざまなサプライヤーが提供する eコ

機能と課題について考えてきましたが、一歩引いて購買業

や提供される商品やサービスの変化への対応負荷の軽減

る購買という観点で、どのような課題があるのか、検討して

マースとの接続機能も提供される場合が多く、サプライヤー
が、メリットの一つとなっています（図表2）。

データ管理の観点でこうした変化の激しい外部ステークホ

務の管理やガバナンスの観点、あるいは経営の改善におけ

みたいと思います。

ルダーとの関係を考えると、どのデータが社内にあって、ど

（1）購買の集中化による購買力の強化を通じた原価や経

タの転送はどこからどこに行われているのか、データは社内

昨今の経済環境の変化を考えると、どの業界においても原

のデータは外部サービスベンダーの環境にあるのか、デー

のどんな業務やシステムに使われているのか、といったデー

費の削減、購買業務の最適化

価や経費の削減への関心が高まってくるのではないかと考え

タの属性やフローをしっかりと管理していかないと、うっか

られます。購買業務が企業の損益に与える影響は非常に大

り得るわけです。こうした管理は、
「メタデータ（データの属

からの期待は大きいのではないでしょうか。購買部門主導に

り個人情報保護や各国の規制に抵触してしまう事態も起こ

きいため、原価や経費の統制について、購買部門への経営層

性情報）の管理」あるいは「データリネージ（データ連関性）

よる原価や経費の統制の手法として最も古典的な手法は、

最も注目されている領域の一つとなっています。外部環境

ことで、サプライヤーとの交渉力を向上させるというもので

の管理」と呼ばれる領域ですが、昨今のデータガバナンスで

の変化の多い購買業務では、こうしたガバナンスを疎かにす

購買業務を各部門に委ねるのではなく購買部門に集中する

す。購買部門の少ないリソースで全グループの購買業務を管
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理していくためには、購買に関する権限の移譲だけでなく業
務プロセスと情報システムの活用は必須といえます。

また、サプライヤーとの交渉力を高めるためには、モノや

サービスの需要量、需要の周期とタイミングの把握は欠か
せません。こうした分析のためには、購買業務システムの過
去データの蓄積が欠かせません。単に購買需要を右から左

にさばくだけのデータの要件と、需要分析を行うためのデー

タの要件は異なりますし、さらに購買対象のモノやサービス

高い傾向にありますので、集中化や統合が後回しにされが

ちなこうした領域こそ、可視化を進めて透明性を高めること
が必要といえるでしょう。

データ管理の観点では、不正検知の検知力を上げていく

ためには、前述の（2）と同様に、購買の入力の「まとめ打ち」

や代理入力の抑制が求められることになります。不正検知

においては、
「平常時との違い」をいかにして検知していくか

が重要となるので、ユーザーの購買量や購買周期、システ

の価格変動や納品までのリードタイムまで考慮した最適化

ムへの入力の記録（ログ）を日頃から取得してデータとして

となります。

めには、同様の業務を行っている他部門の傾向との比較や、

まで検討しようとすれば、さらなる外部データの蓄積も必要

（2）購買を行う部門や製品、プロジェクトの把握による、
原価管理、費用管理、管理会計の高度化

似たような論点になりますが、購買業務システムは企業

の原価や費用の管理、あるいは管理会計の重要なデータ供

給元となっています。製造業や建設業においては、こうした
原価管理は厳格に行われている傾向がありますが、その他

の業界においては、購買の要求の入力がバックオフィスや総

蓄積していく必要があります。また、検知力を上げていくた

他のサプライヤーの提供価格単価との比較なども必要と
なってきますので、分析力の向上に合わせて、段階的にデー

タの拡張整備も検討するのが望ましいといえるでしょう。

3

調達のいっそうの最適化による
競争力強化の取り組みの方向性

ここまで挙げてきた課題と取り組みは、2000 年代から取

務部門で「まとめ打ち」されるような、購買費用と社内のアク

り組みの事例も多く見られる古典的といえるテーマとなって

けられるようです。部門、事業、製品あるいはプロジェクト

目して高度化やいっそうの最適化を図ろうとしているので

ティビティの連携を阻害する運用が残っているケースも見受

といった単位で、収益と投資や費用のバランスを把握してい

くことは経営管理の基礎となる活動ですが、経営を取り巻く
環境がタイトとなり収益の拡大が難しくなる局面において

います。では、先進的な企業においては、どういった点に着

しょうか。

調達や購買の業務の全体像を大まかに列挙するならば、

は、その重要性がいっそう高まります。

① 社内需要と社内在庫を把握した上で、

でデータのボリュームが膨大なものとなる点に配慮が必要

③ 供給活動を回しつつ、

データ管理の観点では、購買の入力単位を細かくすること

となります。しかしながら、昨今の技術革新により、ビッグ

データの処理や分析のパフォーマンスは大きく向上してお

② 調達計画の策定し、

④ 供給が順調に行われているかをモニタリングするという
プロセスを継続的に回し、

り、単位データ容量あたりのコストは激減しています。
「管

⑤ 先の章で挙げたようなリスク統制活動を行う、

過度にとらわれることなく、データの利活用効果も見据えた

という流れになります。

とが望ましいといえるでしょう。

モニタリングを自動化し、調達や購買のボトルネックを精緻

理業務のためにコストはかけられない」という従来の常識に
上で原価や費用の管理、管理会計の高度化を図っていくこ

（3）購買業務における社内不正の検知と防止、特に海外拠
点や子会社の管理の強化

少し視座を変えて購買業務を捉えたとき、意外な課題とし

て浮上するのは、社内の不正への対応です。実際、購買に

おいては、少額の不正が発生してしまうことは決して珍しい
ケースではありません。購買だけで全ての社内不正を検知

先進的な企業においては、①と④の需要・在庫・供給の

かつ迅速に把握した上で解消することで、早期発注による
価格交渉力のいっそうの強化を図ろうとしています。
ボトルネックとしては、

●

することはできませんが、過去の大規模な不正の事例にお

●

ているのも事実です。特に、日本の企業においては、海外拠

●

いては、何らかの方法で購買のプロセスが利用されてしまっ
点や子会社の購買においては、高額な不正発生のリスクが
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基幹系システムや業務システム間の連携がされていないた

め、各業務で求められる部材やサービスの把握が手作業に

なっている

購買の権限移譲が不十分で承認プロセスが無駄に長大化

している

定常的な発注に対して十分な与信枠の設定がされていな

い

特集：データマネジメントと利活用

図表 3：購買業務とシステムの課題と、高度化の方向性

手動でのデータ連携や、
紙の伝票や別システムの画面を参照した
マニュアル打鍵は効率性を阻む最大要因

取引先
取引先

社内基幹系システム
からの自動発注
社内経営管理

激変する取引先や電子商取引との連携
グローバル調達、
調達先の一層の開拓

社内の個別発注

購買
システム

eコマース/
電子商取引
サービス

購買不正検知の高度化

事業や拠点の拡大への迅速な対応
購買の最適化

社内システム連携の緊密化、高速化
社内在庫の把握、需要予測の高度化

集中購買による調達交渉力の強化
自動化の推進による省力化

購買の最適化は経営戦略そのものであり、手法の検討にあたってはシミュレーションやデータ分析が欠かせない
・JIT（Just In Time）
による在庫の極小化
・早期発注、市場価格を考慮に入れた、早期または適時発注の検討 など

●

発注の入力に誤りがあるため、差し戻しが頻繁に発生して

いる

など、さまざまなケースが考えられますが、購買発注 1 件ご

との処理状況を「プロセスマイニング」と呼ばれる手法で可
視化し、処理過程ごとの所要時間を、部門別、商品別、入力

担当者別、取引先別に分析することで、改善策が進められ

た場合の効果も予測しつつ改善計画を策定し、購買のより
いっそうの最適化を目指しています（図表3）。

この取り組みは購買部門だけで進められるわけではなく、

全社的なプロセスや情報システム、そしてデータ管理や分析

の手法の見直しが必要となります。一足飛びにこうした取り
組みが進められるわけではありません。

購買部門の規模に比べて、購買業務が経営に与える影響

は非常に大きなものがあります。購買の集中化、グローバ

工藤 善也（くどう よしなり ）

システムとデータ分析の活用といったテーマに順次、段階的

レギュラトリー・フィナンシャルマーケッツ・アドバイザリー部 ディレクター

ル調達対応、グローバルサプライヤーへの対応、そして情報

に取り組みつつ、経営の高度化あるいは効率化を目指す皆

さまのビジョンの整理に多少でも本稿がお役に立てれば幸
いです。

PwCあらた有限責任監査法人

都市銀行にて個人業務企画、市場部門の情報システム活用支援、不動産投
資顧問にて内部統制監査責任者、外資系ソリューションベンダーの提案総

括などを経て、2017年からPwCあらた有限責任監査法人に入所。2003年
上級システムアドミニストレータ、2009年 システム監査技術者。

デジタル、アナログ、新旧のテクノロジーを適材適所で活用した業務改善

や効率化の提言やプロジェクトに携わる。財務会計、収益管理、各種リス
ク管理、資産負債管理、コールセンター、CRM、マネーロンダリング対応な
ど、国内外先進企業の情報システムの成功事例を熟知し、情報システムの
企画・構築とデータ活用の助言を行う。関連講演多数。

メールアドレス：yoshinari.kudo@pwc.com
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見えない“稼ぐ力”を
データ分析であぶりだす

DXを支える人的資本、社会・関係資本とデータ分析

PwCあらた有限責任監査法人

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および

リスク・デジタル・アシュアランス部門

ステークホルダー・エンゲージメント・オフィス担当
パートナー

久禮 由敬

シニアマネージャー

はじめに

企業において、デジタルトランスフォーメーション
（以下、

「DX」。
）を推進するための課題は何でしょうか。2017年に公

表した PwCの
「Digital IQサーベイ」
では、統合されていな

い新旧のテクノロジーやデータというハードの問題に加え

て、DXを支える人財・人的資本やオープンイノベーションの

起点とも言うべき社会・関係資本といったソフト面の課題に

も言及されています
（図表）。

調査から数年が経ちました。2020年を見据える今、こうし

浅水 賢祐

1

DXを支える人的資本を可視化する

（1）
「仕事ぶり」
と
「満足度」
とを合わせて見える化する
【考え方】

国を挙げての「働き方改革」や「健康経営」、その手段とし

てのリモートワークなどが進行・定着する中で、企業経営の
現場においては、残業の仕方や休暇の取得方法が劇的に変

わりつつあります。こうした中で、社員の物理的な仕事ぶり

た挑戦課題は、もはや
「論じるべき課題」
ではなく、すぐに行

と、心理的な仕事に対する満足度とを認識・把握すること

そこで、本稿では、持続的に“稼ぐ力”を磨き上げるため

一般的に、
「働き方改革」の実現方法や手段は、事業内容

動・解決すべき課題の一つとなっています。

に、DXを実現する上で不可欠な見えない経営資本である、

は、経営者にとって大切な役割の一つとなっています。

や業務内容、ビジネスモデルなどによって大きく異なります。

人的資本と、その効果を最大化するための社会・関係資本

このため、社員の物理的・時間的な勤務実態を部門ごとに

いて、考え方と実務例をご紹介します。

理状態を、総合的に分析することが重要になります。一般的

に絞って、今すぐにデータ分析で具体的に何ができるかにつ
なお、文中の意見に係る部分は筆者たちの私見であり、

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、あらかじめご理解いただきたくお願いします。

把握した上で、全社員意識調査などをもとにした社員の心

に、全社員意識調査は個人が特定されない形で調査・分析

されることが多くありますが、世代・部門などの切り口で

データを集約し、勤務実態データと比較・統合して考える

図表：デジタル変革活動が行き詰まる原因

デジタル技術関連プロジェクトで期待される成果を収めるうえで、以下に挙げる障害をどのように考えますか？
適切なスキルを持った
チームの欠如

37%

24%

新規と既存の
技術・データの統合欠如

41%

39%

22%

37%

既存の障害

硬直したプロセスや
進みの悪いプロセス

21%

58%

21%

旧式の技術

38%

19%

42%

新たに出現した障害

障害ではない

IT部門と業務部門の
コラボレーション欠如

12%

23%
64%

＊回答数2,216。
パーセンテージは四捨五入で記載。
出所：PwC, 2017．
『2017 Global Digital IQ® Survey：10周年記念版 デジタル化の10年 変革に乗り遅れないために』
（https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/digital-iq/
assets/pdf/digital-iq-2017.pdf）
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と、全体像を俯瞰することができるようになります。
【実務の例示】

「働き方改革」や「健康経営」の実現手段として実務で注目

される残業時間や有給休暇の取得日数などは、社員の満足

シェアを行うことへの洞察（インサイト）につなげることが可

能になります。また、図2として、同ツールを使って年次の有
給休暇の取得状況を従業員ごとにプロファイルし、その傾向

を確認する画面を例示します。これらの分析を通じて、例え
ば、どの年代や役職・部門で有給休暇や傷病休暇を取得す

度向上に本当につながっているのでしょうか。

る人財が多いか、過去や現在の情報を分析したり、将来の

フォームである、FPA（Financial Processes Analyser）の画

した勤務実態の分析を、全社員意識調査と併せて分析する

を行っているかを特定し、過重労働の従業員を早いタイミン

ることができるようになります。

図 1 に、PwC が開発・提供しているデータ分析プラット

面を示します。この分析では、どのような年代や部署が残業

グで察知する、もしくは労働時間の少ない従業員にワーク

予測分析をしたりすることも可能になってきています。こう

ことで、社員の「仕事ぶり」と
「満足度」とを併せて見える化す

図 1：PwC Financial Processes Analyser / Payroll Analyser – Overtime analysisの画面

図 2：PwC Financial Processes Analyser / Payroll Analyser – Leave Profileの一例
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（2）
デジタル上の社内の
「キーパーソン」
と社内の
「インフ
ルエンサー」
を見える化する

【考え方】

DXを進める上で、デジタルネイティブとも言えるミレニア

ル世代を巻き込むこと、そして、ミレニアル世代ではないも
のの DXに興味・関心が高いメンバーを的確に識別し、チー

ムアップしていくことは、重要な成功要素の一つです。DXを

成功させるためには、DXに関する社内のキーパーソンとイ

2

DXを支える社会・関係資本を可視化する

（1）
「社外から見た社内のキーパーソン」
と
「社外に対する
インフルエンサー」
を見える化する

【考え方】

DX を進 める上で、社 外との連 携や提 携 、オープンイノ

ベーションは、重要な成功のカギの一つです。
「社内の誰が」

ンフルエンサーを的確に見極め、応援し、増やしていくため

「社外の誰と」どのようにつながっているのかを、共有し、見

ず、役員レベルにおいても同様のことが言えるでしょう。次

か、はたまた、夢だけで終わるのかの分水嶺となることがあ

の活動が大切になります。これは、従業員レベルのみなら

える化できているかが、素晴らしいアイデアが実現できるの

世代経営者、次世代リーダーを選ぶ上で、DXについて高い

ります。

していけるかは、企業の将来の命運を左右するといっても過

価値が、特定の個人にひも付きやすくなったことがあります

素養有する人財を今からどの程度、質・量ともにいかに増や
言ではありません。

【実務の例示】

では、実務上は DXに関するキーパーソンとインフルエン

サーはどのように見つけられるのでしょうか。

従来であれば、理系出身でデジタルの専門性が高く、社

内外のデジタル・スキルアップ関連研修の受講履歴や、その
受講後に実施される能力テストにおいて優秀な成績を修め

また、デジタル時代の特徴の一つに、企業ブランドや企業

が、こうした視点も重要です。企業価値を支える具体的な人

財は誰なのか、換言すれば、自社の「コーポレートブランド」

を支える「パーソナルブランド」は誰なのかを経営者が把握・
理解しておくことは、人財マネジメント、人財リテンションに
大きな影響を与えるものと考えられます。
【実務の例示】

「社外から見た社内のキーパーソン」と
「社外に対するイン

た人財という見方があったかと思います。もちろん、そうし

フルエンサー」を見える化するためには、自社の社員の人的

一方で、デジタル時代ならではの考え方・指標として、社

す。上述の SNSや名刺交換アプリケーションなどでは、自社

「SNS」。
）の活用状況やその内容、フォロー数やフォロワー数

できます。名刺交換アプリケーションが登場するまでは、社

た手法も有益な手段の一つです。

内 外 のソー シャル・ネットワーキング・サー ビス（ 以 下 、

といった指標があります。誰のどのような情報発信をフォ
ローするか、誰が誰をフォローしコミュニケーションしている

のかという同時性と自発性、双方向性は、今までの手法だ
けでは識別しにくかった視点の一つです。

特に、社内 SNSにおいては、世代を超えて若手の中から

ネットワークを、社外の目線に立って理解することが有効で
の誰が誰と知り合い、つながっているのかを把握することが
員別の名刺印刷枚数くらいしか、各社員が有する社外の人

的ネットワークの大きさを把握することはできませんでした。

しかし、今は、誰が誰とつながり、どのように認知されてい
るのかを知るデジタルツールが増えています。

また、自社の経営幹部や社員が何を発信しているのか（伝

デジタル・タレントを発掘している上司は誰か、は全ての社

えているか）だけではなく、自社の経営幹部や社員の発信が

越えて、デジタルの世界では部門や専門・世代を超えた人

することも有意義です。ステークホルダーコミュニケーショ

員に分かります。フィジカルな世界にある組織や部門の壁を

どのように受け止められているのか（伝わっているか）を把握

財交流がリアルタイムで進んでいきます。英語を使う、ない

ンを、デジタルツールやデータを活用して棚卸した上で、社

く超えることが可能です。フィジカルな世界のサイロを打ち

サーを見極めることが有効です。

しは、翻訳アプリケーションを駆使すれば、国境をもたやす
破り、全世界から DXに対する情熱とスキルとを併せ持った

社員をたくさん発掘できるかどうかは、企業の将来の命運を
左右する一つの要素となっています。

DXに対する情熱とスキルとを併せ持つ社員を発掘する方

法は、SNSだけではありません。誰がどのようなコンテンツ

外から見た自社のキーパーソン、社外に対するインフルエン

（2）
社外との
「フィジカル」
なコミュニケーションを見える
化する

【考え方】

DX を進める際に、デジタルのみならず、フィジカルなコ

を生みだし、それが支持・利用されているのか、という視点

ミュニケーションを再発見することも忘れてはなりません。

合いを見える化することも有効な手段の一つです。

どとの共同研究や学会発表などがあるかもしれませんし、

から、組織におけるナレッジマネジメントのやり方や貢献度
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営業担当者であれば、各種の展示会や新製品・ソリューショ

す。DXの旅は、地球規模で既に大きなうねりを起こし始め

せん。また、管理部門の社員であれば、業界団体はもとよ

やコミュニティ、人々は大きく変わりつつあります。この変化

ンの発表会での講演やプレゼンテーションがあるかもしれま
り、それぞれの職能・機能の団体やコミュニティがあると思

います。こうしたフィジカルでリアルなコミュニケーションや

つながりを社内で共有することも大切です。
【実務の例示】

自社が加盟している団体やコミュニティを棚卸し、社員と

共有することが実務上の第一歩です。自社が出展している
展示会や、自社が参加・後援している組織・学会・コミュニ

ティ等を、一覧化するとともに、誰がその窓口となっていて、
どのような示唆がそこから得られるのかを簡潔に整理・共有

ているロングジャーニーです。日々、その旅で遭遇する景色

をいかに味方に付けるかが、企業はもとより国家にも問わ
れています。

私たちも、多くの皆さまと、フィジカルな世界で、一緒に

知恵を絞って汗をかかせていただきつつ、デジタルの世界で

もつながり意見交換をさせていただき、自分たちの仕事の

DXを加速したいと思います。また、皆さまと一緒に新しいビ
ジネスモデルを創る支援をさせていただくとともに、そこに

必要とされる「信頼」＝「トラスト」を追求してまいりたいと思

います。

します。実務上は、この作業は、各種の経費申請・承認の記

録を整理・分析することで、可視化することができます。経

費伝票などの摘要に記載されたデータに対するテキストマ

イニングなども有効です。

また、社外のイベントや集会における講演や、機関紙や論

文などの執筆に関する情報、メディアからの取材依頼やそ

の取り上げられ方などを、できるだけコンパクトに共有する

ことも有意義なアプローチです。実務上は、この作業は、イ

ンターネット上の情報をデジタルツールでクロールすること
である程度可視化することができます。

こうした社外との「フィジカル」なコミュニケーションの積

み重ねは、社内のデジタルネイティブに「フィジカル」な今を
伝え、新しい仲間を巻き込み、オープンイノベーションの推
進力を高める一つとなるものと期待されます。

3

おわりに

フィジカルとデジタルの統合、リアルとサイバーの融合を

可能とする DXを加速するためには、デジタルを「語る」だけ

ではなく、デジタルを「使う」という行動が大切だと考えま

久禮 由敬（くれ よしゆき ）

浅水 賢祐（あさみず けんすけ ）

リスク・デジタル・アシュアランス部門および

リスク・デジタル・アシュアランス部門 シニアマネージャー

経営コンサルティング会社を経て、現職。財務諸表監査、内部統制監査、

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

PwCあらた有限責任監査法人

ステークホルダー・エンゲージメント・オフィス担当 パートナー

コーポレート・ガバナンスの強化支援、グローバル内部監査・経営監査支

援、CAATによるデータ監査支援、不正調査支援、サステナビリティ、ESG/

SDGsおよび統合報告をはじめとするコーポレートレポーティングに関する
調査・助言などに幅広く従事。
『経営監査へのアプローチ ―企業価値向上

のための総合的内部監査 10の視点―』ほか執筆・講演多数。PwC Japan

アシュアランスにおけるデータ＆アナリティクス・リーダー。

PwCあらた有限責任監査法人

PwCあらた有限責任監査法人入所後、財務諸表監査、内部統制監査に従
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を主軸としてモニタリングの高度化支援業
務に多数従事する。PwCの FPA（Financial Processes Analyser）
コアチー

ム・メンバー。

メールアドレス：kensuke.asamizu@pwc.com

メールアドレス：yoshiyuki.kure@pwc.com

PwC’s View ─ Vol. 22. September 2019

29

外部寄稿

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9回

因果探索

データから因果関係に関する仮説を探索するデータ解析技術

滋賀大学 データサイエンス学部
教授

清水 昌平

はじめに

滋賀大学は、2016年 4月にデータサイエンス教育研究セ

ンターを設置し、データサイエンスにおける教材開発や産学

連携活動にいち早く取り組んできています。日本初のデータ

1

相関関係と因果関係
統計学の基本に、
「相関関係があっても因果関係があると

サイエンス学部を 2017年 4月に開設するとともに、2019年

は限らない」という格言があります。例を挙げてみましょう。

（修士課程）を開講しました。現在、大学院データサイエンス

受賞者数（1 万人あたり）には正の相関がある、との報告が

4月には同じく日本初となる大学院データサイエンス研究科

国ごとのチョコレートの消費量（1 人あたり）とノーベル賞の

研究科（博士後期課程）
を2020年 4月に設置することを目指

あります（Messerli, 2012）。そのため、チョコレートの消費

データサイエンス教育研究センターの価値創造プロジェ

測ができるかもしれません。では、高精度な予測ができるよ

しています。

クト研究における研究ユニット事業として、2018年度に因

量の多い国なら、ノーベル賞を数多く受賞できそうという予

うになりつつある深層学習などの機械学習技術を用いて、

果探索ユニットがスタートしました。因果探索とは、因果関

「チョコレートを国民にたくさん食べさせれば、もっとノーベ

仮説を探していくためのデータ解析技術です。本稿では、そ

現在の機械学習技術だけではそのような問いには答えてく

係についての仮説が十分にないときに、データから有望な

の因果探索という技術について、その目的と応用分野を紹
介します。

ル賞を取れるだろうか」という予測をしようとしたとしても、
れません。

前述のような例で正しい意思決定をするには、統計的因

果探索の理論と技術が必要になります。現在の機械学習技

術では、データから因果探索を行いません。将来予測に対

して社会が期待するものは、例えば「どうすれば健康になる
か」という健康を増進するための因果関係の情報ですが、多

くの場合「こういう人は健康です」という結果の情報しか提供

されません。つまり、最初に例として挙げた「チョコレートを

多く食べている国はノーベル賞を数多く受賞しています」と

いうことと大きな差はありません。

では、前述のチョコレート消費量とノーベル賞受賞の例を

用いて、方法論的な困難の所在を説明してみましょう。図表

1の下部で、因果関係を模式的に表した因果グラフと呼ばれ

る図を三つ示しています。

一番左の因果グラフは、チョコが原因で賞が結果であるこ

とを表しています。つまり、チョコレートの消費量を変化さ

せると、ノーベル賞の受賞者数が変化するという関係を表し

ています。一方、中央の因果グラフでは、逆に、賞が原因で

チョコが結果です。最後に、一番右の因果グラフでは、チョ

コと賞の間には矢印がなく、因果関係はありません。ただ

し、チョコレート消費量とノーベル賞受賞者数の関係に影響
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図表 1：相関関係と因果関係のギャップ
スイス
ノーベル賞受賞者数
（万人あたり）

米国

ドイツ

日本

相関係数 0.79
P値 < 0.0001

チョコレート消費量

ギャップ
GDP
チョコ

未観測交絡変数

賞

or

GDP

複数の因果関係が 同じ相関関係を与える
未観測交絡変数

チョコ

する変数として GDPが存在し、これがチョコと賞に共通する

or

賞

GDP
チョコ

未観測交絡変数

？

賞

全て特定し、データを取り、分析に含めてある」という仮定

原因になっているという図です。しかし、GDPは相関係数の

です。一つ目は時間情報から把握できることもありますが、

変数（ここでは GDP）は、未観測交絡変数と呼ばれます。

ないことがよくあります。また、事前に未観測交絡変数を

分析に含まれておらず、散布図には現れません。このような

同時に観測されているという結果だけで時間情報が明確で

これら三つの因果グラフが表す因果関係は、全く異なりま

「全て漏れなく」特定し、それらのデータを取ることは非常に

トの消費量が多ければ、ノーベル賞の受賞者数が多い」とい

されることを分析者が自らの責任で保証しなくてはなりませ

ります。同じ相関係数を与えるような因果関係が複数あるた

く、データによる手助けを分析者が必要としています。

ら推測することができません。ここに、統計的因果探索の難

の研究が盛んに行われるようになってきており、データから

す。にもかかわらず、図の上部の散布図のように「チョコレー

う同じ相関関係が現れ、同じ相関係数の値になることがあ

め、どのような因果関係にあるのかを相関係数の値だけか

しさがあります。

2

統計的因果探索の必要性

データから因果関係を推測する場合、最も仮定の少ない

分析方法としてランダム化実験があります。しかし、実際に

ランダムにチョコレートの消費量の多寡を国々に強制するこ

と（介入という）は、現実にはできません。この例に限らず、

困難です。従来の因果推論技術では、これらの仮定が満た

んでした。しかし、実際にそれを完璧に保証できるわけもな
そこで近年、データから因果方向を推定する理論と技術

因果方向を推定する方法論・データ解析技術を因果探索と
言います。ただし、未観測交絡変数の特定に取りこぼしが

あってもその因果の妥当性を失わない方法論は、私たちの
研究を端緒としてまだ始まったばかりです。

3

統計的因果探索の方法論
因 果 探 索において中 心 的 な課 題 は、
「介 入を伴 わ ない

実際にランダム化実験をすることが困難なことは、さまざま

データから因果方向などの因果構造を推測でき」、かつ「未

入したらどうなるかを予測する統計的因果探索の理論と技

を失わないような」新しい因果推論の方法論体系を構築する

な領域で頻出します。そこで、実際に介入する前に、もし介

術が必要になります。

従来の因果推論技術では、次の二つの大きな条件の成立

を仮定する必要がありました。一つ目は、
「因果の方向が事
前に把握できている」という仮定であり、もう一つは、
「GDP

のような未観測交絡変数が存在するなら、事前にそれらを

観測交絡変数の特定に取りこぼしがあったとしても妥当性

ことです。

因果探索の方法論体系を構築できれば、分析者は相関情

報ではなく、より直接的に因果関係について調べることがで

きるようになります。実際に介入する前に、もし介入したら
どうなるかを予測することで、因果関係に関する良質な仮説
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を分析者に提供することができます。従って、将来に変化を

かどうかと最も相関の高い検査項目を見つけます。仮に、そ

致しない相関係数に頼るよりも、データを直接役立てること

より、効果的にがんを予防する」という施策が考えられるか

たことを可能にすることで、さまざまな応用領域において、

にくいと強く予測されるようになるとは限りません。体重を

方法論研究の成果だけでなく、各種応用領域のデータを

項目も変化します。そのような因果の連鎖の結果、がんにな

もたらす手立てを考える際に、分析したい因果関係とは一

れが体重だったとすると
「体重の重い人に介入を行うことに

ができるでしょう。これまでのデータ解析法では不可能だっ

もしれません。しかし、単純に体重を減らせば、がんになり

これまでにない世界が開けてきます。

減らせば、体重減を原因として、体重減以外の多数の検査

解析し、その領域で因果探索を利用する上での手順に関す

りやすさの予測値も変わるからです。つまり、どうすればが

示すことは、基盤研究を進める上でも応用分野への普及の

指導を個々人に行うためには、深層学習のような予測モデ

る指針を提示することも求められています。標準的な事例を
観点からも重要です。

んになりにくくなるかを予測し、がんになりにくくなるような

ルだけではなく、測定項目間の因果関係のモデルが必要に

滋賀大学においても、因果探索ユニット （ユニット長 : 清

なるのです。

※

水昌平）が産学連携活動を行っています。こうした研究ユ

このように、因果モデルと予測モデルを組み合わせること

ニット事業は、データサイエンスに関する教材開発や産学連

で、
「がんになりにくいと予測されるには、誰にどんな介入

携活動を担う滋賀大学データサイエンス教育研究センター

をすべきか」を調べるための制御モデルを構築できます（図

に関連する制度です。同センターでは、センターの専任ス

表 2）。因果推論と機械学習は、これまで別々のコミュニティ

タッフ（教授 1 名、准教授 2 名、助教 10 名）が産学連携案件

で研究されてきました。しかし、両者は水と油の関係ではな

に応じて、データサイエンス学部教員と連携して、企業・自

く、前述のがんの例のような目的の場合、双方の考え方が不

治体のデータ解析やコンサルティングに応じています。その

可欠です。同様のアイデアは、製造業をはじめ、モデルが既

中で、因果探索に関する産学連携案件を扱うために 2018 年

知でない場合の制御が必要とされる領域に広く適用可能で

度に設置されたのが因果探索ユニットです。

4

す。

因果推論モデルと
機械学習による予測モデルの応用

因果探索研究の今後

5

因果探索の応用例として、次のような使い方もあります。

因果探索に関する主要な研究グループは、米国 Carnegie

因果推論のモデルと深層学習などの機械学習による予測モ

Mellon Universityの Peter Spirtesのグループ、ドイツMax

いう新たなコンセプト
（Blobaum & Shimizu, 2017）を発展

ス ETH Zurichの Peter Buhlmannのグループ、そして、私

デルとを組み合わせることにより、制御モデルを構築すると

Planck Instituteの Bernhard Schölkopfのグループ、スイ

させることを考えました。

たち滋賀大学のグループです。私たち以外のグループのア

このコンセプトについて、例を挙げてみましょう。例えば、

プローチは、未観測交絡変数があると
「I don’t know」を返

健康診断などのデータから、どのくらいがんになりやすいか

を予測するモデルを作ったとしましょう。そして、がんになる

※ http://www.ds.shiga-u.ac.jp/inga/

図表 2

因果モデルと予測モデルを組み合わせて制御する

X1
X2

X1
X3

X1

X2

Y

X3
X4

因果モデル

測定項目間の因果関係
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X4

予測モデル

測定項目から ターゲットを予測する

X2

X3

X4

制御のためのモデル

Y

何をどのくらい変えるのがよいかを出力
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すのみです。未観測交絡変数が存在する部分の因果構造が
推測可能なデータ解析法の研究開発において、私たち滋賀

大学のグループはパイオニアとして一日の長があり、従来利

用されていなかったデータの非ガウス性を利用する点に特

徴があります（Shimizu et al., 2006; Hoyer et al. 2008; 清

水 , 2017）。非ガウス性とは、正 規 分 布からのずれです。

チューリング賞（コンピュータサイエンス分野のノーベル賞と
いわれる賞）受賞者の Judea Pearl教授の著書（Causality,
2 0 0 9）においても、
「a n e w s c h e m e o f d i s co v e r i n g

causal directionality」を提案したと評価されています。ま

た、私たちの研究結果を実装した商用ソフトを販売したり、
分析サービスとして展開したりする企業が現れてきていま

す。
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データの利活用に当たっての
法務上の諸論点の整理
PwC弁護士法人
ディレクター

山田 裕貴

はじめに

本稿では、人の移動や消費の動向に関するデータ、商業

取引に関するデータ、機械の稼働状況についてのデータ、気

に規律しておくことが重要となります。

次に、後者の、
（2）自社が利活用しようとしているデータ

象状況・地形などの自然の状況に関するデータなどの主とし

の収集・管理・利用の態様が、法規制に違反し、または他者

るような場合を念頭に置きながら、データの利活用を進める

ルデータの利用に係る法的な制約等が重要な論点となりま

て大量の事実に関するデータを授受・共有し、分析・活用す
にあたり検討が必要となる法務上の論点を俯瞰します。

データの利活用にあたって、法務上留意すべき事項は多

岐にわたり、具体的なデータの内容・性質、データを収集・
利用する態様などによっても異なり得ますが、大きな視点と

しては、
（1）自社の保有するデータが法的な権利として適切
に保護されており、自社の利益を守るに足りる状況が確保

されているか、
（2）自社が利活用しようとしているデータの
収集・管理・利用の態様が、法令による規制に違反し、また

は他者の法的な権利を侵害していないかという2つの視点

に整理することができます。

まず、前者の
（1）自社の保有するデータが法的な権利とし

て保 護されているかという視点について見ると、
「データ」
は、動産や不動産などの形のある
「モノ」と異なり、法的に
は、誰でも自由に利用できることが原則であり、法的な権利

として保護を受けることができるのは限定的な場合であると
いうことを念頭に置く必要があります。動産や不動産などの

「モノ」は、それに対する
「所有権」を有していれ ば、自動的

に、契約の当事者との関係のみならず、誰に対する関係で
も、法的な保護を受けること
（すなわち、侵害者からそのモ

ノを取り戻すこと、損害賠償を受けること）ができます。他方
で、
「データ」は、そのような「所有権」の対象ではなく、一定

の限定的な要件を満たす場合には法的な権利として保護を
受けることができるものの、原則として、契約で定めていな

い限り、他者に渡った時点で、それをどのように利用し、経

済的な便益を得るかは、その者の自由であるということにな

ります。従って、自社が収集・管理するデータについて法的
な保護を受けようとする場合には、法的な「権利」
として保

護を受けることができる要件を満たしているのかを慎重に
検討するとともに、契約により当事者間の権利・義務を明確
34
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1 「データ」
についての法的な保護の確保
（1）
「データ」
そのものが法的な権利として保護される場合

例えば、書籍・音楽などの電子コンテンツやソフトウェア

などに関する「データ」は、通常は、
「著作物」として法的に

保護され、直接の契約関係がない者との間でも一定の法的

表：
「データ」に対する法的保護の態様
知的財産権としての保護

不正競争防止法による保護 「営業秘密」…秘密として管理されている事業活
動に有用な技術上又は営業上のデータであれ
ば、不正競争行為に対する保護が与えられる場
合がある。

「限定提供データ」…業として特定の者に提供す
る情報として相当量蓄積され、及び管理されて
いる技術上又は営業上の情報（秘密として管理
されているものは除かれる）であれば、不正競
争行為に対する保護が与えられる場合がある。

な権利を主張することができます。しかしながら、本稿で議

論の対象とする事実に関する「データ」のような場合につい

ては、その収集に当たっては労力を要し、かつ、経済的な価

値はあるとしても、それ自体が、直ちに法的な権利として保
護されるのは限定的な場合です 。
※1

①知的財産権としての保護

著作権・特許権などの知的財産権が成立する
のは、データやデータベースに
「創作」性が認め
られる限定的な場合である。

すものではないと考えられます。
②不正競争防止法による保護

また、本稿で検討の対象とするデータは、一定の要件の

「データ」についての法的な保護の根拠として、データが著

下、
「営業秘密」あるいは「限定提供データ」として、法的な

かが問題となります※2。知的財産権として保護される場合に

保護の対象となる場合、不正競争行為に当たる態様でデー

作権法や特許法に基づき、知的財産権として保護されない
は、契約の当事者であるか否かにかかわらず、誰に対して

もその権利が主張できることとなります。

データが著作権法による保護を受けるためには、それが

「著作物」に該当する必要があります。しかしながら、
「著作

物」は、
「思想又は感情」を、
「創作的」に、
「表現」したもの

（著作権法 2 条 1 項 1 号）であるとされており、本稿で議論の

保護の対象となる場合があります。不正競争防止法による
タを取得したり、利用する者に対して、当該データの利用等

について差止請求を行ったり、損害賠償請求を行うことがで

きます。

不正競争防止法による保護の対象となる「営業秘密」と

は、①秘密として管理されている、②生産方法、販売方法そ

の他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であっ

対象としているような、事実関係に関する個々のデータは、

て、③公然と知られていないものをいいます（不正競争防止

す。この点、一つ一つのデータは「著作物」に該当しないとし

合には、例えば、秘密保持契約を締結した上で、一定の限

通常は、これらの要件を満たすとはいえないと考えられま

ても、その「集積物」であるデータベースが「著作物」に該当

しないかは別途検討の余地があります。もっとも、
「データ
ベース」が「著作物」としての保護を受けるためには、単に

法 2 条 6 項）。データを複数の企業で共同して利活用する場

定された者だけにアクセス権を付与するなどして、これらの

要件（特に①）を満たす状況を確保することが考えられます。
もっとも、一定の利用制限を付したとしても、例えば、相

データの集合物であれば、それで足りるというわけではな

当数の事業への参加者間において共同利用されているよう

に構成したもの」であることに加えて、情報の「選択や構成」

までは評価できない状況であることも想定されます。この場

法 2 条 1 項 10 号の 3、12 条の 2 第 1 項）。そうすると、本稿で

護を受けることはできません。このような問題意識の下、不

く、データベースが、
「検索することができる」
ように「体系的

によって「創作性」を有することが求められています（著作権
対象とするような大量の事実に関する情報を利活用する場

面においては、少なくとも加工・分析前の生データについて
は、どれほどその収集や管理に労力を要し、経済的には価
値があるとしても、その内容の選択や構成について創作性

が認められる場合は限られた場合であると思われ、
「著作

物」としての保護はそれほど期待できないと言わざるを得ま

せん。

また、特許法による保護についても、特許を受けることが

できる「発明」とは、自然法則を利用した「技術的思想」の

「創作」のうち高度のものをいうとされているところ
（特許法 2

条 1 項）、本稿で検討の対象としているようなデータは、通

常は、単に情報を提示したものとして、これらの要件を満た

な場合には、当該データが「秘密として管理されている」と

合には、上記①の要件を満たさず、
「営業秘密」としての保

正競争防止法による保護を、秘密として利用されるもので
はなく、例えば、商品として提供されるデータやコンソーシア

ム内で共有されるデータなど、第三者に対して提供する態様

で利用されるデータにも広げるべく、2018（平成 30）年の不

正競争防止法の改正により
「限定提供データ」に関する不正
※1 以下で述べるような個別の法律で保護されない場合であっても、民法により一般の不法
行為を根拠として他者に対して損害賠償等の権利を主張することも考えられますが、そ
のような主張が認められる場合も相当程度限定的であると考えられます。
※2 なお、データに関して、法的にどのような権利が成立しているかという点は、純粋に
データの授受に当たって法的な権利を主張できるか又はされるかという意味にとどまら
ず、税務上も重要な意味を有することがあります。特に、国境を跨ぐデータの授受に当
たっては、そのデータがどのような法的性格を有するかにより、例えば、著作権の使用
料などという形で対価に係る源泉徴収義務を負うかという点に影響を与えることがあり
ます。この点は、取引条件を決定するに当たっての重要な前提となることから、実務上
も、主要な論点として検討の対象となることがしばしば見受けられます。
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競争行為に関する規律が設けられました。これにより、相当

データの利用状況に関する報告・監査等、⑦提供データの

ような場合については、当該データは「限定提供データ」とし

げられています※5。

量蓄積され、管理されているデータを、特定の者に提供する

て不正競争防止法による保護の対象とされました※3。

（2）
データの利活用と契約による権利の確保

上記のとおり、
「データ」が法的な権利として保護される

場面もありますが、やはり限定的な場合であると言わざる

を得ません。
「データ」は、原則として誰でも自由に利用でき

ることが法的な原則であることを前提とすると、自社が労力
を投じて取得した経済的価値のある「データ」を他社に提供

したり、共同利用するに当たっては、契約により、その利用

の態様や利益の分配等について規定し、当事者間の権利・
義務を規律することが重要となります。

この点、データを他者に提供するにあたって従前から広く

締結されている契約は「秘密保持契約」です。秘密保持契約

においては、主として、
（1）データの受領者がデータを利用

管理に関する取決めなどが、検討すべき事項の例として挙

上記のとおり、
「データ」は、法的にはいずれかの主体に

排他的に帰属するものではなく、収集した者から他者に渡っ

た時点で、それをどのように利用し、経済的な便益を得るか

は、原則としてその者の自由ということになります。他社に
対してデータを提供し、又は共同利用を行う場合には、この

点を念頭に置き、
「『自社のデータ』であるから自社に権利が

あるはず」などという発想は捨てて、必要な権利・義務は契
約に規定することが重要です。

2

自社のデータ利活用が規制を遵守しているか、
他者の法的権利を侵害しないかという視点

自社が保有するデータを法的に保護するという観点とは

逆の視点として、自社によるデータの利活用が、規制に違反

する目的を制限するとともに、
（2）データの第三者への提供

していないか、他者の法的な権利を侵害していないかという

大量のデータが入手可能になり、提供されるデータの量や

タに、個人に関する情報（パーソナルデータ）が含まれるよう

り、典型的な秘密保持契約に規定される事項では必ずしも

るか、プライバシーを侵害していないかという点に十分留意

が制限される旨が規定されます。もっとも、近時では、より
質、データが持つ経済的利益の意味合いも変わってきてお

十分でなく、そのような状況を踏まえた「データ」の利活用に
関する契約の必要性が高まっています。このような問題意識

の下、2018 年には、経済産業省から
「AI・データの利用に関

する契約ガイドライン」※4（以下「AI・データ利用契約ガイドラ

イン」。
）が公表されており、契約の内容を検討するに当たっ

ては、その議論が参考となります。

視点からの検討も必要となります。例えば、対象とするデー

な場合には、パーソナルデータに関する法規制を遵守してい

する必要があります。

（1）
パーソナルデータの利用に係る法的な制約

パーソナルデータの利用に当たっての法的な制約の主要

なものは、日本における個人情報の保護に関する法律（以

下、
「個人情報保護法」。
）を含む各国の個人情報の取扱いに

AI・データ利用契約ガイドラインは、大きく、
「データ編」

ついて事業者を規制する法令です。日本における個人情報

ており、前者はデータに関する契約を一定の類型に分け、

に対して、
（1）個人情報の取得に当たっての利用目的の公

り、後者は、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用契

措置をとる義務、
（3）第三者提供に当たっての一定の義務、

（以下、
「データ契約ガイドライン」。）と
「AI編」から構成され

それぞれの類型において留意すべき事項が提案されてお
約を作成するにあたっての考慮要素が提案されています。

データ契約ガイドラインでは、データ契約を、
（a）一方当

事者から他方当事者にデータを提供する類型である「デー

タ提供型」の契約、
（b）複数当事者が関与して創出される

データの取扱いを定めた「データ創出型」の契約、
（c）プラッ

トフォームを利用したデータの共用を行う場合についての類
型である「データ共用型」の契約の 3つの類型に分類した上

で、それぞれの場合において、契約の締結に当たって検討

の対象となり得る論点が提示されています。
「データ提供

型」の契約を例にとると、例えば、①提供データの内容及び
提供方法、②提供データの利用許諾に関する取決め、③対

価及びその支払い条件、④提供データの内容に関する一定

の保証をする旨や保証をしない旨、⑤責任の制限、⑥提供
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保護法は、個人情報をデータベース化して利用する事業者
表・通知等の義務、
（2）取得した個人データの安全管理の

（4）本人からの開示、訂正、利用停止等に関する義務などを

課しています。また、データの取得や利用にあたって国境を
跨ぐ要 素 が ある場 合 に は 、例 え ば 、E U にお ける G D P R

（General Data Protection Regulation：一般データ保護

規則）をはじめとする各国の個人情報保護法制を遵守するこ

とが求められます。

上記のような事業者に対して課される法令上の義務とい

※3 具体的にどのようなデータが「限定提供データ」として不正競争防止法による保護の対
象となり、これに対するどのような行為が不正競争として差止請求や損害賠償請求の
対象となるかについては、経済産業省から公表された「限定提供データに関する指針」
（https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31pd.pdf）を
ご参照ください。
※4 経済産業省の Webサイト
（https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/
20180615001.html）にて入手可能です。これに対する解説として、経済産業省情報経
済課編「AI・データの利用に関する契約ガイドラインと解説」別冊NBL No.165参照。
※5 詳細については、データ契約ガイドライン45頁以下、105頁以下参照。

税務／法務

う観点の他、本人の権利・利益（プライバシー）の側面からも
十分な検討が必要となります。上記のような事業者を名宛

人とする「法規制」を遵守していたとしても、これとは別途、

事業者が、個人の権利・利益を侵害する場合には、例えば、
不法行為（民法 709 条）に該当する等として法的な救済（損
害賠償等）が認められる場合もあります。また、さらに、法

的な権利であるか否かとは別次元の問題として、近時にお

いては、個人情報の流出や当初想定しない態様での利用な

どに対する消費者の関心も強くなっており、個人の「プライ

バシー」に十分な配慮をしていない場合には、
（上記で記載

したような事業者に対する「規制」を遵守しているか否かに

かかわらず）消費者がサービスを利用しない、情報を提供し
ないという反応が想定されるところです。これらのプライバ

シーに関する問題については、どのようにして「規制」に対応

するかというミニマムな対応の観点のみならず、今後は、よ

り積極的な観点から、いかにしてプライバシーへの対応に関
する消費者の信頼を勝ち取り、これにより他社と差別化を図

り、ひいては、自社のサービスの価値を高めていくか（プライ
バシーへの取り組みが事業における積極的な付加価値とな

り得る）という視点がいっそう重要になると考えられます。

（2）
その他の法令・契約による制約

データの利活用が制約される法的な根拠は、上記で検討

したようなパーソナルデータの利用に係る法的な制約に限
られず、上記（1）で検討したのとは逆の観点から、他社が有

する法律上・契約上の権利もまた、自社によるデータの利
活用を制約することとなります。

山田 裕貴（やまだ ひろき ）
PwC弁護士法人

ディレクター

2008年弁護士登録。2016年米国ニューヨーク州弁護士登録。

国内大手法律事務所を経て、2017年PwC弁護士法人に参加。

一般的な企業法務をはじめとして、情報法制、役員報酬制度の設計、税務
及びM&Aを主な取扱い分野とするが、個別の法分野にとらわれず、法的課
題を総合的に解決することに注力している。

メールアドレス：hiroki.yamada@pwc.com
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Vision 2025

─PwCあらた有限責任監査法人の挑戦─

第4回

５つの戦略的優先領域③人財の未来への投資

PwCあらた有限責任監査法人

執行役常務（人事担当／企画管理担当）
パートナー

井野 貴章

はじめに

本連載では前号までに、Vision 2025の背景と3つのトラス

ト、および 5つの戦略的優先領域のうち①品質の追求②トラ
ストサービスの拡充について解説してきました。今号では、③
人財の未来への投資について解説します。

人財の未来への投資

1

「電子ネットワークの利便性が日々向上する環境において、

膨大なデータが可視化されることによる新しい発見」は、人々

監査法人の業務は、プロフェッショナルによって支えられて

の価値観に影響を及ぼし、働き方や組織との関係性を変化さ

められるスキルが変わってきています。これからの監査法人

増える中で、信頼を提供する人財が、人生の一時を当法人で

いますが、デジタル化する社会の中でプロフェッショナルに求
は、デジタル時代の人財育成を強化する必要があります。

当法人は「デジタル社会に信頼を築くリーディングファー

ム」
を目指して、
「人財の未来への投資」
を進めています。その

せます。人生の目標の「選択と達成」について深く考える人が

共有し、私たちの新しい企業文化を一緒につくり上げていき

ます。

私たちは、①デジタル社会に信頼を築く人財を育成、採用

結果、個人が成長し、ファームが成長し、ファームを卒業した

し、②私たちの Purposeに共感してくれる人たちに最適な経

を広げることにより、私たちの Purposeをさらに豊かなもの

いただける卒業生や外部の人財とファームを超えた人的ネッ

人を含め私たちの Purposeに共感してくれる人たちの世界

（Greater PwC）
にすることを目指しています。

験・学びの場と働き方を提供し、③私たちと価値観を共有して

トワーク
（Greater PwC）を構築することで、
「デジタル社会に

信頼を築くリーディングファーム」を目指していきます
（図表）。

2

デジタル社会に信頼を築く人財の
育成と採用

私たちはデジタル社会に信頼を提供する組織にふさわし

図表

個人の成長と組織の成長

人財の未来
への投資
デジタル社会に信頼を築く
人財の育成、採用
最適な経験・学びの場と働き方を提供
ファームを超えた人的ネットワークの構築

Greater PwC

私たちのPurposeに共感してくれる人たちの世界
多様性が生み出す成果を
最大化するための最適な働き方

卒業

デジタルの時代に有効な
技術と行動様式

トラストを提供する人財
私たちの企業文化

個々の成長と人生目標の達成

キャリアに寄り添うコーチング

デジタルで人を活かす仕組み

PwC人財が育つ仕組み

参加

38

PwC’s View ─ Vol. 22. September 2019

参加

参加

会計／監査

い全ての資質を備える必要があります。

可視化し、適切なデータに基づいて、人財の成長、人事の

大量のデータを扱う、可視化する、自動化するなど、現場で

●

使えるアプリケーションが進化しています。これらを使う技

術力を高め、活用事例の共有やノウハウの集積を行い、社
内に認知された専門家を育成し、確保していきます。

公平性、労働環境の安全性を担保するモニタリング体制を
構築していきます。

デジタルの力を活用しながら、キャリア構築に役立つスパン

●

オブコントロールとコーチングの最適化を進めていきます。

デジタルを用いたビジネスやプロセス改善のアイデアを継

●

続的に学ぶために、PwCが開発したモバイルアプリケー

ション
（Digital Fitness）を展開しています。このアプリケー

ションは見る・聞く・読むの各学習手段に対応する短時間の

職員の積極的な参加がコーチング効果を高めるため、個人

の意思やライフステージの共有と理解が大切になります。

通常の監査業務だけでなく、海外・国内の出向や、品質管

●

理や各種の基準設定にかかわる活動、企業再編やビジネス
改善、さまざまな税務にかかわる業務などを、適切な人財

コンテンツを、日々更新しながら大量に提供しています。

デジタル社会にいち早く対応するには、失敗を恐れずに俊

●

に適切なタイミングで提供することで、事業体に求められる

敏に挑戦し、失敗から学び進化する企業文化が必要です。
同時に、失敗を最小限にするリスク評価やプロジェクト管理

の力がさらに重要になります。

AIが進化しても、私たちの意見や判断の説明責任が軽減さ

●

デジタル社会への対応を多角的に理解し、豊かなネット

れることはありません。データを読み解き構築された仮説

信頼を生み出すプロフェッショナルには、デジタルの時代だ

からこそ意義を持つ心の知能指数（Emotional Intelligence：
EI）や、破壊的創造をもたらし得る全く新しいアイデアを生

み出すための批判的思考やデザイン思考も重要な資質にな

ると考えられます。

PwCグローバルは、積極的なパイロット投資を行い、先行

突が有益であり、環境の不備により大切な能力が失われる

ことがあってはなりません。職員の声がさまざまな形で集め

られ、形になるように社内制度や自主的な諸活動を改善・

に大切になります。複雑なストーリーを的確に伝達する力
もさらに高めていく必要があります。

イノベーションを実現するため、多様な価値観の健全な衝

●

と検証された事実を
「結論として説明する力」は今まで以上

●

ワークを有するプロフェッショナルの成長を加速します。

推進していきます。

4

ファームを超えた人的ネットワークの構築
当法人は「良質な学習と成長の場」
（以下、
「良質な場」。）

となる組織を目指します。

「良質な場」には「良質な人財」が自然に集まります。
「良

テリトリーの経験値を最大限に共有し、グループとして人財

質な場」の卒業生はネットワークを大切にし、卒業後も社会

プとしてグローバルと意見を交わしながら、研修、業務配分

は下記のようなことが起きると考えています。

への投資を支援しています。私たちは、PwC Japanグルー

と人員配置、評価制度、採用と他の専門家との協働などへ

具体的な投資を始め、わが国に適した展開を実現していき

ます。

3

最適な経験・学びの場と
多様性を活かす働き方を提供

私たちは、職員に選択される職場として、個人の強みを組

織的に認知し、共に未来への希望を語り、それぞれが成長

を実感しながら働ける環境を提供します。そして、優れた人

財が、組織や社会の目指すものと自己の持つ強みや価値を

さらに強固につなげていく主体的な努力が自然に行われる
環境を確保していきます。
●

私たちの人事システムは、半年ごとの継続的な機能拡張を

行いながら、プロセス改善、データ経営、適時の意思決定、

コミュニケーション改善、リーダー育成の進化を同時に進め

ています。今後さらに、個人の技術的な強み、アサインメン

ト、労働時間、将来の希望、コーチング情報などのデータを

的にインパクトのある関係を継続しています。
「良質な場」で
●「良質な場」
は、多様な能力と高い意欲を備えた人財に対し

て常に門戸を開き受け入れる

●「良質な場」
に集う仲間は、各種の取り組みを通じて、お互

いに最高の経験を提供する

●「良質な場」
の卒業生たちとともに、そのつながりを永続的
●

に維持・発展させていく

高い評判により、
「良質な場」には、継続的に優秀な仲間た

ちが集う

私たちは、優れた仲間であり続けるため、PwCで得たも

のを共有しながら、末永くお互いを大切にしていく組織であ

りたいと考えています。

井野 貴章（いの たかあき ）

PwCあらた有限責任監査法人

執行役常務（人事担当／企画管理担当）パートナー、公認会計士

金融機関の監査、海外駐在、当法人品質管理担当執行役を経て、現在は、
PwC Japan グループのHuman Capital リーダーおよび当法人の人事担当/

企画管理担当執行役。人事リーダーとして人事施策の企画・実施、ダイバー

シティ＆インクルージョンの普及、働き方改革の実現などに取り組んでいる。
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監査報告書の透明化
第6回 新しい監査基準による
監査報告書の始まり

PwCあらた有限責任監査法人

メソドロジー＆テクノロジー部
パートナー

廣川 朝海

はじめに

監査報告書が新しい基準により作成される年度が 2019年

4月1日から始まりました。2019年3月決算の有価証券報告書

が 6月末に提出されて落ち着いたところで、KAM
（Key Audit

Matters：監査上の主要な検討事項）
案件が 2020年 3月期の

監査・実務保証委員会実務指針第85号
「監査報告書の文例」

1

2019 年 6 月 27 日 JICPAから監査報告書のひな型として監

査・実務保証委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」※1

早期適用あるいは 2021年 3月期の強制適用に向けて考え方

が公表されました。

ました。2019年夏は、2020年 3月期の早期適用はしなくても

サイズで 1 枚だったものが、3 枚以上になると思います。監

監査報告書の透明化は、2017年 9月 7日の企業会計審議

の透明性を向上させるための長さです。KAMの数も KAMを

日付で公表された
「監査基準の改訂に関する意見書」
に対応

告書全体でどのくらいの長さになるかは、全く予想が立ちま

の整理など、いよいよ自分のこととして、向き合う段階に入り
練習を始めた方々がいらっしゃるのではないでしょうか。

会総会で議論が始まり、企業会計審議会から 2018年 7月 5

監査報告書の物理的な分量として、これまでは例えば A4

査手続が大きく変わったということではなく、監査プロセス
表す文章の長さも会社によって変わってきますので、監査報

するため、日本公認会計士協会（以下、
「JICPA」。
）は、関連

せんが、読み応えのある監査報告書になります。例えば大き

よび改訂を2019年2月27日付で公表しました。ここまでが基

KAMが 5つあるとすれば、場合によっては A4サイズで 10 枚

する監査基準委員会報告書（以下、
「監基報」。
）などの新設お
本コースとなりますが、2019年 6月 27日、監査・実務保証委

員会実務指針第 85号「監査報告書の文例」が公表され、脇

が固められました。

2019年 5月 21日に企業会計審議会第 44回監査部会が開

催され、監査基準、中間監査基準、四半期レビュー基準の改

訂が議論され、
「その他の記載事項について」
は、引き続き議
論されることとなりました。

な会社で世界的な展開をし、さまざまな事業をしており、

くらいになるかもしれません。

監査基準委員会研究報告第6号
「監査報告書に係るQ&A」
の公表

2

2019 年 7 月 18 日に JICPAから「監査報告書に係る Q&A」

が公表されました ※ 2 。監査報告書に関する一連の監基報に

KAMは、
「当年度の財務諸表の監査において、監査人が

ついての Q&Aですが、特に監基報 701「独立監査人の監査

監査上の主要な検討事項は、監査人が監査役等とコミュニ

連の Q&Aになります。研究報告となりますので、監基報の

職業的専門家として特に重要であると判断した事項をいう。

ケーションを行った事項から選択される」
と定義されており、

報告書における監査上の主要な検討事項の報告」を巡る一

要求事項とは異なり、強制はされません。適用範囲として

監査人と協議をすることとなる監査役等のために、2019年 6

「個々の監査業務の実施に関して追加的な要求事項を設定

役 協 会」。）が「監 査 上の主 要 な検 討 事 項（K A M）に関する

の、複雑な条件の下の疑問に答えるものであり、公認会計

月 11日に公益社団法人日本監査役協会（以下、
「日本監査

Q&A集・前編」
を公表しました。次々と基準や Q&A、コメント

などが出てきますが、日付を追いながら確かめていくことが
大切だと言えるでしょう。

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。
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するものではない」と最初に述べています。そうは言うもの
士としてはじっくりと勉強しなければならない資料となって

います。

項目としては以下のとおりです。

※1 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190627cgi.html
※2 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190722bch.html
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I

はじめに

1．適用範囲
2．背景

（1）経緯

（2）監査上の主要な検討事項の目的、期待される効
果および性質

（3）中長期的視点での対応の必要性

II

Q&A

1．監査報告書全般のQ&A

2．監査上の主要な検討事項関係のQ&A
どの項目も非常に興味深いものですが、58 ページもあ

JICPAは、2019 年7 月1 日付で公開草案にコメントを公表

しています※ 3 が、1. 監査報告書の意見の根拠の記載、2. 守

秘義務、3.その他の記載内容と公開草案のみにコメントして

いるのではなく、第 44 回監査部会全体に対してのコメントと

しています。

4

日本監査役協会
「監査上の主要な
検討事項
（KAM）
に関するQ&A集・前編」

2019 年 6 月 11 日に日本監査役協会から
「監査上の主要な

検討事項（KAM）に関する Q&A集・前編」※ 4 が公表されまし

た。KAMは監査の過程で監査役等と協議した事項から選ば

れることになります。監査役等は KAMの取り扱いについて

り、短い時間で読みこなすのは、困難であると言わざるを得

重要な役割を果たすことになります。このため、日本監査役

まずはここをお読みになることをお勧めします。背景ですか

Q&Aを公表しました。この Q&Aは前後半の 2 分割構成とし、

ません。上記の背景だけですと3 ページ弱となりますので、

ら、文字どおり、この話が始まったところから、将来的な対

応までが分かるようになっています。しかし、3 ページは短

いとは申しましたが、要点が本当に山盛りですから、難易度

が非常に高いです。読み終わると、今まで勉強してきて良

協 会 は KA M の円 滑 導 入のために監 査 役 等の視 点からの

年度序盤での対応について前半として、今回公表されまし

た。株主総会での対応などについては、後半として秋に公

表する予定だそうです。JICPAの「監査報告書に係る Q&A」
は 58 ページと申し上げましたが、こちらの Q&Aは前半では

かったという気になります。

あるものの 11ページであり、物量だけで正直ほっとします。

うなことが次々と並べられています。KAMの細かい内容は

監査人のそれぞれの立場を理解するのに役立ちます。

なお、Q&Aの項目も実際に KAMを書くにあたって、迷うよ

会 社の規 模、業 種や、存 在している事 実の背 景 などで変

わってくるので、この Q&Aだけを読んでも最終的な答えは、

得られず、監査人の決断（理論の組立て）となることが多い

とは思いますが、心の支えにはなってくれると思います。

2019年5月21日企業会計審議会監査部会
（第44回）

実務の観点からの記載となっているものであり、監査役等と
JICPAの公表物と
「監査上の主要な検討事項（KAM）に関す

るQ&A集・前編」と見解が大きく異なっていることはありませ
んが、実務的な観点から、以下のような点が注目されます。
●

3

議題は、以下のようになっています。

（1）
「その他の記載内容」に対する監査人の対応について

（2）監査基準・中間監査基準・四半期レビュー基準の改訂

よって定型的な記載が中心とならないように関係者間（監
査役等、監査人、執行側）の不断の努力により制度として定

●

について

「その他の記載内容」は、監基報 720「監査した財務諸表が

の対応や、責任について、議論が交わされましたが、最終的

な結論には至っておらず、引き続き議論が継続されることと
なりました。

（2）については、監査報告書に関する監基報 700に併せて

改訂が行わることになり、2019 年 5 月 31 日に公開草案が公
表されました。

導入に向けて、早期適用の場合のモデルスケジュールが具

体的に示されています
（2019年 7月までに初回トライアルを
合でもトライアルの実施が有用との記載があります。練習
は大切です。また、コミュニケーションの頻度・日程・方法

査人の責 任」の改 正を意 味し、非 財 務 情 報の重 要性が高

ていることが議論の始まりとなっています。内容や、監査人

着することを期待されるとしています。
（Q1-3-8）

実施と記載されています）
（Q2-1）。早期適用を行わない場

含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監

まっていること、対応する国際監査基準では既に改正となっ

画一的な記載（いわゆる
「ボイラープレート」）とならないよ

うに、積極的な早期の検討を行い、いわゆる「様子見」に

等も検討すべき旨が記載されています
（Q2-1）。関係各位は
●

検討が必要です。

KAMによる監査見積り時間数や報酬額への影響を検討する
旨が記載（Q3-1）されています。KAMの記載項目の内容に
対する監査手続が変更されることはありません。従って、極

端に言えば今まで100だったものが 200になるようことはな
※3 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190701jrw.html
※4 http://www.kansa.or.jp/support/library/accounting/post-206.html
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いでしょう。重要な事項については今までも監査役等と監

査人は議論してきたと思いますが、これからは KAMとして

監査報告書に記載されて外部に公表されることになりま

す。監査役等と監査人は今までよりも深いコミュニケーショ

ンをしようと思うでしょう。また、監査人は、所属する監査

法人の品質管理との議論（特に初年度）があることでしょう。
外部に公表されますから、第三者が理解しやすいような日

本語を書く必要があると思います。膨大な時間がかかると
は思いませんが、時間が一定程度増えることは意識すべき

と思います。また、監査役等の使う時間も増えるかもしれ
ないということも意識すべきだと思います。

この連載において、早期適用をするかどうかを問わず事

前の練習は大事であると繰り返し話してきました。監査報告
書を通じて、監査の在り方が大きく変わっていきます。会社

に対する見方も場合によっては変わっていくと思います。本

番の開始事業年度が開始するまで 1 年を切ってしまいまし

た。昨年（2018 年）の今頃は「来年の 5 月は 10 連休だ」と仲

間内で話しておりましたが、あっという間に 1 年が経ってし

まいました。当法人品質管理本部の KAM担当者の間では、
来年の夏は東京オリンピックがありますが、夢のような体験

をした後、現実に戻って、
「オリンピック後 KAM準備が一か

らスタート」が現実になったらどうしよう、と心配していま
す。新国立競技場が 9 割完成したとの報道がありました。当

初は間に合うのかといった報道がされていましたが、着実

な進歩をしています。日本の KAMは最後の大物の登場です

から、格好良く登場することが望まれます。私たちももっと
勉強して、練習したいと思います。

廣川 朝海（ひろかわ あさみ ）
PwCあらた有限責任監査法人

メソドロジー＆テクノロジー部 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＆テクノロジー部長の後、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。2019年7月より、メソドロジー＆

テクノロジー部にて、主としてKAMの導入サポートを行っている。
日本公認会計士協会監査・保証実務委員会委員

メールアドレス：asami.hirokawa@pwc.com
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日本の企業組織における文化変革

グローバル組織文化調査
PwCコンサルティング合同会社
Strategy&
リーダー

三井 健次

PwCコンサルティング合同会社
パートナー

佐々木 亮輔

はじめに

競争の激しいグローバル市場で日本の組織が生き残るた

めには、最高の人材を引き付けるに
「ふさわしい」組織文化

を持つことが、かつてないほど重要になっています。PwC

マネージャー

1

中嶋 由美子

シニアアソシエイト

クレマンス・クレポ

日本企業の組織文化の重要性の高まり
絶え間ない変化の時代に生き残るために

世界中のビジネスリーダーが、組織文化を優先事項の一

St ra t e g y & における組 織 文 化 の 研 究 組 織である

つとして考えていると言われていますが、その中でも日本の

～2018年に行ったグローバル組織文化調査（回答 2,000件

ます。グローバル組織文化調査によると、日本企業の回答

Katzenbach Center（カッツェンバック・センター)が 2017
以上 )によると、日本企業の回答者の 80％は、人材が働く企

業 を選ぶ重 要 な要 素として組 織 文 化 を挙 げ（グローバル

経営者層は、組織文化を非常に重要な検討課題と考えてい
者の 87％が「組織文化」を重要視するテーマだと答えていま

す。また、
「組織文化は企業戦略とオペレーティング・モデル

60％)、72％の回答者は人材が組織を離れる重要な理由と

よりも企業業績にとって重要である」かどうかの問いに対し

本稿は、日本企業における組織文化の目指す姿と現在の

本では 76％にも上る一方、グローバルの回答は 65％でし

して組織文化を挙げています
（グローバル44％)。

姿について検討し、日本企業が持つ有益でユニークな組織

文化の特徴を損なうことなく、目標とする状態に到達するた
めの具体的なアプローチを提案しようとするものです。

ては、
「非常に共感する」または「共感する」という回答が日
た。組織文化の重要性を高く評価するだけでなく、将来成功

し、優秀な人材を確保するためには、
「自社の組織文化を大
幅に、またはかなり進化させなければならない」と考える日
本の回答者は96％に上っています（グローバル80％）。

ここでは組織文化を
「組織の自己持続的な行動、感情、思

考、信条のパターンであり、
『うちでは、こうすることになっ

ている』というやり方を決定付けるもの」と定義します。すな

わち、組織文化とは、企業やその組織に属するヒトの特性や

価値観を通じてできたモノです。組織文化は曖昧なものと思

われがちですが、人に行動を起こさせ、行動に活力を吹き込

み、行動を促進させるものとして考えています。Strategy&

が実施した組織 DNAに関する調査 ※ 1 によると、独自文化を
持つことが卓越した実行をもたらし、結果として業績向上に

つながることが証明されています。わが国の経営者層は今、
組織文化をあらためて見直し、それが戦略目標を達成する

のにふさわしいかどうかを考えることが必要です。

2

現在の日本における組織文化の独自性

グローバルとの違いを理解する

日本の組織文化は、グローバルと比べるとリーダーシッ

プ、意思決定のスタイル、人や問題との向き合い方、チーム
ワーク意識などの面で、独自の特徴を持っています。調査の
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図表 1

貴社の組織の特徴を表すものを二つの選択肢のうちから最適な回答を一つをお選びください
意思決定

パフォーマンス

知識

コミュニケーション

問題に対する
向き合い方

日本

グローバル

日本

意思決定は合意形成で行う

57%

チームのパフォーマンスを
重視する

知識の
「広さ」
を評価している

グローバル

日本

相手を考えた丁寧で誠意ある
コミュニケーションが主流

43%

日本

問題が起こらないように防止する

グローバル

出所：PwC Strategy& グローバル組織文化調査（2018）

結果（図表 1）を見ると、その違いは明らかです。日本の経営

者層は、コンセンサスに基づく意思決定を行い（日本 76％、

グローバル 57％）、個人よりもチームのパフォーマンスを重

視し（日本 74％、グローバル 55％）、深さより幅広い知識に

3

26%
45%
46%
57%

63%

32%

43%

知識の
「深さ」
を評価している

54%

66%

グローバル

24%

個人のパフォーマンスを
重視する

74%

55%

グローバル
日本

76%

意思決定した責任の所在が
明確になっている

78%

意見交換における対立は
臆せず受け入れる

22%
34%

問題が起こってから対応する

37%
68%

組織文化の変革を阻む要因

これまでの取り組みから学ぶ

組織文化の変革において多くの日本企業をサポートして

価値を置く
（日本 54％、グローバル 43％）傾向が強くありま

きた私たちの経験や調査結果から、日本企業が組織文化を

を避ける傾向が強く、いつでも相手の立場を考えた丁寧で

が見えてきました。組織文化の変革において、日本企業が

す。人との付き合いにおいては、異なる意見を戦わせること
誠意あるコミュニケーションが主流です（日本 78％、グロー

バル 66％）。また、問題に対する向き合い方は、事前に細か

な問題防止策を練ることで知られています（「問題が起こっ

てから対応する」
：日本37％、グローバル 68％）。こうした結

果は、クライアントと行った数多くのカルチャーワークショッ

プも含め、私たちPwCが実施した他の組織文化に対する調

査とも一致しています※ 2 。こうした特徴は時間が経ってもあ

まり変化せず、日本の組織の中に深く根付いているのです。

変えようとする際にぶつかるさまざまな問題の根本的要因
直面する課題は主に以下の三つです。

① 第一線に立つ社員と中間管理職のコミットメントの欠如

「中間管理職やラインリーダーの参画が弱かった」が最大
の障害だと回答した日本企業は38％

② 組織内におけるコミットメントの温度差

「部門単位など組織によって参画のばらつきが大きかっ
た」が最大の障害である日本企業は23％

では、日本企業の文化の良いところを生かしながら、グロー

③ 具体的に日常業務にどう取り入れていくのかが不明瞭

のでしょうか。効果的な変革を遂げるために、求められる具

ではなかった」が最大の障害である日本企業は23％

バルの劇的な変化に効果的に順応するにはどうすればよい
体的な行動とはどのようなものなのでしょうか。
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「新しい組織文化を日々の活動にどう反映すべきか明確

※1 Strategy& 組織 DNAに関する調査 - 公的サイトおよび私的なデータセット：それぞれ
27,000件および24,000件の回答（合計51,000件の回答）
：2011－2015年
※2 “Unlocking Japan's potential:How culture can drive success in post-merger
integration - PwC Australia.”
(https://www.pwc.com.au/publications/pdf/unlocking-japans-potential.pdf）

海外

図表 2

ステップ1：

組織文化の目指す姿を定義する

ステップ4：

組織文化の目指す姿と行動についての
メッセージを作り組織全体に知らせる

ステップ5：

ステップ2：

方針、
システム、
プロセスを通じて
変化をサポートする

現在の組織文化の姿を評価する

ステップ3：

行動の優先順位を明らかにする

ステップ6：

進捗状況をモニタリングし、
サクセスストーリーを素早く伝える

出所：PwC Strategy&

私たちの経験上、多くの日本企業では、中間管理職が大

れぞれの組織が、自分たちに合った事業戦略の支えとなる

きな影響力を持っていることが多いです。彼らは 組織のさま

独自の組織文化を見つける必要があります。また、どんな

の牽引役になる場合がよくあります。しかし、組織文化とな

せ、権限を与えることが主な成功要因になります。従って、

不足により、たいていの中間管理職は、組織文化変革の必

部の中から適切な中間管理職の代表者を確保すべきです。

ざまな事情に精通しており、新しいアイデアやプロジェクト

ると、経営者層からの組織文化に関するコミュニケーション
要性やその変革における自分の役割、そしてその変革がも

たらす自分へのメリットを理解せず、納得していないケース

が多いのです。これにより、中間管理職自身のコミットメン

トの欠如につながります。また、彼らが変化の必要性などに

納得していないということは、彼らの配下にいる社員に対し
共鳴できるような「組織文化における変革ストーリー」を伝え

ることが難しく、その結果、組織全体のコミットメントレベル
にも影響を及ぼします。さらなる組織文化の変革を阻む要
因は、その変化を日常業務にどう取り入れていくのかが不
明瞭なことです。経営者層から伝えられる組織文化の「目指

す姿」は概念的な言葉が意欲的にまとめられていて従業員

変革を起こす場合でも、初期段階から中間管理職を参加さ
目指す文化の姿を定義する場合も、さまざまな部門や事業
私たちの経験によると、日本企業においてはいったん同意

が得られると、全社員が共通の目標に対して着実かつ迅速

に行動できます。日本の組織はチーム志向が強いという事

実が、実行プロセスをいっそう加速させます。そのような環

境で中間管理職の心をつかめば、変化を促すさまざまなレ

バーが素早く引かれ、目に見える変革が期待できるのです。

【ステップ2】

現在の組織文化の姿を評価する

次のステップは、
「現在の組織文化にはどんな特性がある

か」を評価することです。現在の組織全体に見られる文化を

の頭には残るものの、実用的でないため、日々の活動に取

きちんと把握できるように、量的な情報（例：従業員エンゲー

は、こうした変革を阻む要因を前にして、まず何をすべきな

管理職との面談、社内から影響力を持つメンバーを選んだ

り入れることが困難です。では変革を起こしたい日本企業
のでしょうか。

4

ジメント調査、顧客満足度データなど）と質的な情報（例：

グループインタビューなど）の両方を入手しましょう。現在の
組織文化の姿を把握することによって、私たちは望ましい姿

具体的なアプローチとサクセスストーリー

とのギャップを確認できるだけでなく、組織が現在持つ文化

具体的なステップについて、下記ステップ 1 〜 6および図

態になった後も存続することがあります。組織文化の変革と

PwCが得た教訓からの提案

表2でご紹介していきます。

【ステップ1】

組織文化の目指す姿を定義する

組織文化変革における最初のステップは、目指す組織文

化の姿やビジョンを明確に定義すること、つまり、組織変革

の成功の先に企業はどうあるべきなのかということです。そ

の好ましい特性についてよく考えることができます。こうした
特性は組織文化の変革を後押しし、組織文化が望ましい状

は、機械的に、今持っているものを全て投げ捨て、全く新し

いものを形成するということではありません。組織文化の変
革は「革命ではなく進化」なのです。

【ステップ3】

行動の優先順位を明らかにする

ステップ 2で明らかになったギャップをなくすには、まず行
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動の変革が必要です。ステップ 3では、組織が目指す文化の

ダーは「有言実行」でなくてはなりません。言葉だけではな

姿 を達 成できるように促す「C r i t i c a l Fe w（クリティカル

く、行動が重要なのです。彼らは自分自身の行動を変え、そ

リティカルフューの行動とは、変革の円滑かつスピーディな

見えるように示す必要があります。また、そのメッセージが

フュー：少数の重大な影響を与える行動）」を定義します。ク
進展と成功を後押しし、もし全従業員が実践すれば事業に

の行動の変化を幅広いネットワークを通じて組織の縦横に

一方通行にならないようにするため、中間管理職やオーセ

目に見えるメリットがある行動を指します。それは、目標と

ンティック・インフォーマル・リーダーは、従業員のフィード

変革における重要な関係者、特に中間管理職と何度も話し

ソーシャル・ネットワークキング・サービス、匿名のQ&Aツー

チームや階層によって異なるため、組織におけるクリティカ

ています。

する文化に最も大きな影響を与える行動であり、組織文化

合った上でもたらされるものです。また、求められる行動は

ルフューの行動はさらなる議論の基、チーム・階層ごとにか
み砕く必要があります。行動を変えるのは簡単ではなく、粘

り強い努力が必要です。まずは、小さくても分かりやすい成
果を早く出すことから始めることをお勧めします。

【ステップ4】

組織文化の目指す姿と行動についてのメッセージを作り
組織全体に知らせる

組織の文化を変えるには、経営者層だけではなく、組織

のあらゆるレベルで、その変化を理解し取り入れることが必

要です。よって、組織文化の目指す姿と従業員に求められる
行動についてのメッセージを作成し、伝達することが、変革

を成功させるためには非常に重要となります。組織文化の
変革に関する効果的なメッセージを作るために、次のような
指針を提案します。
●

方針、システム、プロセスを通じて変革をサポートする

組織文化が企業に対して大きな影響を持つためには、行

動の変革と方針、システム、プロセスの変化を同時に起こす

ことが必要です。従業員のアジリティーと革新性の向上を将
来にわたって期待している企業は、従業員が新しいことを試

すために十分な時間を提供する必要があり、例えばそれを
業績評価システムや新しいアイデアに報酬を与えるなどの
仕組みによってサポートしています。グローバルで最も革新

的な企業の一つとして有名なグーグルには、
「20％プロジェ

クト」として知られるイニシアチブがあり、従業員は新しいこ

とを生み出すために、自分の業務時間の 20％（週に 1 日で、
日常業務にプラスするのではない）を使ってサイドプロジェク

トを行うことが認められています。このイニシアチブは、生

み出すアイデアが必ず企業戦略と合致していること、といっ

組み入れる

行動をさらに支え奨励するサポートシステムがきちんと整備

メッセージを翻訳する際、しっかりと元の意図を反映させる

●

【ステップ5】

た明確な規則によって管理されています。常に新しいことを

従業員全員に語るストーリーを作成する

●

ルを活用しながら収集し、経営者層に報告する役割を担っ

初期の作成プロセスに中間管理職を参加させる

組織文化変革のストーリーを現行のビジネスと関連付け、

●

バックや意見を組織変革のためのグループメール、社内の

さらに、メッセージが組織変革に持続的な影響を与える

ためには、全社に浸透させることが重要です。経営者層の

試行する行動がグーグルの従業員の中に根付き、こうした

されていれば、革新的な組織文化はまさしく最大の効果を
発揮するのです。

【ステップ6】

進捗状況をモニタリングし、サクセスストーリーを素早

メッセージは、チームミーティングやメール、組織変革のた

く伝え、評価する

職から組織の他の従業員へ、順々に伝えなくてはなりませ

ど進歩したかを把握し、サクセスストーリーを共有すること

めに集められたフォーカスグループなどを通じて、中間管理

ん。中間管理職が経営者層のメッセージをかみ砕いて「それ

最後のステップは、組織文化の目指す姿に対してどれほ

です。すなわち
「ロードマップに対して、どのくらい進んだか」

は実際のところ、私たちのチームにとってどういう意味にな

「予想した結果からどれほどかけ離れているか」などの進捗

ために、どんな行動を取ることが特に重要か」といったメッ

を明確に把握し、それを組織全体に伝え、組織変革の重要

せる際 、
「 オー センティック・インフォーマル・リー ダー

後期待する行動を再度明確化し、変革が今後の日常業務に

るのか」
「 私たちのチームが組織文化の変革をサポートする

セージを明確に伝える必要があります。メッセージを浸透さ

（Authentic Informal Leader：肩書に依存せず組織の中で

影響を持つ個人）」を活用することも重要です。経営者層、
中間管理職およびオーセンティック・インフォーマル・リー
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状況をモニタリングし、ここに至るまでのサクセスストーリー
な節目を達成した従業員の功績を称えることです。また、今

どんな影響を与えるかを従業員にあらためて理解してもら

いましょう。中間管理職が変革プロセスに今後も従事し、引

き続き新しい組織文化と歩調を合わせ、いくつかの特定され

海外

た重要な行動を示せるよう、中間管理職の仕事を評価する

ことが大切です。

5

おわりに
最後に、
「これさえあれば簡単に組織文化を変えられる」

といったソリューションはありません。組織文化は実に複雑

です。それは独自の感性を持っていて、効果的に変えるには

粘り強い取り組みが必要になります。しかし、複雑さは差別

化を可能にします。組織文化の目指す姿を達成し、それが
組織の人々の中に根付くと、その組織の可能性が解き放た
れ、他の組織とは明確に区別されるようになります。それ

が、競争の激しいグローバル市場で生き残るための土台と
なるのです。

三井 健次（みつい けんじ ）

佐々木 亮輔（ささき りょうすけ ）

ストラテジーコンサルティング
（ Strategy& ）

パートナー

PwCコンサルティング合同会社

リーダー

医薬品・医療機器、インフラ・建設・エンジニアリン

PwCコンサルティング合同会社

15年以上にわたり日系グローバル企業の本社と海

外拠点において日本人および外国人経営幹部を巻

グ・不動産、プライベート・エクイティなどの業界を

き込む変革コンサルティングに従事。本社機能の再

織および業務プロセス改革、企業再生などといった領域で豊富なコンサル

の組織再編と業務改革、海外営業組織の再編と能力強化、M&A（デューデ

中心に、企業・事業戦略、マーケティング戦略、組

編、地域統括会社の機能強化、バックオフィス機能

ティング経験を有する。

リジェンス・PMI）、海外経営幹部の選抜と育成、チェンジマネジメント、組

中嶋 由美子（なかじま ゆみこ ）

Clémence Crépeau（クレマンス・クレポ ）

マネージャー

シニアアソシエイト

立案）およびチェンジマネジメントを主な専門とし、

て幅広い業界のクライアントに対し、トランスフォー

PwCコンサルティング合同会社

トランスフォーメーション・デザイン（変革・改革の

織文化改革など国内外のさまざまな変革プロジェクトの経験を持つ。

PwCコンサルティング合同会社

海外経験が豊富で、ヨーロッパおよび北米におい

分析から施策導入まで支援。オーストラリアにおけ

メーション支援を行ってきた。主な専門領域はチェ

計、文化融合ワークショップ、リーダーシップ研修、グローバルモビリティ設

組織再設計。

る在住期間が長く、その経験を生かして、組織設

計など幅広いクロスボーダー組織・人材案件に携わる。

ンジマネジメント、組織文化変革、組織設計および
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公認会計士 トピックス

PwCあらた有限責任監査法人

第 3 製造・流通・サービス部 パートナー

市原 順二

前日本公認会計士協会会長

関根 愛子 氏

前日本公認会計士協会副会長

高濱 滋 氏

特別対談

JICPAの挑戦
― 社会から信頼され、選ばれるために―
関根前会長、高濱前副会長に聞く
日本公認会計士協会（以下、
「JICPA」。
）は、2019年 7月 22日から手塚正彦氏を会長とする新しい体制がスター

トしました。PwCあらた有限責任監査法人出身者として、また女性として初の会長を務めた関根愛子氏は 3年間
の任期を満了し、退任しました。

関根氏が会長に就任した 2016年頃は、
「監査はブラックボックス」
「監査品質を判断する情報がない」
といった声

もありました。そのような中、会務運営の
「三つの柱」
として①公認会計士監査の信頼性向上②多様な領域での会

計インフラへの貢献③人材育成・魅力向上を掲げ、さまざまな課題に取り組みました。さらに
「初の女性会長」
とし

て女性会計士の活躍も促すなど、公認会計士が社会から信頼され、選ばれるための環境づくりに尽力しました。

今回は PwC’s View編集長の市原順二が、任期を終えたばかりの関根氏と、副会長として関根氏をサポートし

てきた高濱滋氏に、3年間の具体的な取り組みや、グローバル化・デジタル化がさらに進む時代の JICPAと公認会
計士の在り方について聞きました。
文：相原早希（PwC’s View編集担当）
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監査の透明性・品質の向上に尽力
対話通じ、JICPA運営にも透明性を追求

市原：まずは3 年間の大役、お疲れさまでした。早速ですが、
関根さんが会長就任時に掲げられた「三つの柱」に基づき、
在任中の施策を振り返っていきたいと思います。

め、その内容を積極的に発信し、フィードバックを得て、改

善する PDCAサイクルに則り、情報発信と組織運営を強化し

ました。

例えば、監査基準や会計基準等が改訂された場合、その

影響は行政や市場関係者、企業、投資家、それぞれの立場・
規模によって大きく異なります。私共は「プレスリリースを出

監査業界の在り方が問われる中、まさに「逆風下」でのス

して終わり」とせず、さまざまなステークホルダーとシンポジ

頼性向上」を掲げた思いや、取り組みの成果を教えていただ

様なご意見・ご批判をいただき、各種施策に反映してきまし

タートでした。ご就任時、第一の柱に「公認会計士監査の信

ウムを共催して説明責任を果たすとともに、参加者から多

けますか。

た。

市場における財務諸表の信頼性を確保するために誕生しま

任時に多くのメディアに取り上げていただけたことから、こ

関根：わが国の公認会計士制度は第二次世界大戦後、証券

した。大企業による会計不祥事の発覚は、この「根幹」を揺

関根：情報発信については「初の女性会長」という点で、就

れを新たなアプローチの契機にできないかと思いました。

るがすものです。2016 年 3 月に公表された「会計監査の在り

公認会計士は、同じ専門資格職の弁護士や医師と比べてス

会計士の自主規制団体として、
「公認会計士監査の信頼回

認知度も低い状況です。

なければならない」と強い危機感を抱いての船出でした。

作成していますが、それをウェブ等で公表するだけでは、な

方に関する懇談会」提言を真摯に受け止めるとともに、公認

復に向け、自ら積極的かつ機動的に必要な取り組みを行わ

ポットが当たりにくく、残念ながら、まだまだ一般の方々の

協会ではさまざまな指針作りや研究を行い、報告書等を

協会は、自主規制団体として、監査を強化し資本市場の

か なか 伝 わりません。私 を入り口として、公 認 会 計 士や

組みを行う必要があったことから 2016 年 1 月に監査強化対

しようと考えました。そこで、まず、JICPAのメールマガジン

自主規制機能を発揮すべく、多くの監査強化の施策に積極

名刺交換いただいた方に送ったり、フィードバックを頂くた

信頼を維持するため、自ら積極的かつ機動的に必要な取り
応会議を設置しており、会長としてこれを引き継ぎ、適切に
的に取り組んできました。

具体的には、会計監査の在り方に関する懇談会の提言を

受けて検討された、監査法人の組織的な運営を実現する

JICPAに興味を持っていただけるよう、積極的に情報を開示

を作成し、ウェブで公表した主な情報を、メディアを含め、
めに、できるだけ多くの会合に参加したり多くの方々の話を

お聞きしたりしました。

就任直後、トップとして企業の経営者の方がどのように考

「監査法人のガバナンス・コード」 や、2021 年3 月期決算の

えられているかをお伺いしたいと思い、お話しをお聞きする

（KAM）」の導入に向けて対応するとともに、監査品質の定量

たのですが、メディアとの対話については「等身大の姿をご

※1

監 査 報 告 書 から適 用 される「 監 査 上 の 主 要 な 検 討 事 項

的情報を示す「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」を

機会を持たせて頂きました。心に残るお話をいろいろと伺っ
理解いただくことが最も重要だが、これが最も難しい」と教

公表 し、監査人の「ローテーション制度」や監査へのテクノ

えていただき、3 年間、この点についても心掛けてきました。

協会自身の自主規制についての見直しも行い、7 月 22 日に

という話は他の方々からも頂き、記者会見も定例的に行うよ

※2

ロジー活用といった、多様な調査・研究も行いました。また、
行われた総会において、体制等の変更を行っています。これ

らの取り組みについて取りまとめたものを先日公表していま
すので、ご覧いただければと思います。

限られた機会でしか話していないと理解されることは難しい

うにしました。以前から話がでていた JICPAのアニュアルレ
ポートも2018 年に初めて作りました。

高濱：メディアのフィードバックは「報道」として世に出ます

公認会計士が、現在、社会から期待されている監査の使

が、残念ながら私たちの意図や事実と異なる場合、JICPAの

保する仕組みを構築できた点では一定の手応えを感じてお

メディアに説明したことは、会員をはじめ関係者の方々にも

と思っております。

私共は会見後、リスク管理と説明責任を果たすため、Web

命・職責を理解した上で業務を遂行し、監査の透明性を確

り、これをさらに改善し監査の品質向上を進めていければ
市原：高濱さんはいかがですか。

高濱：私は関根さんの仕組みづくりをサポートしつつ、広報
担当として「JICPA自身の透明性向上」に努めました。JICPA

は自主規制団体のため、透明性・中立性に基づくマネジメン

トが求められます。ゆえに、社会的信頼を高める施策を進

会員やステークホルダーを不安にさせてしまいます。また、
自らの言葉で説明をしておきたいことでもあります。そこで

サイトに会見要旨および会見次第、配布資料を掲載しまし

た。会員には「掲載内容に違和感を持たれたら、いつでも広
※1 PwC's View第 9号 公認会計士 トピックス 第 5回「会計監査の信頼性確保の取り組み―
監査法人のガバナンス・コード」
※2 PwC's View第20号 公認会計士 トピックス 第16回「監査品質の指標（AQI）について」
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す。導入時は、費用対効果を疑問視する声もありましたが、
公認会計士監査がもたらす効果として「経営のガバナンス強
化と効率化」を示せたと考えています。

関根：2019 年 10 月からは農業協同組合に会計監査人によ

る監査が導入されます。また、公認会計士は中小企業の海

外展開や IPO、事業承継などにも対応していますので、ぜひ
活用して頂きたいですね。日本企業は、できるだけ自前で行

おうとする傾向が強いのですが、社会・経済が複雑化してい

る現代においては「専門分野に外部を活用する」
ことにより、
効果的な経営ができるのではないかと思いますし、公認会

計士自身もそういう目線で社会に貢献していくことが重要で

あると考えています。

市原：わが国における会計リテラシー向上に関連して「会計
基礎教育」も推進 ※4 されましたね。

報にご連絡ください」と伝えてきました。

高濱：会計リテラシーは公認会計士や企業の財務・経理担

当者だけではなく、国民一人ひとりがライフステージのさま

また、価値がない情報はフィードバックすらいただけない

ざまな場面で必要とするものです。私たちは、社会における

ました。さまざまな方との対話を通じ、組織づくりにも透明

した。中学、高校の学習指導要領の解説に会計が記載さ

ので、興味を持たれる情報・発信方法は何か、試行錯誤し
性を追求した3 年間でしたね。

公認会計士の活動領域を拡大
会計基礎教育など、SDGsにも知見活用

会計の有用性に関する認識向上のための活動を行ってきま

れ、現在、2019 年 2 月に発足した「会計リテラシー・マップ・

教材研究会」が、学習内容の整理や教員の理解促進に取り

組んでいます。今後、会計を学習する機会が多くなっていく

と思います。

日本では、お金について公に話すことを避けるきらいがあ

市原：JICPAは監査に対する社会的信頼の確保に加え、公

り、お金について学び・話す機会は多くありません。故に会

根さんは会長就任時、第二の柱に「多様な領域での会計イ

が後を絶ちません。日本人が強く賢く生きるには、学生のう

認会計士が活躍・貢献できる環境づくりも求められます。関

計教育も世界から大きく遅れており、多重債務や詐欺被害

ンフラへの貢献」を掲げられましたが、公認会計士の活動領

ちから会計・数字を学ぶ必要があると考えています。

組みをされましたか。

発目標（SDGs）」の一つです。多くの企業・組織が SDGsを踏

域を広げ、その力を社会に役立てるために、どのような取り

関根：
「質の高い教育の普及」は、国際連合の「持続可能な開

関根：会計は、企業や社会の活動を映す鏡です。公認会計

まえた施策を進めていますが、IFACも 2016 年に「持続可能

の保護等を図り、国民経済の健全な発展に寄与すること」

まとめており、JICPAも 2018 年、公認会計士制度 70 周年※ 5

ではありません。わが国で少子高齢化や労働力不足、地方

討委員会」を設置し、その取り組みの方向性について意見を

士の使命は「会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者

（公認会計士法第 1 条）とされていますが、会社等＝大企業
の過疎化といった社会問題が深刻化する中、公認会計士は
中小事業者や企業以外の組織を支え、地域経済活性化に貢
献する必要があります。

代表的な取り組みが、社会福祉法人・医療法人への公認

会計士監査の導入

※3

です。社会福祉法人は 2017 年 4 月に

「収益 30 億円超または負債 60 億円超の法人」から始まり、さ
らに範囲を拡大すべく議論を重ねているところです。

高濱：2018 年10 月から12 月には厚生労働省などと連携し、
公認会計士監査を導入した社会福祉法人にアンケートを実

施しました。すると、法人運営改善の気付きを得られた、経

営の透明性が高まったなどの前向きな声が寄せられたので
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な開発のための 2030アジェンダ会計職業専門家の貢献」を

を機に「持続可能な社会構築における協会の課題・取組検

行うため 6 月に中間報告を公表しました。会計・監査分野に

限らず、わ が 国 の 社 会 課 題や S D G s のテーマ について、
JICPAおよび公認会計士がどのような形で国民経済の発展

に寄与できるかを検討していきます。

高齢化が進む日本の人口動態に対し、公認会計士は 20

代～40 代が全体の 70%を占め、このうち 30 代については
全体の 36%を占めるなど、若い世代が中心です（2018 年 12

※3 PwC's View第 8号 公認会計士 トピックス 第 4回「社会福祉法人に対する会計監査につ
いて」、PwC's View第14号 公認会計士 トピックス 第10回「医療法人に対する監査の義
務化について」
※4 PwC's View第16号 公認会計士 トピックス 第12回「会計基礎教育の推進について」
※5 PwC's View第17号 公認会計士 トピックス 第13回「公認会計士制度70周年」
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月末）。公認会計士制度が 100 周年を迎える頃、社会を動か

す世代となる若い方々に、今から多様な課題に取り組んで
いただければと思います。

女性会計士の活躍を促進
国際会計基準設定に参加できる人材育成へ

市原：若い方々が公認会計士業界を支えていることは、大

変頼もしいですね。関根さんが会長就任時に掲げられた第
三の柱は「人材育成・魅力向上 ※ 6」でしたが、この分野の取

り組みについてお聞かせください。

関根：まず力を入れたのは「女性の活躍促進 ※ 7」です。会長

就任時、女性会計士の方々が大変喜んでくださったことで

「女性会長として、少しでも皆さんの力になりたい」と思いま

した。2017 年 1 月に「女性会計士活躍促進協議会」のキック
オフイベントを開催し、本格的に活動を開始しました。

修、女子学生に会計士の魅力を伝えるイベントなどを実施

日本は諸外国に比べ、公認会計士の女性比率が圧倒的

してきました。この活動を一時期のものとして終わらせるの

る女性が少なく、私が合格した頃は 6％程度、最近でも20％

の活躍をさらに促す KPIとして、①公認会計士制度 100 周年

に低い状況です（約 15％）。会計士を志望して試験に合格す
前後と少ない上、さまざまな事情から仕事を継続することを
断念するケースもあるからです。現在は、さまざまな対応が
進み、業務を一時的に休むことはあっても辞めてしまう方は

かなり少なくなりましたが、実は、公認会計士の資格は、途

中で休んでも復帰して長く働くための強みになっているとい

ではなく、継続していくため、2018 年 12 月には女性会計士

の 2048 年度までに女性会員・準会員の比率を 30％に②

2030 年度までに公認会計士試験合格者の女性比率を 30％

に――を設定しました。

高濱：公認会計士はその専門性を生かし、監査法人への入

所、事業会社への就職、独立開業など、多様なキャリアパス

うことが、まだまだ知られていないのではないかと思いま

を描けます。

よって女性の役割が変わり、キャリアを諦めるのは非常に

門などで働く
「組織内会計士」があまり多くありませんでし

す。男女平等に教育を受けてきたのに、ライフステージに

とはいえ、日本では諸外国に比べ、企業の経理・財務部

もったいないと感じています。

た。近年、その数が増加していることを踏まえ、JICPAの「組

築を目指す「女性会計士フォーラム」や復職希望者への研

人脈づくりをサポートしています。このネットワークは任意

同協議会は、女性会計士のキャリア開発やネットワーク構

織内会計士ネットワーク※ 8」が組織内会計士の能力向上や
加入であるため、別途、勤務先情報などを整理し、組織内
会計士の組織化も進めています。2017 年に設置した「社外

役員会計士協議会」も、社外役員として活躍する公認会計
士を支援しています。

市原：公認会計士業界で連帯感を高めていくと、公認会計
士の活躍の場はさらに広がりそうですね。

関根：JICPAは、他の士業と異なり、全国を単一会として運

営していますが、地域支部として全国に 16の「地域会」があ

ります。私は「連帯感を高め、組織力を向上させるには、現

場の課題を知ることが大切」と考え、各地域会を訪問し、生

の声をきくことをました。

現在、約 31,000 人の公認会計士の半数以上が東京都で

※6 PwC's View 第7号 公認会計士 トピックス 第3回「魅力ある職業へ ～公認会計士の人材
確保への取り組み」
※7 PwC's View第 12 号 公認会計士トピックス 第 8 回「女性会計士の活躍促進」、PwC's
View第15号 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」
※8 PwC's View第13号 公認会計士トピックス 第9回「『組織内会計士』の活躍支援」
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活動していることから、JICPAの施策も都心向けの運営にな

かさを確認するための作業をしたりする業務に多くの時間を

は、リアルタイムで研修を受けられるが、地方では、その機

かつ増加し、過重労働となっている。監査品質に影響を及ぼ

りやすいところがあります。地域会で話をきくと
「東京近郊で

費やしています。そのため、監査現場からは「業務が複雑化

会があまりない」という声がある一方で、同時に「地方の公

しかねない」という声が多く聞かれました。財務諸表に些細

声も聞かれました。こうした声もしっかり受け止め対応して

を確保し、監査手続を実施することができない――すなわ

認会計士は少ないがゆえに、重責を担う機会も多い」という
いく必要があります。

先ほども申し上げましたが、地域経済への貢献は、公認

会計士の重要な業務の一つです。全国で高品質のサービス

な違和感を覚えても、違和感を解消するための十分な時間

ち、不正会計の兆候を見逃しかねないという懸念がありま

す。

しかしながら、現在の監査業務の多くの時間を占めている

を提供するため、JICPA本部と地域会の連携強化に努めて

こうした作業は、人間よりもむしろAIが得意とするものです。

高濱：加えて、今後国内で完結できないビジネスがさらに増

ますが、そもそも、テクノロジーの進歩により情報化が進ん

きました 。
※9

えると、企業の海外進出および海外企業とのビジネスは加

速していき、公認会計士の活躍が求められるようになりま

そのため、AIに取って代わられると言われているのかと思い
だ結果増加した多くの作業の全てを人間が苦労して行う必

要はなく、AIに取って代わられるというよりも、テクノロジー

す。

を駆使し、AIに任せるべきものと考えています。人間は AIを

の設定に、主体的に参加できる人材」が必要です。JICPAは、

ニケーションに注力すべきと言っております。証憑突合や

さらに、会計分野で日本の存在感を高めるには「国際基準

国際会議で活躍できる人材の育成に力を入れており※ 10、従

活用することにより、人間が得意とする高度な判断やコミュ

データ収集などの定形・単純業務に AIを活用すれば、デー

来から行っている、国際会計基準審議会の会議内容の勉強

タ分析・検証、判断、企業とのディスカッションに多くの時間

盟（IFAC）に会員派遣を始めました。グローバル志向が強い

高品質の監査の実現には、十分な監査期間を確保すること

会に加え、監査や倫理の基準を策定している国際会計士連

学生にも、交流イベントなどで「公認会計士は国際的なキャ

リアを形成できる」とお話しています。

を割けます。

が必要です。私たちは監査期間の確保に向けた取り組み※ 11

を行いつつ、監査業務へのテクノロジー活用について検討

関根：私は 2019 年1 月からIFACの指名委員会の委員となっ

してきており、これを今後も継続、発展させていくことが重

は、一定の英語力はもちろん必要ですが、それ以上に①他

高濱：公認会計士協会は 2018 年、公認会計士制度 70 周年

ていますが、この活動を通じ、国際的に活躍していくために

の方々の話を踏まえ、自らの考えをまとめ伝えていくコミュ

ニケーション力②連携して物事を進めていく力③国際社会

要と考えています※12。

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

に貢献していく姿勢④公益を考慮していくこと――が必要だ

し、不正会計を見抜く姿を描きました。また、JICPAの IT委

た人材の育成を急がれるところです。

題」を公表し、AIや RPA、ブロックチェーンを活用した監査や

と実感しました。JICPA国際委員会を中心に、これらを備え

AI恐れず、付加価値の高い業務に集中
「聴き、伝える力」
磨き、経営改善を実行

市原：経済のグローバル化とともに、テクノロジーを活用し

員会は 2019 年 1 月、研究報告「次世代の監査への展望と課
被監査会社の協力、2030 年頃の公認会計士像について考
察しました。

ちなみに、ムービーを上映した 70 周年記念式典 ※ 5 では、

株式会社ファーストリテイリング柳井 正・代表取締役会長兼

社長 から「会計士が世界を変える」というご講演をいただき

た業務変革が急拡大しています。
「公認会計士は AIに仕事

ました。
「会計士は数字の精査だけではなく、経営者から課

士には、どのような力が求められるでしょうか。

きたい」とおっしゃっておられました。監査（Audit）の語源は

会計士は「AIに一部の仕事をまかせれば、付加価値の高い

て業務の効率化を進めるとともに「相手の話を聴き、自身の

を奪われる」という報道もありますが、デジタル時代の会計

関根：
「AIに仕事を奪われるかもしれない」と悩まれている
業務に集中できる」と、発想を転換していただきたいです
ね。

高度に情報化が進んだ現代において、公認会計士は、膨

大な情報から生成される財務情報の信頼性を確かめるた
め、それら膨大な情報をさまざまな角度から分析したり、確
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題を聞き出し、改善策を実行するパートナーになっていただ

聴く
（Audio）であり、公認会計士は、テクノロジーを活用し
考えを伝える力」を磨く必要があると伝えているところです。
※9
※10
※11
※12

PwC's View第21号 公認会計士 トピックス 第17回「JICPAの地域会の活動について」
PwC's View第11号 公認会計士 トピックス 第7回「国際的な会計人材の育成」
PwC's View第10号 公認会計士 トピックス 第6回「監査時間の確保に関する取り組み」
PwC's View第19号 公認会計士 トピックス 第15回「公認会計士とAIについて」

公認会計士 トピックス

企業と監査人はパートナー
KAMを機に、双方向の議論と情報開示を

市原：間もなくKAMが導入され、監査報告書の透明化が進

むと、監査人が説明責任を果たす上でも「聴き、伝える力」
はカギになりそうですね。

今まで以上に経営者・監査役と公認会計士の議論の充実

高濱：経営者・監査役の皆さまも、市場への説明責任を果

たす上で発信力が求められます。ぜひ、監査人を
「情報発信
ツール」としてご活用ください。例えば、株主総会で意見陳

述の機会を設け、監査人に追加的な説明を促していただけ
ればと思います。

私共は「監査上の対応・判断理由を説明する力」を公認会

計士の新たな重要スキルに位置付け、会計士の発信力を鍛

化が求められる中、PwC’s View読者の皆さまも、監査人と

えるため、会員が企画・出演する動画も制作してきました。

す。お二人からメッセージをお願いできますか。

ナー」として協働する関係でありたいですね。

め、企業と市場の対話を促し、証券市場の信頼性を確保す

は、時代とともに大きく変わってきていますが、監査品質を

の連携や情報開示の在り方を模索しておられるかと思いま
関根：監査報告書の透明化は、監査報告書の情報価値を高

る取り組みです。監査人は、監査役等と協議した事項から

「特に注意を払った事項」を絞り込み、その中から「特に重要
な事項」をKAMとして記載します。

KAMは企業の特性や経営環境を反映するため、その数・

企業と監査人は「効率的・効果的な経営を実現するパート
関根：監査人としての公認会計士に期待される役割・能力
支えるのが「監査現場の力」であることに変わりはなく、私

は、監査の強化のためには、監査現場の強化が重要と常々
思っています。今後、現場の力をいかに高め続け、また、変

化に応じてどのように発展させるかなど、これからの JICPA

内容は、被監査企業ごとに異なります。監査人が自ら行った

の活動に期待するところは大きいと思っています。監査の現

さまざまな気付きが得られる可能性があると考えています。

パートナーとして選ばれる環境づくりをさらに推進していく

監査における特に重要な事項を外部に説明することにより、

この機会を生かせるかどうかは、監査人の意識と取組にか

かっていますが、経営者・監査役の皆さまにも、積極的にご
対応いただければ幸いです。

場力を強化し、公認会計士が社会から信頼され、ビジネス

ことが重要と考えています。

市原：本日はありがとうございました。

関根 愛子（せきね あいこ ）

市原 順二（いちはら じゅんじ ）

外資系銀行を経て、1989年公認会計士登録。2006年あらた監査法人

第3製造・流通・サービス部 パートナー

前日本公認会計士協会会長

（現 PwCあらた有限責任監査法人）パートナー、2016年 7月同法人を

PwCあらた有限責任監査法人

1994年公認会計士登録。2007年 7月より3年間、企業会計基準委員会

退所。

に研究員として出向。

年7月JICPA会長。2019年7月任期満了に伴いJICPA会長退任。

遡及の会計実務 Q＆ A』
（中央経済社）など。日本公認会計士協会税効

2007年から 2010年まで JICPA常務理事、2010年 JICPA副会長、2016

高濱 滋（たかはま しげる ）

前日本公認会計士協会副会長

2010年の帰任後は主として製造業の監査業務を担当。著書に『過年度
果会計専門委員（現在）。

メールアドレス：

Junji.ichihara@pwc.com

1990年公認会計士登録。2006年あらた監査法人（現 PwCあらた有限

責 任 監 査 法 人）パートナー 、2 0 1 0 年 から 2 0 1 3 年まで J I C PA 理 事 、
2013年から 2016年まで JICPA近畿会会長、2013年から JICPA副会
長。2019年7月任期満了に伴いJICPA副会長退任。
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“Inform” へようこそ

https://inform.pwc.com

IFRSに関するPwCの総合情報サイト

PwCグローバルからの最新情報をお届けします。

『IFRS ビデオシリーズ／ポッドキャスト
（英語）』

❷

スライドショー4枚目の
『IFRSビデオシリーズ／
ポッドキャスト
（英語）
』
をクリック

をクリック
❶ 『4』

IFRS ビデオシリーズ
（英語）

PwCのスペシャリストが、IFRSの新基準の主要な論点や実務上の影響について、経験に基づく洞察を含め

て分かりやすく動画で解説（1 回あたり約10 分間）
●

IFRS第3号「企業結合」“事業の定義”

●

IFRS第9号「金融商品」“減損”

●
●
●
●
●

IFRS第9号「金融商品」“一般企業”

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
IFRS第16号「リース」

IFRS第16号「リース」の適用方法
IFRS第17号「保険契約」

上記7シリーズの合計で60本超の動画を公開中、今後も随時、追加予定です。
※YouTubeで視聴ができ、英語スクリプトも表示していただけます。

IFRS ポッドキャスト
（英語）

動画イメージ

PwCのスペシャリストが、IFRSの最新動向を考察（1 回あたり約20 分間）
●
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PwC IFRS Talks
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PCやスマホから
どなたでも
ご覧いただけます。
すき間時間に
ご活用ください。

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

会 計 、税 務 、経 営に関 連するさまざまな調 査レポート、また、海 外の拠 点から発 行された
PwCの各種出版物をご紹介します。
各レポートは、Webより詳細をご確認・ダウンロードしていただけます。
▶ https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership.html

最新トピック

2019年AI予測
―AIを活用するための６つの優先課題
2019 年は、人工知能（AI）導入への動きが一気に加

速すると予測されています。多くの企業幹部は、AIに

はビジネスの仕組みを抜本的に変える力があると感じ

ています。また、AI は 2030 年には世界で最大 15 兆

7,000 億ドルの経済効果をもたらす可能性があるとも

言われています。その一方で、多くの企業幹部にとっ

て、AIをさまざまな業務領域で試験的に導入するだけ

でなく、全社的にどう導入すればいいのか、また、どこ
に導入すれば最大限の価値を生み出せるのかが課題

となっています。

AIを活用するためには、AIのための組織体制と従

業員計画、信頼できるアルゴリズムとアルゴリズムに
学習させるための正しいデータ、AIを使って増収増益

を実現するためのビジネスの見直し計画、そして AIと

その他の既存・新規のテクノロジーとの融合が不可欠

です。

本レポートでは、どのように導入すれば最大限の価

値を生み出せるのか、AIを活用するためのポイントを
紹介します。

本レポートの詳細はこちら

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019-ai-predictions.html
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PwC税理士法人創立20周年のご挨拶
PwC Japanの事業開始 70 周年である記念すべき2019 年、私たち
PwC税理士法人もこの 7 月 1 日で創立 20 周年を迎えました。日頃よ

りご支援いただいている皆様に心より厚く御礼申し上げます。

PwC 税理士法人は、プライス ウオーターハウス税務事務所（1949

年発足）と中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所

（1984 年発足）が合併し、1999 年 7 月 1 日にプライスウォーターハウ
スクーパース税務事務所として創立しました。私たちは、公認会計

士、税理士など約 700 人を有する日本最大級のタックスアドバイ

ザーとして、以下の使命の下、幅広い分野において付加価値の高い
税務のプロフェッショナルサービスを提供しています。

PwC Tax Japan

20

th

anniversary

【For Clients】

クライアントの成功に資する付加価値の高いプロフェッショナルサービスを提供します。

【For People】

世界に通用するプロフェッショナルに成長すべく自己研鑽に励みます。

【For Society】

クライアントおよび私たち自身の成長を介して日本経済の発展に寄与します。
世界経済はさらにボーダーレス化し、企業を取り巻く国際税務の環境も一層高度化・複雑化しつつあります。こ

うした厳しい環境の中で、PwC税理士法人は税務業界のリーディングファームたる自負を持ち、クライアント皆
様の成長をサポートするビジネスパートナーとして、日本経済の発展に引き続き貢献してまいります。
今後とも、PwC税理士法人を宜しくお願いします。

PwC税理士法人

代表

宮川 和也

変化する時代の経営課題を解決するビジネスパートナーとして

企業活動の進化に伴い、さまざまな税務論点が発生します。また各企業の業種や企業規模、そし

て時代に応じて税務論点も多様に変化していきます。私たちはこうした変化にも柔軟に対応し、
クライアント皆様の成功に資するサービスを多数取り揃えております。種々の税務論点でお困りの

ことがございましたら、ぜひご相談ください。
主要サービス

国際税務／M&A／企業組織再編・事業再生／金融ビジネス／不動産ビジネス／移転価格

事業承継・資産税／間接税／関税・貿易／グローバルモビリティ／アウトソーシング／税務訴訟
PwC税理士法人
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URL. www.pwc.com/jp/tax

Mail. pwcjapan.taxpr@jp.pwc.com

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

中国大陸および香港
中国（華南・香港）
台湾
韓国
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E-mail
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+33-1-5657-4140

kazuna.inomata@pwcavocats.com

Itsu Fujimura
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itsu.x.fujimura-hendel@pwc.com

Takashi Sasaki
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+39-347- 448-6690

rei.inoue@pwc.com
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+41-58-792-1762
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Steve Moriyama
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+81-90-6545-1656

pwc.jp.jbn@jp.pwc.com
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+27-63-420-6324

tomoharu.o.suzuki@pwc.com
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asako.kitamura-redman@pwc.com

Yasushi Kubo

+1-312-298-2477
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原山 道崇
五十嵐 潤
杉山 雄一
魚住 篤志
今井 慎平
山上 洋平
割石 俊介

東城 健太郎
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森田 悠貴
古賀 昌晴

小堺 亜木奈
猪又 和奈
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日本企業の海外事業支援の詳細はWebをご覧ください。

https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization.html
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