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◼ ICAEA JAPANの研修講座一覧(定期的に開催)

◼各研修のタイムテーブルについて
① ACLベーシックトレーニング

② ACL中級データ分析研修

③ ACLスクリプト上級研修

④ 仮説立案フレームワーク研修

⑤ データフロー図作成研修

⑥ 統計分析基礎研修

⑦ CAATsケーススタディ – 会計編（1）

⑧ CAATsケーススタディ – 会計編（2）

⑨ CAATsケーススタディ – 業務編（1）

⑩ CAATsケーススタディ – 業務編（2）

⑪ CAATsケーススタディ –統計分析編（1）

⑫ ビジュアライゼーション研修-基礎編
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ICAEA JAPANの研修講座一覧(定期的に開催)

➁ACL中級データ分析研修（120,000円）
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内部業務
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出
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蓄
積

※：ICAEA JAPAN法人会員ま
たは準会員（個人会員）にご入
会いただくと、研修受講料の割引
等（2割引、パック割）の特典が
受けられます。
金額はすべて税抜き金額となっています。

③ACLスクリプト上級研修（120,000円 ）

データ分析(広義)

インポートデータ
(BIG DATA)

分析結果
データ

分析用
データ①

分析用
データ②

分
析
結
果
の
評
価
・
報
告

イ
ン
ポ
ー
ト
処
理

デ
ー
タ
分
析(

狭
義)

加
工
処
理

定
型
・
反
復
処
理

⑫ビジュアライゼーション研修
(60,000円)

CAATs Flow

④仮説立案フレームワーク研修（35,000円 ）

⑤データフロー図作成研修（35,000円 ）

⑥統計分析基礎研修
（35,000円 ）

⑦~⑪ケーススタディ-会計編、業務編、統計編（各コースとも60,000円 ）

事象の
知覚

データの
特定

(仮説検証)
手続の立案

データの
入手

データ分析
(広義)

結果の
評価

結果の
報告

監査テーマ
(リスク･課題)
の選定

ビジュアライゼーション

①ACLベーシックトレーニング（120,000円）
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①ACLベーシックトレーニング タイムテーブル

◼1日目 ◼2日目

◼3日目

©2023 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会

内容 時間

はじめに 09:30-09:45

第1章 CAATsについて
1-1. CAATsの活用とは？
1-2. なぜCAATsが必要なのか？
1-3. 何がCAATsに必要か？

09:45-11:00
（休憩含む）

第2章 ACLの基本操作
2-1. ACLについて

11:00-11:20

2-2. プロジェクトの作成 11:20-11:30

2-3. インポート
（1）ソースデータとテーブルレイアウト

11:30-11:45

昼食休憩 11:45-12:45

（2）Excelファイルのインポート
（3）区切り文字付きテキストファイルのインポート
（4）インポートの補足
（5）テーブルの操作

12:45-14:00

2-4. ログとスクリプト
（1）ログ
（2）スクリプトの作成と実行

14:00-15:00
（休憩含む）

2-5. フォルダー 15:00-15:05

2-6. メニュー操作
（1）メニュー操作の基本
（2）〔分析〕メニューの主な機能

15:05-16:30
（休憩含む）

内容 時間

研修の準備 09:30-09:40

2-6. メニュー操作（続き）
（3）〔データ〕メニューの主な機能
（4）複数テーブルの結合
（5）サンプリング

09:40-14:45
（休憩・昼食休憩含

む）

2-7. 式 14:45-15:00

2-8. フィルター 15:00-15:15

2-9. 演算フィールド
（1）演算フィールドの作成
（2）条件付き演算フィールドの作成

15:15-16:30
（休憩含む）

内容 時間

研修の準備 09:30-09:40

2-10. 関数 09:40-13:10
（休憩・昼食休憩含む）

2-11.手続の実施過程の調書化
（1）概要
（2）調書用ログ作成用のスクリプト
（3）調書用ログ作成用のスクリプトの実行
（4）来期の利用

13:10-13:40
（休憩含む）

第3章 演習問題 13:40-16:30
（休憩含む）

初めてACLを使用される方、既にACLを使用されている方で操作を復習したい方のためのコースです。
このコースでは、データ分析に必要となる集計や抽出等のACLの基本操作、およびACLスクリプトを簡単に活用する方法を学
習できます。
3日目に、監査手続の事例に基づく操作を反復練習することで、ACLを監査実務で活用する基本を習得していただきます。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 CAATsの活用とACL 09:40－12:00

（昼食休憩） 12:00－13:00

第2章 ACLを活用した様々なデータ分析
1. データ分析の概念図

2. 複数月に分かれたソースデータの
インポートと統合

3. データの信頼性検証~再計算、デー
タの連番・抜け・漏れ・重複チェック~

4. データクレンジングと重複データの削除

5. 文字列操作

13:00－16:30
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➁ACL中級データ分析研修 タイムテーブル

目次 時間

第2章 ACLを活用した様々なデータ分析
6. 仕訳データ加工

~分析しやすいフォーマットへの加工~

7. フィールド数が非常に多いデータの
インポートとデータ型変換

9:30－12:00

（昼食休憩） 12:00－13:00

第2章 ACLを活用した様々なデータ分析
8. 同一ユーザーによる受注と出荷の取引

9. 請求データと入金データと得意先マスタ
の照合

10. 商品評価損の兆候の識別

13:00－16:20

質疑応答 16:20－16:30

2日目1日目

ACLを使用して、より実務的なデータ加工やデータ分析の操作方法を学びたい方のためのコースです。
このコースでは、10個の操作演習を通じてデータの扱い方を学び、実務的なデータ加工やデータ分析の操作方法を学習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

復習 ログとスクリプト 09:40－09:55

第1章 コンピュータプログラムについて 09:55－10:55

第2章 変数について 10:55－12:00

（昼食休憩） 12:00－13:00

第2章 変数について（続き） 13:00－13:40

第3章 条件分岐処理について 13:40－15:10

第4章 繰り返し処理について 15:10－16:30
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③ACLスクリプト上級研修 タイムテーブル

目次 時間

第4章 繰り返し処理について
（続き）

09:30－12:00

（昼食休憩） 12:00－13:00

第5章 対話型処理について 13:00－14:30

第6章 同じレイアウトの複数ファイルの
インポート処理

14:30－16:20

質疑応答 16:20－16:30

2日目1日目

ACLで高度なデータ処理を行いたい方のためのコースです。
このコースでは、繰り返し処理等、ACLのスクリプトを用いた複雑なデータ処理の操作を演習を通じて学習します。



目次 時間

はじめに 10分

第1章 仮説の立案 80分

1-1 仮説立案のイメージ
1-2 内部統制とは
1-3 仮説立案の4つのステップ
例題演習1 仮説の立案

第2章 (仮説検証)手続の立案 50分

2-1 (仮説検証)手続立案のイメージ
2-2 (仮説検証)手続立案の3つのステップ
例題演習2 (仮説検証)手続の立案

第3章 演習問題 40分

3-1 仮説の立案
3-2 (仮説検証)手続の立案 （合計：180分）
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④仮説立案フレームワーク研修 タイムテーブル

データ分析の前提となる、手続を立案したい方のためのコースです。
手続を立案するためには、外部環境、内部環境の変化等が会社に及ぼす影響を考え、監査テーマ（リスク、課題）を認識する
ことが必要です。
当コースでは、監査テーマの認識およびその検証手続の立案に関するフレームワークを演習を通じて学んでいただきます。



目次 時間

はじめに 15分

第1章 システムの基礎知識 55分

1-1 コンピュータシステムの概要
1-2 データベースの概要
1-3 システム構築のステップ

第2章 データフロー図の作成演習 95分

2-1 データフロー図の作成方法
2-2 演習の進め方の説明
2-3 例題演習
2-4 演習

質疑応答 5分

おわりに 10分
（合計：180分）

©2023 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会8

⑤データフロー図作成研修 タイムテーブル

データフロー図の作成方法を習得したい方のためのコースです。
データ分析を行うためには、データ項目の内容を理解し、データの流れを理解することが有効です。
当コースでは、データの流れを見える化するデータフロー図の作成方法を演習を通じて学んでいただきます。



目次 時間

はじめに 15分

第1章 統計の基本概念を理解する 60分

1-1 統計学の種類（記述統計、推測統計）
1-2 基本概念（データと変数、尺度水準）

第2章 記述統計-1つの変数の特徴を理解する 65分

2-1 度数分布
2-2 代表値（平均値、中央値、最頻値）
2-3 散布度（偏差、平均偏差、分散、標準偏差、範囲）
2-4 標準化（標準得点(z得点)、偏差値）

第3章 記述統計-2つの変数の特徴を理解する 30分

3-1 散布図
3-2 共分散と相関係数
3-3 監査手続への適用局面

おわりに 10分
（合計：180分）
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⑥統計分析基礎研修 タイムテーブル

監査に有用な統計分析の基礎を学びたい方のコースです。
監査対象となるデータの全体像を把握したり、過去の数値から予測値を算定したり、統計的サンプリングでサンプル数の算出、サ
ンプル抽出、テスト結果の母集団の推定などに統計分析は有用です。
当コースでは、監査に有用な統計分析の基礎を演習を通じて学んでいただきます。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章-仕訳テストの概要 09:40－10:35

第2章-仕訳テストの手続立案の視点 10:35－11:55

（昼食休憩） 11:55－12:55

第3章-データ処理手順書の作成 12:55－13:10

第4章-ケーススタディ 13:10－16:00

質疑応答 16:00－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑦CAATsケーススタディ – 会計編（1）タイムテーブル

「会計」（仕訳テスト）をテーマにした、仮説立案およびデータ処理のケーススタディのコースです。
当該コースでは、財務報告プロセスにおける、不適切な仕訳の入力や修正リスクに対し、実際にACL™ Analyticsを使って演習
を行う内容となっています。
具体的には、監査基準委員会報告書240号に記載された仕訳テストの例示を対象に、異常な仕訳データを識別する方法を
学習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 減損会計の概要と減損の兆候の把握 09:40－10:40

第2章 検証手続立案の視点
10:40－13:00

（昼食休憩1時間を含む）

第3章 データ処理手順書の作成 13:00－13:30

第4章 ケーススタディ 13:30－16:00

質疑 16:00－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑧CAATsケーススタディ – 会計編（2）タイムテーブル

「会計」（減損の兆候）をテーマにした、仮説立案およびデータ処理のケーススタディのコースです。
当該コースでは、将来減損が必要となるリスクが高い店舗を識別するために、実際にACL™ Analyticsを使って演習を行う内容
となっています。
具体的には、複数年度の売上データから売上推移を把握し、将来減損が必要となるリスクが高い店舗を識別する方法を学
習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 IT業務処理統制の概要 09:40－10:40

第2章 検証手続立案の視点
10:40－13:10

（昼食休憩1時間を含む）

第3章 データ処理手順書の作成 13:10－13:25

第4章 ケーススタディ 13:25－16:00

質疑 16:00－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑨CAATsケーススタディ – 業務編（1）タイムテーブル

「業務」（内部統制）をテーマにした、仮説立案およびデータ処理のケーススタディのコースです。
当該コースでは、IT業務処理統制の処理ロジックの正確性と網羅性の検証をするために、実際にACL™ Analyticsを使って演
習を行う内容となっています。
具体的には、システムから出力される異常粗利リストや、システムへのアクセス・コントロールに対して、当該処理ロジックの正確
性と網羅性を検証する方法を学習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 労務監査（主に勤怠・労務管理）の概要 09:40－10:40

第2章 検証手続立案の視点
10:40－13:10

（昼食休憩1時間を含む）

第3章 データ処理手順書の作成 13:10－13:25

第4章 ケーススタディ 13:25－16:00

質疑 16:00－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑩CAATsケーススタディ – 業務編（2）タイムテーブル

「業務」（労務監査）をテーマにした仮説立案およびデータ処理のケーススタディのコースです。
当該コースでは、仮説立案フレームワーク研修で策定した監査テーマを利用し、実際にACL™ Analyticsを使って演習を行う内
容となっています。
具体的には、出退勤打刻データとPCのアクセスログを比較して、出退勤打刻時間外にPCを操作していないかどうか（サービ
ス残業をしていないかどうか）を検証する方法を学習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 統計分析基礎の復習 09:40－09:55

第2章 販売取引における代表的な不正の手口 09:55－11:15

第3章 データ処理手順書の作成 11:15－11:30

第4章 ケーススタディ 11:30－16:10
(昼食休憩1時間を含む)

質疑応答 16:10－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑪CAATsケーススタディ – 統計分析編（1）タイムテーブル

「統計分析」をテーマにした、仮説立案およびデータ処理のケーススタディのコースです。
当該コースでは、統計分析基礎編で学習した「偏差値」を利用し、実際にACL™ Analyticsを使って演習を行う内容となってい
ます。
具体的には、売上不正事例を題材とした売掛金回転期間分析に対して、偏差値を利用した分析方法を学習します。



目次 時間

はじめに 09:30－09:40

第1章 ビジュアライゼーション(視覚化)について 09:40－10:30

第2章 Power BI の基本操作
10:30－16:00

（昼食休憩1時間を含む）

質疑 16:00－16:20

おわりに 16:20－16:30
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⑫ビジュアライゼーション研修 – 基礎編 タイムテーブル

Microsoft社のBIツールである「Power BI」を使ってデータをビジュアル化することをテーマにしたコースです。
具体的には、グラフを活用してデータ分析を行うために必要な事前準備、分析目的に適したグラフの選択方法、Power BIの基
本的な操作方法、複数のグラフを1ページにまとめるダッシュボードの作成方法などについて学習します。
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