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セミナー開催報告、支部報告

■ 西日本支部合同研究会報告：2010 年 11 月 6 日～7日

１．はじめに

北信越支部、中部支部、近畿支部、中四国支部、九州支部の西日本 5 支部合同で、日本システム監査人協会

西日本支部合同研究会を 2010 年 11 月 6 日～7 日の 2 日間に渡り開催しました。鈴木会長をはじめ 80 名の参

加があり、盛況でした。11 月 6 日の研究会の講演とパネルディスカッションを中心に報告します。

(田中 中部支部長) (鈴木会長) (開会時の会場の風景)

(1) 名称 日本システム監査人協会 西日本支部合同研究会 in NAGOYA

後援団体 NPO IT コーディネータ協会、NPO ITC 中部、ISACA名古屋支部、日本 IT ストラテジスト協会

(2)テーマ：社会システムとシステム監査

(3)日程：研究会：11 月 6日（土）11 時～18 時

施設見学：11 月 7 日（日）9 時半～午前中

(4)１日目研究会会場：ウインクあいち(愛知県産業労働センター) 11 階 1104 会議室

２日目見学場所 ：;トヨタテクノミュージア

２．基調講演

「富士通の社会システム安定稼働への取組み」 講師：(株)富士通 大高 敏孝氏

久保田 秀男（No.1112）

社会システム点検と安定稼働推進

① 取り組みの経緯

２００５年１１月１日東証の前場がすべて

ストップしたが、人間系のミスが致命的な

障害を生み出していた。運用支援、保守の

手が薄かったと感じ、そういった部分を

しっかり管理し、運用保証のプロセスを

組織プロセスの中で整備していく必要性から

「安定稼働推進プロジェクト」をスタートさせた。
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（講師：大高氏）



May. 2011 日本システム監査人協会 会報

日本システム監査人協会 会報 2

② 社会システム点検活動の変遷

組織プロセスとして進めるには意識を合わせの問題が大きい。プロジェクトは、常務クラスの執行役員

を委員とし、月１回集まって抱えている問題を共有、半年に１度、担当者クラスを含めた５００名位が集

まり「見たこと。感じたこと」の事例を紹介、共有する体制を構築した。

③ 社会システムの定義

経済産業省、ＩＰＡの基準等を参考に社会システムの定義づけを行なった。

④ 点検ツール等

a.問題を分析し、リスクの分類と影響を整理して障害防止を策定した。それを分かりやすくするた

めのツールとして「特別に抽出した１０の教訓（チェックポイント）」を作成

b.プロジェクト委員・部員による現場確認

c.プロジェクト部員が現場に出向いて実施する「出前形式の研修」を提供

d.失敗事例を調査し、その上位概念を抽出し形式知化したデータベースを作成。また、読み物とし

ても「失敗から学ぶシリーズ」として提供。

(２) 次世代株式売買システム「arrowhead」安定稼働に向けた取り組み

２０１０年１月４日に稼働した東証のシステムのプロジェクトは、２００７年度に高速化・信頼性・拡張性

をテーマにスタートした。要件の網羅性のチェックはかなり行った。

新機能・要件に対するＰＤＣA 推進、メインルートの徹底したレビュー、ユーザ主体のテスト等を積み重ね

た。カットオーバー後も新機能等の追加作業は実施しているが、リリース回数はリスクを軽減するため月１回

ないし２回としている。

稼働機器が多く（サーバーだけでも約２５０）稼働後は、毎回どこかで障害が発生する前提で対応をしてい

る。

(３)所感

結びに大高氏が「プロジェクトの問題を現場まかせにしない、組織プロセスまたはマネジメントとして見直

すことが大事」と痛感したと述べられたが、実績の裏付けから出た言葉であり印象に残った。

３． 講演 1
「社会システムの品質確保のための『システム監査の法制化』の展望」

講師：近畿支部 システム監査法制化研究会 田淵 隆明氏
中村 博 (№877)

(１) 概要

① システム監査の法制化の必要性

情報システムを中心とするシステム監査制度の定着

と実効性の確保が必要である。

そのために教育の充実・啓蒙活動・認証以外に、

「法制化」による義務づけも有効な手段である。

② 情報システムの実情

我が国ではソフトウェアは製造物責任法の適用を

受けないが、ドイツ／フランスではソフトウェアは

「動産」と見なされ、製造物責任法の対象である。 （講師：田淵氏）
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日本も改正すべきではないか。

③ 日本公認会計士協会の最近の動向

退職給付システム、連結会計システムのように

監査権限の強化、実効性の強化などが行われている分野が存在する。

④ システム監査法制化を含めた具体的施策と提言

一定規模以上のシステム事業者に対するシステム監査の義務化。会社法を改正し、規制を受ける会社は会

計監査人とパラレルな立場でシステム監査人の設置の義務化。

(２) 所感

システム監査の義務化、法制化が議論されるようになってから久しいが、残念ながら我が国では法制化に関

わる動きがほとんど見られない。

システム監査が社会に広く認知されるようになるためには、我々がシステム監査法制化の必要性を研究結果と

して世に発信していく、政界、財界への働きかけをしていくことはもちろん大切ではある。

だが、身近なところで企業経営者に監査の成果をどれだけアピールできるかを意識しながら我々監査人は行

動することにより、その積み重ねが経営者をつき動かし、やがて大きなうねりとなって法制化に至るのではな

いか。「先ず隗より始めよ」である。

(以上)

４．講演 2

「スマート・グリッド(社会システムの品質確保に向けて)」

講師：北信越支部 森広志氏

澤田 裕也(No.1711)

(1)概要

○スマートグリッドが注目されるようになった背景

○スマートグリッドの全体像

○スマートグリッドによる企業および顧客価値向上

企業価値：検針業務・配電業務の効率化、需要対応など

顧客価値：太陽光・風力による光熱費低減・売電収入など

さらに、電力以外の多様な業種を介して社会生活に

恩恵をもたらす、新種のサービス事業の創出などが期待される。

○実証実験における具体例

豊田市低炭素都市実証プロジェクト

○スマートグリッドとシステム監査

スマートグリッドを対象にシステム監査を行なうとすると対象範囲が

テムも含むことになる。全体を監査するためには専門家の支援や創意

来技術を活用することにより可能ではないか。

社会システムの監査ができるようになれば、システム監査は安定した

(2)所感

スマートグリッドおよびそのシステム監査について、とてもわかりやす

界かつ IT 業界に身をおいている私にとって非常に勉強になり、今後の

定稼動に寄与できる監査人でありたいとより強く考えた講演でした。
(講師:森 氏)
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情報システムだけではなく制御シス

工夫が必要。個別のシステム監査は従

業になりうると考える。

く説明いただきました。エネルギー業

社会情勢も踏まえて社会システムの安
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５．パネルディスカッション

「社会システムの品質確保に向けて」 －システム監査人の立場から－

大野淳一(No.6037)

(パネラー4氏) (司会の石井氏)

(1)概要

公共性が高く社会生活に影響が大きいシステムを「社会システム」と定義、その品質確保をテーマとしたパネルディス

カッションが行われた。

社会システムの品質確保のためにシステム監査等の有資格者がどのようにかかわるか、システム監査の有効性を社会

に認めさせシステム監査人の地位向上を図るには、といった点を中心に議論された。

議論の要旨は以下のとおり。プロジェクトマネージャやシステム監査等の有資格者が個々のプロジェクトに参画するこ

とが、システムの品質確保に有効である。さらに、有資格者をプロフェッショナルとして社内で認定し活用している例も

ある。ただし、経営者や上司の資格に対する考え方によっては、有資格者が十分に生かされないこともありうる。有資

格者を生かすには、有資格者が優遇される社会にすべきである。システム監査についていえば、会計監査のように法

制化しシステム監査人の地位を向上させる必要がある。しかしながら、規制緩和の流れの中で新しい規制をつくること

は難しい。

そもそも IT 業界とのかかわりの薄い国会議員、企業経営者等にシステム監査が理解されているか、議論にもあがらな

いのではないか。

まずは、国会議員、世の中に理解してもらうことが必要であり、そのためのロジックの組み立てが課題である。当協会か

ら外部に向けてどのように働きかけるか、具体的に検討している支部もある。

(2)所感

パネラーやコーディネータ以外の参加者からも活発に意見が出された。会員のシステム監査に対する思い入れが感

じられるパネルディスカッションであった。なお、今回は会員以外の方にも参加していただいた。システム監査人協会

内の議論を聞いてどのように感じただろうか。
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６．特別講演

「ジョン万次郎」-システム監査との関わりについても説明- 講師: 中濱 京 氏

浦田 学(No 1575)

(1)概要

本交流会の最後のプログラムでは、ジョン・万次郎の直系

5 代目にあたる中濱 京様による特別講演が行われました。

中濱様と、中部支部の栗山副支部長とが知り合いであった

ことから、今回の特別講演が実現しました。

まず最初に、中濱様とシステム監査との関わりについての

お話を頂きました。

中濱様が普段行われている業務にはシステム監査のチェック

やリスク管理があるという説明を伺い、不思議な縁を感じました。

その後、本題となる「ジョン万次郎」について、プレゼンテーショ

資料を用いてわかりやすく、かつ、親しみやすく説明を頂きました。

中濱家所蔵の貴重な写真や資料などもふんだんに織り込まれ、「ジ

ことができました。 ホイットフィールド船長との奇跡的かつ運命的

ひとつに引き込まれました。

(2)所感

もっとも興味深かったのは、中濱家とホイットフィールド家との交

けられていることでした。中濱様の「私の祖先、ジョン・万次郎を身

は、参加者の方々にきっと届いたと思います。

「システム監査」と「歴史上の偉人」を結びつけた、この「特別講

した。

(懇親会の一コマ)

(2 日目の見学会の集合写真 ⇒

トヨタテクノミュージアムにて)
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ン

ョン万次郎」という偉人を身近に感じる

な出会い、渡米、帰国など、話のひとつ

流が、5 代以上にわたって、今もなお続

近に感じて頂ければ」という願いや思い

演」は、とても印象に残るものとなりま

以上

(講師: 中濱 氏)


