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■ 【保証業務に係る公表文書の調査研究と保証型システム監査の一考察 （6章）】 

                                                                       榎本 吉伸 

 (この投稿は 8 月号と 9 月号に掲載したレポートの続きです。) 

6．保証型システム監査のフレームワーク 

本章の目的は、意見書・研究報告書等の保証業務に係る公表文書を十分に理解した上で、保証型システム監

査のフレームワークを一つのモデルとして明確にすることである。既に見てきたように、保証業務に係るシス

テム監査について制度として必要な監査基準や監査手続等の基本的要件は十分に議論が尽くされていると考

える。従って、本レポートの主題は既に議論されてきた保証型システム監査の要件を一つのフレームワークと

してまとめることである。今後必要なのは、保証型システム監査の豊富な実績の積み重ねとその成果としての

社会への普及、浸透であろう。 

本レポートでは「保証型システム監査に係るフレームワーク」について、システム監査で信頼と実績のある

経済産業省「システム監査基準」に準拠して、既に見てきた保証業務に係る議論を整理すると共に、特に保証

業務に係るシステム監査の担保要件等について重点的に追補し、これを定義し明確化する。 

結論から先に述べると、保証型システム監査で特に重点を置くべき論点は、保証を担保する 5 つの要件のう

ち、「適合する基準」と「適切で十分な証拠」の２項であると筆者は考える。それぞれ、次章と本章で考察す

る。 

 

6.1 システム監査の定義（システム監査基準「Ⅰ前文」、「Ⅱシステム監査の目的」に準じる） 

6.1.1 システム監査の目的 

システム監査の目的は、「システム監査基準」に準じ、下記の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

この目的の定義で、第 1 義的な目的は、「組織体の情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが

リスクアセスメントに基づいて適切に整備・運用されているかを、独立かつ専門的な立場のシステム監査人が

検証又は評価すること」であり、第 2 義的な目的は、「保証を与えあるいは助言を行う」ことである。そして

最終目的は「IT ガバナンスの実現に寄与すること」である。システム監査に係る者は、この最終目的を忘れ

てはならない。 

IT ガバナンスの実現に寄与するためには、システム監査が制度として、また組織体のマネジメントシステ

ムとして日常の経営活動に組み込まれていることが必須要件である。また、ここでは「保証を与えあるいは助

言を行い」と、助言型システム監査での準用を考慮して保証と助言のいずれをもカバーする旨の定義とする。 

尚、システム管理基準については「システム監査の実施に当たっては、組織体における情報システムに係るリ

スクに対するコントロールの適否を判断するための基準が必要である。システム監査は、本監査基準の姉妹編

であるシステム管理基準を監査上の評価基準として用い、監査対象がシステム管理基準に準拠しているかどう

6.1.1 システム監査の目的 

 システム監査の目的は、組織体の情報システムにまつわるリスクに対するコントロー

ルがリスクアセスメントに基づいて適切に整備・運用されているかを、独立かつ専門的

な立場のシステム監査人が検証又は評価することによって、保証を与えあるいは助言を

行い、もって IT ガバナンスの実現に寄与することにある。 

投稿 
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かという視点で行われることを原則とする。」とし、システム監査における評価基準としてのシステム管理基

準の役割を明確にする。これは保証型システム監査においても同様であるが「適合する基準」としての十分な

議論が必要であると考える。 

6.1.2 コントロールを適切に整備・運用されているかを検証又は評価するための目標 

 次に、前項で定義した第 1 義的な目的である「コントロールを適切に整備・運用されているかを検証又は評

価するための目標」は、保証業務の要件として重要な論点となる。組織体が情報システムに係るリスクに対す

るコントロールを適切に整備・運用されているかを検証又は評価するための目標（注記：本レポートでは、コ

ントロール目的ではなく「コントロール目標」という用語を使う）として、次の４項目がある。  

・情報システムが、組織体の経営方針及び戦略目標の実現に貢献するため （以下、「戦略性」と言う） 

・情報システムが、組織体の目的を実現するように安全、有効かつ効率的に機能するため （以下、「安全性

／有効性／効率性」と言う） 

・情報システムが、内部又は外部に報告する情報の信頼性を保つように機能するため（以下、「信頼性」と言

う） 

・情報システムが、関連法令、契約又は内部規程等に準拠するようにするため（以下、「遵守性」と言う） 

尚、本レポートでは情報セキュリティ監査の目標である機密性・安全性・可用性も上記の安全性および信頼性

に含まれると考える。 

 ここでは保証業務を議論する観点から、上記の 4 つのコントロール目標を以下のように分類して定義する。 

 

 

 

 

 

 

 

この定義では、システム監査基準のコントロール目標の区分とは異なり、“安全性”は内容分類により信頼

性と同一のグルーピングとする。これらのコントロールの目標は、システム管理基準に記載の各コントロール

の属性情報である。ここで筆者は保証型システム監査の対象と上記コントロール目標には、次のような傾向が

あると考える。 

一般的に戦略性、有効性、効率性を監査対象とする保証型システム監査の実施は、保証という言葉の定義か

ら考えて、第三者からの依頼は尐ないものと考える。例えば、情報システムの戦略性、有効性、効率性につい

ては、経営者（主題に責任を負う者）が自社（自身）のために助言型システム監査を要請することがあっても、

「当該情報システムの戦略性」について第三者が保証型システム監査を要請することはあまり考えられない。 

これに対して、安全性、信頼性、遵守性については、「保証」の定義に馴染む目標である。 

7 章では、保証業務とコントロール目標の関係を論ずるべく、経済産業省「システム管理基準」の各コント

ロールについて、該当する上記のコントロール目標を考察する。 

 

 

 

 

6.1.2 コントロールを適切に整備・運用するための目標（以下、「コントロール目標」

という） 

①情報提供に係る IT システムの戦略性 

②情報提供に係る IT システムの有効性および効率性 

③情報提供に係る IT システムの安全性および信頼性 

④情報提供に係る IT システムの遵守性 
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6.2 保証型システム監査のフレームワークにおける保証業務の要件 

保証型システム監査のフレームワークにおいて、保証業務の定義および保証業務を担保する要件は以下の通

りである。 

6.2.1 保証業務の定義 

 保証型システム監査のフレームワークにおける保証業務の定義は、意見書に準じて、以下の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 本レポートでは主題情報についてのみならず、主題それ自体についてのシステム監査（直接方式）も含める。 

 保証業務の定義は概ね意見書の定義に準じるが、「合意された手続」を含め、本レポートでは次のように分

類し、「名称」も以下のようにすることを提案したい。 

分  類 名  称 意見書等の分類 

保証業務に係るシステム監査 システム監査 

（JASA の利用者合意方式、 

被監査主体合意方式も含む） 

監査 

レビュー 

助言業務に係るシステム監査 システムコンサルティング 

（あるいはシステム診断） 

合意された手続 

財務諸表等の調製等 

 ここで、システム監査とは「保証業務に係る業務」に限定し、助言型は監査と呼ばず、システムコンサルテ

ィングと称し区別を明確にしたい（但し、本レポートでの表現は混乱を避けるため、従来どおり「保証型シス

テム監査」および「助言型システム監査」という）。 

尚、この分類では、意見書の定義にある「主題に責任を持つ者が唯一の想定利用者である場合（JASA の監査

主体合意方式）」や「合意された手続」等については、意見書と異なる。 

 今回の新システム監査基準の改定では、情報セキュリティ監査基準に続き、従来の助言型監査に加えて保証

型監査を導入し、利害関係者への監査結果の報告も視野に入れている点が特徴で、システム監査の社会的役割

を強化したものある。しかし、システム監査基準解説書（平成 16 年度改訂版。以下、「解説書」という）に

は、「保証型監査では、『いつ、誰が、どのような判断尺度で、何を、どのように評価した』といった点が明確

にされた監査実施結果でなければ説得力はない」とあるが、これは助言型監査でも同様ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 保証業務の定義 

 保証業務とは、主題に責任を負う者が一定の基準によって当該主題を評価又は測定し

た結果を表明する情報（以下、「主題情報」という。）について、または当該主題それ自

体について、それらに対する想定利用者の信頼の程度を高めるために、業務実施者が自

ら入手した証拠に基づき基準に照らして判断した結果を結論として報告する業務をい

う。 
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6.2.2 「保証型システム監査」の保証を担保する要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証型システム監査における「保証」を担保する要件は、以下の 5 項目とする。 

①三当事者 

 保証業務を成立させる当事者として、業務実施者（監査人）、主題に責任を負う者（一般に保証業務依頼者

と同じ場合が多いが、異なる場合もある）および想定利用者の三当事者の存在が必要である。 

②主題あるいは主題情報 

 主題の要件は以下の通り。 

・説明可能であること（意見書では、「識別可能のであること」とある。） 

・一定の規準に基づいて首尾一貫した評価又は測定を行うことができること 

・業務実施者が主題情報に対する保証を得るために十分かつ適切な証拠を収集することができること 

 ここに、主題情報とは、主題に関して監査対象とするコントロール目標の評価を示す情報。例えば主題が

IT システムでコントロール目標が信頼性の場合、主題情報は当該 IT システムの信頼性を示す情報である。 

本レポートでは、保証型システム監査においても主題あるいは主題情報を監査対象とする。 

③適合する評価基準 

 主題に責任を負う者が主題情報を作成する場合及び業務実施者が結論を報告する場合に主題を評価又は測

定するための一定の規準で、以下の５項目を満たすもの（詳細は、意見書による）。 

・目的適合性 

・完全性 

・信頼性 

・中立性 

・理解可能性 

意見書でのこの規準の定義は大変有効である。これをベースに、より保証業務に係る監査に適合する基準要

件の議論が必要である。特に戦略性や有効性、効率性のコントロール目標を監査対象とする基準として、適切

な基準を選択するのは難しい。7章で考える。 

④適切かつ十分な証拠 

 保証業務を担保できる客観的に適切かつ十分な証拠。 

この「保証業務を担保できる客観的に適切かつ十分な」が本レポートで議論すべき最重要事項で、後述する。 

⑤監査報告書 

 監査報告書は、保証要件を満たす記載内容を一般用語で簡潔に記述することが肝要である。後述する。 

 

 

6.2.2 「保証型システム監査」の保証を担保する要件 

 保証型システム監査における「保証」を担保する要件は、以下の 5項目とする。 

①三当事者 

②主題／主題情報 

③適合する評価基準 

④適切かつ十分な証拠 

⑤監査報告書 
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6.2.3 保証型システム監査とコントロール目標 

ここに前項の各コントロール目標に対して、上記の保証要件の具体例を示す。 

コントロ

ール目標 
当事者 主題 主題情報の例 基準 

①戦略性 

・業務実施者 

・主に主題に責任

を負う者（＝想定

利用者） 

・情報システムに

係る戦略的業務 

・IT 戦略計画書

および達成評価 

戦略性を測定／

評価可能な基準 

②有効性

／効率性 

・業務実施者 

・主に主題に責任

を負う者（＝想定

利用者） 

・情報システムに

係る運用・開発業

務 

・IT 開発計画の

目標 

・IT 開発／運用

等効率性指標 

・有効性を測定／

評価可能な基準 

・効率性を測定／

評価可能な基準 

③信頼性

／安全性 

 

・業務実施者 

・主題に責任を負

う者 

・想定利用者 

・情報システムに

係る業務全般 

当該業務の信頼

性／安全性に関

する経営者の主

張 

・システム管理基

準 

・FISC ガイドラ

イン等 

④遵守性 

・業務実施者 

・主題に責任を負

う者 

・想定利用者 

・法令／規程等に

より遵守すべき

規準が明確な業

務 

・当該業務の法令

／規程等遵守に

関する経営者の

主張 

・金融検査マニュ

アル等各基準類 

この表からも判断できるように、コントロール目標を①戦略性、②有効性／効率性とする監査では、保証業

務に係る当事者において想定利用者が主題に責任を負う者であることが多いと考えられるが、意見書の定義で

は、主題に責任を負う者が唯一の利用者（例えば、経営者等）である場合は、保証業務の範囲には含まれない

とする。しかし、自分で自分の管理する情報システムの保証を得たいと考える場合もある。第三者である想定

利用者が主題に責任を負う企業の戦略性や有効性／効率性の評価を必要とすることは実際上それほど多くの

機会はない。従って、戦略性や有効性／効率性の評価はシステムコンサルティングや内部監査による助言型シ

ステム監査案件となることが実務上多いと言える。 

一方、コントロール目標が③信頼性／安全性、④遵守性のシステム監査においては、一般的に第三者の想定

利用者を含めた三当事者が存在するが故に、保証型システム監査が容易に成立すると考えられる。 

6.2.4 評価基準としての「保証型システム管理基準」 

上記③項の「適合する評価基準」として提供される保証型システム管理基準の議論において重要な論点は、

保証業務における監査対象として戦略性や有効性／効率性のコントロール目標に対して保証業務が成立する

か（具体的な案件が発生するか）、成立するとすればその管理基準は適切かどうかであると考える。参考まで

に、ＩＴ実務指針に挙げられているコントロール目標の具体例は「信頼性等」とのみ記載。考えすぎか。 

この議論では、戦略性や有効性／効率性を評価する基準として、利用する基準が保証業務に適合するか否か

が重要であり、保証型システム管理基準としての検討が望まれる。 

尚、本レポートでは「システム管理基準」に対して経済産業省が示す「判断の尺度」と言う用語は使わないで、

用語として「評価基準」を使う（現状の管理基準であるコントロール一覧表に、“尺度”という言葉は適さな

いと考える）。 
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ここでは尺度と言う用語は“モノサシ”と同様で別の意味で用いたい。すなわち、本レポートでは「尺度」

とはコントロールを評価する際の「モノサシ（達成度、割合、回数等）」とし、その指標としての目標値（具

体的な達成値）が必要と考える。成熟度モデルで言えば成熟度レベルを示す。例えば、先に挙げた情報セキュ

リティにおけるコントロール例である「パスワードの定期的な変更」においては、その評価の尺度（モノサシ）

はパスワードの変更回数で、その目標値として１回／月か１回／年かを定め、それを判断の尺度とし運用状況

の評価を行ことが必要と考える。 

現存するシステム管理基準に、評価の尺度（モノサシ）と指標までを含めた基準は存在しない。また、この

具体的な評価尺度の指標は、業種や業態、とくに企業規模に合わせて設定する必要がある。 

成熟度モデルを利用したコントロール評価は、成熟度レベルそのものを評価の尺度（モノサシ）とし、指標

としてその定めた成熟度レベルに対する達成度を評価するため、評価の尺度（モノサシ）と指標が標準的に定

められているので、一般的に理解が得やすい。 

6.2.5 本レポートでの「情報セキュリティ監査」の考え方 

前章で「情報セキュリティ監査」の公表文書について触れてきたが、本レポートでは「システム監査と情報

セキュリティ監査の違い」については本質論ではないので議論しない。両者は監査する対象や範囲、すなわち

具体的な IT コントロール（評価基準の項目）が異なるだけで監査としての基本的な手続（監査基準の範疇）

は変わりないと考える。経済産業省公表のシステム監査基準と情報セキュリティ監査基準とは、内容がほぼ同

じであることからも明確である。 

解説書には、「システム監査は、情報システムのライフサイクルを通じて実施する総合的な監査であるのに対

して、情報セキュリティ監査は、情報セキュリティに特化した監査である」とある。本レポートでは、システ

ム監査として議論する。 

 

6.3 一般規準 

6.3.1 システム監査実施の目的と責任の明確化 

システム監査基準には、「システム監査を実施する目的及び対象範囲、並びにシステム監査人の権限と

責任は、文書化された規程、または契約書等により明確に定められていなければならない。」とある。こ

のことは監査において基本的な事項であり、既に学んだ他の公表文書でも同じである。特に保証型システム監

査（外部監査人による監査）では、契約書等での明確な規定は重要である。また、関連事項として、主題情報

としての確認書や言明書等の有無の議論が挙げられる。 

①監査目的 

 監査目的では、特に既述の「コントロール目標」のいずれを目的とするのかを、明確にすることが重要であ

る。目標により監査手続等に違いが生じる。 

②監査対象範囲 

 保証型システム監査では、監査対象範囲の選択は、保証を得るに重要な要素となる。監査計画や監査契約書

で明確にしなければならない。情報セキュリティ監査基準では保証目的を達成するためには、情報セキュリテ

ィ管理基準の全コントロール項目を監査対象とすることが望ましいとするが、保証型システム監査では、例え

ば、あるシステムについて、システム管理基準の「企画業務」等、一部のコントロール分野での監査も可能で

ある。必ずしも全分野、全コントロールが必須要件ではない。従って、主題に責任を負う者（経営者等）は、

システム監査の中長期計画において、コントロール分野の網羅性を十分に意識した監査対象範囲を計画し、利

用者に十分な信頼を得る必要がある。また、報告書の利用者はその旨を十分に理解した上で、監査結果を活用
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することが肝要である。 

③保証型システム監査における監査人の権限と責任 

意見書には、「主題に責任を負う者が自己の責任において主題情報を想定利用者に提示しない場合に、業務

実施者が、主題それ自体について一定の規準によって評価又は測定した結果を結論として表明する保証業務が

あるが、この場合においても、業務実施者は、主題それ自体に対する責任を負うものではなく、主題それ自体

の信頼の程度を高めることに責任を負う（保証業務の分類①）」。また「業務実施者は、保証業務について要請

される要件及び保証業務の実施に関する基準に準拠して適切に業務を行わなかった場合には責任を負う（保証

業務実施の前提③）」とある。 

これは監査目標としたコントロールの適切な実施における評価または測定結果に対する責任論であり、主題

における実際の不備や事故の発生そのものに対する責任を負うものではない。そのような責任は外部の業務実

施者に負える訳がなく、当然であろう。 

6.3.2 システム監査人の独立性、客観性と職業倫理 

 保証業務おいては、システム監査人の独立性は特に重要である。 

①外観上の独立性／客観性（「システム監査基準」に同じ） 

 システム監査人は、システム監査を客観的に実施するために、監査対象から独立していなければならない。

監査の目的によっては、被監査主体と身分上、密接な利害関係を有することがあってはならない。 

解説者には、「独立性の本質は精神上の独立性であるが、外観上の独立性が損なわれると、精神上の独立性

が損なわれているとの嫌疑がもたれるため、外観上の独立性を維持することが重要である」とある。 

②精神上の独立性／客観性（「システム監査基準」に同じ） 

 システム監査人は、システム監査の実施に当たり、偏向を排し、常に公正かつ客観的に監査判断を行わなけ

ればならない。 

③職業倫理と誠実性（「システム監査基準」に同じ） 

 システム監査人は、職業倫理に従い、誠実に業務を実施しなければならない。 

 解説書には、「監査報告書の信頼性を担保するためには、システム監査人が高い品格とともに高度な人格、

すなわち、倫理観、誠実性、責任感、正義感等を有することが必要である」と更に説明がある。職業倫理には、

業務委嘱懇請の禁止、成功報酬の禁止、信用失墜行為の禁止等が紹介されている。 

6.3.3 専門能力（省略） 

6.3.4 業務上の義務 

業務上の義務には、研究報告と同様に「職業的専門家としての猜疑心」の記載を望みたい。システム監査基

準には、その解説書の「精神上の独立性」に記載がある。 

①注意義務（「システム監査基準」に同じ） 

 システム監査人は、専門職としての相当な注意をもって業務を実施しなければならない。 

解説書には、「システム監査人に求められる正当な注意義務は、民法（第 644 条）に規定される善良なる管理

者しての注意義務（善管注意義務）に相当するものと考えられる」とあり、その上で「システム監査人は専門

的な能力があることが想定されるため、システム監査人に求められる善管注意義務は一般のそれよりも高いも

のとなる」とある。 

②守秘義務（省略） 

③職業的猜疑心 

研究報告では、「主題情報に重要な虚偽表示が含まれていないかどうかについて判断するための十分かつ適
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切な証拠を入手することができるように、職業的専門家としての懐疑心を保持し、保証業務を計画し実施す

る。」と職業的猜疑心の必要性を説く。 

6.3.5 品質管理（省略） 

 以上の一般基準各項は、保証型システム監査では更に厳守されるべき事項であろう。 

 

6.4 実施基準 

6.4.1 監査計画の立案 

 「システム監査人は、実施するシステム監査の目的を有効かつ効率的に達成するために、監査手続の内容、

時期及び範囲等について、適切な監査計画を立案しなければならない。監査計画は、事情に応じて適時に修正

できるように弾力的に運用しなければならない。」（システム監査基準） 

①中長期計画、短期、個別 

 監査計画は、中長期計画から短期計画、個別計画へとブレークダウンし、監査対象範囲の網羅性を図らなけ

ればならない。 

②監査の基準 

 保証業務に係るシステム監査の個別計画では、「適切な基準」を明確にせねばならない。有効性や効率性の

コントロール目標に対する基準は、特に慎重を要する。基準には大きく次の２通りある。 

・既に取り挙げてきた公的機関による公表基準（例、システム管理基準） 

・各企業で作成された企業固有の基準（公的基準を参考にしたものも含む） 

有効性や効率性を目標とするシステム監査では後者の基準により実施されるケースがあるが、これは第三者

への保証には必ずしも十分ではない場合がある。例えば、近年 IT 投資の有効性・効率性評価において評価手

法として注目され始めている「IT ポートフォリオ評価」などが公正妥当な評価基準として広く社会に浸透す

れば、第三者を想定利用者とする有効性・効率性評価の保証型システム監査の管理基準として十分活用できる

であろう。 

③監査対象期間に対する考え方 

 保証型システム監査については、保証する対象期間が議論になる。保証期間をどこに限定するのかである。

一般的には、ある一時点か定められた期間である。ある個別計画の監査対象期間を定める場合は、中長期計画

および短期計画で監査対象や監査項目等について全体的に網羅性を考慮して決める必要がある。また、この場

合は後述するサンプリング試査のサンプリング期間を考慮する必要がある。 

 監査対象期間に関して、保証型システム監査の議論で“システム監査では、会計監査のように過去の一定期

間の保証では経営者に満足されず、「では、今後も安心できるのか？」との質問に答えなければ評価されない”

という意見がある。しかし、この質問に答えるのは不可能であり、どのような保証型監査でも未来を保証はで

きない。 

保証型システム監査における対象期間の問題（将来の保証に関する問題）については、過去から一定期間の

組織体制や仕組みの安全性／信頼性等の保証の上に、その継続性および環境変化への対応性を判断することで、

想定利用者は、近未来の保証を自らの責任で想定することになる。 
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6.4.2 監査の手順（情報セキュリティ監査基準には、この項なし。） 

 システム監査基準には「システム監査は、監査計画に基づき、監査の実施として予備調査、本調査及び評価・

結論の手順により実施しなければならない」とある。手順そのものについては、保証型システム監査と一般の

システム監査とは差異はないが、その監査手順における監査手続（方法論）に違いがあると考える。特に保証

型システム監査では、本調査における監査証拠の入手および評価に厳格な対応を要求されると考える。適切か

つ十分な監査証拠および証拠から判断できる事実に基づく論理的で体系的な評価が要求されるであろう。 

①予備調査 

 予備調査の目的と調査内容については、システム監査基準に詳しい記載はない。日本システム監査人協会編

『情報システム監査実践マニュアル』には「監査対象の業務およびシステムの実態を把握し、その後の本調査

の円滑に実施することを目的とする」とあり、調査内容として「調査内容は、監査対象に信頼性、安全性、効

率性、有効性を確保するためのコントロールが整備されているか（コントロールの整備状況）」であり、調査

方法として「コントロールに関する資料収集、関係者へのインタビュー、アンケート調査などにより調査を行

う」とある。 

しかしながら、監査の手順として予備調査はシステム監査個別計画策定後に行うとある。個別計画では、監

査項目まで明らかにするのが一般的だが、外部監査人が監査の実施を請け負った場合、個別計画が与件か個別

計画から考えるかで予備調査の目的や内容が違ってくる。このことは、主題情報としての言明書に対する監査

（監査項目が言明書で与件）か、主題そのものの監査（監査項目の洗い出しも監査対象となる）かにも関係す

る。 

ケースによっては、個別計画作成（監査対象／監査項目の明確化）のために事前調査（予備調査以前の調査）

が必要となる場合もある。 

本レポートでは、保証型システム監査としては、監査対象案件の個別計画（監査目的／監査対象）が明確で

あり、従って予備調査の主要な目的は、監査項目（コントロール）の選択およびそのコントロールの整備状況

把握と定義する。実務上は、案件における与件（個別計画書の有無等）の程度により予備調査の内容、タイミ

ング等の考慮が必要である。 

参考までに、FISC ガイドラインでは予備調査は事前の文書調査と解せるが、如何。FISC には整備状況の

把握は本調査で行う旨の記載がある。 

②監査手続の作成 

予備調査の結果、抽出されたコントロールのチェック項目の明確化、監査手続書（監査担当者、監査手法等）

作成等の監査手続の具体化を行い、本調査に挑む。 

③本調査 

本調査では、作成した監査手続を具体的に実施し、コントロール運用状況の把握および評価を行うための監

査証拠の入手が主目的である。いわゆる「運用状況の評価」である。 

本レポートでは、保証型システム監査におけるコントロールの運用状況評価は、サンプリング試査によること

とする。 

④評価・結論 

 予備調査・本調査で入手した十分かつ適切な証拠に基づき判断・評価をし、結論に導く。 

保証型システム監査の評価においては、入手した証拠に基づく事実からのみ厳密に結論が導かれるべきである。 
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6.4.3 監査の実施 

①監査証拠の入手と評価 

 システム監査基準には「システム監査人は適切かつ慎重に監査手続を実施し、保証又は助言についての

監査結果を裏付けるのに十分かつ適切な監査証拠を入手し、評価しなければならない」としか記載がなく、

助言業務と比較して、保証業務としての十分かつ適切な監査証拠についての具体的な記載は無い。 

・十分かつ適切な監査証拠と合理的な評価とは 

 監査証拠とは、「監査基準委員会報告書第31号 監査証拠」（公認会計士協会）によれば、以下の通りであ

る。システム監査においても同様である。併せて、十分かつ適切な監査証拠および監査証拠の証明力について

も紹介する。 

監査証拠 監査証拠は、監査人が監査意見を形成するに足る合理的な基礎を得るため

に利用するすべての情報である。 

十分かつ適切

な監査証拠 

十分性は、監査証拠の量の問題である。適切性とは、監査証拠の質の問題、

すなわち、取引、勘定残高及び開示に関連する経営者の主張を裏付けたり、

又は虚偽の表示を発見するために入手した監査証拠の適合性と証明力であ

る。 

監査証拠の 

証明力 

・企業から独立した情報源から入手した監査証拠は、企業から入手した監

査証拠より証明力が強い。 

・企業から入手した監査証拠は、内部統制が有効なときには証明力が強い。 

・ 監査人が直接入手した監査証拠（例えば、内部統制の運用についての観

察により入手した監査証拠）は、間接的又は推測によって入手する監査証

拠（例えば、内部統制の運用についての質問により入手した監査証拠）よ

りも、証明力が強い。 

・ 監査証拠は、紙媒体、電子媒体又はその他の媒体であろうと、文書化さ

れたものの方が、証明力が強い（例えば、議事録は、会議の後の口頭によ

る議事説明よりも証明力がある。）。 

・ 原本によって提供された監査証拠は、コピーやファックスによって提供

された監査証拠よりも、証明力が強い。 

・監査結果の評価 

監査結果の評価は、監査調書をもとに監査証拠を十分に検討して、事実に基づき監査人が自ら行う。その評

価結果である結論に至る具体的方法論には定まったものはなく、結果やレベルは当該監査人の能力次第である。 

評価について、前出『情報システム監査実践マニュアル』には、「3.3 評価結論」で、以下の説明がなされ

ている。 

「・評価・結論は、予備調査・本調査を通して収集した監査証拠を整理・分析し、監査テーマについての監査

対象のコントロール（注記：監査項目）の状況を評価することである。 

・評価・結論は、監査報告の内容を決める重要な段階であり、システム監査人の分析力・判断力が問われる段

階である。 

・評価を行うに当たっては、評価結果を定量化して示すことが、監査の客観性という観点からも、組織体の長

に監査結果を明確に示すという観点からも有効である。」 

また「ここでは、定量化評価の手順と評価方法の例を紹介する」と有り、「（１）評価の手順、（２）評価方法
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の例、（３）評価を行う上での留意点」が示され、「（２）評価方法の例」として定量化方法である「減点法、

加点法、星取表法」が説明され、尐し詳しい手順、方法が示されている。しかし、特に保証型システム監査に

対して適切で合理的な評価方法としての紹介ではないが、定量化評価は重要な論点である。 

②コントロール評価の方法 

・保証型システム監査における「評価」の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

・成熟度モデル評価方式 

 保証型システム監査におけるコントロールの評価では、成熟度モデルの達成指標（成熟度レベル）を予め被

監査主体と協議の上、成熟度モデル評価方式で行うことが望ましい。この際、成熟度モデルについては Cobit

モデルあるいは FISC モデルを参考にしたい。 

・整備状況評価および運用状況評価の 2 段階評価方式 

成熟度モデル評価方式を使用しない場合は、整備状況評価と運用状況評価の 2 段階方式で評価することを薦

める。成熟度レベルの定義には整備状況と運用状況が同一レベルに混在しているので、整備状況評価と運用状

況評価の 2 段階評価で行うことはできない。2 段階評価の場合、整備状況評価においては、コントロールの有

無とその適切性を評価する。運用状況評価では監査時点あるいは監査対象期間におけるコントロールの運用に

おける有効性評価である。 

いずれの場合も、運用の有効性評価は基本的に「試査」により評価することが望ましい。 

また、2 段階方式ではコントロールのごとに評価の尺度（モノサシ）と指標を定めることが必要である。 

尚、成熟度モデルと試査との関連は、成熟度モデルの目標レベル（例えば、「レベル 3：コントロールは適切

に運用されている。」）に対する“適切な運用”の達成評価を行う際に、サンプリング試査による評価を行う方

法が考えられる。 

③内部統制のサンプリング試査における「25 件のサンプル件数」 

ここで実務上、試査の方法として参考としたいのは、内部統制の評価で活用された「サンプリング試査」で

ある。保証型システム監査での一般的に公正妥当な評価方法と考える。 

内部統制の実施基準「Ⅲ 財務報告に係る内部統制の監査」には、外部監査人が運用状況評価を実施する際

には、「例えば日常反復継続する取引について、統計上の正規分布を前提とすると、90%の信頼度を得るには、

評価対象となる統制上の要点ごとに尐なくとも 25 件のサンプルが必要になる」と記載されている。 

この実施基準の「90％の信頼性を得るには、25 件のサンプルが必要」ということは、確率論を利用した統計

的手法によるもので、公認会計士協会の「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い（公開草案）」

では、以下のように説明されている。 

「統計的サンプリングにおいては、母集団の誤謬率についての結論を出すためのサンプリングとして、属性サ

ンプリングが用いられる。つまり、金額ではなく、特定の属性の有無を判定することになるため、結果は率（％）

で表される。内部統制監査の実施基準４．(2)①ロ．ａに例示されている 25 件のサンプル数は、許容誤謬率が

保証型システム監査における評価方法 

システム監査人は適切かつ慎重に監査手続を実施し、保証業務に係る監査結果を裏付け

るのに客観的で十分かつ適切な監査証拠を入手し、以下の通り評価しなければならない。 

・コントロールの評価は成熟度モデルにより行うことが望ましい 

・コントロールの運用状況評価においては可能な限り“試査”により行う 

・コントロールごとに評価の尺度（モノサシ）と指標（目標値）を定めることが望ましい 
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9％、サンプリングリスクが 10％（信頼度が 90％）、予想誤謬率が 0％であるならば、下記に例示した表に従

って示される（AICPA：Audit and Accounting Guide–AUDIT SAMPLING より。文言一部修正）。ただし、

当該統計的サンプリングの考え方に従い、テストの結果、内部統制からの逸脱が生じた場合や信頼度を向上さ

せる場合はサンプルの件数は増大することに留意が必要である（次表、参照）。」 

【運用評価手続のための統計的サンプル数】 

（下線筆者） 
許容誤謬率 

2％ 3％ 4％ 5％ 6％ 7％ 8％ ９％ 10％ 

予
想
誤
謬
率 

0.00 114 76 57 45 38 32 28 25 22 

0.50 194 129 96 77 64 55 48 42 38 

1.00 ＊ 176 96 77 64 55 48 42 38 

1.50 ＊ ＊ 132 105 64 55 48 42 38 

2.00 ＊ ＊ 198 132 88 75 48 42 38 

2.50 ＊ ＊ ＊ 158 110 75 65 58 38 

3.00 ＊ ＊ ＊ ＊ 132 94 65 58 52 

3.50 ＊ ＊ ＊ ＊ 194 113 82 73 52 

4.00 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 149 98 73 65 

5.00 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 160 115 78 

6.00 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 182 116 

7.00 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 199 

結論として、保証型システム監査におけるコントロール項目ごとの評価を内部統制監査における「サンプリ

ング試査」で行うことは、保証型システム監査の評価結果を利用する第三者にとって理論的でかつ納得のでき

る評価方法と考える。 

ただ、サンプリング試査はコントロール個々の評価に使用されるもので、総合評価ではレーダーチャートに

よる表現等で新しい経営手法を活用した科学的で体系的な総合評価方式の開発が望まれる。 

④保証型システム監査における評価尺度（モノサシ）および指標の明確化 

既に触れてきたが、保証型システム監査における評価方法においては、評価基準としてのコントロール（現

システム管理基準）内容の記載だけでなく、実際に評価する際の具体的な尺度（モノサシ）と指標が必要と考

える。成熟度モデルによる評価の場合は、そのコントロールの尺度に対する成熟度モデルのレベル（目標値）

の達成評価を行う方法が望ましい。保証型システム監査では、コントロール各々の評価尺度（モノサシ）とそ

の指標（目標値）を明確にして、その指標に対する達成度で客観的に評価する方法を確立すべきと考える。 

この評価尺度および指標は、監査計画立案における監査手続詳細を決める際に、予め被監査主体の現状の規

定・ルール等を考慮の上、十分に協議して定めることが望ましい。 

参考として、IPA（情報処理推進機構）から公表された「定量的セキュリティ測定手法および支援ツールの

開発」の調査報告書／別冊「定量的セキュリティ測定ガイドライン」を紹介する。当ガイドラインでは、個々

のコントロールに対して各々定量的尺度（割合、回数、時間、期間等）とその指標（目標値／例えば、100％

の割合）が定められている。画期的な試みである。システム監査に携わる者が、学ばねばならないガイドライ

ンである。 

⑤監査調書の作成と保存（省略） 
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6.4.4 監査業務の体制（「システム監査基準」に準じる） 

6.4.5 他の専門職の利用（「システム監査基準」に準じる） 

6.4.6 情報セキュリティ監査 

 システム監査基準には「情報セキュリティ監査については、原則として、情報セキュリティ管理基準を

活用することが望ましい。」とある。当然である。 

 

6.5 報告基準 

 監査報告、監査報告書は研究報告に例示も含め詳しい。これを参考とすべきである。しかし報告書例が会計

監査をベースにしているため、「経営者の記述書が、・・・適正に表示しているものと認める」（積極的形式／

肯定的結論／主題情報に基づく方式）とか「・・・適正に表示していないものと認める」（積極的形式／否定

的結論／主題情報に基づく方式）のように、保証の文言がストレートではない。これに関しては「6.5.3 監査

報告書の記載事項」で詳しく見る。 

報告で重要なことは、正式報告に際して行われる事前の「事実誤認の確認」は、保証型システム監査ではよ

り一層慎重に行う必要がある。 

6.5.1 監査報告書の提出と開示 

システム監査基準には「システム監査人は、実施した監査の目的に応じた適切な形式の監査報告書を作

成し、遅滞なく監査の依頼者に提出しなければならない。監査報告書の外部への開示が必要とされる場

合には、システム監査人は、監査の依頼者と慎重に協議の上で開示方法等を考慮しなければならない。」

とある。 

保証型システム監査では、開示されることが前提のため、開示方法等に十分考慮する必要があることは言う

までもない。 

6.5.2 監査報告の根拠（省略） 

6.5.3 監査報告書の記載事項 

①研究報告「b.積極的形式／直接報告方式」における文例 

 研究報告におけるb.積極的形式／直接報告方式の場合の文例は「当監査法人は、○○株式会社が、○○○○

の評価規準に基づいて、平成×年×月×日から平成×年×月×日までの期間において、○○株式会社の○○○

システムがセキュリティに関する合理的保証を提供するための有効な○○○○をすべての重要な点において

維持しているものと認める。」（報告書の独立した監査法人の検証報告書）とあり、“保証する”とは書かれて

いない。 

②報告基準ガイドラインの情報セキュリティ監査報告書（例）の主文 

一方、報告基準ガイドラインの情報セキュリティ監査報告書（例）の主文は、「われわれの監査は、情報セ

キュリティ監査基準に準拠して行われた。（中略）われわれの意見によれば、200ｘ年ｘ月ｘ日から 200ｘ年ｘ

月ｘ日までの期間に係る XXX を対象とした情報セキュリティ対策の実施状況は、情報セキュリティ管理基準

に照らして適切であると認める。」（5.5.5 保証報告書の雛形①肯定意見の雛形）で、「適切であると認める」と

あり、“保証する”とは書かれていない。いずれも想定利用者である第三者には隔靴掻痒の感がある。 

報告結果の保証内容が違うのであればやむを得ないが、「維持しているものと認める／適切であると認める

⇒保証する」であるならば、保証型システム監査の監査報告書では、「・・・を保証する」とか「・・・を除

き、保証する」等、一般者にも容易に理解できる表現を使いたい。 
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6.5.4 監査報告についての責任（省略） 

6.5.5 監査報告に基づく改善指導（フォローアップ） 

 保証型監査では、改善指導およびフォローアップまでは言及しないのが一般的である。しかし本レポートで

は、保証型システム監査では、可能ならば報告内容に「指摘事項／改善事項」を付け加えることを推奨したい。

それこそが想定利用者（経営者等）に望まれる生きた報告事項であると考える。保証業務と改善の指摘とは異

なる領域の業務だと限定的に考えることはない。保証のためのシステム監査業務を行っている過程で問題があ

れば、その改善事項は指摘できるはずである。 

 フォローアップまで行うことは独立性に問題があるとの指摘もあるが、改善事項が適切に行われているかど

うかの結果フォローであれば問題はないと考える。 

 

6.6 助言型システム監査、システムコンサルティング業務および合意された手続 

意見書によれば、保証型システム監査は保証業務として位置づけられるが、助言型システム監査はその範囲

外であることが明らかである。また、システムコンサルティング業務が保証型でないことは無論のことである。 

この際、本章の最初に述べたように、保証業務に係る案件は「監査」と呼び、それ以外の助言型業務は「コ

ンサルティング」と呼ぶことで統一してはどうだろうか。 

 再掲するが、意見書では「保証業務の定義に合致しない業務」として、特に以下の４業務を挙げ、保証業務

の要件を明確にしている。 

①業務実施者が、主題に責任を負う者又は特定の利用者との間で合意された手続に基づき発見した事項のみを

報告する業務（「合意された手続」という。） 

②財務情報の作成及び作成への関与を行う業務（「財務諸表等の調製」という。） 

③主題に責任を負う者の経営又税務上の判断に関わる助言や調査等を行う業務 

④税務申告書の作成及び納税者の代理を行う業務 

 ①はシステム監査（情報セキュリティ監査（JASA）では監査業務）に分類。②、③、④は、コンサルティ

ング業務と言える。 

 

 この章の最後に、「（表.2）保証業務における“保証”を担保する主要項目まとめ」を添付する。“保証”

を担保する主要項目について各公表文書と本レポートの比較を行った。 
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（表.2）保証業務における“保証”を担保する主要項目まとめ（経産省「システム監査基準」の項目記載順） 

比較項目 

(必要な重要項目のみ) 

意見書 研究報告 ＩＴ実務指針 情報セキュ

リティ監査 

本 

レポート 

【前文、監査の目的】      

監査の目的 想定利用者の

信頼
．．

の程度を

高めるため 

同左 同左 マネジメン

トプロセス

の有効な運

用 

IT ガバナ

ン ス へ の

寄与（ステ

ー ク ホ ル

ダ ー の 観

点含む） 

監査対象業務 内部統制など

財務情報以外

の事項を対象

とした業務も

含めた幅広い

財務諸表 

財務情報 

内部統制 

コンプライア

ンス 

環境 

成果 

（IT 関連の記

載無し） 

・IT に係るシステム 

・IT に係る内部統制 

・IT に係る経営 

戦略・経営管理 

・IT に係る委託・ 

受託業務 

・IT に係る情報 

・その他 IT に係る 

事項 

情報セキュ

リティに係

るリスクの

マネジメン

ト又はコン

トロール 

・IT に係る

システム 

・IT に係る

情報 

 

情 報 シ ス

テム（ある

いは IT）に

係る業務 

コントロールの目標 ・財務諸表監

査／信頼性 

・内部統制／

有効性 

・レビュー業

務／信頼性 

（「二 保証

業 務 の 意

味」より） 

・信頼性 

・有効性 

・コンプライ

アンス検証

業務等／遵

守性 

（「２.保証

業 務 の 概

要」より） 

IT に関する信頼性

等 

・機密性 

・安全性 

・可用性 

・戦略性 

・有効性／

効率性 

・信頼性／

安全性 

・遵守性 

【保証業務の要件】      

当事者 ・業務実施者 

・主題に責任

を負う者 

・想定利用者 

同左 同左 同左 同左 

主題／主題情報 主題／主題情

報 

同左 同左 原則主題情

報（言明書） 

主 題 ／ 主

題情報 
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比較項目 

(必要な重要項目のみ) 

意見書 研究報告 ＩＴ実務指針 情報セキュ

リティ監査 

本 

レポート 

・確認書 特に記載無し 確認書 

（確認書が入

手できない場

合は、限定付

き結論か、結

論を表明しな

い こ と を 検

討） 

確認書 

（同左） 

確認書 問わない 

適合する基準 具体的な基準

例無し 

・会計基準 

・内部統制基

準等 

同左 情報セキュ

リティ管理

基準 

シ ス テ ム

管 理 基 準

他 

適切かつ十分な証拠 適切かつ十分

な証拠 

同左 同左 同左 同左 

監査報告書 監査報告書 同左 同左 同左 同左 

【一般基準】（略） ― ― ― ― ― 

【実施基準】      

・監査証拠の入手と評価 

（監査証拠収集手続） 

特に記載無し 原則として試

査 

原則として試査 試査：情報セ

キュリティ

監査基準実

施基準ガイ

ドラインに

記載 

原 則 と し

て試査 

【報告基準】      

報告書の名称 保証報告書 検証報告書 検証報告書 監査報告書 監 査 報 告

書 

監査報告についての責

任 

主題そのもの

に対する責任

ではない 

（同左） （同左） （同左） （同左） 

監査報告に基づく改善

指導（フォローアップ） 

－ － － 保証型には

改善事項の

記載なし 

保 証 型 に

も 改 善 事

項 の 記 載

が 重 要 と

考える 

 

 


