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協会からのお知らせ

■【会員増強プロジェクト】                            2012.7.5  

【 会員増強プロジェクト活動中:仲間を増やして SAAJ を盛り上げましょう！ 】

会員の皆様はすでにご存知のことだと思いますが、当協会では４月から会員増強プロジェクトを立ち上げ、

活動を行っています。その背景は、ここ数年、個人会員、法人会員のいずれも、会員数があまり増えておらず、

このことが、当協会の活動が活性化しない、事業収支が適切に維持できない原因になっています。

当協会が掲げている使命（システム監査の普及によって、健全な情報化社会を実現する）を達成するために

は、新しい会員を増やし、新しい会員の新しい意見やものの見方を採り入れ、ベテラン会員の経験や知識と相

互研鑽していくことが重要であるとの思いで、プロジェクトを進めています。

プロジェクトメンバーは、各部・委員会・担当の主査または主査から任命された方で構成しています。

６支部の支部長には、会員増強プロジェクトのメーリングリストに入っていただき、プロジェクト活動に対するご

意見やご提案をいただく体制をとっています。

プロジェクトでは、当協会が会員に提供できるメリットとは何かの討議から入りました。メリットが明確でないと、

会員になろうという個人・団体は増えないということから、この討議に時間をかけました。

勿論、一意に答えがでるようなテーマではありません。討議を通じて見えた方向性を基に、各部・委員会・担

当が会員増強施策を立案しました。各部・委員会・担当がぞれぞれの部会で意見交換を行った上で、プロジェ

クトに施策を提案するという流れで活動を進め、さまざまな貴重な施策が出されています。プロジェクトでは、そ

れぞれの施策について委員同士で意見交換を行い、ブラッシュアップを図っています。

３カ月が経過し、出された施策をＡ、Ｂ、Ｃの３つのグループに優先度付けし、施策を実行していく段階に入

っています。実行し、プロジェクトでその結果を報告し、改善すべきことについては改善を検討するという流れ

で、１つ１つの施策を着実に実行し効果を上げていきます。優先度Ａのグループは、今年の10月までに効果

（会員数の増大）を上げることを目標とするもので、具体的施策として、次のものが上がっています。

Ａ１：会費未収金削減策 会費未納の方に会費納入を促す。

Ａ２：会員紹介運動の展開 すでに会長と私の連名で会員の皆様にも協力をお願いしており、徐々  

に効果が出ている（新規入会者がかなりの数現れている）。

Ａ３：ISO化PT活動状況の会報での定期的（毎月）広報 今年度の当協会の目玉事業の１つであるシ

ステム監査基準のISO化は多くの方が注目しており、最新状況をレポートしていく。

Ａ４：SAAJ会員システムの改修 すでに着手済みで、会員になると受けられるサービス機能も盛り
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込まれている。機能のリリースに合わせて、会員の皆さんにご案内していく。

Ａ５：月例研究会のテーマ充実と会員価格引下げによる新規会員募集 月例会の会員参加費を値下

げし、非会員との差別化を図った。とりあげるテーマはアンケートなどを参考に、関心の高

いテーマを選定している。

Ａ６：現在の法人会員のWebサイトでの紹介形式の改善 法人会員一覧が企業名のリストだけになっ

ているが、法人会員のビジネス拡大につながるような見せ方に改善する。

Ａ７：法人会員の会員権利枠拡大 法人会員になることでスケールメリットが生まれる改善を図る。

Ａ８：会員増強PT活動及び各施策の会報、HPでの定期的公表 今回を皮切りに、毎号の会報で、改

善策の実施状況や効果について、報告していく。

会員増強についての会員の皆様のご支援・ご協力を、よろしくお願いします。     （副会長 小野修一）

■【ＩＳＯ化推進プロジェクト】

2012.07  

【 システム監査基準研究会 】

システム監査のＩＳＯ化に関する報告（第1回）

システム監査（IT Audit）に関する国際標準化の動きがあり、当協会ではシステム監査基準研究会のメンバがこ

の活動をバックアップしています。この活動の取組みや進捗状況等について、今後定期的にお知らせしていきた

いと思います。まず第 1 回は、これまでの経過を中心に報告いたします。

１．システム監査の ISO 化の背景

ISOにおける「監査」としては、「ISO9000と14000（品質及び環境）のマネジメントシステム監査の指針」の規格で

ある ISO19011 があります。しかしながら「システム監査」は、マネジメントシステムのみを監査対象としているわけ

ではなく、より広い範囲や視点（例えばシステムによって提供されるサービスの有効性や優位性等）を対象として

います。 さらに、IT ガバナンスの国際規格である ISO/IEC38500 が 2008 年に発行され、システム監査の実施に

よって組織体の IT ガバナンス実現に寄与するとしている日本のシステム監査基準・管理基準の考え方を反映さ

せた国際規格を実現したいとの思いから、従前よりＩＴガバナンスの国際規格に深く関わってきた情報セキュリティ

大学院大学の原田要之助先生らが中心になり、日本のシステム監査基準・管理基準をもとにして ISO への提案

が行われました。

２．これまでの経緯

今回の ISO 化の作業においては、ISO の正式規格である「IS：国際規格」という位置づけではなく、TR

（Technical Report：技術報告書）を目標にしています。TR の事例には、GMITS（Guidelines for the Management 

for IT Security：ISO/IEC TR13335→ISO/IEC13335）等があり、将来的な IS 化への可能性を残しています。

２．１ ISO 化の手順

TRの制定の手順は、以下のとおりです。（ISとは異なります）

(Step1)
NP

(Step 2)
WD

(Step 3)
PDTR

(Step 4)
DTR

(Step 5)
TR
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（Step1） NP(New work item Proposal) (新業務項目の提案)

（Step２） WD(Working Draft) (作業原案の作成)

（Step３） PDTR（Proposed Draft Technical Report）（技術報告書原案の提案）

（Step４） DTR（Draft Technical Report）（技術報告書原案の作成）

（Step 5） TR（Technical Report）（技術報告書の発行）

２．２ これまでの経緯

2010年5月のISO/IEC JTC1/SC7/WG40（以下会議名は同じ）の新潟会議で、日本から情報セキュリティ大

学院大学の原田先生が「Ｐｒｏｐｏｓａｌ for Information Systems Audit Standard」を提案し、NP活動を開始するこ

とが正式に決定。（参加者：原田先生、力利則副会長）

（１）NP(新業務項目提案)

2011年2月 日本で基準研メンバも協力してNPの原案を作成し、各国へ提示

2011年5月 パリ会議：提案したNPについて、国際投票の結果プロジェクトとして成立。

（参加者：原田先生、清水恵子氏（システム監査学会&基準研メンバ）、力副会長）

9月のロンドン会議に向けて、エディターがWDの準備を行うことを決定。

エディター：日本（原田先生）、韓国、ニュージランド。タイトル「IT Audit」

（２）WD (作業原案の作成)

2011年8月 6月以降基準研メンバもWD案の作成に協力し、韓国との検討を踏まえた上で、「Pre-WD」を

作成。文書番号が「ISO/IEC 30120」に決定。

Pre-WD版（ANNEX等はサンプル）を各国に提示しコメントを収集。

2011年9月 ロンドン会議：各国からのコメントへの対応の検討（参加者：原田先生、清水氏、力副会長）

タイトルとScopeの検討が議論の 中心となり、タイトル：（IT Audit - Audit guideline for 

Governance of IT-）となり、Scopeは「This technical report provides guidance on auditing to 

support the evaluation of the governance of IT based on the principles of ISO/IEC 38500.*1」と

なった。

2012年1月 10月以降基準研メンバも協力し、清水氏が中心になりANNEXを含めたWDを日本で作成。

各国に提示しコメントを収集。（ISO/IEC 30120_WD1）。

2012年5月 韓国チェジュ島会議：各国からのコメントへの対応の検討（参加者：原田先生、清水氏）

タイトル：（IT Audit - Audit guidelines that support the evaluation on the Governance of IT-）に

変更となった。ANNEXについて、本文との整合性等に関して韓国と検討。

*1：IT ガバナンスの規格（ISO/IEC38500：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｆｏｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ ｏｆ ＩＴ）

オーストラリアの国内基準である AS8500 がベースとなり 2008 年に国際標準となった。（次表参照）

項目 概要

企業の経営層が実施

すべき行動

経営者には、IT の投資や利用について決定し、その結果をモニタして、改善を行う

ことが求められている。また組織のガバナンスを統括するオーナ、ボードメンバ、パー

トナー、上級幹部に、以下を要求している。

①現在と将来の IT の利用について評価する

②IT の利用が組織のビジネス目標に合致するように計画とポリシを策定し実施する

③ポリシへの準拠と計画に対する達成度をモニタする
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IT ガバナンスを実現

するための 6 つの原則

(1) Responsibility ：IT に対する責任を明確にすること

(2) Strategy    ：IT が組織のビジネス目的を支援していること

(3) Acquisition   ：IT の調達に関する透明性と適切性を高めていくこと

(4) Performance  ：ビジネス要求に見合ったサービスレベルを提供すること

(5) Conformance  ：法令や企業内部の取決め等への準拠すること

(6) Human behavior：人的要素を考慮した方針や施策であること

２．３ 今後の予定

（１）日本と韓国で分担して ANNEX の修正案を作成し、相互チェックにより WD2nd を７月末までに作成する。

（2）WD2nd を 8 月に各国に提示し、１ヶ月間でコメントを募集する。

（３）9 月のダブリン会議でコメントを処理し、PDTR（Proposed Draft Technical Report）を目指す。

となっており、このままいけば 9 月にＩＳＯ化手順の Step3 の開始となる予定です。

原案の内容そのものについては、公開できる範囲の確認をとりながら、次回以降で触れていきますが、国際会

議の進展によっては、本プロジェクトが途中で打ち切りとなることも想定されますことをご了解ください。

本件に関するお問合せ先：（システム監査基準研究会） 副会長 松枝憲司 kmatsueda@nifty.com

■【ＣＳＡ利用推進活動】                              

2012.06 （再掲）

【 ＣＳＡ利用推進のお知らせ 】

公認システム監査人（CSA）とは・・・

日本システム監査人協会による「公認システム監査人認定制度（2002年2月25日制定）」に基づく、システム監

査人です。公認システム監査人（CSA）と公認システム監査人補（ASA）で構成されます。

CSA・ASAにはシステム監査技術者試験合格者（または同等能力者）で一定の実務経験を積んだシステム監

査人を認定しています。実務経験については小論文と面接で審査します。更に資格継続には、継続的な実務

及び教育受講が必須です。CSA・ASAは継続的に研鑽を続けている質の高い監査人といえます。

CSAフォーラムに登録ください・・・

CSA・ASAの方々に「システム監査に関する実務や事例研究、理論研究等を通して、システム監査業務に役立

つ研究を行う場を提供」することにより、「CSA・ASA同士がフェイスｔｏフェイスの交流をし、相互啓発や情報交換

を行い、スキルを高め、よってCSA・ASAのステータス向上を図る」ことを目的に2008年7月に開設しました。

CSAフォーラムはこれまで１４回開催しました。そのうち第１１回までの概要を、協会会報No.120号・121号

（http://www.saaj.or.jp/members/kaihou_dl.html）に掲載しております。

CSAフォーラムはあらかじめフォーラムに参加登録されたCSA・ASAの方々へ開催案内しております。現在、新

規登録募集をしておりますので、是非皆様の事前登録をお待ちしております。

（ＣＳＡ利用推進グループ）


