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■【近畿支部活動のご紹介】 

 

１．初めに 

今年度より近畿支部の支部長をしております林です。今回は、近畿支部の活動についてご紹介させて頂きます。 

２．定例活動 

 近畿支部では、以下の２つの勉強会を定期的に開催しています。 

（１） 定例研究会 

   近畿支部会員の方を中心に講師をお願いし、講演会形式で研究会を開催しています。奇数月の第三金曜日の１

８時半から２時間の講演と、食事をしながらの講師の方を交えた情報交換会の２部構成としています。毎回、講師の

選定に苦労していますが、応諾頂いた講師の方には、いつも非常に興味深いテーマで講演をして頂いており、参加

人数も毎回、４０名前後です。今年の１１月の定例研究会で第１３６回目の開催となります。 

（２） システム監査勉強会 

 本部の月例研究会のＤＶＤを視聴する勉強会です。偶数月の第三土曜日に開催しています。毎回、２本のＤＶＤ

を視聴していますが、関西在住の会員の方は、中々東京の月例会に参加する機会が少ないため、参加者からは好

評です。システム監査勉強会は、今年の１０月で第３４回目の開催となりました。 

３．支部会員向けサービス 

 近畿支部では、以下の２つのテーマで会員向けサービスを実施しています。 

（１） システム監査セミナーの実施 

 東京で開催されているシステム監査セミナーの教材を中心に、支部独自の資料も使用したシステム監査セミナー

を毎年開催しています。セミナーは、体験セミナー（半日）、実践セミナー（２日）、事例セミナー（半日）の３種類です。

今年は、実践セミナーが最少遂行人数に達せず、止む無く中止致しました。セミナーＷＧの皆さんには、事前準備

に多くの時間を費やして頂きましたが、残念でした。来年度の開催に向け、今後対応を検討する予定です。 

（２） 近畿支部サイト（ＵＲＬ：http://www.saajk.org/）の運営 

 近畿支部会員向けに独自のホームページを開設して、情報提供をしています。支部サイトＷＧの皆さんのおかげ

で、今年は内容を充実することができました。具体的には、支部会員へのインタビュー記事の掲載、過去の研究会

の資料の掲載等です。また、今年の９月には、支部会員向けのメルマガも発刊しました。地道な活動ですが、今後と

も支部会員向けのサービス向上に努めていきます。 

４．研究会活動 

 近畿支部では、現在以下の４つの研究会を開催しています。其々、主査の方を中心に、研究テーマに沿った活動

をしています。これらの研究の成果は、昨年度の近畿支部の研究大会等で報告を致しました。来年度以降は、テー

マの追加等も含め、更に活性化を図りたいと考えています。 

（１） コンプライアランスのシステム監査研究会（システム監査学会との共同研究プロジェクト） 

（２） クラウドコンピューテングのシステム監査研究会（同上） 

（３） システム監査法制化研究会 

（４） ＢＣＰ研究会 

 

５．関係団体との協力関係 

 近畿支部では、以下のような団体と連携して活動を進めています。今後は、関西に拠点を置く他の団体とも連携し

た活動をしたいと考えています。 

http://www.saajk.org/


Nov. 2012                              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  28 

（１） ＩＳＡＣＡ大阪支部殿 

 近畿支部の会員の方には、ＩＳＡＣＡ大阪支部殿の会員の方も多くおられます。同じシステム監査を中心とした団

体として、相互の研究会の参加費を、自組織の会員価格と同じ設定にし、参加し易くしています。セミナーの案内も

相互のメーリングリストで案内をしています。また、セミナーの開催日も重複しないような設定にしています。更に、数

年前より、１２月には合同で特別講演会を開催し、会員相互の交流も図っています。 

（２） システム監査学会殿 

 前述のように、研究会活動においてシステム監査学会殿と２つの共同研究プロジェクトを実施中です。 

（３） 経済産業省近畿経済産業局殿 

 近畿経済産業局殿には、近畿支部で開催するシステム監査セミナーの後援をお願いしています。また、セミナー

の案内についても、近畿経済産業局殿の関係団体へ案内をして頂いています。近畿支部の活動報告も定期的に

実施しています。 

（４） ＩＴコーディネータ協会（ＩＴＣＡ）殿 

 近畿支部のセミナーについて、ＩＴコーディネータ資格の継続に必要な知識ポイントの認定をお願いしており、毎回、

認定を頂いています。ＩＴコーディネータの方も、システム監査の知識は必要であり、当支部のセミナーを受講して頂

くことで、知識ポイントの獲得に貢献しています。 

（5）一般財団法人関西情報センター（ＫＩＩＳ）殿 

一般財団法人関西情報センター（ＫＩＩＳ）殿は、1970年に情報化の推進拠点として、関西の財界が中心となり、経済

産業省、大阪府、大阪市、地元大学等の支援を受けて設立された団体です。関西地域の産業の発展と地域の活性

化に寄与するべく、情報通信技術に関する調査研究、行政・地域の情報化やまちづくり等地域振興に関する調査

研究、さらには、国の情報化施策の普及および推進を図るためのシンポジウムやセミナー、健康保険関連業務のシ

ステム開発、情報処理事業等、幅広い活動を展開されています。そのため、当支部のシステム監査セミナーの案内

をホームページに掲載して頂き、またＫＩＩＳ殿のセミナーで近畿支部のセミナーのチラシを配布して頂いています。

また、ＫＩＩＳ殿が主催するＰマーク審査員研修の案内を、近畿支部の会員に案内するなど、協力関係を築いていま

す。 

６．近畿支部設立２５周年に向けて 

 近畿支部は、１９８８年３月に設立されました。従いまして、２０１３年に２５周年を迎えることになります。２００８年度に

は、「２０周年記念シンポジム」を開催し、また、２０１１年度には「研究大会」も開催致しました。２５周年目である来年

度にも、記念となるシンポジウムを開催したいと考えています。開催にあっては、近畿支部の会員の皆様を始め、日

本システム監査人協会各位のご協力も頂きたいと考えますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

                                                               以上 

（理事 林 裕正） 

 

 

近畿支部 第１３３回定例研究会報告                 報告者：No 169 林 裕正 

１．テーマ  ： マイナンバー法案によって変わる事業者における個人情報管理 

２．講師   ： 弁護士法人第一法律事務所 弁護士 福本 洋一 様 

３．開催日時 ： ２０１２年５月１８日（金） １８：３０～２０：３０ 

４．開催場所 ： 大阪大学 中之島センター ２階 講義室２０１ 
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５．講演概要 

  （講師の福本先生より頂いた講演概要を、先生の了解を頂いた上で引用致します。） 

  「マイナンバー法案」（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）は、

本年 2 月 14 日に閣議決定され、第 180 回国会に提出されている。 

同法案は、行政機関等が国民を識別するための「個人番号」を利用することで、社会保障・税に関する行

政事務において効率的な情報の管理・利用・授受を実現する「社会保障・税番号制度」を導入するものであ

る。同制度については、従前より国家による個人のプライバシー侵害のおそれに関して議論がなされている

が、同法案によって、事業者の行政に対する届出・報告事務（例えば、従業員の健康保険や厚生年金の加入

届出の事務等）における「個人番号」の利用及びそれに伴う事業者の「個人番号」を含む個人情報の取扱い

に関する新たな義務が事業者に対して課されることに関してはあまり注目されていない。しかしながら、同

法案の定める事業者の義務は、「個人番号」を含む個人情報について個人情報保護法よりも厳格な取扱規制

であり、事業者による「個人番号」を含む個人情報のデータベース作成も原則禁止されている。その結果、

同法案は、事業者における個人情報管理や個人情報を取り扱うシステムの利用に対して重大な影響を及ぼす

おそれがあり、従業員・顧客情報に関するシステムに対する監査において新たな視点が求められる。以上の

ように、「マイナンバー法案」は、4 月 16 日時点においては未だ法律として成立していないが、事業者の個

人情報管理に重大な影響を及ぼすおそれが高いことから紹介する次第である。 

６．感想 

  福本先生は、現役の弁護士でありながら、システム監査技術者試験に合格され、また日本システム監査人

協会に加盟され近畿支部の一員として研究活動に参加されています。近畿支部の研究会活動の中では、法律

の専門家の立場から有益な意見やアドバイスを頂いています。 

今回の講演テーマは、概要にもあるように、マイナンバー法案に含まれている一般事業者の個人情報管理

に関わる影響を解説されたものでした。一般的には、マイナンバー制度は、地方自治体を中心とした行政組

織の情報システムへの影響が大きいと理解されていると思われますが、今回の解説で、その影響範囲がかな

り広範囲になることが想定されることが分かりました。もちろん、各事業体の戦略も踏まえ、個人番号の利

活用をどの程度まで行うかにより、情報システムへの影響範囲は様々であると考えられます。まだ、法案の

成立は不透明な状況ですが、今後の動向をシステム監査人としても注目していく必要があると改めて感じま

した。 

                                      以上 

 

 

近畿支部 第１３４回定例研究会報告           報告者：No985 山中修治 

 

１． テーマ ：ＦＩＳＣ『システム監査指針』（第３版）改訂に向けたヒアリング結果 

について 

２．講師  ：公益法人金融情報システムセンター(FISC)監査安全部  

主任研究員 市川千尋 氏 

３．開催日時： ２０１２年７月２０日（金） １8：3０～２０：３０ 

４．開催場所： 大阪大学 中之島センター ２階 講義室 20１ 

５．講演概要 
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Ⅰ．「システム監査指針」について 

① 金融機関等の「システム監査指針」とは、監査実施時の参考となる手引書の位置付けで、自主基準だが、

スタンダードガイドラインとして広く活用されている。但し、「監査指針」のチェックポイントを順守せ

ねばならないとはされておらず、反対に、それらを全てクリアしたからと言って、情報システムリスクの

管理体制を保証するものでもない。 

② 全体として、エグゼクティブサマリー、フレームワーク、チェックポイント集から構成されている。 

・「エグゼクティブサマリー」は、経営者の為のガイドに相当。 

・「フレームワーク」は、システム監査の概念、監査の実践及びその実施上のポイントから成り、主に、新

任監査人の学習と、ベテラン監査人の知識・理論の整理を想定して記述されている。なお、フレームワー

クの概念図は、COSO のキューブに対し、三角形で表現されている。 

・「チェックポイント集」は、標準ポイント総数 1,101 項目（要点項目、大項目、小項目）で、各金融機関

の実情に合わせて、実際の利用に際し増減が行われる。 

 

Ⅱ．「システム監査指針」発刊の背景と経緯 

① 昭和 50 年代のオンラインシステム利用の不祥事件多発を契機に、昭和 59 年に FISC が設立、昭和 62 年

に米国金融機関検査協議会（FFIEC）作成の「EDP 検査ハンドブック」を基に「システム監査指針」初

版が発行（チェックポイント数 560 項目）。 

② その後の「COSO」レポート発行や、金融情報システムの小型・分散化、オープンネットワーク化の動き

に対応する為に、平成 12 年に第 2 版を発行（チェックポイント数 1,022 項目）。リスクとコントロールの

概念を導入し、また、新たにエグゼクティブサマリーを追加した。 

③ 現在の第 3 版は平成 19 年に発刊。第 2 版と内容的に大きな変更はないが、その後の環境変化（個人情報

保護法、J-SOX）に合わせて内容を見直し。更に、使いにくいバインダー形式から 1 冊製本形式に変更。 

 

Ⅲ．「システム監査指針」を取巻く現状と動向 

① 国内では、東日本大震災、サイバー犯罪増加、スマートフォン普及等の動きにより、監査のより厳しい実

施が要求され、また、海外では、COSO の改訂があり、実装でのより厳しいチェックが求められる動きが

ある。 

 

Ⅳ．「システム監査指針」改訂に向けたヒアリング調査の実施 

① 平成 21 年調査時の個別ヒアリング実施対象先、及び地域金融機関会員、システム監査セミナー参加会員

等に対し、前回改定からの環境変化に伴って、監査指針改定の必要性について意見調査。地方銀行 18 行、

信用金庫 8 行、証券、IT ベンダー、等、計 31 社。 

② 調査結果 

・取捨選択や内容変更を行う等、そのままの形の利用ではないが、「システム監査基準」は広く使用されて

いる（特に、チェックポイント集）。 

・東日本大震災等の大規模な障害への対策や、クラウドを始めとする、外部委託サービスの多様化等への対

応が、次回の改訂の主要な要因と考えられる。 
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Ⅴ．「システム監査指針」改訂に向けて 

① フレームワークは、COSO 改訂、ISO19011:2011、バーゼルⅢを考慮の上、改訂が必要。 

② チェックポイント集についても、項目追加（安全対策、外部委託等）、リスク見直し、コントロールの代

替案記載、チェックポイントの網羅性向上と重要度付け、及び、リスク、コントロール、チェックポイン

トの相互の関連性明示等、検討が必要 

③ 平成 25 年中を目途に改訂を予定。 

                                                             

６．所感 

  金融機関の業務において情報システムの重要度が極めて大きいことや、万一、障害が発生した場合の、社

会全般や市民生活に対する影響度が大きいことが、一般に認知されている為、金融機関等のシステム監査に

否定的な意見は殆ど無いと考えられる。 

  また、金融機関の情報システムの規模は、一般企業と較べて、格段に大きいことが普通と考えられるが、

一方、その業務手続内容や処理の流れは、取扱商品の種類が多彩とは言え、その個々のものについては、国

際的にみても、共通性が高く、高度に標準化・定型化されていると考えられるので、監査手続き的には、監

査を受ける側も、監査する側にとっても、ある程度、こなれたものになると想像できる。 

  更に、金融機関は、一定以上の規模が必要な業種であり、例外を除いて、資金的にも、人材的にも比較的

恵まれているケースが多く、監査はかなり効率的に実施が可能で、結果として、費用対効果面で考えても高

いのではないかとの印象を持っている。監督官庁の強い指導力もあって、金融機関のシステム監査はやはり、

別格と思われる。 

  これに対して、システム監査一般で考えてみれば、日本でシステム監査が提唱されてから、相当の年数に

なるが、大企業を除けば、未だに、システム監査が十分な市民権を得ているとは思われない。 

全くの個人的意見で恐縮だが、システム監査の制度化については、法令による強制実施化推進はもちろん

重要だが、監査を受ける主体やその利害関連者に対して、効果・メリットが判り易い客観性や計量化（金額

評価、確率やカバレッジ）によって、有用性を具体的にアピールできることも重要ではないかと思う。 

                                      以上 

 

 

近畿支部 第１３５回定例研究会報告           報告者：No1709 荒町 弘 

１．テーマ： 地方自治体の基幹システム再構築におけるＳＬＡ（サービスレベル・アグリメント）について  

２．講師：  近畿大学経営学部 津田 博 先生 

３．開催日時：２０１２年９月２１日（金） １８：３０～２０：３０ 

４．開催場所：大阪大学 中之島センター ２階 講義室２０１ 

５．講演概要 

  平成の大合併を経た地方自治体ではここ数年の間に基幹システムの再構築の動きが活発になっており、自

治体クラウドによるシステム構築事例が増えつつあります。従来からも自治体における基幹システムの安定

的な運用は常に最優先の課題ですが、システムの構築形態（自己開発・パッケージ導入）や運用形態の多様

化、そしてＩＴ部門職員の人員構成やスキルなども変わっていく中、その課題はより一層大きなものになっ

ていると考えられます。 

自治体が運用するＩＴシステムの品質維持と向上のためのツールとしてＳＬＡ導入があり、今回、津田先
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生が自治体に対して実施したアンケート結果とその分析結果をもとに、ご講演をして頂きました。 

ご講演の内容は、主に、「調査の背景」「自治体のＳＬＡ導入について」「アンケート調査と結果の分析・

集計」「ＳＬＡの定義」「ＳＬＡに関する成熟度モデル」「まとめ」という流れで行って頂きました。 

自治体クラウドの採用は、正に「所有」するＩＴから「利用」するＩＴへの移行であり、標準的なパッケ

ージソフトを複数団体で利用することで 3 割のＩＴコスト削減が期待されているとのこと。その一方で、業

務を標準ソフトにどれだけ合わせられるかという利用部門における問題と、ＩＴサービスとしてのレスポン

ス等の品質保証をどのように行うかというＩＴ部門が担当する課題が可視化されてきていること。そして、

ＳＬＡを細かく定義した場合の利用団体、サービス提供企業双方のメリットやデメリット等についても具体

的に説明して頂きました。 

実際にＳＬＡを導入し運用している自治体はまだ数が限られており、管理する自治体側にも相応の負荷が

かかることから、実際には人口規模で１５万人以上の自治体でないとまだＳＬＡの導入は負担が大きいので

はないかというコメントや、西日本では努力目標型のＳＬＡが多く、東日本ではペナルティ有の目標保証型

のＳＬＡの方が多い傾向にあること等も教えて頂き、大変参考になりました。 

質疑では、「全国の自治体に一律に適用できる標準的なＳＬＡを策定して欲しい」という希望や、「コスト

削減に逆行しない程度のＳＬＡのコスト感について」の質問、「ＳＬＡを細かくすることで対応できるベン

ダーが限られるというベンダーロックの恐れはないか」等の各種質問が出ました。 

是非とも津田先生には、更に多くの情報の分析をして頂き、全国に標準適用が可能なＳＬＡの基準につい

て、ご教示頂きたく思いました。ありがとうございました。 

                                      以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


