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■【第１７６回月例研究会受講報告】                     

報告者 梅里 悦康 

                          

日時  2012 年 10 月 26 日 18:30～20:30 

会場  機械振興会館地下２Ｆホール 

テーマ 「コーポレート・ガバナンスと IT ガバナンス～監査役の視点から～」 

講師  アリアンツ生命保険.監査役 河邊（こうべ）精一 氏  

CGEIT, CISM, CISA, CIA, MBA 

【講師紹介】 

河邊氏は、某割賦販売会社の在職中に、慶応ビジネススクールで MBAを取得された。 

その後、米国系の船会社で IT部長を経て、 

1991年から米国系保険会社グループで内部監査に従事。その後、システム監査部長として SOXスペシャリストとし

て活躍されました。 

2006年から米国系コンサルティング会社で ITガバナンスのコンサルティング業務に従事され、 

2009年から火災共済・中小企業共済組合の顧問をされ、 

2008年にアリアンツ生命保険.社外監査役に就任し現在に至る。 

 

【講演概要】 

『昨年は、オリンパス、大王製紙とトップの不祥事が相次ぎ、今年に入ってもインサイダー取引などの不祥事で、

日本企業のガバナンスが問われています。本講演では、先ず企業のガバナンスについて、会社法の見直しなどの最

近の動向や欧米のガバナンスとの違いについてお話したいと思います。 

 そのような現状を踏まえて、企業のＩＴについてのガバナンスの動向を見ながら、システム監査人の果たすべき

役割と監査役の立場で見たＩＴに係るガバナンスの監査のポイントなどを監査役の視点からお話いたします。 

 なお、講演内容の一部はＩＳＡＣＡ東京支部の８月の月例会でお話したことと重複いたしますが、今回は、監査

役として企業のガバナンスの向上にシステム監査をどう役立ててもらいたいかということに重点を置いて、事例な

ども交えながらお話しするつもりです。』 

 

【内容】 

➢コーポレート・ガバナンスの要点  

企業のガバナンスが話題になるのは、不祥事が起きた時が圧倒的に多く、また、いわゆる SOXに見られるよう

な不祥事からの制度の変更があるかと思います。いずれにしろ、マイナスなイメージが強く、前向きな企

業の発展とは逆のブレーキとしてのイメージです。しかし、ガバナンスはもっと企業経営にとってその目

標達成に不可欠な概念と考えます。 

 

➢企業経営とガバナンス 

○海賊にもガバナンスは必要不可欠？ 

→海賊という極端な例を用いてガバナンスの意味を考えてみます。海賊は、商船を襲い金品を略奪する、その

行為自体は無法ですが、無法だからと言って海賊船の船員がそれぞれ勝手なことをやっていたらうまく行かな

いのです。映画パイレーツ・オブ・カリビアンでコードという言葉が何度か出てきます。コードは掟と訳され

ていますが、コード（掟）という規則があって、目的達成（略奪を最大限にする）ためにはその掟を守らせる
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ガバナンスが必要です。 “ガバナンス“という言葉からは政府のような公的なイメージがありますが、なにか

目的を成し遂げるためには海賊でも必要なことです。そして、このコード（掟・規程）は海賊船の船長と船員

の双方、すなわちステークスホルダー全員が規程を理解して契約するとともに、船長・オフィサーがいて船員

同士も互いに監視し、その遵守状況をチェックするガバナンスが存在します。 

このことは企業経営においても同様で、企業の収益性を確保することがガバナンス実践の目的です。 

 

○経営の強さ 

→有効なガバナンスの構築には、アカウンタビリティ（説明責任）と透明性の確保が不可欠です。ステークホ

ルダーに対する説明責任がきちんと果たせて、経営に透明性があることでガバナンスの実践が可能となり、安

定した強い経営基盤ができると考えます。 

 

➢不祥事とガバナンス 

→不祥事の発生によりガバナンスが問われています。 

○不祥事の構造  

→不祥事の起こる背景にはいろいろな理由があります。不正検査では、不正のトライアングルという概念があ

るといわれています。 

「動機・プレッシャー」、「機会」、「行為の正当化」の 3要素、この３つが揃うと不正がおきます。逆にいうと

どれか一つでも欠けると不正は起きません。 

→オリンパス事件では、「動機・プレッシャー：財テクにおける投資の失敗にて、当事者に損出しカバーのプレッ

シャーがあります。」、「機会：監査役が主導しましたが、監査役を含めて全ての役員を含めて仲間内でできてし

まう。」、「行為の正当化：損が出た場合株価が下がり株主に迷惑をかける。」の 3要素がありました。この例は、

本来監視役である監査役が首謀者の一人であるということで、後に述べる日本企業の制度でチェック機能が不

完全であるという問題点が出た典型です。 

○ITに係る不祥事 

→東日本震災直後のみずほ銀行のシステム障害では、経営者のガバナンスの問題とも言われています。また、

個人情報漏えいの多くはコントロールの不備ですが、その背景にはガバナンスの問題があるように思います。

ある米国での調査では、CIOは不正の兆候を見つけてもなかなか報告しないケースが多いという報告がありま

したが、ITに限らず不祥事故を隠ぺいしないで報告する風土が必要です。 

○ガバナンスの強化で不祥事はなくなるか？  

→事前に不正の兆候を見つけることで罪を犯させない仕組み、モニタリングや監査により不正を早期発見でき

る仕組みが必要です。 

８０年代アメリカではスーパーマーケットの収益圧迫の最大の要因は従業員の不正と言われていました。不正

を早期発見できる仕組みは収益にも影響します。 

ただし、ガバナンス実践は不祥事を無くすのが目的ではないことに留意。 

 

➢会社法の見直しにおけるガバナンス 

○今回の会社法見直しの対象 

→先月の法制審議会に諮られました会社法の見直し案は「企業統治の在り方」ということ「親子会社に関する

規律」が主な改正点ですが、またここで、ガバナンスの強化というとして監査役の権限強化と社外取締役の厳
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格化があります。 

○今回の会社法見直しの是非 

 →これは、オリンパスや大王製紙の不祥事のようなものを想定したものと思われますが、このような体制面だ

けのものでは、企業の活力を失わせるブレーキとしてのガバナンスの強化だけになると考えます。何度も述べ

ますが、安定した強い経営で企業の収益性を確保することがガバナンス実践の目的であり、不祥事を無くすの

が目的ではありません。 

 

➢日本企業のガバナンス 

→先程の法制改革の背景には、日本のコーポレート・ガバナンスが機能していないとの外国（欧米）の投資

家からの言われ続けていることがあります。その中には、日本独特の監査役制度そのものが、欧米、特に米

国の制度と違っていて判りにくい、それに加えて投資家に対する英語での説明のまずさもあって、不信感を

抱かせてきました。 

余談ですが、今まで監査役の英語訳は Corporate Auditorでしたが、やっと先日、日本監査役協会で Audit & 

Supervisory Board Memberという新しい呼称の諮問がなされました。 

ここで、英語の問題もさることながら、その背景にある組織や歴史的な経緯、文化的な違いが、よりガバナ

ンスというものの本質を誤解させているところがあるのではないかと考える。 

○欧米企業との対比 

・組織の違い 

→米国の一般的な組織では経営は執行役員に任され、取締役・取締役会はその監視ということで分れていま

すので、少なくとも建前上はガバナンスが効きます。しかし、日本の場合では取締役が執行役を兼務してい

るために、この監視機能が不十分です。監視役は社外取締役と監査役ということになりますが、実際は社長

が選任し決定していますので、欧米の投資家からみるとガバナンスが効いていないことになります。 

・歴史の違い 

→法律の違いがありますが、その法律の成立や企業の成立の歴史的背景の違いもあります。 

・文化の違い  

→米国は全てが契約の契約社会で、経営者と株主は契約関係にあり、経営者には説明責任があり、取締役は

経営者の契約（職務）履行を監視することがガバナンスの基本となりますが、日本ではそのような考えは馴

染まず、そこに食い違いが生じてきます。 

 

➢ITガバナンスの動向  

○ISACA /ITGI: COBIT 5 で、呼び方が ITガバナンスから Governance of Enterprise ITと変わりました。  

→図を見ていただくと対象領域の発展（Evolution of scope）がわかります。 

最初 1996年：COBIT1では システム監査（Audit） の指針でした。 

それが 1998年：COBIT2では コントロール、内部統制（Control）という監査だけでない拡がった言い方、概

念となりました。  

2000年：COBIT3では更に Managementに広がり、 

2005年 7月：COBIT4.0/4.1では IT Governanceという表現になり、IT投資（ Val IT 2.0 (2008)）と ITリ

スク（ Risk IT (2009)）が後に出されました。 

2012年： COBIT5では、 Governance of Enterprise ITとなり、SOXにおける COSOを意識して、次第に対象
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領域が広がり、IT内部におけるガバナンスから企業のガバナンスの一部としての IT部分を見てゆくという形

に変わってきて、IT投資価値と ITリスクの評価が統合されています。 

 

➢ISACA/ITGI: COBIT 5  

○GEIT（ガイトと読みます）のガバナンス活動の５つのプロセス  

1. Ensure governance framework setting and maintenance.（ガバナンス・フレームワークの設定と維持） 

2. Ensure benefits delivery.（成果の提供） →ITから何が生み出されるか？ 

3. Ensure risk optimization.（リスクの最適化） →リスクの最適化プロセス。 

4. Ensure resource optimization.（資源の最適化） →資源は何に使われるか？ 

5. Ensure stakeholder transparency.（利害関係者への透明性）→説明責任が果たせるか？ 

各プロセスには、EDM（Evaluate:評価、Direct:指揮、Monitor:モニター）が定義される。  

→EDMは ITに限らず企業のガバナンス活動と共通の概念です。 

 

➢ISACA: CGEIT （シーガイト） 

→ISACAの資格として 2008年から認定が始まりました。 

○CGEIT専門領域(ドメイン )  

→CGEITシーガイトでは 6個のドメインが定義されています。 

・Domain 1 - IT Governance Framework（ITガバナンスの枠組）  

・Domain 2 - Strategic Alignment（戦略との整合）  

→IT戦略が企業の戦略に沿ったものかどうか。 

・Domain 3 - Value Delivery（価値の提供）  

・Domain 4 - Risk Management（リスク管理）  

・Domain 5 - Resource Management（リソース管理）  

・Domain 6 - Performance Measurement（成果の測定）  

→成果測定は ITプロジェクトの成果のコントロールに近い考え方ですが、そのプロセスはステークホルダーに

対して透明で、説明責任を果たさなければいけません。 

 →COBIT５のガバナンス活動に近いものになっています。 

 

 

➢監査役と ITガバナンス  

→昨年、日本監査役協会から「監査役に期待される ITガバナンスの実践」という報告書が出されましたが、報

告書が出されること自体、今までになく ITガバナンスが経営に大きな影響があることの表れです。いわゆる

J-SOXでは本家の US－SOXより ITが強調されていますが、日本では経営者の IT意識が低いことから明示された

ようです。ITが専門家に任せで済んだ時代とは違い、現在は PCなしでは仕事にならず、最近ではクラウドや

BYODなどが話題になっています。監査役も、ITガバナンスに無関心ではいられません。 

 

➢ITガバナンスの定義 

（日本監査役協会による定義です） 

○「ITガバナンスとは、コーポレート・ガバナンスの一側面であって、企業価値の向上を目指しつつ企業の社会的
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責任を果たし、かつ事業継続と業務の有効性及び効率性を達成するために、ITの戦略的利活用とそれに伴うリ

スクに対して、全社的に対処するための取締役の職能と責任の明確化、及びそれを独立した立場から監視・検

証する監査役の職能と責任を通じて、企業グループ全体としての IT利活用の適切な推進と IT利活用をめぐる

リスク対処を効果的にするための仕組みないしは活動をいう。」 

（監査役に期待される ITガバナンスの実践、 2011年 8月）  

→「取締役の職能と責任の明確化」がキーワードです。収益を最大にする IT利活用は取締役の責任です。IT

は専門家任せでは、取締役の職務をまっとうしているとはいえません。 

 

○ガバナンスと管理（マネジメント）の関係  

「監査役に期待される ITガバナンスの実践」 2011年 8月 

図１ガバナンスと管理（マネジメント）の関係（P.４）より転載  

 

 

 

 

 

 

通常、システム監査は下半分ですが、監査役監査では上半分が対象になります。 

図の上部はガバナンスで、上

半分は監査役の領域です。日

本では、取締役の職務に対す

るものをシステム監査で見る

のは難しいと思われます。米

国の教科書では、内部監査は、

取締役会の監査委員会へ報告

し、独立しています。 

図の下部はマネジメントで

す。下半分は、システム監査

にて今までマネジメントとし

て見ています。 

営業部門、生産部門、管理部門などがあり、その上にガバナンスとして取締役会があり

ます。ガバナンスはそれらをひっくるめて企業活動があり、監査は、スコープを定めて

みていきます。役員レベルへの監査は大変難しいと思います。 
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「監査役に期待される ITガバナンスの実践」 2011年 8月 

図２監査役によるガバナンス機能発揮の必要性（ P.６）より転載  

 

→隅々まで ITが浸透し利用されている現在、経営リスクと ITリスクを分離できない状況です。 

→経営リスクのなかの一つとして ITリスクを見ていかねばなりません。 

 

➢ITガバナンスが目指すもの 

「監査役に期待される ITガバナンスの実践」 

2011年 8月 

図３ITガバナンスの４つの目的（P.11）より

転載  

 

 

 

 

 

→ITガバナンスはが特別なものではなく、IT

以外とまったく同じ企業活動の一部になって

きています。対外的目的には、先ほどお話しま

したステークホルダーに対するアカウンタビ

リティが含まれます。 
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➢システム監査と ITガバナンス  

→システム監査と ITガバナンスを先ほどの Cobit5や CGEITのドメインの定義を参考に監査のスコープ的に見て

行きます。 

○ITプロジェクトの管理 

→ITプロジェクトの各段階での効果測定ができていますか？  

ITガバナンスを意識したシステム監査で、最初のステップとして重要です。 

○IT資源の管理  

→ITに係わるリソース、人、モノ、金、時間の適切な配分と管理がされていますか？ 

IT資源が最適に配分されていることの説明責任と資源配分の透明性のための情報管理がなされている必要が

あります。 

○ITリスクの管理  

→ITだけの問題でなく全社的な観点からのリスクの把握、測定できていますか？ 

適切なリスクの低減策、許容範囲を超えるリスクの管理、許容範囲の決定の適切性を見る必要があります。 

○ITの企業業績への貢献 

→IT投資は企業活動に価値をもたらしていますか？ 

常に IT投資が企業活動に価値をもたらすかどうかを考えて決定されているかを見る必要があります。 

○企業戦略と IT戦略の整合性  

→企業戦略と IT戦略は一体でなければなりませんが、往々にして IT戦略を監査しようとしたときに、企業戦

略の方も明確でないことがあります。これは、ITガバナンス以前の問題です。 

○ITガバナンスのフレームワーク  

→SOX対応で、規則と役職だけは出来ているが実質的に機能していない例があります。組織の規模や特徴に応

じた体制があり、実質的に機能していることが大切です。 

以下、個別に詳しく見ていきます。 

 

➢ITプロジェクトの管理 

○個々のプロジェクトは IT戦略と矛盾していないか。 

○プロジェクトのリスク管理（進捗、予算、その他の資源、プロセス、モニタリング、報告）は適切に行われてい

るか。 

○成果の測定は予め決められた通りに行われ、適切に報告されているか。 

○成果物は事前に決められた要件を満たしているか。  

 

➢IT資源の管理  

○IT投資の最適性 

→計画の段階で投資効果を測定する指標を作成し、管理できる体制となっている必要があります。従って、途

中でリクエストが変わるなどの変更があった場合には、その都度、測定指標の変更される必要があります。 

○要員の確保（量・質・教育訓練） 

→十分な知識・経験のある必要なマンパワーを確保する要員計画が将来にわたってできているか。特に、大き

なプロジェクトが考えられる場合には、的確な要求定義やプロジェクト全体を管理できる要員を確保すること

が重要です。 
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○外注管理 

→戦略として外注利用の是非が検討されているか。セキュリティを含めて外注管理体制ができているか。 

契約を SLA (報告者注：Service Level Agreement)や SLS (報告者注：Service Level Specification)で管理

し、報告・分析・ペナルティ・契約の見直しを行う体制があるか。 

課題は適宜解決しているか。 

○ハードウェア・インフラの管理  

→ITの場合は技術の進歩が速いので、それまでの知識や経験が役に立たないこともあります。技術の陳腐化が

早いので、将来に向けた教育と人材の育成がなされているかが重要です。また、リニューアルのタイミングや

外注化の検討、会社の将来の規模や方向性を考えた対応が出来る体制になっているかを見る必要があります。 

 

（河邊さんが所属する）アリアンツ生命では、今年 1月から「変額年金」の新規営業を中止しましたが、それ

までは営業を拡大する方針で、右肩上がりの計画でした。しかし、年金原資の運用環境の悪化から営業停止を

決定し、それに合わせてこれは、ITも要員の削減や経費の削減という 180度の方向転換が必要となりました。

このように計画外の事態に対応を迫られた時には、経営者とのコミュニケーションがガバナンス上重要になり

ます。 

 

➢ITリスク管理 

○リスクアセスメント  

・ITシステム特性 

・コントロールの不備、脆弱性の特定 

・可用性の判断 

・影響度の分析 

→これらの見地からリスク事象の発生頻度、影響額を定量化してあるかどうか。 

○リスク軽減策 

・技術的対応、管理的対応、運用的対応がある 

リスクの許容限度の決定がどのようになされ、それは経営者のリスク選好を反映しているかどうかです。 

ここで、監査をする場合、リスク軽減策そのものの是非を見るのではなく、その軽減策を採用するに至った意

思決定のプロセスで、十分な情報の収集と検討がなされたかを見るべきです。一般に、ガバナンスの監査で経

営者の意思決定の結果は監査の範囲外で、意思決定者（経営者）が正しい情報収集の努力をして検討を重ねた

かどうかが監査の範囲内です。 

 

○定期的な見直しと文書化  

→リスクは刻々と変わります。文書化は透明性の確保のため必要です。 

 

➢ITの企業業績への貢献 

○システムの効果の測定 

→後になって何をもってシステムの効果を測定するか不明？ではおかしいです。 

リクエストの段階、戦略計画できちんと何を持って測るのか予め決めておくことです。 

○ステークホルダーのニーズに合ったシステムの提供 



Jan. 2013                              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  23 

→ユーザ部門がいいましたので、それを作りましたでは不可。 

→CIOが、取締役レベルか？システム委員会戦略メンバーレベルか？ 

優先順位をつける点で、コントロールされているか？そのコントロールを決めるのは取締役レベルか？ 

○透明性とアカウンタビリティ  

→業績への貢献、取締役の責任を明確にする必要がある。 

 

➢企業戦略と IT戦略の整合性 

○企業の方針・戦略・事業計画などと IT開発・運用に矛盾はないか？ 

→企業の戦略立案時には IT部門が入っているべきで、そうであれば矛盾はないはずです。しかし、現実は立

案後に IT部門に伝えられるために、開発・運用計画は IT部門が独自に策定することから、矛盾する場合が出

てきます。 

○システム開発の戦略や計画は経営者により十分検討されているか？  

→システム戦略委員会がある会社は多いです。ユーザ部門とシステム部門だけで行うのではなく経営者が優先

順位付に参加することが必要で、効果の測定、成果は報告されて経営者がその責任を自覚している必要があり

ます。 

○IT開発は企業の事業計画・戦略等の変更を反映しているか？  

→事業計画の変更の十分な情報が IT部門に入ってこない、あるいは計画変更に際して考慮するべき ITが十分

検討されていないことのないようなコミュニケーション体制が必要です。 

○IT責任者（CIO）は、経営者に十分な情報提供を行なっているか？  

→CIOは、例えば無理な開発スケジュールなどを押し付けられ事などが無いように、ITの知識・情報とともに

十分な権限を持っていることが大切です。また経営の感覚を持って、経営者が判断するのに必要十分な情報を

提供できていなければなりません。 

ガバナンスを考えたとき、システム監査は CIOや IT部門と経営者のコミュニケーション状況を見る必要があ

ります。 

 

➢ITガバナンスのフレームワーク 

○組織体制、責任者の職務と権限、プロセスの構築 

○方針・規程類・規則の文書化と定期的な見直し 

→J-SOXでは当たり前ですが、文書は見直しの経緯がわかるようになっていること。 

○方針・規程類・規則の周知徹底 

→ガバナンスは海賊の例でみたように、当事者が契約概念をもって方針・規程類・規則を遵守することです。

周知徹底とは、こういうことであり、当然、違反した場合には罰則も適用されるということです。 

○法令・規制等の遵守体制 

→コンプライアンスということで、いわゆる脱法行為など社会通念上許されない行為も違反と認識されます。 

○新技術などへの対応  

→ITの特徴として、常に新しい有効な製品や技術の導入にも積極的である必要があります。ITガバナンスも

それに対応できる体制が必要です。 
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➢監査役監査と ITガバナンス（１） 

監査役協会の報告書では、監査役のガバナンス監査として以下のものを挙げています。 

○情報保存管理体制の監査 

○損失危険管理体制の監査 

○効率性確保体制の監査 

○法令等遵守体制の監査 

○企業集団内部統制の監査 

「監査役に期待される ITガバナンスの実践」 2011年 8月 

＜付録＞｢会社法施行規則｣に基づく ITガバナンス・チェックリスト（ P.48）  

 

➢監査役監査と ITガバナンス（２） 

○監査役監査のポイント 

→取締役会、執行役員会、IT関連委員会などで、 ITリスクに関しての十分な議論が行われているか？ 

○取締役の ITガバナンスへの認識  

→専門家にまかせているから大丈夫ではこまります。 

○CIOは十分な知識と権限を持っているか？ 

→ガバナンス確保のためには大事です。 

○モニタリング体制は組織に組み込まれているか？  

→監査役として是非ともみなければなりません。監査役・内部監査部門は状況を見て報告する体制－組織体制が何

らかの形で必要です。 

 

➢システム監査人と監査役の連携 

→システム監査人と監査役の連携は、今日、是非とも皆様にお話ししたかった事の１つです。 

システム監査人の立場では監査役とはあまり話をする機会がないのではないかと思います。オフィシャルなコ

ミュニケーションの体制があるべきですが、監査役と内部監査人との連携は大切であるが、なかなか難しいの

が現状です。 

米国では、内部監査人が直接、取締役のなかの audit committee（報告者注：監査委員会）に報告するので、

経営者も監査の対象になりますが、日本では社長へ報告しますので、経営者のガバナンスの不備は指摘しにく

いことになります。そのためにも、経営者の監視役である監査役との連携が不可欠です。 

 

○監査役に対する ITの啓発 

→残念ながら監査役で ITに明るい方が大変少ないことから、最近の ITリスクの問題について監査役への啓蒙

が必要です。監査役はまじめな人が多く、監査役は極めて勉強家ですので、話をすれば間違えなく聞いてくれ

ると思います。ITリスクに懸念を持つ監査役は非常に多くいます。例えば、最近の事件では遠隔操作ウィルス

問題になっていますし、新テクノロジとして、クラウド、ソーシャルネットワーク、スマートフォン、タブレッ

ト端末があり、話題になっています。 

例えば、ソーシャルネットワークにて顧客情報を集める、あるいは新しい携帯デバイスを導入するなどという

営業からの提案を取締役会で議論することになったと考えてみてください。最新の ITを正しく理解していな

いと、その提案に懸念があったとしても、リスクがわからず、取締役会での議論に質問も出来ません。結果、
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声の大きな者に押し切られることになります。 

 

○監査役への情報提供 

→システム監査人の方は自社システムの現状、問題点などの情報を監査役に提供していただきたいと思います。

特に社外監査役はそうですが、自社のシステムの状況を知らないことが多く、また、それを自分で調べること

は困難です。基本的なところから、ハードウェア・ソフトウェア・セキュリティについて最低限の情報の提供

を是非お願いしたいと思います。 

「監査役に報告すると細かいことを聞いてくるので鬱陶しい」という話をときどき聞きますが、基本的な情報

を持っていなくて報告を正確に理解するとなると次々と疑問点が出てくるのです。日頃、出来るだけコミュニ

ケーションをとって、些細なことでも、いろいろ情報をお願いいたします。 

 

○監査役の有効利用  

→システム監査人では言いにくいこと、言えない問題は、監査役を使って言ってもらうということも可能です。

先ほどお話ししましたように、日本の会社の組織・制度ではガバナンスに関わるような問題を指摘しにくい環

境ですので、経営に重大な影響を及ぼす懸念がある場合には、大いに監査役を利用してください。監査役はこ

のようなときのために存在し、法律で強い権限を持っています。 

逆に監査役は問題を薄々感じていることもありますが証拠がないと言えないことも多くあります。システム監

査人の目にしたことをどんどん話して、監査役と議論していただければと思います。 

 

ありがとうございました。（大きな拍手） 

 

参考情報 

「海賊の経済学」ピーター・ T・リーソン著 エヌティティ出版  2011 

「監査役に期待される ITガバナンスの実践」 公益社団法人日本監査役協会 2011 

http://www.kansa.or.jp/support/library/misc/it.html  

 

質疑応答： 

→Q：最後の方、「監査役監査と ITガバナンス（２）」「CIOは十分な知識と権限を持っているか？」について質

問があります。 

私のみるところでは、日本と米国では CEO、CFOは違いがないと思えます。 

CIOはその組織の ITの指令塔でないといけないはずです。 

情報システム部門担当役員と CIOとは違いがあると思いますが、 

監査役が当該 CIOは十分な知識・権限を持っていない判断されると 

監査役としてはどうしたらいいか？ 

CIOは個人の問題、知識を持っていない場合、かなり言い方が難しいと思います。 

どういう風に申し上げたらいいのでしょうか？ 

 

→A: 情報システム担当役員では兼任が多く、知識を持っていないケースが多いと思います。逆に CIOと名前

がついているが名前がついても課長レベルのケースもあると思います。また、日本の企業では CIOが居ないケ
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ースもあります。 

CIOが必ずしも十分な知識がない、あるいは取締役レベルの権限をもっていないと絶対ダメではありません。

IT戦略委員会というものがあって、そのなかできちっとした議論して、担当役員が出てきちっと理解できる体

制になっていて、例えばシステム部長、システム部門のスタッフが委員会で ITについて説明する、組織とし

て戦略・リスクを判断できる体制ができていればいいです。 

また、CIO個人でやらなければいけない場合は、情報収集の努力をしてもらわなければなりません。自分で判

断できなければ、外部コンサルを利用しても判断できれば十分可能です。 

努力をしていなければ問題であり、そのような CIOを任命したのであれば、それは取締役全員の責任です。取

締役会として、もし担当者に能力が足りない場合、これを補う仕組みが必要となると思います。監査役として

は、CIOや個人ではなく、取締役会にこの問題を提起すべきと思います。 

 

＜感想＞ 

 ガバナンス全てに ITガバナンスが入り込んでいること、監査役のシステムに係る情報取集に困難性があること、

システム及びその ITリスクについて正しく理解していないと監査役が取締役会で質問もできずに大きな声に押し

切られてしまうおそれがあること、システム監査人と監査役との連携がいかに重要であるかということが、強く印

象に残りました。 

また、河邊さまから、システム監査人と監査役が接触する機会は、従来は中々なかったですが、現在ではメール

を利用することができるようになり、連携方法として有効に利用できるようになったということを伺い、大いに参

考に出来ることと受け取りました。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


