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研究会、セミナー開催報告、支部報告 

 

■ 報告 1 

第 178回 月例研究会報告  

会員番号 1795 藤澤 博 

講演テーマ及び講師 ：  

予兆型システムリスクに挑む  

― これからのシステムリスク管理、監査を提案する ―  

Ｔ．Ｍ．Ａ パートナーズ(株) 代表取締役社長 遠藤 誠氏  

日時 ： 2012年12月17日（月）18:30～20:00 

場所 ： 機械振興会館 地下2階 ホール 

講演概要： 

 「これからのシステムリスク管理、監査を提案する。」をテーマとして、以下のレジメに沿って講演された。 

1. 今日のシステムリスク、リスクマネジメントとは  

2. 金融庁が定義するシステムリスクと検査指摘事項  

3. システムリスクと品質管理の関係を考える   

4. 予兆型システムリスク管理態勢を整える   

5. 予兆型システムリスク管理を実践する   

6. 予兆型システムリスク管理を提案する   

7. 予兆型システム監査の課題  

8. 予兆型システム監査実践への提言 

 

1. 今日のシステムリスク、リスクマネジメントとは  

①今日のリスクとは 

ISO31000のリスクの定義が、2002年版の “事象の発生確率と事象の結果の組み合わせ” から、2009年に、“目

的に対して不確さが与える影響” に変更された。 

リスクの定義を『目的に対して不確さが与える影響』と定めた。 

  参考：ISO31000:2009 ;「Risk management-Principles and Guidelines-リスクマネジメント-原則及び指針」規格は、あ

らゆる組織が利用できるリスクマネジメント、安全分野、内部統制等を含む汎用的なリスクマネジメントのため

のガイドラインの国際規格。 

 

リスクには、損失の発生のみに帰結するリスクと、利得につながるリスクがある。 

システム関連で考えると  

1) 損失発生のみに帰結するリスク 

・災害、サイバーテロ、システム障害、不正・誤謬、個人・機密情報漏えい 

2) 利得につながるリスク （損失と利得が一体のリスク） 

・システム開発、アライアンス、シェアードサービス、システム統合、グループ統合、IT部門の子会社統合、業際

またぐシステム連携等 

②今日のリスクマネジメントとは 
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損失に帰結するリスクを最小化し、同時に、利得を最大化するためのコントロールをうまく組み合わせながら適

用してゆくことである。  

リスクマネジメントを経営意志徹底のための仕組みとして位置づけ、定めた経営目標の達成の妨げや不確かさを

リスクと認定して最適化を図ることとしている。 

 

２．金融庁が定義するシステムリスクと検査指摘事項 

   事例として、金融庁が定義するシステムリスクについて説明があった。 

 ① 金融庁が定義するシステムリスク  

・平成14年12月での定義 

システムリスクとは、システム統合における事務・システム等の統合準備が不十分なことにより、顧客サービス

に混乱をきたす、場合によっては金融機関等としての存続基盤を揺るがす、さらには決済システムに重大な

影響を及ぼすなど、顧客等に損失が発生するリスク、また統合対象金融機関等が損失を被るリスクをいう。 

  ・平成24年6月での定義 

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等に伴い金融機関が損失

を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより金融機関が損失を被るリスクをいう。  

 

上記の定義には、企業文化･経営陣による組織・人的要因・急激な変化等、真の根本的なリスクについて何も

定義をしていない。  

 

② 金融検査で指摘しているシステムリスクを分析  

・システム企画の局面から経営者層が関与する必要があるという指摘がある  

・経営戦略、システム投資計画の整合性などに踏み込んだ指摘がある(当局が定義している、システムリスクの定義

よりもより拡大した解釈をしていることになる)。  

・経営者が取るべき対応としては単に執行部門からの報告を受けているだけでは不十分としている、積極的な関

与、適切な指揮を求めている。  

・システム移行判定基準、稼働判定に対する経営者の指示が的確でないという指摘がある。  

・グループ全体のコンティンジェンシープランの実効性がないという指摘がある。  

・全社的な視野でシステムリスク管理ができていないという指摘もある。  

・システムリスク管理部門による進捗管理、事後検証、現場への指導、具体的な問題把握とその検討などが足りな

いという指摘がある。  

・指摘内容をよく見ると、企業文化･経営陣による組織・人的要因・急激な組織・システム環境の変化等によって惹

起された問題について指摘をしている。  

  

金融庁が目指しているシステムリスクの管理態勢は、単に静的、物理的な、あるいは技術的な問題としてのみ捉

えているのではなく、システムのライフサイクル、リスクのマネジメントサイクルを動的なプロセスとして捉え、問題点

を指摘している。  

リスクの両面を具体的指摘事項で示している。  

したがって、定義だけが古いのであって、検査マニュアル及び検査の実務は、多角的にリスクを捉え、本源的な
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問題点を指摘していると解釈される。  

 

３．システムリスクと品質管理の関係 

  次の各視点から見た品質管理（当たり前の品質、前向きの品質）について説明する。 

  ・顧客の視点 

  ・組織の視点 

  ・プロセスの視点   

①当たり前の品質 VS 前向きの品質 

視点 当たり前の品質 前向きの品質 

顧客の視点 

コンシューマ

（顧客）側の

評価基準  

・サービスの継続性、可用性 

・情報の正確性、信憑性、機密性が高

い。  

・情報改ざんされない、漏洩しない情報の

発生・更新履歴保持、説明能力があ

る。 

・低コストでサービス利用できる新サービ

スを早く市場に出す、享受できる。 

・見やすい、わかりやすい、表現力 

・必要な情報及び情報サービスを必要な時

に必要な顧客に提供することができる。 

・分かりやすい、操作性が良い、処理結果が

すぐ得られる。 

・個人のライフスタイル及び情報ニーズに最

も適した情報の提供、蓄積、周知、共有が

できる。 

組織の視点、

経営者側の

評価基準 

•経営目標とシステム開発案件の開発目

的が整合する  

•開発案件の優先度が経営計画と整合す

る  

•サービスの継続性、可用性、情報の正確

性、信憑性、機密性が高い  

•情報が改ざんされない  

•情報の発生・更新履歴保持、説明能力

がある。  

•無駄なシステムコストが発生していない。  

•必要なＩＴ資源に費用が適正に投下され

ている。  

•経営計画と整合するスケジュールで事が

進んでいる。  

•遅延による他への影響を最小限にとどめ

ている  

•新たな技術とビジネスモデルを採用した結

果、新たな顧客層を獲得できる、新たなニ

ーズを発掘し、新サービスを展開できる  

•システム導入により、競に比して、差別化で

きて合する他社いる。  

•情報提供の場所、時間に依存しない、グロ

ーバルワイズな対応が可能  

•必要に応じて、情報提供相手を使い分けで

きる。  

•無駄な業務プロセスが減る  

•部門間の情報連携が円滑になる 

•意思疎通の活発化、知識、ノウハウの質的

向上に寄与する  

 

プロセスの視

点、システム

運営者側の

評価基準 

•しかるべき責任者によってプロセスで生

成されたドキュメントが承認されている。  

•情報の正確性、信憑性、機密性が高い  

•情報が改ざんされない  

•情報の発生・更新履歴保持、説明能力

•求めているシステム寿命に応じた、適切なシ

ステムソリューションを選択し、リスクテーク

を実施している  

•システムライフサイクル全体から見た、システ

ム更改時期を決定している  
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がある。  

•システム障害件数が目標レベルを下回っ

ている  

•システムSLA（開発・運用）が目標値を達

成している  

•必要なスキルが定義され、適材適所の人

が配置され、作業をしている  

•ルールが標準化され、統一されている 

•しかるべき責任者がコスト管理をし、適正

にモニタリングしている。必要に応じて、

対処策を実施している  

•限られた予算枠で適正なコスト配分をし

ている  

•しかるべき責任者が重要な作業タスクに

ついて進捗管理をし、適正にモニタリン

グしている。必要に応じて、対処策を実

施している  

•適切なシステムソリューションを選択、導入し

た結果、業務のプロセスが改善されている  

•冗長な開発、運用業務プロセスが減ってい

る  

•重要度に応じたシステム開発・運用リスクを

採用している  

•システム開発・運用プロセスを常に自己点検

し、改善につなげている  

•意思疎通の活発化、知識、ノウハウの質的

向上に寄与する  

•システム開発・運用業務で学んだ教訓、蓄

積されたヒヤリ・ハット事例を共有させ、働く

人の質的向上につなげている  

 

 

②前向きの品質に関わる評価基準、監査プログラムを作る必要性 

 <組織・経営者レベルで品質が劣化傾向にある例 > 

・系統的な取組の欠如、システム担当部門に任せっきり  

・重要性に応じた第三者意見を取り入れていない  

・掘り下げた分析が行われないシステム障害と本源的な問題追及をしない  

・人的資源のミスマッチ放置  

・違反件数の増加  

・未処理是正処置の増加  

・企画または開発・保守作業の重要プロセスにおける経営者の参画がほとんどない  

・なかなか取上げられない従業員のシステムリスクに対する意識  

・システム上の技術問題への片寄った注力  

・ケアーミスの報告求めない。教訓を学ぼうとする教育をしていない  

・自己点検・評価プロセスの欠如、  

・経営に報告を求める情報の整理整頓ができていない  

 

品質管理の劣化傾向はシステムリスクの高まりの兆しであり、相関関係がある。  

リスクが高まる兆しに注目する必要がある。  

 

４．予兆型システムリスク管理態勢の構築 

 ①リスクが高まる兆しに注目した管理体制・態勢を構築する 

リスクが高まる兆しに注目した管理体制・態勢を構築するということは、最大の予防対策であり、また、リスク・フォワ



Mar. 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  18 

ード・ルッキング・アプローチそのものである。リスクを動態的にとらえ、流れ、変化に敏感になる。 

<一企業としてできること>  

1) リスク管理を行う専担部署を設置する。あるいは、システムリスク委員会を常設して定期的に活動する。  

2)プロジェクトの管理手法、予算に関わる管理業務責任も持たせる。あるいはこれらの決定プロセスに関与する。  

3)リスク分析の結果を内部統制機能の設計構築構想に盛り込むよう指示をする権限を与える。  

4)時代の流れを読み、将来の経済環境、金融資本市場、技術動向等の変化に対する研究、分析を行う役割を与

える。  

5)他社事例、失敗・成功事例を研究し、自社でも将来起こるかもしれない事例に注目し、自己点検（ＣＳＡ）をす

る。  

6)把握されたリスク情報を迅速に組織内で共有し、経営陣やシステム関係部門と迅速に共有する。  

<業界としてできることは>  

1)民間企業、非営利団体が、自発的に、予兆的リスク管理に成功した事例、失敗した事例をデータベース化し、

公開できるようにする。ナレージを共有する。  

2)ITの力を利用して、企業事業体が適切に事に対処したことにより、その事業体及びその関係者が利得を経済

的にあるいは非経済的に（例：社会貢献）もたらすものを業界全体で研究する、例えば非営利団体を支援する、

などなど。  

 

５．予兆型システムリスク管理を実践する  

 ①これから発生するリスクを以下の環境から何かを考える。 

   組織文化、プロセス、関係者、顧客市場 

 ②リスクの継続的モニタリング 

 個々の評価項目の有効性をモニタリングするのではなく、全体的に品質が前回より向上しているか、劣化して

いるか傾向をつかむ。 

 

６．予兆型システムリスク管理の提案  

•伝統的システムリスク管理と予兆型システムリスク管理の比較を下記に示す。  

伝統的システムリスク管理 予兆型システムリスク管理 

損失に結びつくリスクのみ対象にしている  損失及び利得に結びつくリスクを対象にする  

技術のリスク、オペレーション可能なレベルのリ

スクが中心と経営者が認識している  

技術、オペレーションの問題が経営レベルの 

ビジネスリスクに連鎖しうるリスクと経営者 

が認識している  

情報システム部門の課題であり、情報システム

部門中心の体制であった。  

情報システム部門にとどまらず、組織全体の 

課題になりうると考える。  

（専門性を持っているCIO、システムリスク 

専門部署、オペレーショナルリスク統括部門 

などの創設）  

事が起これば対応するといった「リアクション

型」が中心の活動であり、静態的な棚卸型の

兆しを予想して先回りする「予兆型」の活動であり、動

態的に見直し策を講じる  
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見直し策を講じる  

新たな情報技術がもたらす危うさを中心に置

いて対応策を講じる。  

新たな情報技術がもたらす危うさと事業機会創出の二

律背反関係を考慮して、対応策を講じる  

経営戦略を達成するために、最低限必要な対

策レベルを分析し、費用対効果を分析し、対

応策を選択する  

経営戦略を達成するために、許容できるリスクのレベル

を分析し、積極的にリスクテイクをすることも検討する。  

潜在的な損失額とリスクが発生する確率を分

析し、対応策を講じる  

確率にこだわらず、テールリスクを評価し、対応策を講

じる  

伝統的システムリスク管理  予兆型システムリスク管理  

失敗を防ぐ、失敗を罰する文化、管理手法を

構築する  

失敗を学び、教訓を生かし、再挑戦をする文化、管理

手法を構築・導入する  

過去の出来事を分析、評価し、対応策を講じ

る  

過去のパフォーマンスを評価する  

傾向、環境変化などを察知して、今後発生しうる兆しを

特定し、評価し、対応策を講じる  

兆しを評価する  

リスク発生の原因・事象に注力した未然防止

対策を講じる  

未然防止策のみならず、リスクが発生した場合の結果

にも注目して、影響軽減対策を講じる  

リスク管理規定・計画の見直しは定期的に行う  リスクプロファイルが変われば、見直しは随時行う。  

 

７．予兆型システム監査の課題  

これまでに多くの企業の内部監査部門がシステム監査を実施してきているが、なぜシステム開発プロジェクトの上

流工程の監査が十分に実施できていないのだろうか 疑問である。  

①本社の中枢部門が、経営陣に諮りながら練り上げた構想そのものを監査するとは 

「畏れ多いこと」という意識、本社の企画・業務部門や管理部門への内部監査の実施は、直ちに経営への監査を

行うことと同義語になる。  

②企画構想段階の監査については、監査の常道である、「明確なエビデンス」が 

なかなか提示できないという根本問題がある。さまざまな問題（将来大きなリスクを惹起させそうな検討不足や仕

組みの不備など）の兆しを発見しても、それが発現する絶対的な確証が得られない。  

③上流工程の監査を本社の中枢部門に対して行うためには、システム部門に在籍して 

大きな開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーの経験があることや、本社の中枢部門に在籍して、会社の戦

略や方針を検討してきたといった経験が必要になるが、そのようなスキルセットを持ったシステム監査人が少な

い。  

④画構想段階やシステムのカットオーバー段階のリスク評価手法および監査手法が 

確立していない。標準的な開発過程の監査チェックポイントを採用しても、実際には実態に即したチェックポイント

が生まれてきて、大規模な開発プロジェクトを多数経験をしたり、本社部門でこういう企画・構想を実際に練った

経験がないと、なかなか出てはこない着眼点がある。また、将来のシステムリスクを先取りして評価するフォワード・

ルッキングの意識づけが監査人自身できていない。  

⑤カットオーバー段階の監査にはこの段階特有の困難さもあるため、この監査を躊躇する傾向がある。カットオーバ

ー直前の監査を行う場合、本社部門もシステム部門も通常は大変な激務の真っ只中にある。このため、監査を受
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ける余裕がないのが普通であり、「どうして、こんな時期に監査をするのか」という批判を受けることが多い。  

 

８．予兆型システム監査実践への提言  

予兆型システム監査の実践を以下に示す。  

①ＩＴ戦略目標の設定内容そのものが正しいかという評価は、定めた経営目標の達成を阻害しているか、または貢

献しているか否かが焦点となる。兆しに関わる明確なエビデンスがないため、是正に向けての提言をすることにな

るが、早い段階で判断ミス？を指摘する効果が最も高いため、実施の意義は大いにある。システム担当役員と事

前の評価基準とのすり合わせをし、十分な意見交換をし、理解を求める。（システム担当役員に意見を述べ、是

正を求める権限を監査部門に与えることが前提になる。）  

②経営戦略目標、システム戦略目標のＰＤＣＡサイクル、プロセスを監査する。戦略目標策定・展開のプロセス（十

分な分析と検討をした上で計画され、決定され、周知されているか、整合性を持続させているか、プロジェクトの

計画は経営戦略目標と整合しているか、等の観点）から監査を実施する。  

③「上流工程監査を受ける文化」を本社部門およびシステム部門に意識づけさせる。あらかじめ、重要な大規模プ

ロジェクトは、カットオーバーをする前にシステムリスクの専門部署および内部監査部門が確認するプロセスがあ

ることをルール化したらどうか、また、事前に認知させる段取り作業をしたらどうか？例えば、役員および本社部門

およびシステム部門の管理責任者の意識を高めてもらうため、システム企画・開発検討のタイミングで双方が参加

できる勉強会を適宜開催し、当プロジェクト監査の着眼点の見方などを議論する。  

④システムの上流工程監査ができる人材を登用する。経営企画、システム企画、大規模開発案件経験者を一定期

間ジョブローテンションし、内部監査業務に従事してもらう方法、外部から専門家を雇用する、等の方法が考えら

れる。また、複眼的な監査要点を洗い出すためには、様々な経験を有した人のチーム編成をする、その場合、過

去に関わった業務、システム開発業務の監査をする立場になる監査人が発生した時には、まったく関わっていな

い人を加えた混成チームで監査をすることにより、被監査部署への遠慮や独立性などの問題に対処できるので

はないか  

⑤システム企画立案時点でこれから起こるかもしれないシステムリスクの兆しを学ぶ。監査人自らが、システム稼働

前にどんなリスクが生じうるか勉強し、早い段階で被監査部門との意見交換をする。  

⑥そして何より、経営者がリーダーシップを発揮する。経営企画、システム企画、情報処理部門等の担当役員自ら

が自分達が管掌する業務について監査を受けることを許容することとその必要性を理解し、部員に教育する。  

 

予兆型システム監査実践への提言 （まとめ） 

①前向き品質追求を前提としたシステム監査を実施しよう。前向き品質管理に関わるシステム監査基準を開発しよ

う。 

②システム企画・開発プロセスにおけるシステム監査の主題には、システム化構想、開発検討の段階から監査範囲

に含めて計画・実施しよう。  

③品質劣化の兆し、技術環境変化の兆しからリスクを識別しよう。  

④定めた経営目標の達成の妨げにつながっている、無作為の行為についてもコメントしよう。  

⑤リスクをとってシステム開発を決定した場合に、リスクをとることについての妥当性を評価しよう。  

⑥リスクにうまく対処できた事例を監査報告に盛り込み，好事例として称賛しよう。  

⑦経営者をうまく誘導しよう。  
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＜感想＞ 

今回の講演テーマ「予兆型システムリスクに挑む ― これからのシステムリスク管理、監査を提案する ― 」は、こ

れからのシステム監査がどうあるべきかを金融庁が定義するシステムリスクを事例として講演を戴いた。これからのシ

ステム監査は、前向き品質追求を前提としたシステム監査を、システム企画・開発プロセスでは、システム化構想を

開発検討の段階から監査範囲に含めて計画・実施する。また、経営者をうまく誘導する等、今後のシステム監査の

あり方について、非常に興味ある内容で講演を戴きました。 

遠藤様から、金融庁のシステム監査の実績経験を活かし、現状を解り易く説明して戴いたことに感謝し、感想とさ

せて戴きます。 

 

＜本講演者の問合せ先＞ 

Ｔ．Ｍ．Ａ パートナーズ株式会社 

 代表取締役 社長 遠藤 誠 電話: 090-4813-0691 

 e-mail:makotoen@kamakuranet.ne.jp 

 URL: http://tmapartners.web.fc2.com/index.html 
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