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2013.10 投稿 

【第 185回 月例研究会 報告】 

会員番号 1760 斎藤由紀子 （事務局） 

 

日      時： 2013年9月18日（水曜日）18時30分～20時30分 

場      所： 機械振興会館 地下2階 ホール  

講演テーマ： 「システム監査の実践的な進め方～チェックポイントと実務上の留意点～」 

講      師： 東洋大学 総合情報学部 教授 島田 裕次 氏 

＜講演骨子＞ 

今までのシステム監査をはじめとする内部監査の実務経験及びシステム監査に関する研究を踏まえて、システム監

査の実践的な進め方について説明する。具体的には、付加価値の高いシステム監査、経営に役立つシステム監査

の実現を目ざすためには、どのように取り組むべきか、５つの論点に整理して考えていく。 

                   （講師から頂いた講演骨子より） 

＜講演概要＞ 

論点１「システム監査の目的を再認識」 

論点２「準拠性の監査から有効性・効率性の監査へ」 

論点３「多面的な視点で監査を実施する」 

論点４「リスクアプローチから目的アプローチへ」 

論点５「外部化を前提とした監査」 

＜講演内容＞ 

本報告では講演内容のポイントを報告するので、詳細は配布資料を参照願いたい。 

                         （本報告では、講演資料の項番を再設定している） 

１．「システム監査の目的を再認識」 

(1)システム監査とは 

システム監査は、ＩＴガバナンスの確立状況を点検・評価することが目的である。 

情報セキュリティは、ＩＴガバナンスに含まれるものであり、別の概念ではない。 

ＩＴガバナンスとコーポレートガバナンス、コーポレートガバナンスと内部統制、内部統制とＩＴガバナンスの概念整

理をしておく必要がある。 

(2)内部監査と外部監査の２つの側面 

内部監査では、情報セキュリティだけではなく、情報システムの有効性、効率性に大きな関心が払われる。 

外部監査、特に会計監査人が財務諸表監査の一環として実施している場合や内部統制監査の場合には、財務

報告に係る信頼性や正確性に大きな関心が払われる。 

(3)内部監査の定義 

・内部監査は、組織体の

運営に関し価値を付加

し、また改善するために

行われる。 
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(4) IT統制評価との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)情報セキュリティ監査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「準拠性の監査から有効性・効率性の監査へ」 

(1)準拠性監査とは 

・規程やマニュアルに従って業務が行われているかどうか監査する。 

・業務の根本的な改善のためには、規程やマニュアルで定められていることの目的を考える必要がある。 

(2)有効性監査とは 

・ビジネス目標の達成に役立っているかどうか（IT化目的を達成しているかどうか）を点検・評価するものである。 

・ＩＴの有効性監査では、情報システムがビジネス目標（売上・利益の拡大、顧客の獲得、コスト削減等）の達成に貢

献させるための仕組みやプロセスがあるかどうかを確かめる。 

・ＩＴ化の目的自体がビジネス目標の達成に貢献しているか確かめることが重要である。 

【例えば】変更管理の監査では・・変更管理の見方を変えてみると？ 
・変更依頼書に基づいて変更作業を行っているか？ 
・事前に承認を受けているか？  

   ↓ 
・変更作業の多い情報システムはないか？ 

 システム機能や業務プロセスに問題はないか？ 
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 システムが老朽化していないか？ 
・類似の変更作業が発生していないか？ 

 システム機能として組み込んだらどうか？ 
 業務プロセスに問題はないか？ 

・変更作業は効率的に行われているか？ 
 ボトルネックはないか？ 
 無駄な作業はないか？ 

３．「多面的な視点で監査を実施する」 

(1)多面的な視点とは 

・付加価値を生む内部監査を実施する 

ためには、内部監査人の能力向上が 

不可欠である。特に、事象を 

多面的に捉える能力が重要 

である。 

 

 

 

 

 

 

(2)工学的アプロ―チの必要性 

・多面的な視点ということで、参考までに工学的アプローチを紹介する。 

・監査は、もともと会計監査を中心に発展してきた。その後、業務の適切性を点検・評価する業務監査へと拡大した。

また、監査論は，会計学や経営学の一分野又は関連分野から研究されてきた。 

・一方、工学の研究者は、監査についての知見はほとんどないので、どのような研究が求められているのか認識さ

れていない。 

 

 

・工学の手法を用いれば、今まで識別あるいは評価できなかったことができるようになるのではないか？ 
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４．「リスクアプローチから目的アプローチへ」 

(1)ブレイクスルー思考とは？ 

・ブレイクスルー思考は、1990年ナドラー及び日比野によって公表された問題解決の手法である。 

・思考のパラダイムシフト（「デカルト思考」（問題分析）と異なる思考）であり、事実の確認の前に「コンポン」、すな

わち「目的」を確認することが重要だとしている。 

・統合・連動・全体を強化する認識、つまりシステムとして捉えることを行う。このシステムとは、「果たす

べき目的をもち相互関係をもつ総体」のことをいう。 

(2)なぜブレイクスルー思考なのか？ 

・ブレイクスルー思考では、原因分析ではなく、目的からアプローチすることが大きな特徴である。目的は、リスク

と深く関係するので、リスクの視点からアプローチするのではなく、目的の視点からアプローチすることは有効であ

る。 

・監査対象をシステムとして捉えるので、監査対象を体系的に監査することができる。 
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(3)どのように監査を行うのか？ 

例えば、次のような視点でシステム監査を実施したらどうか？ 

・アプリケーションシステムについては、次のような視点で監査する。 

 この情報システム（ＥＲＰ、クラウド等）の目的は？ 

 似たような目的のシステムはないか？ 

 他の方法で目的を達成できないか？ 

 新しい技術を使えないか？ 

 将来、この情報システムでビジネスに対応できるか？ 

・システム部門については、次のような視点で監査する。 

 開発部門、運用部門、保守部門の目的は？ 

 目的を阻害している要因はないか？ 

 外部委託の目的は？それを達成しているか？ 

 あなたの仕事の目的は？何のために起票、承認、確認を行っているのか？ 

５．「外部化を前提とした監査」 

 (1)外部化への対応が重要 

・ＩＴ関連業務のうち、どの領域を外部委託しているか？ 

 企画、開発 
 運用、保守 
 ＩＴインフラ 
 入力、出力 など 

・外部化にかかわるリスクを多面的に評価しているか？ 

 開発、運用、保守の品質 
 情報保護 
 知的財産権（開発ノウハウ、業務ノウハウの保護を含む） 
 リーガルリスク 
 ベンダーロック など 

(2)外部委託先に関する監査 

・外部委託先の選定が適切に行われているか？ 

 選定基準（ＩＳＭＳ、プライバシーマーク等の認証取得状況、内部監査の実施状況） 
 作業管理 

・契約が適切に締結されているか？ 

 契約書（機密保持、損害賠償、従事者の監督、再委託の禁止等） 

・外部委託先の従事者に対する管理が適切に行われているか？ 

 教育指導、日常管理 
 作業場所、作業状況の視察 

・アクセス管理は適切に行われているか？ 

 ユーザＩＤ、パスワードの管理 
 媒体へのアクセス 

(3)ＩＴ子会社の監査 

・内部統制（金商法）の視点から、そのまま監査を行ってしまうと、内部統制の有効性評価の結果と同じになってし

まい、システム監査の付加価値が生まれない。 

・様々な認証を取得している場合 
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 取得によるメリット（売上件数・金額の増加、取引先の拡大などへの寄与） 
 「マネジメントシステムの内部監査」との統合などの効率向上 

・外部からの業務受託の有無によって、監査の視点が異なる 

(4)クラウドの監査 

・多様なＩＴを組み合わせて活用する態勢があるかどうかを確かめる。 

・ユーザ企業側とクラウドサービスの提供側では求められる要件を認識して監査を行う。 

・利用目的、クラウドの種類によってリスクは異なり、監査対象領域も異なる。 

 

監査での質問項目（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～おわりに～ 

 (1)今後の監査テーマ(例） 

・今後の監査テーマとしては、例えば、次のようなものが考えられる。 
・システム開発プロジェクトの監査 
・クラウドコンピューティングの監査 
・スマートフォンの監査 
・サイバーテロ対策の監査 
・外部委託管理の監査 
・海外拠点・海外子会社の監査 
・代理店・販売店の監査 
・消費税対応の監査 
・ＩＦＲＳ対応の監査 
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・その他（ＳＮＳの監査、ＢＹＯＤの監査ほか） 
 
各社のリスクを考えて、監査対象領域、重点監査項目を決めることが重要である。 

(2)システム監査の課題と期待 

・システム監査の重要性は認識されているが、思うようにシステム監査が進展していない。 

・課題 

 

 

 

・期待  

 

 

 

＜主な質疑応答＞ 

Q1：内部監査における、システム監査の課題など、事例をお聞きしたいが？  

A1：IT統制の有効性監査で手いっぱいの企業が多いが、日本内部監査協会が「内部監査実施状況調査」で監査

テーマを公表しているのでこれを参考にするとよいと思う。人材育成については、内部監査人を育てるために、

社内公募制などでやる気のある人を活用する事例もある。また、社外コンサルを１～２年の長期で契約し、監査

チェックリストを策定する事例がある。 

Q1：目的アプローチと、リスクアプローチの比較について、今一度お聞きしたいが？  

A1：ここで強調しておきたいことは、リスクに注目するだけではなく、リスクの基になる目的（ビジネス目的）に注目する

ことが大切ではないかということである。なお、目的アプローチは、監査の着眼点を捉えるときに有効である。リス

クアプローチは計画立案時に役に立つ手法である。目的を捉えずして監査はできない。 

＜報告者所感＞ 

島田教授は、東京ガス㈱にて監査部情報システム監査グループマネージャーを努められ、2000年以前からビジ

ネス改革と情報セキュリティの両面から研究活動を行われる中で、2003年「情報セキュリティ監査制度」2007年

「J-SOX法がよーくわかる本」、「内部監査人の実務ハンドブック」など、数多くの著書を世に出されてきた。今回の研

究会では、まずシステム監査を原点から問い直し、システム監査の目的を再認識することから最も重要であると、強

い信念で話をはじめられた。特に印象に残ったのは、論点３「多面的な視点を持つ」ことの重要性の部分で、「監査

の着眼点が分からずに悩んでいる内部監査人が少なくない。どのように監査の着眼点を決めるのか？」と質問が出

され、よい監査をするには、スペシャリストとしての経験を重ねるとともに、多面的な視点を持つゼネラリストとして研鑽

を積むことが要求されるのだとあらためて痛感した。 

講義の中では、IT統制評価、セキュリティ監査との比較や、どのように監査を行うのか？といった具体的な課題を

提議いただき、また今後のIT環境の変化として避けて通れないクラウド事業者の監査項目についても、事例を示して

いただくなど、大変実り多き講演をいただいた。 

島田裕次教授には、改めて深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

以上  

  

 人材の確保 

 監査スキルの向上 

 ＩＴ統制（J-SOX）から有効性監査へ 

 CAATｓ（コンピュータ支援監査技法） 

 
 経営の役に立つシステム監査の推進（情報システムの有効性、開発・運用の効率性、システム開発

プロジェクト、データ活用などに関する監査） 

 情報システム監査をIT人材の育成の場として活用 

 企業グループとしてのIT化の推進に貢献する情報システム監査 
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