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2013.12 投稿 

研究会活動【「西日本支部合同研究会 in Kanazawa」 報告】 

会員番号 1281 宮本 茂明 （北信越支部） 

以下のとおり「西日本支部合同研究会 in Kanazawa」を開催しました． 

 

・テーマ：「システム監査の普及促進」 

      -システム監査に対する社会の期待，ニーズに呼応し，システム監査の普及促進について考える-  

・日時：2013年11月23日(土)  13:00-17:00 

・場所：ITビジネスプラザ武蔵 6階 交流室１（石川県金沢市） 

・主催：特定非営利活動法人日本システム監査人協会 

       北信越支部，中部支部，近畿支部，中四国支部，九州支部 

・後援：特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会，特定非営利活動法人福井県情報化支援協会， 

特定非営利活動法人石川県情報化支援協会，特定非営利活動法人 ITコーディネータ富山， 

日本ＩＴストラテジスト協会 中部支部 

・次第： 

『力強いシステム監査の実現へ』 

    日本システム監査人協会 副会長 中山 孝明 様 

 

『地域団体におけるシステム監査の価値について-社会、コミュニティ、個人のニーズに応えるシステム監査-』 

     日本システム監査人協会 九州支部 中溝 統明 様 

 

『新しい「IT事業者評価制度」導入の政策提言』 

    日本システム監査人協会 近畿支部 中田 和男 様 

 

『民間企業におけるシステム検査の利用について』 

    日本システム監査人協会 中部支部 原 善一郎 様 

 

『金融機関におけるシステムリスク管理の取組について-経営の関与とシステム監査の活性化-』 

    日本システム監査人協会 北信越支部 長谷部 久夫 様 

 

2013年度の西日本支部研究会を北信越支部が幹事支部として金沢で開催しました。 

今回の合同研究会は、経営活動を支える情報システム環境のシステム監査に対する社会の期待、ニーズに呼応し、シ

ステム監査の普及促進について考えるというテーマで、本部及び西日本の 4支部からご報告いただきました。 

 

参加人数は、発表者 5名を含めて総勢 27名で、日本シス

テム監査人協会 24名（九州支部 2名、中四国支部 1名、

近畿支部 1名、中部支部 5名、北信越支部 13名、他支部

2名）、後援団体 3 名でした。 
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◇講演Ⅰ                                             報告者（会員 No. 1526 國谷 吉英） 

【講演テーマ】 

  『力強いシステム監査の実現へ』 

【講師】 

  日本システム監査人協会 副会長 中山 孝明 様 

【講演内容】 

「力強いシステム監査の実現へ」という演題でシステム監査活性化に向けた協会の取り組みや、システム

監査の普及促進について説明された。以下、内容を紹介する。 

 

１．総力の活性化活動 

協会全体で精力的に活動している「システム監査活性化プロジェクト」について紹介と説明があった。 

① ＰＴ活動の柱；会員メリットのアップ、新たな施策、対外アピールなど 

② 活動成果など；学生向けのシステム監査認知度アンケートの実施、会員向けの活性化提案の募集、月

例研究会の開催案内を他の団体にも送付など最近２年間の毎月の実績や、システム監査啓発小冊子の

発行など現在取り組み中の施策など 

 

２．逞しいシステム監査人 

システム監査の時代変遷に見られるシステム監査人に求められる期待像や、事務合理化からリスク指向

等への情報システム環境の変遷に伴うシステム監査人の吸収力や適応力について説明があった。 

また、システム監査の目的である情報システムのリスクコントロールやＩＴガバナンスの実現に向けたシ

ステム監査人の役割発揮についてチェックリストだけに頼らない監査人自らの判断基準を持つことも重

要であると説明された。 

 

３．パワフルなシステム監査 

① ワイドな領域・活動場面；有効性、リスク指向、準拠性等のアプローチや、ＩＴ統制評価や、情報セ

キュリティ監査、個人情報保護監査等の広範囲な活動領域の説明があった。 

② 組織内システム監査の重み；事業目的実現や、組織の課題解決、組織の根付き・自発的機能、現場力、

システム監査の未来を背負う等の重みについて説明があった。 

③ 専門家／職業人としてのシステム監査人；知識や経験、研鑽等専門的なノウハウ、価値観、責任感、

実現意欲など情報システム発展への貴重な人材資源となっている旨の説明があった。 

④ 近未来への期待・貢献・課題；システム監査が会計監査や監査役監査などにも欠くことのできない位

置を占めていることや、システム監査の未開拓分野への取り組み、環境変化に応じた役割の自主的開

拓、システム監査の Identity などとともに、システム監査の社会的制度への定着の重要性とその実

現への課題について説明があった。 

 

４．システム監査の実施状況から 

現状認識をさらなる発展策へということで一例を示し、最近実施された内部監査実施状況調査の結果か

ら、システム監査の実施状況を自らの視点で集計・分類した内容について説明があった。 
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◇講演Ⅱ                                             報告者（会員 No. 0947 梶川 明美） 

【講演テーマ】 

  『地域団体におけるシステム監査の価値について 

-社会、コミュニティ、個人のニーズに応えるシステム監査-』 

【講師】 

  日本システム監査人協会 九州支部 中溝 統明 様 

【講演内容】 

地方団体において、システム監査がいかに価値あるものであるかについて考察された。 

以下、その内容を紹介する。 

 

１．ＩＣＴの利活用 

1960 年代の汎用機の時代から始まったＩＣＴ利活用の波は、2000 年代以降モバイルの利用によるイン

ターネットの時代へと移行している。金融、医療、自治体などにおいても、ＩＣＴの利活用は進化を遂げて

現在に至っている。 

２．ＩＣＴ当事者 

情報システムの当事者は、データ活用の多様化に伴い多岐にわたる。ＩＤＣやクラウドでは、情報シス

テムの委託者側としても注意しなければならない。特にクラウドシステムの中は見えないので、仕様書に注

意する必要がある。今や情報システムは組織の重要なインフラとなっており、地域社会にとっても重要なも

のである。リスクの顕在化による新たな課題を適切にコントロールする必要性がある。そのためにシステム

監査が必要になるのである。 

３．イノベーションと安全問題 

イノベーションは、コトの中にモノ（技術）を埋めていく。システムの複雑性が増し、想定外の事態に

対する脆弱性が問題の発生源となっており、原因がどこにあるかわからない。障害を早く復旧させるレジリ

エンスの高いシステムがよいシステムである。 

４．監査と評価 

ＣＯＢＩＴやシステム監査基準は変遷している。また、情報セキュリティ監査やＩＳＯ認証監査など、

様々な評価基準や評価機構がある。しかしながら、地方団体の正しい審査や評価は難しい。 

５．自治体の状況 

自治体クラウド、オープンデータやビッグデータ、共通番号制度の導入などこれからの自治体はいろい

ろなことに取り組まなければならない。また、理想的な情報システムを目指して、情報システムの最適化に

も取り組んでいる。 

６．システム監査の価値 

「監査」という言葉を聞くと会計監査をイメージし、システム監査が何であるのか正しく理解されてい

ない。システム監査は組織体の情報システムが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手

段となる。システム監査の実施は組織体のＩＴガバナンスの実現に寄与し、利害関係者に対する説明責任を

も果たす。情報システムを正しく評価できるのが『システム監査』である。 

システム監査を担うシステム監査人は、これらの役割を担っている。 
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◇講演Ⅲ                                             報告者（会員 No. 1587 清水 尚志） 

【講演テーマ】 

  『新しい「IT 事業者評価制度」導入の政策提言』 

【講師】 

  日本システム監査人協会 近畿支部 中田 和男 様 

【講演内容】 

近畿支部ｼｽﾃﾑ監査法制化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで検討された「IT 事業者評価制度」導入の政策提言について説明された。 

１．現状の問題点と IT 業界の環境の変化 

 2001 年からの規制緩和として、「ＳＩ登録・ＳＯ認定の廃止」や「企業経理での研究開発費の資産計上

廃止」「ソフトウェアの PL 法への適用漏れ」「システム監査の法制化の見送り」等の政策が行われた事に

より、IT 業界の健全な発展はおろか、システムの発注者や消費者にも損害や不満をもたらした。 

 こうした中、IT 業界の業界構造変化と顧客関係及び競合関係の変化をとらえ、IT 業界の再生に寄与する

政策提言として、システム監査の視点から IT 事業者の力量が客観的に評価できる制度が必要であると考え

た。 

２．既存のＩＴ業者の評価制度 

 SI 登録制度や SO 認定制度など一定の長所が認められた制度が廃止された。その他の国際基準（ISO9000

等）のフレームワークがあるが、経営力や技術力の高さを表す評価ではない上に、具体性がないため評価

が恣意的になる場合もある。このような既存の評価制度の中、官公需のニーズにも対応する新しい「IT 事

業者評価制度」導入は必須であると考えた。 

３．新しい「IT 事業者評価制度」のあり方とは 

 新しい評価制度の要件として①事業者全体の力量が評価できる体系、②IT 事業分野全般を網羅し適切な

カテゴライズされている、③点数化により明確に順位づけする、④継続的な運用が可能である、⑤評価手

続きの費用に経済性がある、などがあげられる。 

 IT 業者の評価に際し、建設業法の経営事項審査制度の長所を参考にし、一部を IT 産業に適合した項目

に置き換えた採点方式を、一つの案として提示した。社会性等評価に管理資格者数（公認システム監査人・

中小企業診断士）を設ける等、経営力・技術力等の諸項目を点数化・集計することで、順位付を可能にし

て客観性を確保した。 

４．ＩＴ事業者評価制度導入の効果 

 本制度の導入によって、下記のような効果が期待でき、官公庁の発注者や IT 業界に留まらず、広く国民

に受益のある制度になると考える。 

①合理的な発注先選定と成果物の品質向上 

 ②競争の透明性確保 

 ③システム監査の開発・運用業者の力量確認の精度向上と効率化（低価格化） 

 ④IT 業界の人材育成・技術者評価への意識向上による優良事業者の育成と国際競争力の強化 

５．まとめ 

 この制度は、従来の諸制度の短所を補完する新しい制度である。客観性を有し、順位づけを可能とし、

入札の透明性・適正性の確保、優良 IT 事業者の育成・分別、システム監査における効率化及び監査領域の

拡大等の、多岐に渡り多大な効果が期待できる。制度を実現、活用定着させ、広く国民への受益につなげ

ていく必要がある。 
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◇講演Ⅳ                                             報告者（会員 No. 1354 栃川 昌文） 

【講演テーマ】 

  『民間企業におけるシステム検査の利用について』 

【講師】 

  日本システム監査人協会 中部支部 原 善一郎 様 

【講演内容】 

グローバル化や想定外の災害や脅威対応に向けて、民間企業は積極的な経営革新や IT 体制維持/革新が必

須である。IT の点検・検査・監査活動は経営革新を支える重要なツールであり、こうした活動にも破壊と

創造が必要であることを発表いただいた。 

 

１．自動車部品製造業 P 社の IT 化の歴史 

自動車部品製造業、世界 7 カ国に拠点、従業員 3000 人程度、年商 1000 億円 

1970 年代 電子計算機導入 

1980 年代 オンラインリアルタイム処理導入、顧客との EDI 処理 

1990 年代 グループ企業間での情報供給 

2000 年代 本社と海外子会社間での VPN 接続 

 

２．システム監査・システム検査利用 

P 社は、1994 年に SAAJ の監査普及サービスを利用しシステム監査を受け、開発手順の整備を指摘され

た。その後、ISO9001・ISO27001・ISO2000 などを参考に、システムに関する各種の手順を社内に導入し

てきた。一方、次のような PDCA 活動を通じて、こうした手順が適切に運用されていることを確認してい

る。次の①から③は連携していて、毎月の自己点検も最終的には法規制の一部となっている。 

①毎月の自己点検 

②年２回の本社による検査（検査は社外のシステム監査人に委託） 

③年１回の監査法人による内部統制監査（外部監査は公認会計士） 

 

３．維持から、積極的改善へ 

現状を維持するためには、被検査対象が規定通りになっているかを確認することで「規定と実態の差異を

見つけ出す検査・監査」が短期的には重要な活動となる。 

一方、長期的な視点に立って経営環境変化へ適応するには、規定自体に問題があるのではないかと規定を

疑う「革新を目的とした検査・監査」が重要となり、「ルール・管理の破壊と創造」が必要になる。 

「ルール・管理の破壊と創造」を行なう際には、次のようなことを参考にしている。 

①ISO などの最新版  ②経営環境変化  ③社内の経験、外部の経験 

 

４．最新の知識を作り出し・発信する 

「ルール・管理の破壊と創造」のためには、特に外部の経験者が持つ知見に期待しており、知見を持つ者

のコミュニティが新しい知識を作り出すと考えている。また、知見を高めるためには「現地・現物・現認」

の考えが重要となる。 

SAAJ 中部では、こうしたことを目的に海外視察を通じて国際交流を進めている。 
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◇講演Ⅴ                                              報告者（会員 No. 1766 長谷部 久夫） 

【講演テーマ】 

  『金融機関におけるシステムリスク管理の取組について 

－経営の関与とシステム監査の活性化－』 

【講師】 

  日本システム監査人協会 北信越支部 長谷部 久夫 

【講演内容】 

  金融機関の事業ではＩＴへの依存度が益々高まり、ＩＴ利用の高度化によってシステムリスクは多様化し、

業務停止、訴訟、事業破綻等のリスクへと連鎖するコアリスクになっている。これに伴い、ＩＴのコント 

ロール構築、及び当該コントロールが効果的かの第三者検証である「システム監査」は重要性を増している。 

本講演では、報告者が関与したシステムリスク管理の取組をご紹介し、リスク管理態勢の要となる経営陣

の関与とシステム監査について発表した。 

１．銀行システムの概要（位置づけ） 

   金融機関には、社会的な責任を基軸とする経営理念のもと、新たな経営戦略を展開し、かつ信頼できる

金融サービスを提供することが求められている。情報システムは、そのための中核的な手段であり、ＩＴ

戦略自体が経営戦略と一体となっている。    

２．システムリスク管理態勢 

   経営陣は、①方針の策定、②内部規程・組織体制の整備、③評価・改善態勢整備に大きな役割を果たす。

リスク情報をリスク管理統括部署に集約するとともに、部長会において情報共有し、組織横断的に連携し

経営陣を支援する体制としている。内部監査部署はリスク管理の有効性を検証し経営へ報告している。 

３．システムリスク管理の現状 

（１）定期的なリスク評価（ＰＤＣＡサイクル） 

    外部環境の変化を定義したうえで、①リスクアセスメント（リスク洗い出し→リスク評価→改善計画

の策定）、②改善プログラムの決定、③モニタリング・リスク把握のＰＤＣＡサイクルを回している。 

（２）情報セキュリティ管理 

    物理的セキュリティ、および論理的セキュリティに加え、開発と運用の相互牽制、セキュリティ教育、

および性悪説を前提とする権限の見直し等を実施し、組織・プロセス面の強化を図っている。     

（３）システム企画・開発管理等 

    経営陣及びシステムリスク管理部署は、さまざまな開発局面において開発プロジェクトに関与する。 

     内部監査部署はそれらの関与状況を含め、適時に開発プロジェクト監査を実施している。 

（４）コンティンジェンシープラン 

    障害発生の初期対応、暫定対応、および復旧対応の各フェースにおける経営陣による重要な意思決定

及び指示事項を緊急時対応計画に定め、当該計画の実効性を確保するための訓練を実施している。 

（５）外部委託先管理 

    外部委託契約締結にあたり、委託先と役割分担・責任範囲を決め、ＳＬＡ（Service Level Agreement)

でサービス水準を明定。セキュリティ管理要件等に基づき継続的に運用状況をモニタリングしている。  

４．まとめ 

   経営陣、および内部監査部署が関与する態勢でリスク管理のＰＤＣＡサイクルを実践することにより､

リスク抑制の実効性は着実に向上しつつある。今後もリスク管理の取組を継続的に実施していきたい。    
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◇西日本支部合同研究会を振り返って 

                                    報告者（会員 No.1281 宮本 茂明） 

[合同研究会] 

今回で 11回目となる西日本支部研究会を関係者のご協力のもと金沢で開催することができました。 

テーマについては「システム監査の普及促進」に設定し、様々な角度からご講演いただきました。 

参加者それぞれが、テーマについて考え、気づきを得るよい機会になったと思います。 

 力強いシステム監査の実現に向けてどう取り組むべきか 

 システム監査の価値についてどう社会、コミュニティ、個人のニーズに応えていくか 

 「IT事業者評価制度」導入の政策提言をどうシステム監査に活かしていけるか 

 システム監査とシステム検査をどう活用していくか 

 システムリスク管理のためには、どう経営の関与とシステム監査の活性化を図っていくか 

講演いただいた方々に、深く感謝いたします。 

 

[懇親会] 

研究会終了後、会場近くの「座いっく」にて、22 名の参加で懇親会を開催

しました． 

全員の自己紹介とともに参加者が熱く語り合う場になりました。今回の研

究会・懇親会を通して参加者の皆様に有益な情報提供・情報交換の場になっ

たのではないかと思います。 

 

[観光] 

懇親会終了後、ちょうど金沢城・兼六園ライトアップ〜秋の段〜が開催されて

いて、ご希望のみなさんと兼六園、ひがし茶屋街に分かれライトアップされた金

沢を散策しました。 

また翌日観光として、ひがし茶屋街～金沢城公園～尾山神社～武家屋敷をご案

内しました。金沢は 11 月に入り天候の悪い日が続いていたのですが，合同研究

会が開催されて土日は、天候に恵まれ幸いでした。 

 

[ご協力お礼] 

 講演者の皆様、西日本各支部の合同研究会準備にご協力いただいた皆様、合同研究会の進行・運営にあたり

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。 

 

北信越支部も今年で支部開設 10 年を迎えることができました。今後も継続し皆様と情報交流を進めていき

たいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

以上 


