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第２０９回 月例研究会 （２０１５年１２月１４日開催） 

会員番号 0056 藤野明夫 

【講演テーマ】 「ITガバナンスの JIS化（JIS Q 38500:2015）について」 

講師：日本ＩＴガバナンス協会（ITGI Japan）         副理事長  梶本 政利 氏 

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会（SAAJ）  副会長    力 利則 氏 

日時：2015年１２月１４日（月曜日） 18:30～20:30 

場所：機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】  

本年７月に「ITガバナンス」が JIS Q 38500 として制定された。 

この原案策定に関わったメンバーとして、JIS Q 38500成立の経緯から、その内容について解説を行う。さらにどの

ように解釈することができるか、IT ガバナンスの強化を訴えている日本政府の実情、JIS Q 38500 のベースとなった

ISO/IEC 38500の適用事例等についてお話ししたいと考えている。 

官民問わず、大小問わず、いかなる組織においても IT を活用し IT に依存している現在では、IT ガバナンスの重

要性は益々高まっているといえる。そのための国際的な動向や知識について、ご出席される方々にご提供できれば

幸いである。 

 

【講演概要】 

はじめに（力講師） 

本日は、以下のお話しをする。 

本年７月に「ITガバナンス」が JIS Q 38500 として制定された。この原案策定に関わったメンバーとして、JIS Q 38500

成立の経緯から、その内容について解説を行う（主に力講師担当）。さらに、どのように解釈することができるか、ITガ

バナンスの強化を訴えている日本政府の実情、JIS Q 38500のベースとなった ISO/IEC 38500の適用事例等につい

てお話しする（主に梶本講師担当）。 

 

Ⅰ．ITガバナンス JIS化の経緯とその内容について（力講師） 

2015年 7月 21日に新しく制定された「JIS Q 38500 情報技術 ITガバナンス（以下、「規格」又は「本規格」という）」

について、制定に至る経緯や ISO/IEC38500（注 1）の翻訳話等も含め、IT ガバナンスの枠組みと原則、その内容につ

いて説明する。 

１．「ISO/IEC38500 IT Governance」の JIS化の経緯 

近年、企業の信頼を損ねるような不祥事が散見されており、また、ITの運用でも、経営者のモニタが十分でなく、問

題を深刻化される事例が発生している。そのため、企業統治（コーポレートガバナンス）の一層の強化が叫ばれている

状況にある。同時に、ここ 10年の ITの企業運営への浸透を考えると、企業のガバナンスにとって、ITの利用又は IT

そのものを管理することは、非常に重要なものとなっている。 

一方、ISO/IEC JTC 1（注 1）において、ITのガバナンスの標準は「ISO/IEC38500：2008  International Standard 

for Corporate Governance of Information Technology（IT Governance）」として 2008年に発行されており、その知名度

も高くなってきている（注 2）。 

このような背景の下に、ISO/IEC規格を翻訳して、企業の経営層へその原則を周知し、経営者としてやるべきことに

ついて知らしめていくことがガバナンスの向上に役に立つと考え、ISO/IEC 規格の JIS化が行われた。JIS化に当たっ

ては、最初の国際規格は 2008年に発行されたが早期改正の検討に入ったため、それを待つつもりでいた。しかし、そ
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の改正が順調に進まず、更に 2年程度かかること、また、内容が二つの規格に分割される方向にあり、まとまりが悪くな

る可能性があることなどから、ISO/IEC規格の JIS化に踏み切ることにし、情報処理学会は、JIS原案作成委員会を組

織して、JIS原案を作成した。 

この規格の JIS化によって、ITのガバナンスのあり方が周知されることが期待される。また、この規格は企業統治の

ために経営者が ITに対して何をすることが望ましいかを記載しており、ITガバナンスの実現に有効であると考える。 

なお、本規格の詳細は、文末の参考文献欄のＪＩＳ「情報技術－ITガバナンス ＪＩＳ Ｑ ３８５００」を参照されたい（以

下、適宜、本参考文献を引用、参照する）。 

（注 1）ISO/IEC JTC 1：ISO/IEC JTC 1 は、ISO と IECの第１合同技術委員会 (Joint Technical Committee 1) のこ

とであり、情報技術 (IT) 分野の標準化を行うために 1987年に設立された組織である。なお、ＩＳＯ（International 

Organization for Standardization）は国際標準化機構であり、ＩＥＣ（International Electrotechnical Commission）は

国際電気標準会議である。この両組織が一体となって活動する委員会であるので “Joint”が付いている。 

（注 2）「ISO/IEC38500：2008」は、2015年に改定され「ISO/IEC38500：2015」となった。JIS化を行ったばかりである

が、JIS も早急に 2015年版に対応した改定を行うべきであると考えている。 

 

２．規格の概要 

２－１．全体像 

この規格は、組織のディレクタ（経営者）が考えるべき ITのコーポレートガバナンスの原則及びディレクタ（経営者）が

その原則に沿ってやるべきことを示している。言い方を変えると、組織のディレクタ（経営者）に対して、その組織内で IT

の効果的、効率的で受容可能な使用に関するガイドとなる原則を提供している。適用の対象は、規模の大小を問わず、

また、公的、私的の区別もなく、ＮＧＯも含めたあらゆる組織としている。本規格を適用する組織のディレクタ（経営者）

は、Ｅ（evaluate）-Ｄ（direct）-Ｍ（monitor）という３つのステップに分けて、６つの原則（責任、戦略、取得、パフォーマン

ス、適合、人間行動）に沿って取り組んでいくべきであることが示されている。  

この規格を使う目的は、あらゆる組織において次の三つのことによって ITの効果的、効率的かつ受容可能な利用を

推進することである。 

・本規格を遵守しているのであれば、この組織の ITガバナンスが信用に足るものであることを利害関係者へ示すこと 

・組織の IT利用を統制することにおいてディレクタに情報提供し、ディレクタを導くこと 

・ITガバナンスの客観的な評価のための基礎を提供すること 

ただし、この規格では一般的な原則を記載しているだけなので、組織で実際に運用するとなるとCOBIT、COSOとい

った具体的な管理策を記載したものを組織内で実施することが必要となる。 

この原則に従っている組織にとって、この規格を使う利点は以下のとおりである。 

・不十分な ITシステムによって生じる法令に準拠していないリスクがディレクタに明らかになる。 

・ITを扱かっている手続によって、適切に対処されなければならない特定のリスクが関連付けられる。 

・ディレクタが、適切な ITガバナンスによって、ITの利用によって組織の活動状況に積極的に貢献することを確認で

きるようになる。 

２－２．ITガバナンスのモデルについて 

  この規格のコンセプトを図示したものが、図１．である。ここでは、前述の、Ｅ（evaluate、評価）-Ｄ（direct、指示）-Ｍ

（monitor、モニタ）という三つのステップに分けて、組織のディレクタ（経営者）がやるべきことをモデル化している。この

モデルをそれぞれのステップの頭文字をとって「EDM モデル」と呼んでいる。それぞれのステップの内容は、以下のと

おりである。 
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・Ｅ（evaluate、評価）：現在と将来の ITの利用について評価する。 

・Ｄ（direct、指示）：ITの利用が組織のビジネス目標に合致するように計画とポリシを策定し、実施する。 

・Ｍ（monitor、モニタ）：ポリシへの準拠と計画に対する達成度をモニタする。 

 

 

図 1. ITガバナンスのモデル 

なお、このモデルは、2015年の ISO/IEC38500で若干改定された。JISでも、いずれ改定することになると考える。 

２－３．IT ガバナンスを実現するための 6つの原則について 

 本規格では、責任、戦略、取得、パフォーマンス、適合、人間行動の６つの原則に沿って、IT ガバナンスを実現しよう

としている。この原則の概要は以下のとおりである。 

・Responsibility （責任）： ITに対する責任を明確にする原則 

・Strategy （戦略）：ITは組織の目的を最大限に支援する原則 

・Acquisition （調達・取得）：ITの有効性を高める適用原則 

・Performance （パフォーマンス）：ITの可用性を高める性能原則 

・Conformance （適合・準拠）：ITが法令や企業内部の取決めに準拠する準拠原則 

・Human behavior （人的行動）：ITは人的要素を考慮する人的行動原則 

 本規格では、この 6 つの原則個々に対する前述のＥ（evaluate、評価）、Ｄ（direct、指示）、Ｍ（monitor、モニタ）の三

つのステップの望ましい実施内容を、やや詳しく提示している。 

２－４．本規格の利用者について 

本規格の利用者について述べる。 

第一は、当然のことながらガバナンスの主体である経営陣である。 

ＩＴガバナンス

評価

指示 モニタ
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次に、ＩＴに関する実務上のプロセスの遂行者である組織内の IT の専門家もしくは外部のサービス提供者、又は組

織内の事業部門の人々である。 

  さらに、経営陣に助言したり情報提供したり支援したりする方々、すなわち、上級マネージャー、組織内で資源を監

視するグループの構成員、法律又は会計等の外部の業務又は技術の専門家、小売り関係者又は専門家の団体、ハ

ードウェア、ソフトウェア、通信及びその他ＩＴ製品の供給業者、内外のサービス提供者（コンサルタントを含む）、ＩＴ監

査人等の方々にも利用していただきたい。 

 

 以上が、本規格の概要であるが、これ以上は規格の内容そのものになるので、詳しく知りたい方は参考文献、「情報

技術－ITガバナンス ＪＩＳ Ｑ ３８５００」をご覧いただきたい。 

 

《補足：用語の翻訳について》 

この規格では、ISO のマネジメントシステム規格関係の用語と異なるものが多くみられ、その翻訳に苦心したので、本

規格の説明の最後に一言、触れておく。 

・ITガバナンス（corporate governance of IT）： 規格の名称でもあり、英語では corporateを残しているが、規格の中

で述べている通り、企業だけでなく、その他の組織も含んでいること、及び JTC1 の WG 内の議論でも corporate

の削除が検討されていることから、訳さず、ITガバナンスとした。 

・ガバナンス（corporate governance）： この用語は、組織内の統制といった訳し方をすることが多い。しかし、用語の

もつニュアンスを十分表していないということで、この規格では片仮名ガバナンスをそのまま使うことにした。 

・経営者（director）： 組織の多くの上層経営を担うメンバーを指し示しているので、経営者の用語を当てた。 

・経営陣（governing body）：ISO/IEC 規格には、経営に関係する用語が多く使われていて、この言葉は上層の管理

者層を示し、経営に関与するメンバーを示している。検討の結果、経営陣を当てることにした。 

・評価（evaluate）：ITの現状及び将来の利用を評価する。 

・指示（direct）； ITの利用を業務目的に確実に合うように計画及び方針の準備及び導入を指示する。 

・モニタ（monitor）：計画に対するパフォーマンス及び方針に対する適合性をモニタする。monitor は監視と訳される

のが普通であるが、この規格ではもう少し広い意味で使われているので、その訳語を使わないこととした。 

 

Ⅱ．ITガバナンスに関する日本政府の実情（梶本講師） 

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」（以下、適宜、「ガイドライン」という）が 2014 年 12 月

3日に、各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議で決定され、2015年 4月 1日から施行された。このガイドラインは、

今後の政府機関のＩＴガバナンス及びＩＴマネジメントの規範となるもので、大きな意義を持つ。ガイドラインの策定に深

く関わり、また、現在も総務省技術管理局技術顧問として、本ガイドラインの実施に関わる者として、このガイドラインの

概要と日本政府における ITガバナンスの実情について説明する。 

１． 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」の概要 

「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」（文末の参考文献参照）は、以下のように構成されて

いる（図 2.参照）。 

  第 1編 総論：ガイドライン策定の背景、目的、適用対象等を記載。なお、ここで本ガイドラインの制定の背景とし

て、ＩＴガバナンスの強化の必要性がうたわれている。 

  第 2編 ＩＴガバナンス：ＩＴガバナンスの全体像、組織体制、ＩＴガバナンスを実現する情報システム等を記載。 

  第 3編 ＩＴマネジメント：ＩＴマネジメントの全体像、ＩＴマネジメントの各プロセスの詳細説明等を記載。 
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図 2. 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」の構成 

以下、ガイドラインの主だった項目について説明する。 

１－１．ＩＴガバナンスについて 

「第 2編 ＩＴガバナンス」のなかから政府内の組織体制とプロジェクト管理及び “ＯＤＢ”（後述）について説明する。 

１－１－１．組織体制 

政府における情報システムの整備及び管理に関する組織体制は、次のとおりである。 

（１） 政府全体管理 

 

図 3.政府全体管理体制 

政府全体管理の体制は、図 3.に示すとおり、ＩＴ総合戦略本部（本部長：内閣総理大臣）を頂点として、その下に e

ガバメント閣僚会議、新戦略推進専門調査会、各府省ＣＩＯ連絡会議等が開催される。 

なお、図中の「内閣官房」は内閣官房情報通信技術総合戦略室を示し、「総務省」は総務省行政管理局を示す。 

政府の全体方針及び計画、

フォローアップ等

府省共通プロジェクト・
府省重点プロジェクトの
指定(第２編第４章)

政府情報システム改革ロー
ドマップ、投資計画等との
整合性(第２編第６章)

システム監査の
計画(第２編第８章)

予算及び執行状
況(第２編第７章)

【第３編 ＩＴマネジメント】

プロジェクト

の計画又は改
定

工程レビュー

プロジェクトの遂行
プロジェク
トの完了

進捗管理／実績報告

情報システムの管理 (第２編第５章）

組織体制(第２編第２章) ／ 人材育成・確保(第２編第３章)

【第２編 ＩＴガバナンス】

【第２編 ＩＴガバナンス】

ＩＴ総合戦略本部

eガバメント閣僚会議 新戦略推進専門調査会

電子行政分科会等

ＣＩＯ連絡会議

各種ワーキンググループ等

ＣＩＯ連絡会議幹事会

政府ＣＩＯ

政府ＣＩＯ補佐官

内閣官房 総務省

ＩＴ総合戦略本部員
ＣＩＯ連絡会議議長

ＣＩＯ連絡会議事務局等
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（２） 府省内全体管理 

府省内全体管理の体制は、図 4.に示すとおり、府省 CIO、各府省の電子政府推進担当課長等をメンバーとして開

催される情報化推進委員会と、府省ＣＩＯをトップとするＰＭＯ（府省内全体管理組織、Project Management Office）から

なる。 

 

図 4. 府省内全体管理体制 

（３） プロジェクト管理 

 プロジェクトとは、特定の対象範囲に対し、特定の目的、目標を実現するために、特定の期間に実施する作業のまと

まりをいう（「ガイドライン 第 1編第 4章 用語 1.ガバナンスに関する用語の定義 1）プロジェクト」の定義より）。プロジ

ェクト管理は、図 5．左側に示すとおり、ＰＪＭＯ（プロジェクト推進組織、Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ Ｏｆｆｉｃｅ、前述の府省

内全体管理組織 PMO と区別して、ガイドラインでは PJMO という）が実施する。 

 なお、複数の府省において利用する情報システムのプロジェクトについては、図 5.の右側に示すプロジェクト推進会

議等を開催する。 

 

図 3. プロジェクト推進組織（PJMO）とプロジェクト推進会議 

 

１－１－２．情報システムの管理 

政府における情報システムに関係する情報を一元的に管理するために、総務省において整備及び管理し、各府省

の用に供するデータベース「ODB」（Official information system total management Database、政府情報システム管理

データベース）を設置する。 

各府省は、その整備又は管理を行う情報システムについて、それぞれ情報システム IDを有する。この IDは ODB

に登録することによって取得される。 

府省ＣＩＯ

府省ＣＩＯ補佐官

ＰＭＯ

その他構成員

電子政府推進担当課長

情報化推進委員会

府省ＣＩＯ
電子政府推進担当課長
総務担当課長
人事担当課長
会計担当課長
府省ＣＩＯ補佐官 等

ＰＪＭＯ

プロジェクト推進責任者
府省ＣＩＯ補佐官
制度所管部門管理者
業務実施部門管理者
情報システム部門管理者
その他構成員

プロジェクト推進会議

関係府省のプロジェクト推進責任者
関係府省の府省ＣＩＯ補佐官
その他構成員

プロジェクト推進組織 プロジェクト推進会議
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 図 6.に示すとおり、ODBには、各府省の各情報システムの基本情報、担当組織、公開ドメイン、予算情報、調達情

報、システム構成、取扱情報、運用・保守情報等が記載され、工程レビュー、各種調査、関連システムの進捗調査、事

例参照等に用いられる。 

 

図 6.ODB活用のイメージ 

１－２．ITマネジメントについて 

ITマネジメントのイメージを図 7.に示す。今回は、ITガバナンスがメインなので ITマネジメントに関する詳細は語ら

ないが、一点だけ、ITガバナンスのモニタの機能と関係する「工程レビュー」について簡単に説明する。 

 

図 7. ITマネジメントのイメージ 

 

府省重点プロジェクトについて、以下の三点のタイミングで工程レビューを実施する。 

ⅰ）調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前 

ⅱ）設計・開発工程に入る前に要件定義の確定を行う前 

ⅲ）本番開始前 

政府情報システム
管理データベース

（ODB）

基本情報

予算、執行
に係る情報

開発、運用
に係る情報

工程レビュー

府省横断的な調査 等

関連システム進捗、
プロジェクト事例参照
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図 8.に示すとおり、このレビューのタイミングで、まず PJMOが自己点検を行い、その結果をもとに PMOがレビュー

を行う。レビュー結果は、PMOが内閣官房 IT室に送付する。内閣官房 IT室は、必要に応じ PJMOに対してヒアリン

グ等を実施し、必要な指摘、助言又は指導を行う。また、PMO も PJMOに対して同様のことを行う。 

 

図 8.工程レビュー（主な流れ） 

 

工程レビューのレビューポイント及び要点を図 9.に示す。 

 

 

図 9.工程レビュー（レビューポイント・要点） 

 

プロジェクトを適切に実施し、プロジェクトの目的を達成するため、府省重点プロジェクトについて、内
閣官房が別途定める手順に基づき、
① 調達仕様書に添付する要件定義書の作成終了前 （政府のIT施策と整合的か、ﾕｰｻﾞ部局と合意した
か、十分な競争性を確保できる内容か、事業者が工程を着実に遂行できるだけの十分な情報を盛り込んだ内容
か等）

② 設計・開発工程に入る前に要件定義の確定を行う前 （事業者に求める体制は十分か、事業者との打
合せによる要件定義書の変更が妥当な範囲に留まっているか等）

③ 本番移行開始前 （要件どおりに正常に動作し、業務を円滑・適正に行えることを確認したか等）

のそれぞれの場面（「レビューポイント」と総称）において、次のとおり、工程レビューを実施。

［ＰＪＭＯ］
レビュー対応

［内閣官房IT室］
自己点検及びレビュー結果を基
に、必要に応じヒアリング等を実
施。必要な指摘、助言又は指導

［ＰＪＭＯ］

自己点検

［ＰＭＯ］
レビュー結果等を内閣官房IT室
に送付

［ＰＭＯ］
自己点検を基にレビュー
必要に応じヒアリングを実施
ＰＪＭＯに指摘、助言又は指導

府省重点プロジェクトを対象としてレビュー制度を新たに導入。三つの時期にレビューポイント
を設け、内閣官房が別途定める要領に基づき、プロジェクトの管理・遂行の点検を実施

調達手続

要件定義

設計・開発工程 運用工程

入札公告
等

設計 開発 テスト
要件の
確認・
調整

レビューポイント

調達のための要件定義書作成終了前 要件定義の確定前 本番移行開始前

第一次 第二次 第三次

第一次工程レビュー 第二次工程レビュー 第三次工程レビュー

・政府のIT施策と整合的か
・関係部局と合意した内容か
・競争性を十分確保できる内容か
・事業者が工程を着実に遂行でき
るだけの十分な内容か 等

・事業者に求める体制は十分か
・事業者との打合せによる要件定
義書の変更が妥当な範囲に留
まっているか 等

・要件どおりに正常に動作し、業
務を円滑・適正に行えることを
確認したか 等

■ＰＪＭＯによる自己点検
■ＰＭＯによる指摘、助言又は指導／必要に応じて、内閣官房からも指摘、助言又は指導
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２．政府における今後の課題 

最後に、ITガバナンス関連の政府における今後の課題について、一言触れたい。 

（１） 民間クラウドの利用が促進していった場合においても全体を見渡せる仕組みの検討 

サービスの調達は ITの調達とは性格が異なり、ITマネジメントの対象から外れてしまう可能性がある。また、SaaS

のような場合には、利用者サイドからのコントロール可能範囲が非常に狭くなる。さらに、クラウドの場合、どこまで、

何を監査すべきなのかが明確ではない。 

（２） DevOps（注 3）及びそれに伴うアジャイルへの取り組みにおける課題への適切な対応 

実質的には規模の大きな情報システムは DevOpsが適用されているとも言える状況であるが、決してアジャイルで

はない。また、適切に本来の DevOpsの取り組みを行うための、継続的な態勢及び中長期戦略が不明確である。 

（３） ITのマネジメントと情報セキュリティのマネジメントの有機的結合 

情報セキュリティについては NISCが統括し、情報システム全般は IT総合戦略本部及び総務省行政管理局とな

っており、調整に手間取っている。 

（４） 監査の充実 

情報システム監査と情報セキュリティ監査が別物となっていることにより、グレーゾーンが存在する。政府における

情報システム監査のためのガイドラインとなるものが不在である。 

（５） リスクマネジメントの強化 

発注者としてのリスクマネジメントのありようが不明確、もしくは十分に理解されていない。 

（注 3）DevOps（デブオプス）は、ソフトウェア開発手法の一つ。 開発 (Development) と運用 (Operations) を組み合

わせた造語であり、開発担当者と運用担当者が連携して協力する開発手法をさす。  

 

【質疑応答】 

Q1：翻訳について質問したい。Governing Bodyを「経営陣」と訳したのはなぜか。 

A1（力講師）:経営委員会、取締役会等の案があったが、あるゆる組織に適合させるために汎用的な「経営陣」とした。 

Q2：政府のガイドラインに沿った工程レビューの結果は公開されるのか。 

A2（梶本講師）:政府自らが自主的に公開することはないが、公開請求があれば法に則って公開される。 

Q3：経営トップにとって、J-SOX と ITガバナンスは重なってしまうのではないか。そのなかで ITガバナンスを浸透させ

るにはどうしたらよいか。 

A3（梶本講師、力講師）: ITガバナンスの必要性が叫ばれている今日、JIS Q 38500を是非とも浸透させたいので、JIS 

Q 38500が制定されたことをいろいろな場で経営者に訴え、話をする機会を作ってほしい。 
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【報告者から一言】 

両講師ともにたいへん意義深いご講演であった。梶本講師は ITガバナンスに関する世界の動向等、興味深いお話

を種々語られたが紙面の都合でこれらを割愛し、日本政府の状況のみに絞ってしまったことをお伝えしておきます。 

以上 
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