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保証型システム監査の普及啓蒙のために

デジタル技術の⾰新により、⾼度情報通信ネットワークを通じて多様な情
報システムの構築がなされています。これにより官⺠⼀体となったデジタル
社会が形成されるようになり、情報システムの安全性や信頼性、効率性の客
観的評価を外部に向けて表明することが求められるようになってきました。

NPO情報システム監査普及機構(J-AISA)は、 2010年より⾃由かつ安全な
デジタル社会の実現に向けた保証型システム監査を研究していたメンバーが
主体となり、保証型情報システム監査の普及に関する事業を⾏うと共に啓蒙
活動を⾏い、情報システムの信頼性・安全性・効率性を向上させる事で社会
に寄与することを⽬的に、2014年6⽉に設⽴されました。

NPO情報システム監査普及機構について
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1.保証とは
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① 他の者の⾏為やその結果としての事実について⼀定の責任を請け
負うこと。（請け負う︓⽇程や報酬をあらかじめ決めたうえで、仕事を引き受
けること）
間違いがない、⼤丈夫であると認め、責任をもつこと。
[⼤辞泉]

② 確かだ、間違い無い（万⼀の時は責任を取る）と請け合うこと。
[新明解国語辞典] （請け合う︓責任を持って担当すること）
物の性能・品質⼜は⼈の能⼒について、期待していた⽔準に達し
なかった、⼜は逆に損害を発⽣させた場合に、期待との乖離を補
う、⼜は損害を回復させることを約束すること。[Wiktionary]

１-1．保証とは︖

assurance

guarantee
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https://www.weblio.jp/content/%E4%BF%9D%E8%A8%BC
https://ja.wiktionary.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC


仕様

l例えば、製品における保証とは、
①製品がそのスペック（仕様）に適合しており間違いなく⼤丈夫で
あると請け合うこと。

②まちがいが⽣じたら、その製造者は責任をとると，約束すること。

１-1．保証とは︖

認証機関

製造者
製品

顧客

認証
適合検査

製品保証

技術基準
法令

guarantee

審査

certification
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1-2．監査における保証とは︖

監査をする者

監査を依頼する者 監査をされる者

②依頼 ③監査

④説明⑤意⾒

⑥信頼

監査
証拠

監査
報告書

⓪権限委譲

①報告

監査とは
• 監査⼈が、あるものの⾏為やその⾏為の結果としての情報を批判的に検討し、
その真実性や妥当性や準拠性等を確かめ、⼀定の保証を与えるため利害関係
者に報告することをいう。

• ⼀般的に監査は、「業務の執⾏や会計、経営などを監督・検査し、決算書の
内容が正しいか正しくないかについて会計⼠が意⾒すること」を指す。
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1-2．監査における保証とは︖

公認会計⼠が⾏う『保証業務』
「誰かが⼀定の規準で作成した情報に対して、別の利⽤者のために信頼性を付
与すること。つまり、何らかの算定結果や数値、状況の記述に対して、外部の
第三者的な専⾨家が信頼性を付与すること」

参考︓http://www.takeuchi-cpaoffice.com/category/1351484.html

主題に責任
を負う者

想定利⽤者 業務実施者

測定者⼜は
評価者

保証業務の当事者
参考︓監査・保証実務委員会研究報告第 30 号

保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係る Q&A P8 

保証報告書
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1-2．監査における保証とは︖

監査における保証
lそもそも監査は、その⾏為が保証である。

ü 監査でいう「保証」は、guaranteeではない。
ü 監査報告書による意⾒表明により、別の利⽤者のために確信を持って信頼性を
付与すること（assuarance ）。

9

システム監査における保証の定義
üシステム監査⼈は、依頼者に代わり、⾔明された内容について情報を収集分析し
評価した結果をもとに、独⽴した第三者の意⾒として依頼者に報告する。

üシステム監査⼈は、監査報告書の中で意⾒表明という形で保証する。この保証の
意味は、依頼者に確信を持って意⾒表明すること（Assurance）であり、未来の
事象や状態について何らかの責務を負うもの（Guarantee）ではない。つまりここ
でいう保証とは、将来システムに事故や不備が起こらないことを保証するものではなく、
またIT統制全般について絶対的な保証を⾏うものでもない。保証型システム監査に
おける保証とは、あくまで⾔明された内容についての意⾒表明である。

ü保証の範囲は、監査の⽬的、監査した期間、採⽤した判断の尺度、実施した監査
⼿続きと⼊⼿できた監査証拠の限りにおいての意⾒に限定される。



2.システム監査の定義と⽬的
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２-1．新システム監査基準におけるシステム監査の定義と⽬的

前 ⽂ ［1］システム監査の意義と⽬的
定義 システム監査とは、専⾨性と客観性を備えたシステム監査⼈が、⼀定の基準に基づい

て情報システムを総合的に点検・評価・検証をして、監査報告の利⽤者に情報システ
ムのガバナンス、マネジメント、コントロールの適切性等に対する保証を与える、⼜は改
善のための助⾔を⾏う監査の⼀類型である。

⽬的 システム監査は、情報システムにまつわるリスク（以下「情報システムリスク」という。）
に適切に対処しているかどうかを、独⽴かつ専⾨的な⽴場のシステム監査⼈が点検・
評価・検証することを通じて、組織体の経営活動と業務活動の効果的かつ効率的な
遂⾏、さらにはそれらの変⾰を⽀援し、組織体の⽬標達成に寄与すること、⼜は利害
関係者に対する説明責任を果たすことを⽬的とする。
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情報システム

業務システムリスク

システム
監査⼈

経営者 情報シス
テム部⾨

コントロール
整備・運⽤

⑥信頼

①報告

②依頼 ③監査
⑤意⾒

④説明

監査の対象

⓪権限委譲

利⽤
部⾨

規準



助⾔型 保証型

⽬的
助⾔型監査は主に組織内部の改善⽬的として
定義された。判断規準に照らし問題点を指摘し
改善を促す。

保証型監査は主に利害関係者を守るため、もしく
は判断の材料として定義された。判断規準に照ら
し適切であることを保証する。

⾔明書 必ずしも必要ではない 必要
監査意⾒ 改善勧告、助⾔等 保証意⾒（肯定意⾒・否定意⾒）

22．旧システム監査基準が⽰す保証型システム監査と助⾔型システム監査

組織内部の利害 組織外部の利害

背景 情報システムは、経営戦略を実現するための組
織体の重要なインフラストラクチャとなっている。

情報システムがネットワーク化されることにより、社会
の重要なインフラストラクチャとなって来ている。

課題 リスクを適切にコントロールすることが組織体にお
ける重要な経営課題となっている。

情報システムに係わる利害関係者は、組織体内に
とどまらず、社会へと広がっている。

効果 システム監査の実施は、組織体のITガバナンス
の実現に寄与することができる。

システム監査の実施は、利害関係者に対する説明
責任を果たすことにつながる。

⽬的 情報システムが、組織体の経営⽅針及び戦略
⽬標の実現に寄与するため。

情報システムが、外部に報告する情報の信頼性を
保つように機能するため。

⼿段 情報システムの改善のための助⾔を⾏うことを⽬
的とした監査も利⽤できる。

情報システムに保証を付与することを⽬的とした監
査であっても利⽤出来る。

当初はIT統制の成熟度が低く、保証型が難しかったため
助⾔型が主になっていたと考えられる。 12

旧システム監査基準 Ⅰ．前⽂より抜粋



【肯定意⾒】
「監査した範囲で、⾔明書に記載さ
れた内容は妥当である」
と肯定する意⾒表明
【否定意⾒】
「監査した結果、⾔明書に指摘事項
がある」
と否定する意⾒表明

システム
監査⼈

経営者 情報シス
テム部⾨①報告

②依頼 ③監査

⑤意⾒ ④説明

監査
報告書

監査
証拠

⾔明書

⑥信頼

システム監査⼈による
監査意⾒

23．新システム監査基準が⽰す保証型システム監査と助⾔型システム監査

1（１） 例えば、次のようなニーズに基づいて、システム監査の⽬的が決定される。
①保証を
⽬的とし
た

経営陣が、取引先等からの信頼を得るために、経営者による⾔明書の範囲内で、⾃組
織の情報システムのマネジメントが有効に機能していることのお墨付きを得たいというニーズ
をもっている場合、「システム管理基準」に照らして情報システムのマネジメントの状況を評
価・検証しもって保証を⽬的としたシステム監査が⾏われる。

②助⾔を
⽬的とし
た

経営陣が、⾃組織のシステム開発管理に重⼤な不備があるのではないかと不安に思って
おり、もし不備があればそれを指摘してもらい、改善の具体的な⽅策を知りたいというニー
ズをもっている場合、「システム管理基準」に照らして現状のシステム開発管理の状況を
評価・検証し、指摘事項とともに改善提案を⾏う、助⾔を⽬的としたシステム監査が⾏わ
れる。

13[保証型システム監査]

新システム監査基準 【基準３】［解釈指針］1.より抜粋



3.保証型システム監査の分類
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3-1．保証型システム監査のニーズ

l利害関係者及び依頼者の監査ニーズ
ü保証型監査のニーズを利害関係者及び依頼者の視点で分類すると、
以下の４つが考えられる。

利害関係者 依頼者 保証型システム監査のニーズ
①経営者の
ニーズ

経営者 情報システム部⾨からの報告の妥当性を外部評価によって担保した
い、保証というお墨付きをもらって安⼼したい。

②委託者の
ニーズ

委託者 受託者の管理レベルによって⼤きな損害を被る可能性があり、その
管理レベルが⾃社の望むレベルであるか判断する材料として、第三
者の評価が欲しい。

③受託者の
ニーズ

受託者 システムを受託するに当たって、委託者が受託者の管理レベルを重
視するようになり、受託者の管理は委託者の要求を満たしている旨
を宣⾔したい。

④社会の
ニーズ

経営者 社会的責任を負う重要インフラや多数の⽣命・財産に影響を及ぼ
す分野において、不特定多数の利害関係者に向けて、⾃組織の管
理レベルを判断してもらう材料として公開したい。

ニーズに対応した保証型システム監査のあり⽅を考える必要がある
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3-2．保証型システム監査の四分類について

l依頼者の⽬的から⾏った分類
ü誰が、何の⽬的で保証型システム監査を依頼するのかを考えることで、どのよう
な保証型システム監査があり得るのかが明らかにできる。

üこの視点で分類すると、次の四分類となる。

分 類 依頼者 監査結果の利⽤⽬的 ⾔明書作成 被監査
組織

①経営者主導
⽅式 経営者 ⾃組織の管理レベルを

評価するため
⾃組織が考える独⾃なレベ
ルでCIOが作成する ⾃組織

②委託者主導
⽅式 委託者 委託先の管理レベルを

評価するため
委託者の要求レベルで受託
者が作成する 受託者

③受託者主導
⽅式 受託者 委託元へ管理レベルを

報告するため
委託者の要求レベルで受託
者が作成する 受託者

④社会主導
⽅式 経営者

取引先や社会に対して、
⾃組織の管理レベルを
表明するため

⼀般に周知の⾼レベルの基
準で依頼者が作成する ⾃組織

各⽅式によって⽬的や関係者の役割が異なる
16



3-2-1．経営者主導⽅式

l経営者が⾃組織の管理レベルを評価するため
ü経営者主導⽅式とは、経営者の要求に対して、現場では、どの程度対応できてい
るかを監査する⽅式である。

üこの時、経営者の要求に対して、管理・統制が出来ている旨を⾔明書という形式
で明確に表明することが重要である。

üそして⾔明書通りに依頼者組織の情報システムが整備、運⽤されているかを監査
する。監査報告書は⾃組織で利⽤されるべきものである。

システム
監査⼈

経営者 情報シス
テム部⾨①報告

②依頼 ③監査
⑤意⾒ ④説明

監査
報告書

監査
証拠

⑥信頼

⓪権限委譲

⾔明書⾔明書
利害
関係者

17

CIO



3-2-2．委託者主導⽅式

l委託者が委託先の管理レベルを評価するため
ü委託者主導⽅式とは、委託者の要求に対して、受託者がどの程度対応でき
ているかを監査する⽅式である。

ü受託者は委託者の要求に対してどのように対応しているかを⾔明書として表
明する。

üシステム監査⼈は⾔明書通りに受託者が対応しているかを監査する。監査報
告書は委託者が利⽤する限定的なものである。

システム
監査⼈

受託者 情報シス
テム部⾨①報告

①依頼 ③監査

⑤意⾒ ④説明

監査
報告書

監査
証拠

⾔明書

⑦信頼
⓪要求事項

委託者
⓪要求事項

⾔明書

②表明利害
関係者

18
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3-2-3．受託者主導⽅式

l受託者が委託元へ管理レベルを報告するため
ü受託者主導⽅式とは、受託者が委託者の要求を満たしていることを受託者⾃⾝
が宣⾔するために⾏う監査である。

ü受託者は委託者の要求を⾔明書として表し、委託者と合意を得る必要がある。
委託者から具体的な要求が出されない場合は、システム管理基準などを使い、関
係者と具体的な要求に落とし込む必要がある。

ü監査報告書は委託者に報告する限定的なものであるが、同じような要求レベルの
複数の委託者に対して⼆次利⽤されることも想定される。

システム
監査⼈

受託者 情報シス
テム部⾨①報告

②依頼 ③監査
⑤意⾒ ④説明

監査
報告書

監査
証拠

⾔明書

⑦信頼
⓪要求事項

⾔明書

監査
報告書

委託者
⓪要求事項
⑥表明

利害
関係者

19



3-2-4．社会主導⽅式

l経営者が取引先や社会に対して、⾃組織の管理レベルを表明するため
ü社会主導⽅式とは、社会の様々なステークホルダーから信頼を得るために、⾃組
織のシステム管理レベルを表明するために⾏う監査である。

ü依頼者は独⾃の管理基準かまたは⼀般に認知されているシステム管理基準など
を基に⾔明書を作成し、その⾔明書通りにシステムを運営しているかを監査する。

ü監査報告書は⾔明書と共に、ホームページ等を利⽤して、社会に公表されること
もある。

システム
監査⼈

経営者 情報シス
テム部⾨①報告

②依頼 ③監査
⑤意⾒ ④説明

監査
報告書

監査
証拠

⾔明書

⑦信頼
⓪管理委譲

⾔明書

監査
報告書

社会 ⑥公表

利害
関係者
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項 ⽬ 助⾔型システム監査 保証型システム監査

監査ニーズ システム開発や管理に重⼤な不備
があるのではないかという不安等

情報システムのマネジメントが有効に機
能していることのお墨付きを得たい等

監査結果の利⽤ 情報システム管理を改善・向上す
ること

監査報告書を利害関係者に開⽰する
こと

評価規準 監査依頼者と合意した規準 システム監査⼈が選択した規準

監査周期 継続監査 都度監査 もしくは 定期監査

⾔明書 必ず要るわけではない 必要

監査⽬的 判断規準に照らし問題点を指摘し
改善を促す

判断規準に照らし適切であることを保
証する

可監査性要求レベル 低い ⾼い

成熟度レベル 低〜中程度で効果的 中〜⾼程度で効果的

報告内容 改善勧告 保証意⾒

3-2-5．保証型システム監査と助⾔型システム監査の主な相違点
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4.保証型システム監査の実施⼿順
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4-1．保証型システム監査の実施⼿順 1

23

⾔明書

フェーズ 実施項⽬ インプット／アウトプット 対象 保証型の留意点



4-2．保証型システム監査の事前協議

24

事前協議フェーズ
実施事項 ⽬的・内容

1 事前インタビュー 経営者または CIO 等と協議して監査の⽬的をはっきりさせる
・保証型システム監査の四分類を使って、依頼者が求めてい
る監査⽬的がどのようなものであるかを確認する

2 保証型システム監査の理解促進 依頼者側に「保証」の意味を理解してもらう
・システム監査⼈は、表明した監査意⾒に対して責任を負
い、被監査組織の IT 統制そのものの⽋陥や不備そのものに
責任を負うわけではない

3 ⾔明書の理解促進 「⾔明書」の意義や作り⽅を理解してもらう
・経営者または CIO 等に保証型システム監査実施のための
⾔明書の作成と提出を促す

4 必要情報の存在確認 ⾔明書の作成に必要な資料や体制があることを確認する
・保証型システム監査の前提条件となる可監査性を確認する
にあたり、被監査組織に必要最低限の資料が存在することを
確認する

5 可監査性の確認 保証型システム監査が実施可能かを判断する
・被監査組織の可監査性が確保されていることについて確認
し、保証型システム監査の実施が可能であることを合意する



4-2．保証型システム監査の事前協議
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事前協議フェーズで存在確認すべき規程類（例）
規程等 内 容

システム管理規準 組織の状況に合わせて作成された規準
情報システム基本⽅針 情報システム管理の体制および⽅法
個⼈情報取扱規程 個⼈情報の管理⽅法
情報資産の管理規程 あらゆる情報資産の管理⽅法

アクセス管理規程 システムへのアクセスコントロール
電⼦メール利⽤規程 電⼦メールからの情報漏洩対策
機密情報管理規程 機密情報の管理・保管⽅法
情報機器管理規程 持ち出しPCや携帯電話の管理
リスク管理規程 リスクの明確化、対応体制および対策

外部委託先管理規程 外部委託契約の指針

可監査性が確保されていることの判断材料
� ⾔明書（作成要領に留意して作成したもの）の有無（作成の可否）
� 規程、システム管理基準等、ガイドラインが法令や社会情勢に対応して改訂されていること
� 規程、システム管理基準等、ガイドラインに基づいてコントロールされていることを⽰す証拠の有無



4-3．保証型システム監査の依頼
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n システム監査を依頼する者は、「事前協議フェーズ」 で保証型システム
監査の内容を⼗分理解した上で、⾔明書を準備しシステム監査⼈に
依頼する。

n ⾔明書は、システム監査を依頼する⽬的に基づき、その時点での⾃組
織のIT統制状況について取りまとめたもの



システム監査における⾔明書の基本構成

①宣⾔⽂ 経営者（またはCIOなど）が、⾃組織のIT統制状況の達成レベルについて、下記の内容を
もとに総合評価を表明する。

②統制内容と
⾃⼰評価

リスク
(想定されるリスク)

統制⽬標
(統制のための要求

項⽬)

管理策
(統制の具体的
内容)

証拠資料
(⾃⼰評価の
根拠)

⾃⼰評価
(統制⽬標の
達成度)

例)ルールの不備
によりセキュリティ
事故が増⼤するリ
スク

例)情報セキュリティ
管理ルールを策定し
ている。

例)情報システム部
⾨⻑は、サイバー
攻撃への対策など
を管理規程として
⽂書化している。

例)情報セキュリ
ティ管理規準

例)規程は、想定
されるリスクに対し
て適切な内容であ
る。

例)不適切なアク
セスにより重要な
情報が漏洩するリ
スク

例)アクセス管理を
⾏っている。

例)運⽤管理者は、
○○○へのアクセス
コントロールを実施
している。

例)アクセス権設
定⼀覧表

例)アクセス権は、
情報の重要度に
応じて適切に設定
されている。

4-4．保証型システム監査における⾔明書

l組織のIT統制状況に関する⾃⼰評価を表明したもの
ü⾔明書とは、IT統制のための要求項⽬（要求レベル）が、どのようにコント
ロールされているかを具体的に記述し、責任者がその要求に対する達成度合
を「⾔明」として表明した⽂書である。

27



4-4-1．保証型システム監査における⾔明書例（経営者主導⽅式）
宣⾔⽂

『財務会計システムに対するＩＴ統制状況の⾔明』

ＸＸ年ＸＸ⽉ＸＸ⽇

株式会社 ＸＸＸＸ 取締役社⻑ ＸＸ ＸＸ

当社は、財務会計システムに対する下記の４項⽬のＩＴ統制⽬標を設定し、⼿続き⽂書を制定し、同業同規模の企業に遜
⾊ないレベルで運⽤していることをここに⾔明する。詳細は下記のとおりである。

統制内容と個別評価
リスク 財務報告の信頼性が損なわれるリスク

統制⽬標 システムの開発・保守が適切に管理されていること
管理策 ・適切な開発⼿続きを定め、周知している
証拠資料 「システム開発・保守管理規程」、過去の開発・保守ドキュメント
⾃⼰評価 定めた⼿続きどおり実施されている

統制⽬標 システムの運⽤・管理が適切であること
管理策 ・適切な運⽤⼿続きを定め、周知している
証拠資料 「システム運⽤・保守管理規程」、過去の運⽤実績・確認表
⾃⼰評価 定めた運⽤⼿続きどおり実施されている

統制⽬標 システムの安全性が確保されていること
管理策 ・安全性に関する適切な⼿続きを定め、周知している
証拠資料 「安全管理規程」、過去の安全研修実績・確認表
⾃⼰評価 定めた⼿続きどおり実施されている

統制⽬標 システムの外部委託が適切に管理されていること
管理策 外部委託先を選定する適切な⼿続きを定め、周知している
証拠資料 「外部委託管理規程」、過去の外部委託先選定､同管理運⽤実績表
⾃⼰評価 定めた選定⼿続きどおり実施されている

28



4-4-4．保証型システム監査における⾔明書例（社会主導⽅式）
宣⾔⽂

『被災者⽀援システムの災害対策に関する⾔明』
ＸＸ年ＸＸ⽉ＸＸ⽇

K市市⻑
本市では、東⽇本⼤震災によって地⽅⾃治体が被った甚⼤な被害と住⺠サービスへの影響に鑑み、災害時の対策としてBCPの構築、
整備を進めている。その中で危機管理下における情報システムの果たす役割と重要性は⾼く、情報センターでは特に災害時に速やかな住
⺠⽀援サービスの実施につなげるため、平成○○年○⽉○⽇より「被災者⽀援システム」に重点を置いて災害対策を⾏ってきた。
私たちはシステム管理基準に準拠し下記の範囲で対象システムに対する適切な管理策を整備、実施していることを⾔明する。

統制内容と個別評価
リスク ⼤規模災害時に被災者情報管理システムが使⽤できなくなるリスク

統制⽬標 組織的な リスク分析を実施する。
管理策 ・⼤規模災害のリスクと対象システムに与える影響範囲を明確にしている。

・対象システムの停⽌により、市⺠が被る損失を分析している。
・業務の回復許容時間及び優先順位を定めている。

証拠資料 「リスク分析書・評価書」「情報システム障害影響分析表」「業務別回復許容時間表」「回復優先順位表」
⾃⼰評価 リスク分析は⼗分に実施されている。

統制⽬標 災害時対応計画を策定する。
管理策 ・リスク分析の結果に基づき、K市のBCPと整合性をとった災害時対応計画を策定している。

・災害時対応計画は、組織体の⻑である市⻑が承認した。
・災害時対応計画の実現可能性を検討した。
・災害時対応計画の中で、職員の教育訓練の⽅針を明確にしている。
・災害時対応計画は、必要に応じて⾒直す。

証拠資料 「災害時対応計画書」「災害時対応訓練計画書」「議事録」
⾃⼰評価 必要な災害時対応計画は、整備されている。

統制⽬標 バックアップ対策を実施する。
管理策 ・被災者⽀援システムが必要とするデータ及び関連設備のバックアップ⽅法並びに⼿順は、業務の回復⽬標に対応して定めている。

・情報センターの責任者は、上記バックアップ⽅法及び⼿順を検証している。
証拠資料 「システム構成図」「バックアップシステム仕様書」「バックアップマニュアル」「バックアップログ」
⾃⼰評価 バックアップ対策は⼗分である。 29



4-5．保証型システム監査の提案書
ＸＸＸ業務に関する保証型システム監査のご提案

貴社ますますご清栄のことと⼼からお喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く感謝いたしております。
今後の進め⽅について、これまでの打ち合わせ内容に基づき、以下のご提案をさせていただきます。
１．本件業務の名称 ＸＸＸ業務に関する保証型システム監査
２．内容と⽬的

�保証型情報システム監査の⽬的︓ＸＸＸ業務で扱うＸＸ情報の安全管理措置が⾔明書に記載されたとおり、
適切に実施されていることについてシステム監査⼈から保証意⾒を得る。
�保証内容、保証事項
�監査対象（対象業務範囲、対象部署名、関係する組織体制）

３．監査の体制（責任者、担当者）と採⽤する基準、監査⽅法
�システム監査責任者名、システム監査実施担当者名、システム監査の品質管理者名
�システム監査⼈の保有資格（公認システム監査⼈、情報処理システム監査技術者など）
（もし、被監査組織の内部監査⼈が参画する場合は、その旨を記載する。）
�採⽤する管理規準︓システム管理基準、情報セキュリティ管理基準
�監査⽅法︓関係⽂書の確認、経営層と業務担当部署へのアンケートやヒアリング、現地往査

４．システム監査報告書の公表範囲︓貴組織外へ開⽰せず、貴組織内での利⽤に限るものとする。
５．委託料
６．監査実施時期・期間︓ ｘｘ年ｘ⽉〜ｘｘ年ｘ⽉
７．監査報告︓ ｘｘ年ｘ⽉にシステム監査報告書を提出する。
８．監査実施に際して協⼒いただきたい事項

•監査⼈が必要と判断した資料の提供
•監査⼈が必要と判断した職務室への⼊室許可

９．補⾜︓以下の事項は契約書で定義するものとする。
�秘密情報の取扱い、納⼊物の権利帰属、責任の範囲、損害賠償、専属的合意管轄
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4-6．保証型システム監査の契約書

保証型システム監査 契約書（概要）

委託者(以下「甲」という)と受託者 (以下「⼄」という)とは、甲が実施する○○監査業務に関して、以下の監査契約
を締結する。
第１条 本契約の要領

１）監査対象
２）監査の内容および範囲
３）監査期間

第２条 ⼄による業務(以下「監査業務」という)
１）⼄は監査専⾨家としての注意をもって監査業務を実施する。
２）保証型監査の実施が困難であると⼄が判断した場合は助⾔型監査へ切り替えることを、甲は了承する。

第３条 監査業務の実施場所、担当者
第４条 監査報酬
第５条 秘密保持
第６条 個⼈データの取り扱い
第７条 危険分担
第８条 雑則・免責事項

本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、両当事者記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 ⽉ ⽇

委託者（甲） 住所・所在地
組織名称

代表者⽒名 印
受託者（⼄） 住所・所在地

組織名称
代表者⽒名 印

31



4-7．保証型システム監査の監査計画

32

監査計画の策定では、監査計画書を作成し、監査依頼者に説明し確認と承認を得るとと
もに、監査にあたっての協⼒要請を⾏うことが重要である。
「保証型監査」の監査計画は、監査依頼者の⽬的（監査結果の利⽤⽬的を含む）を
達成するための個別監査計画となる。

システム監査計画の項⽬例
• 監査計画作成者（監査責任者）
• 監査⽬的
• 監査⽬標
• 監査対象
• 監査範囲
• 重点課題及び着眼点
• 監査スケジュール
• 監査結果の報告時期
• 監査体制
• その他（付帯事項等）



4-7．保証型システム監査の監査計画書例

33

システム監査計画書 証書番号 〇〇
作成年⽉⽇ 〇〇年○○⽉○○⽇ 作成者 監査責任者 〇〇○○

１ 監査⽬的 ⾔明書に記載されている当該市が保有する特定個⼈情報の漏えい等を発⽣させるリスク対策や運
⽤が適正に実施されているか確認するため

２ 監査⽬標 従業者が取扱う特定個⼈情報のリスクを軽減するために、⾔明書に記載された措置がなされ、適切
な運⽤・管理が実施され、IT統制が⼗分に機能していること

３ 監査対象 住⺠基本台帳システムの特定個⼈情報の使⽤に関する統制を対象に、市⺠課及び窓⼝サービス課
４ 監査範囲 市⺠課及び窓⼝サービス課での端末操作と特定個⼈情報管理

５ 重点課題と
着眼点

①住⺠本⼈から⼊⼿する情報は，住⺠異動の意思に伴うものであり，住⺠異動届等への記⼊及
び本⼈により確認しているかを重点課題とする。

② 実際現場において、管理規程、使⽤マニュアルが実際に利⽤されているのかを確認する。

６ 監査
スケジュール

対象 期間
市⺠課 〇〇年○○⽉○○⽇
窓⼝サービス課 〇〇年○○⽉○○⽇〜〇〇⽉○○⽇

７ 監査報告の時期 〇〇年○○⽉○○⽇

８ 監査体制

監査責任者
監査担当者
監査品質責任者
市役所情報システム課 〇〇
○○は情報システム課の職員で監査企業との調整役を担う



4-8．保証型システム監査の監査⼿続書

34

「リスク」と「統制⽬標」を明らかにして、監査項⽬としての「確認すべき管理
策」ごとに、どのような監査⼿続を適⽤するのか検討作業を⾏う。
監査⼿続書は、現地調査、資料の閲覧、現場の視察やインタビュー、確認
や⽴合検査、資料分析など適切な監査技術を、いつから、どの担当者が、ど
の往査先で実施するかをまとめた計画⽂書である。

システム監査⼿続書の項⽬例
•確認すべき管理策
•監査要点
•監査技術
•担当
•往査先
•実施期間
•監査資料



4-8．保証型システム監査の監査⼿続書例

35

システム監査⼿続書 調書番号 ○○
リスク 従業者が特定個⼈情報を事務外で使⽤するリスク
統制⽬標 特定個⼈情報が法律で定められた⽬的外で使⽤されないようにする管理体制を構築し運⽤すること

確認すべき管理策 特定個⼈情報ファイルを事務外で使⽤しないように⽇頃から指導、教育を⾏う
監査要点 監査技術 担当 往査先 実施期間 監査資料等

現場教育の計画と実施状況から、年1回各
課の情報セキュリティ担当者に情報活⽤に
対する教育・啓発を⾏っているか

・資料閲覧
・教育担当者へのインタビュー

〇〇
〇〇 市⺠課 ⽉ ⽇ 教育計画書

教育実施報告書

〜（以下、省略）

確認すべき管理策 従業者が無断で特定個⼈情報を持ち出せないようにする対策をとる
監査要点 監査技術 担当 往査先 実施期間 監査資料等

アプリケーションソフトウェアの不正な操作に
対して、管理者にアラートが通知される機能
を備えているか

・実地検査
（実施テスト）

○○
〇〇
〇〇

情報システム部
⽉ ⽇
〜
⽉ ⽇

ソフトウェアの設計書

利⽤端末の操作履歴の記録を取得し保管
しているか

・資料閲覧
・管理責任者インタビュー

○○
〇〇 市⺠課窓⼝ ⽉ ⽇ 端末操作記録

〜（以下、省略）

確認すべき管理策 ・従業者が事務外で使⽤した場合の懲罰を明確にする
監査要点 監査技術 担当 往査先 実施期間 監査資料等

違反者に対する処罰規程を制定しているか ・規程の閲覧
・インタビュー ○○ ⼈事部 ⽉ ⽇ 特定個⼈情報取扱規程

〜（以下、省略）



4-9．保証型システム監査の実施⼿順 2
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フェーズ 実施項⽬ インプット／アウトプット 対象 保証型の留意点



4-10．保証型システム監査の実施 ⾔明書と調書の関係
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l保証型システム監査では、依頼者から事前に⾔明書が提⽰される。「個別監査計画書」や「監
査⼿続書」は、⾔明書に記載された統制項⽬を確認できる⼿順を⽰す必要がある。

l調査フェーズで収集される監査証拠は、⾔明書に⽰された統制項⽬を裏付けるものでなければ
ならない。監査⼈が作成する記録や分析資料は、⾔明書に記載された個々の統制項⽬と紐
付いた、網羅性のある内容でなければならない。



4-11．保証型システムにおける監査報告書

l監査意⾒の対象は、⾔明された内容である。
ü保証の範囲は、①⾔明書に基づき、②監査の対象、③判断の尺度、④監
査の⽬的、⑤監査した期間、⑥監査した結果の範囲に限定される。監査意
⾒は、未来の事象や状態を保証するものではない。

システム監査報告書（サンプル）
監査
意⾒

我々は、①貴社から提出された⾔明書に基づき、独⽴した第三者でありかつ専⾨
家であるシステム監査⼈として、貴社②○○システムを対象とし、③○○○を判断の
規準としてシステム監査を実施した。当監査の⽬的は、④⾔明された管理策の妥当
性について監査し、監査意⾒を表明することにある。
我々の意⾒としては、⑤２０ｘｘ年ｘｘ⽉ｘｘ⽇〜２０ｘｘ年ｘｘ⽉ｘｘ⽇
の本社〇〇〇システムの情報セキュリティ管理について下記の⑥監査した結果により、
「⾔明書」の事項は、⾔明されたとおり整備、運⽤されており妥当であると認める。

実施した監査⼿続きと監査結果
項番 統制項⽬ ⾔明された管理策 実施した監査⼿続き 指摘
1 （省略） （省略） （省略） －
2 ログ管理を

⾏っている
（1）運⽤管理者は、○○○ログ
を取得し、定期的に分析している。

インタビュー
実施記録閲覧

無し

⾔明された内容の信頼性を監査意⾒として表明
38



4-11-1．保証型システムにおける監査報告意⾒
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①無限定適正意⾒ 「⾔明書の全ての重要な点において適切に実現できている」旨
を監査報告書に記載する。

②限定付適正意⾒

「⾔明書の項⽬の⼀部に実現できていない事項はあるが、それ
が⾔明書全体に対してそれほど重要性がないと考えられる場合
には、その不適切な事項を記載して、組織の状況は「その事項
を除き、全ての重要な点において適正に実現できている」と監
査報告書に記載する。

③不適正意⾒
経営者主導⽅式、委託者主導⽅式ではありえる。受託者主導⽅
式、社会主導⽅式では理論的にはありえるものの、実際には助
⾔型監査を受ける様に指導するのが妥当であり、契約前に事前
確認しておく事が望ましい。

④意⾒不表明

経営者主導⽅式、委託者主導⽅式ではありえる。受託者主導⽅
式、社会主導⽅式では理論的にはありえるものの、実際には助
⾔型監査を受ける様に指導するのが妥当であり、契約前に事前
確認しておく事が望ましい。
（状況︓証拠資料が提⽰されない場合など）



4-11-2．保証型システムにおける監査報告書例（受託者主導⽅式）
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システム監査報告書
Y 株式会社
代表取締役 〇〇 様

202X年YY⽉ YY⽇
システム監査⼈チーム

監査責任者

私たちは、「⾔明書」に基づいて 、202X年X⽉X⽇現在における貴社の情報システムを対象とした
情報セキュリティの状況について、貴社から独⽴した第三者でありかつ専⾨家であるシステム監査⼈と
して、受託者主導⽅式による保証型システム監査を実施しました。私たちの責任は、監査⼿続を実
施した結果に基づいて意⾒を表明することにあります。
また、情報セキュリティの状況について、私たちは、X社「お取引先様向け情報セキュリティ管理基
準」を判断規準として、会社の規模や環境及びIT動向を勘案した上で総合的に判断しています。
なお、Y社「お取引先様向け情報セキュリティ基準」は、「システム管理基準」、「システム管理基準
追補版」、「情報セキュリティ管理基準」等に照らして、妥当なものであることを確認しています。
私たちは、 202X年X⽉X⽇現在における貴社の情報セキュリティ管理策の実施状況は、X社「お
取引先様向け情報セキュリティ管理基準」に照らし、「⾔明書」に表明されたとおり、適切であると認
めます。



■ 監査概要
１．監査⽬的

貴社が⾔明書に記載の情報セキュリティ管理策を設定し、実施していることについて、受託者主導⽅式の
監査により保証すること

２．監査⽬標
貴社対象システムの情報セキュリティ管理策が、X社の要請事項に対して適切に整備・実施されていること

３．監査対象
（１）対象情報システム

貴社が指定した機密情報を共有する受託業務での該当情報の取扱い、管理及び業務（技術移
転・業務委託・資材調達活動等）に関連する情報システム

（２）対象情報資産
貴社が指定した機密情報で、形態は、紙情報、電⼦化情報、試作品、⾦型等の機密情報が
化体されたもの、ノウハウ等、⼀切を含む

４．監査範囲
○○部、○○部、○○部

５．被監査会社
貴社の責任者 CIO ○○○○

６．監査チーム
監査責任者
監査担当者
監査品質責任者

７．実施期間
202X 年 X ⽉ X ⽇から 202X 年 Y⽉ Y⽇までの期間

4-11-3．保証型システムにおける監査報告書例（受託者主導⽅式続き）
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4-11-4．保証型システムにおける監査報告書例（受託者主導⽅式続き）
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n 監査報告説明
１．要請事項区分ごとの情報セキュリティ実施状況

要請事項区分 ⾔明された情報セキュリティ管理策の実施状況 監査⼿続 指摘事項
（番号）

情報セキュリティ管理体制
の確⽴

情報セキュリティ管理についての組織体制を構築している。 ・インタビュー
・関係資料閲覧 無

情報セキュリティに関するルールを制定し、⽂書化している。 ・インタビュー
・関係資料閲覧 無

組織内の情報セキュリティ実施項⽬について、責任者および
関連する役割と責任を明確化している。

・インタビュー
・関係資料閲覧
・議事録確認

無

情報資産の機密管理

X社が指定した機密情報及びこれを利⽤して作成した機密
情報を明確にしている。

・インタビュー
・関係資料閲覧 無

機密情報の受け渡しに関する管理ルールを制定している。 ・インタビュー
・関係資料閲覧
・受渡記録確認

無

職場でのアクセス管理を実施している。 ・インタビュー
・関係資料閲覧
・現地調査

無

情報資産の持ち出し、持ち込みに関する管理ルールを制定し
ている。

・インタビュー
・持ち出し・持ち込み記録
及び関係資料閲覧

有 （１）

〜 （以下省略）



4-11-4．保証型システムにおける監査報告書例（受託者主導⽅式続き）
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２．監査結果と指摘事項
⾔明された情報セキュリティ管理策は、いずれも実施されていると認められる。
但し、以下の指摘事項があり、現場責任者が徹底し改善することを約した。
（１）「情報資産の持ち出し、持ち込みに関する管理ルールを制定している。」については、

⼀部持ち込みの記録を責任者が確認していない事実があった。
（２）「情報セキュリティに関する教育・訓練を実施している。」については、出張者等で教育・

訓練を⽋席している⼈がおり、フォローアップ研修を実施されていない場合があった。

【特記事項】
本監査報告書の公開範囲及び⼆次利⽤については、監査契約書の条項によりX社及び貴社
に限定されるものとする。

【添付書類】
「X社様の機密情報を取り扱う受託業務の情報セキュリティ管理⼿続に関する⾔明書」

以 上



4-11-5．保証型システムにおける監査報告書例（社会主導⽅式）
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システム監査報告書
K⾃治体
○○ 市⻑ 様

令和〇年〇⽉〇⽇
システム監査⼈チーム

監査責任者

私たちは、「貴⾃治体の⾔明書」に基づいて貴⾃治体の住⺠基本台帳システムの特定個⼈情報
保護を対象としたリスク管理の状況について、被監査会社から独⽴した第三者でありかつ専⾨家で
あるシステム監査⼈として、社会主導⽅式による保証型システム監査を実施しました。私たちの責任
は、監査⼿続を実施した結果に基づいて意⾒を表明することにあります。

特定個⼈情報保護状況について、私たちは、貴⾃治体が表明しました特定個⼈情報保護評価
書の「⾔明書」を対象に監査を実施し、総合的に判断しています。
なお、「⾔明書」は、「システム管理基準」及び「情報セキュリティ管理基準」等に照らして、妥当なも
のであることを確認しています。
令和ｘ年ｘ⽉ｘ⽇現在における貴⾃治体の個⼈情報保護リスク管理及び情報セキュリティ管理
策の実施状況は、「⾔明書」に表明されたとおり、適切であると認めます。



■ 監査概要
１．監査⽬的

被監査組織から独⽴した第三者でありかつ専⾨家であるシステム監査⼈として、貴⾃治体の住⺠基本台帳システ
ムの特定個⼈情報保護に関して、社会主導⽅式の保証型システム監査を実施しにより保証すること。

２．監査⽬標
対象情報システムにおける特定個⼈情報取扱いでのリスク対策に対して適切に整備・実施されていること。

３．監査対象
（１）対象情報システム

貴⾃治体の特定個⼈情報を取扱う住⺠基本台帳システム
（２）対象とする特定個⼈情報の保護での以下のリスク等

対象情報システムにおける「⼊⼿の際に特定個⼈情報が漏えい・紛失リスク」「特定個⼈情報ファイルの取扱
いの委託に関するリスク」「物理的対策」「特定個⼈情報を保有する場所・部屋へのアクセス、機器電⼦媒
体の安全管理等）」「技術的対策」「⾃⼰点検」「従業者に対する教育・啓発」

４．監査範囲
○○部、○○課、〇〇⽀所

５．被監査会社
被監査⾃治体の責任者 CIO ○○○○

６．監査チーム
監査責任者
監査担当者
監査品質責任者

７．実施期間
令和 x年 x⽉ x⽇から令和 x年 y⽉ y⽇までの期間

4-11-5．保証型システムにおける監査報告書例（社会主導⽅式続き）
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4-11-5．保証型システムにおける監査報告書例（社会主導⽅式続き）
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n 監査報告説明
１．実施した監査⼿続きと監査結果

要請事項区分 ⾔明された情報セキュリティ管理策の実施状況 監査⼿続 指摘事項
（番号）

(1)特定個⼈情報ファイ
ルの取扱いの委託に関す
るリスク
・委託先選定基準を作
成していること
・委託先の管理体制を確
認していること
・作業場所を限定してい
ること

・委託先を選定するにあたっての選定基準を設定している。
・委託先の選定にあたっては、過去の業務実績や業務従事者
の経歴書等から判断して選定している。
・委託にあたっては、業務従事者からの秘密保持誓約書等を提
出させるなど、従事者としての⾃覚と責任を認識させている。
・業務遂⾏中に、委託先へ訪問・⽴⼊検査によって、従業者へ
の教育・啓発状況を確認する、また、特定個⼈情報の保管状
況、作業場所、機材等の確認を⾏い、適切に業務を遂⾏して
いることを、⾃ら確認している。
・作業場所は庁内に限定している。

・インタビュー
・関係資料閲覧
・委託先に関する書類の
確認

無

・特定個⼈情報ファイルの
閲覧者・更新者の制限

・委託にあたっては、業務従事者からの秘密保持誓約書等を提
出させるなど、従事者としての⾃覚と責任を認識させている。 ・関係資料閲覧 無

・特定個⼈情報の保管状況、作業場所、機材等の確認を⾏
い、適切に業務を遂⾏していることを⾃ら確認している。

・インタビュー
・関係資料閲覧
・委託先を実地調査

無

・委託先⽤にＩＤ発⾏、失効の管理を⾏っている。 ・インタビュー
・関係資料閲覧 無

・特定個⼈情報ファイルの
取扱いの記録

・作業員の取扱い記録を保存している。
・取扱い記録及びシステムの操作ログを⼀定期間（例えば７
年間）保管している。

・インタビュー
・関係資料閲覧 無

〜 （以下省略）



4-11-5．保証型システムにおける監査報告書例（社会主導⽅式続き）
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２．監査結果と指摘事項

指摘事項は軽微であり、⾔明された情報セキュリティ管理策はいずれも実施されていると認め
られる。

（指摘事項）
⾃⼰点検における管理者の向けのチェックリストの実施は、⼀部組織で、管理者が実施していな
かったため、差異分析が適正に実施されていなかった。
特定個⼈情報を保有する部屋への⼊退出は、許可された職員のみに制限しているが、定期的
情報システムの保守・点検で職員の⽴ち合いがなかった時間帯があった。

【添付書類】
「K⾃治体の特定個⼈情報保護評価書（全項⽬評価書）」

以 上



まとめ
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保証型システム監査とは、
nシステムにまつわる利害関係者（利⽤者他）のために、外部の第三者
的な専⾨家（システム監査⼈）が信頼性を付与する⾏為。

nシステム監査⼈は、依頼者に代わり、⾔明された内容について情報を収
集分析し、評価した結果をもとに、独⽴した第三者の意⾒として報告。

nシステム監査⼈は、監査報告書の中で意⾒表明という形で保証。
n保証の範囲は、監査の⽬的、監査した期間、採⽤した判断の尺度、実
施した監査⼿続きと⼊⼿できた監査証拠の限りにおいての意⾒に限定さ
れる。

n保証は、将来システムに事故や不備が起こらないことを断⾔するものでは
なく、またIT統制全般について絶対的な責任を負うものでもない。
保証型システム監査における保証とは、あくまで⾔明された内容について
の意⾒表明である。



時代の流れは「助⾔型」から「保証型」へ
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ISMAP︓政府情報システムのためのセキュリティ評価制度
Information system Security Management and Assessment Program

引⽤︓政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)について 令和2年6⽉16⽇ 経済産業省 情報経済課

2021年より登録開始

監査機関登録規則
監査ガイドライン
標準監査⼿続



参考
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NPO情報システム監査普及機構 ホームページ https://j-aisa.jp

YouTubeセミナー https://www.youtube.com/channel/UCKer6YDkEg_Mu2rWthoLMZQ

https://j-aisa.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCKer6YDkEg_Mu2rWthoLMZQ


ご清聴ありがとうございました


