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1. 保証型システム監査とは 
1.1 システム監査の分類 
 システム監査基準（平成１６年改訂版）では、システム監査の目的が次のように定義さ

れている。「システム監査の目的は、組織体の情報システムにまつわるリスクに対するコン

トロールがリスクアセスメントに基づいて適切に整備・運用されているかを、独立かつ専

門的な立場のシステム監査人が検証又は評価することによって、保証を与えあるいは助言

を行い、もってＩＴガバナンスの実現に寄与することにある」 
 この定義からも明らかなように、システム監査には「保証」を与えるものと「助言」を

与えるものの２つのタイプが存在する。 しかし、システム監査の歴史が始まって以来、「助

言」を与えるタイプのものが多く実施されてきたが、「保証」を与えるタイプの事例は少な

いのが実情である。 
1.2 保証型システム監査では何を「保証」するのか 
 被監査組織の情報システム自体やそのガバナンスに関する整備状況や運用状況自体に対

して絶対的な保証を与えるような監査意見を表明する事は極めて困難であり、システム監

査人にとってリスクが大きいと思われる。  
 現実解として次のような状況を設定すれば、保証型システム監査が可能と考えられる。 
イ．監査対象組織のＩＴ統制状況に関する「言明書」が当該組織の代表者から表明される

こと 
ロ．システム監査人は監査対象組織の統制状況がその言明書に記載されているレベルに達

しているかを監査し、達成していると判断した時に保証を与える監査意見を表明する 
1.3 保証型システム監査の難しさ 
イ．「助言型」より強く求められる監査要点の網羅性 
助言型システム監査においても改善勧告を行う論点の網羅性は求められるが、「保証意

見の表明」という結論から考えると、保証型システム監査の方が網羅性をより強く求

められる。 
ロ．可監査性と言明書の十分性 
まず、被監査主体がシステム監査可能な状態であることが前提となる。 
保証型システム監査を行う際に検討対象となる「言明書」の論点が狭小で、監査目的

やシステム管理基準等から考えて本来カバーすべき論点の相当部分が欠落していた場



合、十分な論点を具備した「言明書」を被監査組織から提示してもらうよう働きかけ

る必要がある。 
ハ．組織規模や業界毎の特性への配慮 
  一般的に組織規模の大小や業種・業界によってＩＴ統制への取り組みに温度差がある

事は周知の事である。システム監査人としては、監査対象組織の組織規模や業界特性に

照らし合わせた上で「保証意見」表明の可否を判断する必要がある。ただその際、シス

テム監査人は組織規模や業界特性に応じて判断をした「根拠」を示さなければならない。 
二．軽微な瑕疵がある場合の保証意見表明 
  保証型システム監査を目指して監査を行う過程で、瑕疵が見つかった場合、「保証意見」

表明の可否を監査人チーム内で検討する必要がある。その際、瑕疵部分の重要度や影

響度を評価・文書化しておき、監査人として説明責任を果たせるように備えなければ

ならない。 
1.4 保証型システム監査は誰が行うのか 
保証型システム監査では、保証型監査意見が被監査組織の外に向かって使われる事が多い

事から、保証意見が「所詮身内の意見」と見なされないよう、組織外の監査人により実施

するのが妥当である。 
 
2. 保証型システム監査の必要性とその背景 
2.1 保証型システム監査が導入された背景                          

 システム監査基準に「保証型」が導入された主因として、

1990年代以降、情報システムが組織の「内部」及び「外部」
に与える影響が急速に拡大したことが背景として上げられ

る。情報システムは、業務の効率化の為だけではなく、経

営戦略を実現するための重要な基盤となった。またインタ

ーネット社会の進展で組織間のシステムが相互に依存する

ようになり、システムのリスクは組織の枠を越え、取引先

や顧客、社会全体にまで影響を与えるようになった。これらの要因により情報システムが

適切に管理されていることについて、ステークホルダー（広義・狭義）への説明責任がよ

り増大したと言える。システム監査基準は、以上の環境変化を踏まえ2004年に改訂された。 
2.2 システム監査基準の改訂による保証型監査の位置づけ 
現基準では、以下の２つの要素が付加され、前文で２つに分けて表現されている。 
イ．組織内部の利害：経営戦略の実現とガバナンスの構築に寄与することを付加し、組織

内部の目的を拡大した。 
ロ．組織外部の利害：組織外へ与える影響と利害関係者の利害を守るため、又利害関係者

が判断の材料として利用することを想定した表現を付加した。 

(a) (b) 

[図 1] 
※ ｼｽﾃﾑ監査基準は(a)1997年一部改訂 
(b)2004年に現基準に改訂された 



【システム監査基準「Ⅰ．前文」より、抜粋・要約】       [表 1] 

イ．組織内部の利害について ロ．組織外部の利害について 

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。 

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も組織体

内にとどまらず、社会へと広がっている。 

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。 

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。 

情報システムが、内部規程等に準拠するように

するため。 

情報システムが、関連法令、契約に準拠する

ようにするため。 

情報システムの改善のための助言を行うことを

目的とした監査であっても利用できる。 

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。 

助言型監査は主に組織内部の改善目的として、保証型監査は主に組織外部の利害関係者

を守るため、もしくは判断の材料として利用することを想定して改訂されたと思われる。 
2.3 保証型システム監査のニーズについて 
 保証型監査を依頼する側の視点でそのニーズを分類すると、以下の４つが考えられる。 
イ．経営者のニーズ：システムが経営戦略に合致しているか確認したい、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

心もしくは PRしたいなどがある。 
ロ．システム委託者のニーズ：委託先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

が欲しいなどがある。 
ハ．システム受託者のニーズ：システムを受託するに当たって、委託元が委託先の管理レ

ベルを重視するようになり、委託元に自社のシステム管理レベルを判断してもらう材

料として開示したいなどがある。 
ニ．社会のニーズ：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。 
システム監査人としては、依頼者の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。 
 
 



3.  保証型システム監査と助言型システム監査 
3.1 助言型システム監査 
 助言型システム監査は、被監査組織と監査人が合意した評価基準に基づいて、監査対 
象の情報システムのコントロール状況について調査を行い、問題がある事項、不十分と 
思われる事項を検出し、必要に応じてその検出事項に対応した改善勧告を行う監査である。 
その監査結果は主に内部目的に利用される。 
3.2 保証型システム監査 
 保証型システム監査は、被監査監組織の代表者から提示された言明書の内容に基づ 
き、監査対象である情報システムのコントロール状況が、一定の判断基準により監査 
手続を実施した限りにおいて適切であることを監査意見として表明する監査である。 
その監査結果は、内部目的にも利用されるが、主に被監査組織を取り巻く利害関係者 
向けの外部目的に利用される。 
3.3 保証型システム監査の手順 
 監査の手順について、保証型システム監査と助言型システム監査に大きな違いはな 
く、判断の尺度となるシステム監査基準、システム管理基準その他の基準なども同じ 
ものを使う。しかし、被監査組織のレベルによっては保証型システム監査が成立する 
とは限らない。このことから、保証型システム監査の手順において、以下のような特 
徴がある。 
・被監査組織の可監査性や成熟度について、保証型システム監査が可能であるか 
を検討した結果、保証型システム監査は不可能であると判断した場合 
→依頼元に対して助言型システム監査の実施を勧奨することもありえる 
・可監査性に欠ける、つまり言明書に沿った監査証拠の存在が認められない場合 
→整備する時間をとった後に監査を行うことなども検討する 
・監査を実施し、検出事項を抽出・分析した結果、監査人の合意意見形成時点で、保 
証意見を出すことについて最終的に合意を得られなかった場合 
→その時点で助言型システム監査に切り替えることもありえる 

助言型システム監査と保証型システム監査の主な相違点       [表 2] 

  助言型システム監査 保証型システム監査 

言明書 必ずしも必要ではない 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 

 



4. 保証型システム監査の分類定義 
 保証型情報セキュリティ監査では、後述のとおり監査手続きを誰が合意するかによって、

３つに分類している。しかしこれらの分類では「誰からの依頼か」、「依頼者の監査目的は

何か」など分かり難い所があり、また利害関係者が監査結果を利用する場合だけを想定し、

自社内での利用については明記されていない。 
 そこで誰が、何の目的で依頼するのかを考えると、次の４分類が考えられる。 
①経営者主導方式では経営者が自組織の情報システムの管理レベルを把握したい 
②委託者主導方式では委託者が委託先の情報システムの管理レベルを把握したい 
③受託者主導方式では受託者が委託元に自組織の情報システムの管理レベルを報告したい

④社会主導方式では広く社会に自組織の情報システムの管理レベルを表明したい 
 また誰が、何の目的で監査をするのかを考える事は、「どこまで保証するのか」、「何を保

証するのか」を明らかにする事につながる。①では経営者の要求に対して、自組織の情報

システムの管理はどこまで応えられているかを保証。②では委託者の要求に対して、委託

先がどこまで応えられているかを保証。③では委託元の要求に対して、受託者側がどこま

で応えられているかを保証。④では広く認められた基準に対して、情報システムの管理が

どこまで出来ているかを保証することになる。 
 そこで重要になって来るのが言明書である。それぞれの要求が具体的な管理レベルとし

て明記され、監査で保証を与えるだけの根拠となる証拠を入手できるような要求事項とな

っていなければならない。 
 
【保証型システム監査の 4分類】                                      [表 3] 
分類 依頼者 言明書作成 被監査人 利用者 監査結果の利用目的 

①経営者主導方式 経営者 自社が考える独自なレ

ベルで CIOが作成する 
自組織 経営者 自社の管理レベルの評価 

②委託者主導方式 委託者 委託者の要求レベルで

委託先が作成する 
委託先 委託者 委託先の管理レベルの評価 

③受託者主導方式 受託者 委託者の要求レベルで

受託先が作成する 
受託先 委託者 委託元へ管理レベルの報告 

④社会主導方式 経営者 一般に周知な高レベル

の基準で依頼企業が作

成する 

自組織 社会 一般企業や社会に対して、 
自社の管理レベルの表明 

 
①経営者主導方式 
 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。この時、経営者の要求レベル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。そして言明書通りに依頼企業の情報システムが整備、運用されているか

を監査する。この方式の監査報告書は自社内に留め、利用されるべきものである。 
 
 



②委託者主導方式 
 委託者主導方式とは委託元の要求に対して、委託先がどの程度対応できているかを監査

する方式である。委託先は委託元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。監査人は言明書通りに委託先が対応しているかを監査する。そして監査報告

書は委託元が利用する限定的なものである。また委託先が保証型監査を行える状態かどう

かを予備調査する必要がある。 
 
③受託者主導方式 
 受託者主導方式とは委託元の要求に対して、受託先が対応できていることを表明する方

式である。受託先は委託元の要求を言明書として表し、委託元と合意を得る必要がある。

また委託元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。そして監査人は言明書通りに受託先が対応して

いるかを監査する。そして監査報告書は委託先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元に対して、二次利用されることも想定される。 
 
④社会主導方式 
 社会主導方式とは一般企業や市民から信頼を得るために、自社のシステム管理レベルを

広く表明する方式である。現状は法定化された基準がないため、保証意見を表明するには

監査リスクを考え、高い管理レベルが必要となる。しかしこの方式を広めていくためには、

成熟度レベルを同規模企業と比較して、監査意見を表明したり、特化した部分のみを監査

したりと工夫が必要である。 
 
5. 類似するその他の保証型監査 
5.1 保証型情報セキュリティ監査 
 保証型情報セキュリティ監査には①被監査主体合意方式、②利用者合意方式、③社会的

合意方式の 3 方式がある。これは監査人が必要な監査手続きを、だれが合意するかによっ
て分類されている。 
 被監査主体合意方式は実施する監査手続きを被監査主体が合意する方式である。そして

利用者が提示した管理手続きが被監査主体において有効に機能しているかどうかを監査す

る。利用者合意方式は実施する監査手続きを利用者が合意する方式である。データセンタ

ーへの運用委託やＡＳＰ利用などの場合、被監査主体の業務の流れや情報システムについ

ての詳細を利用者が分からず、利用者は具体的な要求事項の形で委託先に求める事ができ

ない。そこで被監査主体が具体的な管理手続きを約束することで利用者の期待に応えよう

とするものである。社会的合意方式は社会的に合意された監査手続きを使用する方式であ

る。この場合は業界などの実務実態を反映した管理手続きを定めることが必要である。 



    保証型情報セキュリティ監査の分類表                             [表 4] 
  被監査主体合意方式 利用者合意方式 社会的合意方式 

監査手続き 
被監査主体の合意 

利用者の確認 
利用者の合意 社会的に合意 

管理手続き 利用者の管理手続き 
被監査主体の管理手続き 

利用者が合意 

社会的に合意された管理手続

き 

情報セキュリテ

ィ・マネジメント 
利用者が主導 被監査主体が主導 被監査主体が主導 

事例 
個人情報の処理など重要な情

報の作業を外部委託 

データセンター、ASP利用 

一般的な業務委託 

電子商取引、 

自治体の情報サービス 

 
5.2 委託業務における18号監査（日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第18号） 
 財務情報に重大な影響を与える業務を外部に委託する場合において、委託会社はその委

託業務についても内部統制の有効性を評価する必要がある。このとき委託会社監査人が直

接委託業務の内部統制の有効性について監査することは、非常に負荷が高くその業務にお

いて他の委託先の重要情報を取り扱っている場合もあり、現実的に困難である。 
そこで委託会社監査人は、受託会社に対して、当該業務の内部統制の有効性に関する監査

の実施及び監査報告書の作成（18 号報告書）を依頼し入手することで、その報告書を基に
評価・監査を実施できる。 
受託会社にとっても、個々の顧客企業からの評価・監査を受けなくて済むという負荷軽

減のメリットがあるとともに、この報告書を必要に応じて委託先に提供可能であることは、

顧客サービスの一つとして有益である。 
 
5.3  Trustサービス 
 Trustサービスとは、Trust サービスの原則と規準 [注 1] に従い、AICPA/CICA からラ
イセンスを与えられた Trustサービス検証責任者によって実施される検証業務である。 
 ここに言う検証業務とは、保証基準 [注 2] における「合理的保証」業務をいい、「限定的
保証」は採用されない。合意された手続業務及び助言業務を含むので、保証型システム監

査より広範囲をカバーし、対象とする内部統制が、情報システムの信頼性等かインターネ

ットを介した電子商取引の安全性かで”SysTrust”と“WebTrust”という二つの認定シー
ルを持つ。 

Trustサービス検証責任者（公認会計士）は、企業の情報システムに採用された内部統制
の手続が、経営者の記述書に記載された方針に基づき、かつ、Trustサービスの規準に準拠
していることを確かめる。 

AICPA/CICA が、原則と規準から検証手続の方法、及び報告書の形式まで一貫して提供
し開発しており、経営者は、特定された原則および規準を使用してシステムの信頼性につ

いて言明し、同一の規準により Trust サービス検証責任者が検証し保証する。規準に合致
しない場合は保証しないので、保証型監査というよりも認証に近い。 
 



6. 保証型システム監査の実施手順 
6.1 実施フロー例と保証型の留意点         [図 2] 

ﾌｪｲｽﾞ 実施項目 ｲﾝﾌﾟｯﾄ／ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ 対象 保証型の留意点 
    

・4分類にもとづく
監査目的を明確に
する。 
・可監査性や成熟度
で保証型が可能で
あるか監査人で討
議し合意する。 
・言明内容を証明す
る監査証拠が存在
するか確認する。 

 

 

 

 
 

・特に保証の意味や
範囲、制限事項など
について依頼者に
確認、合意する。 

    

・言明書の内容に沿
った、監査項目にす
る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・保証型が可能な監
査証拠を収集する。 
・監査証拠は、言明
書の管理項目ごと
に分類出来るよう
にする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ・評価項目は、依頼
内容、監査目的、言
明書などを元に決
める。 
・評価項目でランク
付けを行い意見形
成に必要な重要事
項を抽出する。 
・討議し合意した内
容を記録に残す。 

 

 

 

 

 
 

・保証の制限事項、
指摘事項の影響判
断、公開の範囲など
に留意する。 
 
 
 

監査計画の策定 

依頼者 

依頼者 

システム監査提案書 

契約書、誓約書 契約書作成 

システム監査提案書作成 

依頼者 
被監査組織 監査計画書 

監査手続指示書 

依頼者 

被監査組織 

依頼者 
利用者 

被監査組織 

被監査組織 

被監査組織 

被監査組織 

検出事項抽出 

検出事項についての討議 

指摘事項を作成 

指摘事項として整理する 

監査意見の最終形成 

検出事項総覧（抽出後） 

検出事項総覧（個別評価） 

指摘事項分析 

指摘事項 

監査意見形成議事録 

監査依頼 

内容確認 

監査提案 

契約 

監査計画 

策定 

調査実施 

検出事項 

分析 

監査報告 システム監査報告書草案 

システム監査報告書 

被監査組織 

依頼者 
利用者 

有り 

システム監査依頼書 

インタビュー記録 

システム監査言明書 

言明書作成依頼 

システム資料等 

アンケート 

現地調査記録 

インタビュー記録 

ヒアリング結果対応表 

要調査確認事項調書 

検出事項総覧 

無し 

ドキュメント収集 

アンケート 

インタビュー 

現地調査 

追加調査の必要あり？ 

調書作成 

検出事項総覧作成 

有り 

監査報告書草案作成 

システム監査報告会 

監査結果の合意 

有る 
言明書の内容確認 

関係者へのヒアリング 

監査依頼者の意向確認 

言明書はあるか？ 
無い 



6.2  監査意見合意形成のプロセス 
 システム監査人は、以下のようなプロセスで監査証拠の分析を行い、合意することによ

って保証意見を表明することが可能であると考える。 
イ．検出事項総覧の作成 
 収集した検出事項を言明書の管理項目ごとに整理し、複数の評価項目を設ける。 
評価項目及びレベルは、監査テーマ、言明された管理レベル、保証型監査の４分類によ

る目的などを勘案して決める。 
ロ．検出事項総覧の抽出 
 監査人が分担して、それぞれの検出事項の評価項目（重要度、影響度、可能性など）に

よるランク付けを行い、あらかじめ合意したレベルで問題となる検出事項だけを抽出す

る。抽出した検出事項それぞれに想定されるリスクと監査人の意見を付加する。 
ハ．検出事項についての合意 
 抽出された検出事項の評価内容、意見について、監査人全員で討議し合意する。 
ニ．指摘事項として整理する 

 合意された検出事項について監査要点ごとに、言明された管理策との関連や問題点、影

響の軽微なども含め監査人の意見を付加し指摘事項として取りまとめる。 

ホ．監査意見形成 

 指摘事項について、4分類に応じた目的と言明書に記載されているレベル及び、組織規模

や業界特性を勘案し保証意見が出せるかどうか監査人全員で討議し合意形成を行う。監

査意見形成議事録として記録する。 
 
7. まとめ 
 これまで実施されたシステム監査では「助言型」が多く、「保証型」は圧倒的に少ない。

その理由の一つとして、監査人側に「何を保証するのか？」、「保証を与えた後に瑕疵が判

明した場合のリスクを負えるのか？」といった不安がある様に思われる。 
当論文は、そこを突破するアプローチとして、こうすれば保証型システム監査を実施でき

るのではないかという可能性を示すべく、過去に保証型システム監査を経験したメンバー

有志 5名が約 2年間検討してきた成果を纏めたものである。 
 数少ない経験事例をもとに検討したものであるため、まだまだ不備な点もあろうかと思

われる。 今後諸賢の経験事例や知見が得られれば、改善を図って行きたい。 
 
[注 1] Trust サービスの原則と規準；The AICPA/CICA Trust Services Principles and Criteria 

[注 2] 保証基準；International Standards on Assurance Engagements 3000：国際保証業務基

準第 3000 号 

[添付資料] 言明書のサンプル  



 



 
 
 
 



 
 



 
 
参照：①システム管理基準を参考 
   ②Ｘ社作成「お取引先様向け情報セキュリティ構築マニュアル」を参考 
   ③情報システムの信頼性向上に関するガイドラインを参考 
   ④地方公共団体における ICT部門の事業継続計画（BCP）策定に関するガイドライン」を参考 


