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連 載 企 画�

経済産業省は、平成15年４月１日より「情報セキュ

リティ監査制度」の運用を開始した。監査制度の運用を

開始したといっても、経済産業省あるいはその外郭団体

等が情報セキュリティ監査を実施するというわけではな

い。本監査制度に関する研究報告書と関連基準（表１参

照）を公表すると共に、情報セキュリティ監査を行なう

主体（情報セキュリティ監査人）を登録する台帳制度を

創設し、当該台帳を公開するということである。

経済産業省の施策ではあるが「情報セキュリティ監査」

の導入対象は、民間企業のみならず、政府や地方自治体

等の公共団体を含むあらゆる組織体が想定されており、

本稿の読者の方々にも関連する制度である。とは言って

も、「情報セキュリティ監査制度」は、法制化されたも

のではなく、なんら強制力を有するものではない。情報

セキュリティ監査の実施そのもの、及び「情報セキュリ

ティ監査制度」にて示された基準に準拠してセキュリテ

ィ監査を実施するか否かは、各組織体の自由意志に任さ

れ全くの任意である。

経済産業省（当時は通商産業省）が、昭和 60年に

「システム監査基準」（平成８年に改定）を公表し、シス

テム監査制度の導入、定着を促進し、平成3年から「シ

ステム監査企業台帳制度」を運用してきていることは、

読者の方々もご存知の通りと思う。本稿では、必要に応

じて当該システム監査制度や法定監査である公認会計士

監査との比較を行ないながら、「情報セキュリティ監査

制度」の基本的な考え方を紹介する。

（１）情報セキュリティ監査の定義

「情報セキュリティ監査」は、企業や政府などの情報

セキュリティ対策について、独立かつ専門的知識を有す

る専門家が、客観的に評価を行なう手法であるが、以下

のように定義されている。

「情報セキュリティ監査は、情報セキュリティに係る

リスクのマネジメントが効果的に実施されるように、リ

スクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備、

運用状況を、情報セキュリティ監査人が独立

かつ専門的な立場から、国際的にも整合性の

とれた基準に従って検証又は評価し、もって

保証を与えあるいは助言を行なう活動であ

る。」

従来の「システム監査基準」との比較で考

えると、「システム監査」は情報システムの

信頼性、安全性及び効率性（有効性等を含む）

の観点から総合的に検証するものであるのに

対して、「情報セキュリティ監査」は、情報
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資産に対するセキュリティ対策に関する検証を目的とし

ている。情報セキュリティとは、機密性、完全性、可用

性の確保であり、システム監査基準で言うところの信頼

性と安全性に相当する概念である。よって、両監査が想

定する守備範囲的には、システム監査の方が、効率性、

有効性、経済性等の情報セキュリティ以外の部分で広範

囲になっていると言える（図１参照）。

では、守備範囲として重なる情報セキュリティ部分に

ついて、両監査に違いがあるのであろうか。「情報セキ

ュリティ監査」は、後述するように基本的に国際標準化

されている情報セキュリティマネジメントの標準規格を

「管理基準」（監査項目）として監査することが求められ

ている。それに対して、「システム監査」は、「システム

監査基準」が制定されてはいるが、これはその遵守が求

められるものではなくあくまでもガイドラインの位置付

けとされ、従って監査の内容について実質的な規制はな

いと理解されている。この点において２つの監査の性格

付けが大きく異なっている。

私見では、「システム監査基準」は、完全に内部監査

指向であり、「情報セキュリティ監査」は、現時点の状

況の中で、可能な範囲で外部監査指向（監査の判断基準

としての「管理基準」の明確化や保証型監査の導入等

（注）：これらの内容及び課題については後述）を取り入

れようとしていると、考えられる。

なお、情報セキュリティ監査研究会の報告書に

おいては、「情報セキュリティ監査」と「システ

ム監査」は、基本的な目的が違うことから、別々

の制度として存立させることが有用との意見を示

し、また、そうなると今後両監査の関係が問われ

ること、ならびに「システム監査基準」の内容が

陳腐化している問題を含めて「システム監査基準」

を見直す必要があると結論している。

（２）情報セキュリティ監査の期待効果

「情報セキュリティ監査」を実施することで、

以下の３つの効果が期待できるとされている。

①自らでは気付きにくい情報セキュリティの欠

陥の指摘を受けることが可能

②自らでは構築が難しい「情報セキュリティマネジメン

ト」の確立が可能

③第三者（取引の相手方や国民など）に対しての信頼の

獲得

「情報セキュリティ監査制度」は、情報セキュリティ

に対する監査機能としての単なる客観的評価制度のみを

目的としているのではなく、セキュリティ対策をマネジ

メント制度（PDCAのマネジメントサイクル）として位

置付け、定着させようとし、さらに当該評価制度を社会

制度として推進させようとすることが明確に意図されて

いる。

「情報セキュリティ監査」は、特に運用後の環境変化

に応じた情報セキュリティ対策の継続的な向上のための

手法として極めて有効であるとされ、リスクマネジメン

ト体制の有効性や内部統制の有効性を確保するためにも

必要不可欠なマネジメントプロセスの構成要素と認識さ

れている。つまり、「情報セキュリティ監査」は、ある

一時点における静的なセキュリティ対策の実施状況の評

価のみならず、むしろ今後ともセキュリティ対策が改善

され続けていくための「情報セキュリティマネジメント」

体制自体の有効性や効果的な運用実態を評価するものと

して位置付けられているのである。

また、本来の監査制度の役割とは、第三者に対する監
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図1 情報セキュリティ監査とシステム監査の守備範囲

※機密性；アクセスを許可された者だけが、情報にアクセスできることを確実に
すること。

※完全性；情報及び処理方法が正確であること及び完全であることを保護すること。
※可用性；許可された利用者が、必要な時に、情報及び関連する資産にアクセス

できることを確実にすること。
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査証明機能がその本質であるが、「情報セキュリティ監

査」においても、情報セキュリティに関して自己の安全

性、信頼性を第三者に対して証明したいという社会ニー

ズに応える受け皿制度となることを目指している。この

第三者に対しての信頼の獲得という点に関しては、情報

セキュリティ監査が、問題点を指摘し助言・勧告すると

いう従来からの「助言型監査」のみでなく、“セキュリ

ティ対策上の不備はなかった”ということを監査人とし

て意見表明する「保証型監査」をその監査目的として明

示していることに端的に表われている。ちなみに「シス

テム監査」においては、ここでいう「助言的監査」がそ

の基本形態として位置付けられていたのみである。

（３）「情報セキュリティ監査制度」の概要

「情報セキュリティ監査の標準的な基準」

「情報セキュリティ監査に関する標準的な基準」とし

て、「情報セキュリティ管理基準」と「情報セキュリテ

ィ監査基準」という“管理”と“監査”の２つの基準が

制定されている。

本来、監査制度においては、２つの基準が必要となる。

それは、監査において各監査項目が適正か不適正かを判

断すための「判断基準」と、判断を下すために監査人は

何をしなければならないかを明らかにするための「実施

基準」である。公認会計士監査の場合には、企業が作成

した財務諸表の信頼性について監査することになるため、

財務諸表が適正か否かを判断するための判断基準として

「会計基準」（企業会計原則や財務諸表規則等）があり、

監査人としてどのような監査及び監査手続を実施しなけ

ればならないかを示す基準として「監査基準」（日本公認

会計士協会から公表される監査指針も含む）が存在して

いる。

情報セキュリティ監査においても、前述の考え方に基

づき、情報セキュリティ監査を行なうときの「判断の尺

度」となる基準として「情報セキュリティ管理基準」と、

監査を行なう主体の行為規範となる基準として「情報セ

キュリティ監査基準」が策定されているのである。なお、

「システム監査基準」においては、この２つの基準が明

確に区分認識されていなかった（表２参照）。

多種多様なニーズに応じた監査制度

「情報セキュリティ監査」は、監査の基準を明らかにし、

監査制度としての実効性を高めようと試みられており、

この点は評価できる。ただし、情報セキュリティ監査と

しての実務慣習が確立されていない状況での基準化であ

るため、本当の意味で情報セキュリティ監査自体を明確

に捕らえることができておらず、その基準も理念的であ

り、実務に耐えうるものには残念ながらなっていない。

結局、「情報セキュリティ監査」とは、具体的に何を対象

に、何をしてくれるのかについて、「情報セキュリティ監

査制度」は明確な回答を与えてくれてはいない。

むしろ、「情報セキュリティ監査」は、大企業から中

小企業まで、中央官庁から市町村まで、高度なセキュリ

ティ対策が要求される公共性の極めて高い組織体からそ

れほどでもない組織体までの多種多様な被監査主体の、

これまたさまざまな監査ニーズに応じる制度として、監

査内容を柔軟に選択できる監査制度としての性格付けを

行なっている。つまり、“多種多様なニーズに応じた監

査制度”と位置付けたが故に、その実質的な中身が、結

局、不明なものになってしまって

いるのである。

制度監査（法定監査）としての

公認会計士監査の場合は、前述の

２つの明確な基準、つまり、「会

計基準」と「監査基準」によって、

公認会計士監査の内容が明確にさ

れ、A監査人が行なった監査も、

B監査人が行なった監査も、C監

連 載 企 画�

システム監査 査 　　　　　　　　　システム監査基準

監査の基準準準 判断基準                            準                    準

会計基準　
（財務諸表の作成規範）

公認会計士監査 査 査 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　会計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　会計基準　
（財務諸表の作成規範）

　　　　　　　　　　　　　　　　
（財務諸表の作成規範）

会計基準　
（財務諸表の作成規範）

会計基準　　　　　　　　　　　　　　　　　会計基準　
（財務諸表の作成規範）

　　　　　　　　　　　　　　　　会計基準　     　 　監査基準　　　　   　監査基準　　　　   

  情報セキュリティ監査基準 情報セキュリティ監査基準 情報セキュリティ管理基準
（セキュリティ管理の実施規格）））

 
（セキュリティ管理の実施規格）

  

監査 実施基準

表2 各監査における判断基準と実施基準



1052003 Vol.40 No.5

査人が行なった監査も公認会計士監査の名の下に同一内

容、同一品質であることが担保されており、何をどこま

で監査したのかについて社会的な合意、了解が存在して

いるが故に社会的な監査制度として成り立っているので

ある。（但し、昨今のエンロン、ワールドコムの破綻・

不正経理事件等によって公認会計士監査制度の社会的信

頼が揺らいでいることも事実だが．．．）

さらに「情報セキュリティ監査」は、「情報セキュリ

ティ管理基準」の適用を原則としながらも、“多種多様

なニーズに応じた監査制度”との位置付けから、当該管

理基準以外の適当な判断尺度（例えば、「システム監査

基準」、「情報システム安全対策基準」、「情報通信ネット

ワーク安全・信頼性基準」等）を用いることまで認めら

れている。つまり、「情報セキュリティ監査」は、“監査

の基準”を明確にせよという監査制度としての枠組みを

規制しているが、その中身については極めて柔軟な立場

をとっているのである。

情報セキュリティ監査人の登録制度

経済産業省は、情報セキュリティ監査を行なう主体

（情報セキュリティ監査人）について、「情報セキュリテ

ィ監査企業台帳」を創設することで、具体的な監査企業

名を広く周知しようと考えている。

ただし、「情報セキュリティ監査」が行なえる主体と

して、特定の専門知識や監査技能を有する者（企業）を

特定しようとするのではなく、“多様な監査主体が、ユ

ーザーのニーズに応じた多様なサービスを提供すること

を期待している”ことから、具体的な監査人の資格要件

等については、全く規定していない。この点は、従来の

システム監査制度と比較して、情報セキュリティ監査の

枠組みをある程度明確化し、監査制度として厳格化しよ

うと試みている本制度において、多少、矛盾を感じると

ころではある。「情報セキュリティ監査研究会報告書」に

おいて、“監査人の質の確保”として検討されたテーマで

はあるが、結局、具体的な監査人の要件までは定められ

なかったようである。なんらかの事前規制（登録資格等）

なし、実質的な登録審査なしの任意登録制は、現行の

「システム監査企業台帳制」と全く同じであり、この点

も利用者からすれば、全く似たような制度が２つでき、

どちらから選べば良いのか頭を傾げる結果とならないで

あろうか。

現時点で「情報セキュリティ監査企業台帳」への登録

受付期間は、６月１日から30日とされており、「システ

ム監査企業台帳」への登録受付期間と同一期間となって

いる。「システム監査企業台帳」の公開（毎年更新公開）

は、８月末ごろであるから、「情報セキュリティ監査企

業台帳」の一般公開も同時期になるのではないかと予想

される。

「情報セキュリティ監査制度」の特徴的ポイントにつ

いて、以下により詳細に解説する。

（１）「情報セキュリティ管理基準」

～監査の判断基準～

「情報セキュリティ監査」には、２つの基準が制定さ

れていると紹介したが、まず監査の「判断の尺度」とし

ての「管理基準」について解説する。

情報セキュリティ監査の「判断の尺度」とは、どのよ

うなセキュリティ管理が実施されていれば良いと判断す

るのか、つまり監査における評価ポイントを示している。

実は、監査の評価ポイントとは、管理者が導入・実施す

べき管理のポイントの裏返しであるから、管理ポイント

が監査の評価ポイントとなる関係にある。

「情報セキュリティ管理基準」の内容は、情報セキュ

リティの管理対策として国際的に最も信頼され、一般的

に認知された ISO/IEC17799：2000（日本においては、

JIS X 5080：2002）に準拠して策定されている。具体

的には、JIS X 5080を監査に利用し易いように可能な限

り細分化したものであり、結果として約900項目に細分

化されている。

情報セキュリティ監査の「判断の尺度」とは言っても、

絶対的な尺度として位置付けられているのではない点は

誤解しないようにしなければならない。ISO/IEC17799

作成のベースとなったBS7799（英国の情報セキュリテ

ィ管理規格）パート１自体が、必要とされる管理策の範

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ

3．情報セキュリティ監査制度の内容
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囲を各組織において明確にする際の、基準点として使用

されることを目的とした、手引き及び勧告として位置づ

けられているものであり、“あたかも仕様であるかのよ

うに引用されるべきではなく、準拠することが要求され

ているかのように誤解されないように注意すべき”とそ

の前書きに明示されているものである。つまり、そもそ

もは準拠仕様のような規格ではないのである。従って、

情報セキュリティ監査においても、「情報セキュリティ

管理基準」はあくまでも個別組織体の管理基準（監査項

目）を策定するための参照元（レファレンス）であると

位置付けられている。監査の実施にあたっては、本「管

理基準」を基礎として、必要な項目を追加し、あるいは

該当しない項目を削除して、あるべき個別組織体の管理

基準（「個別管理基準」）を策定し、活用する性質のもの

であるとされている。

「情報セキュリティ管理基準」を「判断の尺度」にす

ると言っても、この過程で監査人の恣意性が大きく入る

可能性があり、結局は、監査人の判断／監査意見の妥当

性は監査人のスキルに依存せざるを得ないこととなる。

この点については、実質的に従来のシステム監査と大差

がない（システム監査においても、さまざまな公的基準

が判断基準にされることが多い）と言えるであろう。

なお、「情報セキュリティ監査制度」においては、個

別管理基準（監査項目）に少しでも客観性を持たせるた

め、各業界団体等において統一的な「個別管理基準」を

策定することが望ましいとの提言も行なっている。この

実践例として、別添資料３（表１参照）に電子政府にお

ける「庁内ネットワークシステム」を想定した個別管理

基準モデルが示されている。

「情報セキュリティ監査」における管理基準の位置付

け に 関 し て 、「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査 」 は 、

ISO/IEC17799（JIS X 5080）をベースとして策定され

た「情報セキュリティ管理基準」を判断の尺度として用

いることを原則とするが、監査の要請または目的によっ

て、他の適切な尺度（「システム監査基準」、「情報シス

テム安全対策基準」等）を用いることも可としている点

についても理解しておいて欲しい。

（２）成熟度モデル

「情報セキュリティ管理基準」は、国際標準規格から

策定されたベストプラクティスを示したものであるた

め、ベストプラクティスの水準のみを「判断の尺度」と

すると、我が国の情報セキュリティ対策の現状からは、

保証型監査においては肯定型の保証が困難となり、また

助言型監査においては、改善指摘事項と実態との乖離

（ギャップ）が大きくなりすぎるという問題が懸念され

る。つまり、保証型監査においては、否定（保証できな

い）意見ばかりとなり、助言型監査においては、当該被

監査組織にとって実現不可能な改善指摘ばかりになるこ

とが懸念されるのである。

よって、情報セキュリティ対策実施に関する成熟度モ

デル（セキュリティ対策の実施レベルを数段階にモデル

分けする）を想定し、各成熟度レベルに照らした監査を

実施することが提言されている。但し、管理基準内にお

いて、具体的な成熟度モデルは示されておらず、その適

用にあたっては、監査人の判断によってそのモデルを想

定・選択することになる、としている。

この基本的考え方は、助言型監査の場合には当然で、

従来のシステム監査においても、明確な成熟度モデルを

示したか否かは別として、被監査組織の管理レベルに合

わせた問題指摘や改善提言が行なわれてきたのである。

ただし、保証型監査においては、特に組織外の第三者に

対する保証を与えようとした場合には、当該監査人が独

自に設定した成熟度レベルに照らして保証すると言われ

ても、第三者である取引相手としては、結局、安全なの

か信頼できるのかが不明、不安であり、保証意見の有用

性が疑問視されるものとならざるを得ないのではないだ

ろうか。この点は、「情報セキュリティ監査研究会報告

書」においても、成熟度レベルが低い段階、つまり我が

国の当面においては、助言型監査中心の監査市場となる

であろうと解説している。

（３）「情報セキュリティ監査基準」

～監査の行為規範～

「情報セキュリティ監査基準」とは、情報セキュリテ

ィ監査業務の品質を確保し、有効かつ効率的に監査を実
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施することを目的とした監査人の行為規範である。

情報セキュリティ監査基準は、以下の３部構成となっ

ている。

①一般基準；監査を行なう主体（監査人）としての適格

性及び監査業務上の遵守事項を規定

②実施基準；監査計画の立案及び監査手続の適用方法を

中心に監査実施上の枠組みを規定

③報告基準；監査報告に係る留意事項と監査報告書の記

載方法を規定

「情報セキュリティ監査基準」についても、「管理基準」

と同様に、個別組織体は「情報セキュリティ監査基準」

を基礎として、個別組織体のあるべき監査基準を策定し

て監査を実施するものとされている。個別監査基準につ

いても、各業界団体等において統一的な監査基準の策定

が推奨されており、別添資料７（表１参照）として、電

子政府における一般的な組織体を想定した個別監査基準

モデルが示されている。

公認会計士監査等の制度監査と比較した場合、監査実

施基準と言っても、「情報セキュリティ監査基準」では

具体的な監査手続の基準が不明である。つまり、各監査

項目を検証するためにどのような検証手続（監査手続）

をどれだけ行なわなければならないのかについては、完

全に情報セキュリティ監査人の判断に任されているので

ある。よって監査の実務慣行もない情報セキュリティ監

査においては、監査の品質が制度的に担保されていると

は言えず、この点からも外部監査としての大きな限界が

あると言わざるを得ない状態である。

なお、参考までに紹介すれば、公認会計士監査におい

ては、従来は、「監査基準（監査実施準則）」において監

査人が遵守すべき個別具体的な監査手続が規定されてい

た。（現在の「監査基準」では、監査リスク・アプロー

チの導入と長年にわたる監査実務の定着を理由に個別具

体的な監査手続規定は削除されている。ただし、これに

代わる詳細基準については、「監査基準」とは別に日本

公認会計士協会から具体的な監査指針が公表され、遵守

されている実態がある。）

（４）監査実施の目的　

～保証型監査と助言型監査～

ここまでに「情報セキュリティ監査」には、「保証型

監査」と「助言型監査」があると紹介したが、この点に

ついて、もう少し詳しく説明する。

保証型監査の目的は、自らの情報セキュリティ対策に

ついて、顧客や取引先、自分の情報を預けている住民等

の第三者に対する「お墨付き」を得ることである。この

場合の「お墨付き」あるいは「保証」は、当該組織にお

いて結果として事故や不正が発生しないという絶対的な

保証ではなく、一定の「判断の尺度」に従って監査手続

を行なった範囲における合理的な保証であるとされてい

る。

常に新種のコンピュータウィルスが発生し、新たなセ

キュリティホールが発見され続けている情報セキュリテ

ィの世界で、事故や不正が発生しないという絶対的な保

証ができないのは当然である。それ故にこそ、保証型監

査を行なうのであれば、少なくとも「判断の尺度」と実

施した「監査手続」の内容を明確にすることが重要とな

るがこれが必ずしも制度として十分でないことは、前述

の通りである。

助言型監査は、組織体の情報セキュリティマネジメン

トやコントロールの改善を目的として、問題点の検出と

改善提案を行なう監査形態である。

助言型監査について、「情報セキュリティ監査研究会

報告書」は、“監査の主体が外部者である場合、コンサ

ルティング業務との区分を明確にすることが必要となり、

監査はあくまでも客観的な評価業務であり、特定の製品

やサービスを販売・斡旋することに関与してはならな

い、改善の方向性を示すに留めるべき”としている。た

だし、監査報告としては、単に評価結果のみではなく改

善提言まで含めることが通常であり、実務的にはより具

体的な改善提案として、セキュリティ対策を改善実施す

るための具体的な製品名やサービス名まで提案して欲し

いというのが多くの被監査主体のニーズである。特に外

部専門家に監査委託する場合は、問題があるのが分かっ

ているから監査を受け、その具体的な改善方法を教えて

もらいたいが故に依頼するのである。従って必然的に評

Part1 電子政府・電子自治体の鍵をにぎる情報セキュリティ
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価より改善提言の方にウェートが置かれるものとなる。

また、コンサルティングサービスにおいても、特定の製

品・ツールを前提にしたコンサルティングでない限り、

コンサルティング業務として特定の製品やサービスを販

売・斡旋することなどは殆どないと言えよう。結局、助

言型監査とコンサルティング業務の線引きは明確にでき

るものではないだろう。

特に「助言型監査」ということで内部監査（外部の監

査人が行う場合であっても、内部管理目的で実施するの

であれば、それは内部監査である）を想定して考えた場

合には、内部監査人協会（IIA；米国に本部を置く世界

規模の組織）においても、内部監査を“客観的な保証及

びコンサルティング活動”であると定義付けしている。

内部監査機能の重要な側面としてコンサルティング機能

が含まれるというのが、現在の世界的な共通認識である。

被監査組織に対して指導性を発揮しようとする監査は、

必然的にコンサルティング業務に立ち入らざるを得ない

のである。

（５）内部目的と外部目的

情報セキュリティ監査を実施する目的には、内部目的

と外部目的があるとされている。

①内部目的；経営者等が経営判断に利用する場合

②外部目的；経営者等が外部の利害関係者に対して当該

監査結果を示すことに利用する場合

助言型監査は主に内部目的に利用され、保証型監査は

主に外部目的に利用されることになるとされている。

さらに、外部目的のための監査は、外部の者によって

行なわれることが原則となるが、内部目的のための監査

を行なう主体は、外部の者であっても内部の者であって

も良く、原則として被監査主体の選択に委ねられること

になる。但し、政府・自治体といった公共性の高い被監

査主体においては、たとえ内部目的の監査であっても、

外部の者による監査を受けることが望ましいとしてい

る。

この点については、「システム監査基準」とは明らか

に異なり、外部目的指向が鮮明に強調されている。

（６）監査主体の質の確保

今回の「情報セキュリティ監査制度」では、監査主体

として情報セキュリティ監査に従事する個人（監査従事

者）と監査主体となる企業のそれぞれについて、監査人

の質の確保に関する検討案の提示は行なわれているが、

具体的な規定化まではなされていない。（この点は前述

の通りである。）よって、現時点では、情報セキュリテ

ィ監査人になろうと思えば、誰でも、どのような企業で

も、自己の宣言だけで認められることになり、監査人と

して情報セキュリティ監査を実施することが可能であ

る。

なお「情報セキュリティ監査研究会報告書」において

は、電子政府の情報セキュリティ監査に関する監査主体

のあり方について、企業としての独立性要件、監査従事

者としての独立性要件、ならびに監査責任者の資格要件

（システム監査技術者、情報セキュリティアドミニスト

レータ等の資格所有者）等について具体的な素案提示が

行なわれている。各業界団体毎の個別監査基準の中でそ

れぞれ基準化して欲しいということであろう。

「情報セキュリティ監査制度」に関して、多少厳しい

評価・意見も記載させていただいた。もちろん、筆者は

「情報セキュリティ監査」の実効性を否定しようと考え

ているものではない。情報セキュリティ監査、システム

監査を問わず、これらの情報システム、ならびに情報資

産に対する監査制度やセキュリティ監査制度が、社会的

にその必要性がより認知され、結果として情報システム

の健全化が推進されていくことを節に願っている。その

ためにはいろいろな監査制度が提言され、被監査組織に

とって選択の幅が広がることも重要かつ有益なことであ

ると言えよう。今後の「情報セキュリティ監査制度」の

有効な活用と社会的な定着に少しでも寄与することを期

待して、私見を述べさせていただいた。
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