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はじめに 
平成 18年 1月、業務効率化タスクフォースチーム（以下「当チーム」）が発足するに際して、
当チームの役割を次のように考えておりました。 

業務効率化を阻害する諸要因の徹底的調査・分析をもとに業務効率化を担保する組

織・体制のあり方を内部統制システム、ＰＤＣＡサイクル(Plan-Do-Check-Action)、 

リスクマネジメント等の観点から提案する。 

当チームでは、2回の会合、総会での中間報告、各支部会の意見聴取、監事協議会代表世話人
会への経過報告、メーリングリストを利用した情報・意見交換を行ってまいりました。 
 平成 18年 3月の第 1回会合では、「大学改革を阻害するもの」、「大学の効率化」について議
論し、「職員の意識・資質」、「教員と職員の関係」に焦点を当て、活動を開始しました。 
 平成 18年 8月の第 2回会合に際し、事前に全法人の監事に対して、業務効率化に関するアン
ケート調査を行いました。主な項目は、①各法人の「平成 17年度業務実績報告書」中の業務運
営の改善及び効率化について大学と監事の考え方のギャップと改善方策、②教職員の関係や組織

面での阻害要因の洗出しです。議論の中で、国立大学法人の業務効率化に関する課題として、い

わゆる公務員意識、非常勤監事の増加、つぎはぎだらけのＩＴ化などが浮かび上がってきました。 
 平成 18 年 12 月の前回総会において中間報告を行いました。総会後開催された各支部会から
は、ＩＴ分野の監査を充実させたい、監査事例など情報共有を行いたいとの要望が多く提出され

ました。一方、当チームで当初課題としておりました「職員の意識・資質」、「教員と職員の関係」

など、風土・組織面での課題は、国立大学マネジメント研究会、独立行政法人国立大学財務・経

営センターなど関係諸団体の出版物で取り上げられるようになりました。 
  国立大学マネジメント研究会 

『国立大学法人における外部人材活用方策に関する調査研究』（平成 19年 7月） 

  独立行政法人国立大学財務・経営センター 

   『大学財務経営研究 第 3号』（平成 18年 8月）所収「国立大学の将来像と大学改革の方向性」 

   『大学財務経営研究 第 4号』（平成 19年 8月）所収「法人化の現実と課題」 
 当チームでは、これらの風土・組織面での課題については、情報収集や議論は引き続き行うも

のの、各法人の業務効率化のベースとなっているＩＴ（Information Technology 情報技術）に
ついて適切な関心や知識を持ち、ＩＴに関する監査を通して各法人の業務効率化や業務・組織の

最適化を含めた内部統制の確立に資することが監事の本来の任務ではないかと考えます。ＩＴを

活用するメリットは、短期的には業務の効率化を図ることです。中期的には業務の標準化を可能

にし、最終的には、戦略支援や業務プロセス改善に資することになります。内部統制の仕組みを

維持・向上させるための適切なＩＴへの投資と運用はＩＴの全般統制における重要な監査対象と

なります。今日、内部統制システムの構築が、企業はもとより国立大学法人にも求められており

ます。内部統制の６つの構成要素は、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、

モニタリング、ＩＴへの対応です。当チームでは、ＩＴに関する監査に際して、有効と考えられ

るチェックポイントの情報提供を行います。 
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１．タスクフォースチーム会合 
（１） 第 1回会合  平成 18年 3月 8日（水） 

方向性検討、具体的検討、今後のスケジュール・運営方法決定 
（２） 第 2回会合  平成 18年 8月 9日（水） 

業務効率化に関してまとめた資料の説明と意見交換、課題の提起 
                    → 「別冊 業務効率化タスクフォースチーム会合記録」参照 
（３）その他 メーリングリストを利用し、メールにて情報・意見交換をした。 
 
 
２．業務効率化に関する監事の意見 
（１） 大学と監事の考え方のギャップ 
ギャップの有無に関する意識 
支部 北海道 東北 東京 関東 

甲信越 
東海 
北陸 

近畿 中国 
四国 

九州 大学共

同利用 
合計 

法人数 7 7 12 14 12 14 10 11 4 91 
回答数 7 4 11 11 11 11 9 10 3 77 
有り 4 2 10 4 6 6 2 6 0 40 
無し 3 2 1 7 5 7 7 4 3 39 
                     回答数＞有り＋無し：1法人で 2名の監事が回答。 
 

原因 改善策 
組織、情報と伝達 
組織構造・コミュニケーション（複雑、細分化、

交錯、縦割り、組織一体感不足、交流・連携不足、

情報共有不十分） 

組織再編、情報発信・交換、仕事中心の配置 

統制環境 
職場環境（法人化前と同じ意識（公務員）、事な

かれ主義、前例主義、文部科学省、横並び、危機

意識なし、柔軟対応できず） 

学内外の刺激（外部人材、監事、私学、コンサル）、

人材開発、競争的人事体系 

意思決定 
意思決定の時間（長時間、教授会、下からの意見

集約、機動性欠如） 

監事と執行部の信頼関係構築、責任体制明確化、

教授会通則改定 

計画策定、モニタリング 
経営政策・計画（不分明、抽象的、総花的、自己

責任を全うできない、甘い評価、定性評価） 

工程表、明確な効率化目標、数値化 

統制活動 
権限委譲（消極的、マニュアルなし） 

決裁権限・権限委譲マニュアル、弾力的運用、プ

ロの効率化診断 
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（２）事務系職員の意識・資質 
障害・阻害要因 改善・向上策 
組織 
旧態固執（数十年国の組織、縦割り、公務員並処

遇、指示待ち、切迫感なし、独立意識なし、応用

力・企画力欠如） 

外部刺激（民間・地方自治体との交流）、危機意

識、経営実務経験、民間ノウハウ導入、管理職考

え方、アメとムチ（利益還元、不適応職員の人事

管理）、文部科学省提出書類削減、具体的数値目

標、業務改善提案、若手事務系職員の意見 
異動官職 
異動システム（異動官職上位、繁忙期異動、短期

異動、帰属意識少ない） 

プロパー事務系職員を能力に応じて重要ポスト

（役員・部長）に登用、一定期間（3年以上）同
一大学勤務、能力・資質重視の人事政策、 

職員配置 
責任体制・職員配置（教員が上・事務系職員が下、

曖昧、コスト意識希薄、繁閑による不公平感、若

手事務系職員の成長妨げる、管理部門優先・現場

部門軽視、権限委譲不十分、望ましい職員像不明） 

重要会議メンバーとして経営参画、監査能力向

上、情報化推進、安全管理、定型業務簡素化、専

門的人材確保、組織ごとの目標管理、企画力・リ

ーダーシップ具備の事務系職員育成、採用人事改

善、事務組織の大くくり化、民間からの中途採用、

現場部門重視、事務局機能明確化 
業績評価、キャリアパス 
業績評価（能力定義なし、専門知識なし、インセ

ンティブなし、キャリアパスなし） 

職務能力記述書、職員調書様式整備、キャリアプ

ラン形成、複数人による業績評価、公正な人事評

価、業務改善表彰制度、フィードバック・結果の

処遇への反映（不適応事務系職員の早期退職・降

任）、専門化育成、キャリアパス、目標面接、競

争原理 
研修 
研修制度（厳しくない、外部知らない、養成する

姿勢・システムなし） 

意識高揚・専門化研修、海外研修・管理職研修・

トップマネジメントセミナー参加、事務系職員か

ら大学経営者育成、 
 
（３）教員と職員の関係 

障害・阻害要因 改善・向上策 
教員上位 
教員上位（運営は教員が主・事務系職員は補助、

教員の誤解・優越感、法人化の自覚乏しい、階層

的意識） 

事務系職員が委員会に正規委員として参加、教員

でなくてもできる役職に事務系職員登用、企画・

提案力のある事務系職員育成、会議体・委員会の

整理統廃合、事務組織再編・集中化、パートナー

としての事務系職員育成、校務を仕事の一部と認

識、教員は教育研究・事務系職員は行政・執行部

は経営に専念する組織体制 
コミュニケーション 期限付きで教員が事務局職務理解、教育研究の企
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教員と事務系職員の意思疎通不足（業務多忙、課

題解決意識共有化不十分、事務系職員が教員に遠

慮、） 

画立案当初から事務系職員参加、教員・事務系職

員一体となった協議体制（産学官連携、創業支援

機構、大学情報機構）、教員・事務系職員共同で

業務効率化取組み、委員会を実務担当事務系職員

主導にして教員負担軽減、委員会削減により教員

の教育研究専念体制、インフォーマルな意見交

換・意思疎通機会増加、人員配置の不均衡撤廃 
教授会             教授会の強い権限 教員・事務系職員の役割分担明確化 
事務局制度 
事務局（指揮命令系統・権限責任がわかりにくい、

教員の影響が及ばない、行政職の意識残存） 

事務系職員の評価・考課・人事に教員の意見加味、

事務組織の業務実施責任明確化 

マネジメント 
マネジメント能力・ノウハウ・実行力不足（官吏

的意識、サービス精神不足） 

一元管理（副学長が事務組織を含めて担当分野・

業務に全責任を負う）、教員・事務系職員一体の

プロジェクト推進、事務系職員・若手教員に経営

参画意識、キャリアパス・内部登用を明確にした

人事制度、事務系職員には教育研究“舞台“を作

る責任 
外部の構造問題 
少子化、交付金縮減 

教員・事務系職員の役割認識（教員：良質授業、

高レベル研究、外部資金獲得、事務系職員：サポ

ートの専門家） 
異動期間 
職員短期間での異動（部局事情に即した業務運営

困難） 

異動年限長期化、専門職計画的養成 

 
（４）その他 

障害・阻害要因 改善・向上策 
組織の問題 
人事配置（現場の知識不足、学生のための大学と

いう意識希薄、総務・財務管理部門中心）、学内

組織旧態依然、組織的コミュニケーションギャッ

プ、学部自治意識、組織の機能未熟、内部統制シ

ステムのチェック部門がない、運営参画意欲未成

熟 

困難な問題は本部集中、現場では教員・学生サー

ビス、学生本意・業務本位の組織 
異動官職の仕組み解消、法務・税務業務の外部委

託、外部人材導入、若手事務系職員の外部研修・

交流、学生サービス拡大（センター、時間延長）、

組織簡素化・整備、委員会統廃合、部局のパター

ン集約、チーム制、グループチーム制、若手事務

系職員の委員抜擢、事務局長制度廃止、教員評価

システムを外部委託、欠員でも自動的補充せず 
行政機関 組織活性化のための内部からの幹部事務系職員
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文部科学省による幹部事務系職員定期人事異動

で帰属意識・改革意欲希薄、文部科学省は法人の

自律化・個性化・効率化を実態面でサポートして

いるのか 

配置、実態運営面で第三者機関の意見 

仕事のやり方・やらせ方 
業務マニュアル・権限規程（整備遅延）、与えら

れた課題はこなすが積極的でない、会議効率の悪

さ（運営、重複、資料）、規則・規程が法人化前

と同じ、契約決裁事務の手間、委員会・WGを開
かないと仕事をしない、構想・報告には注力する

が行動しない、同一部署で時間外勤務状況に極端

な開き、アウトソーシングは人件費が物件費に置

き換わるだけ 

権限委譲、まず少数の教員・事務系職員が協力し

て成功事例、会議効率向上、ペーパー削減、規則・

規程の簡素化・合理化、リスクマネジメント充実

（実地訓練、マニュアル）、担当に責任・権限を

与えて会議削減、ルーチン業務は現場で決裁、ア

ウトソーシングは大学にない専門的ノウハウ取

り込みに活用 

ＩＴ 
ＩＴインフラ（整備不十分） 

整備 

財務 
運営費交付金等資金面での制約、定員削減、教員

の頭の固さ、 

アウトソーシング、役割分担（教員：教育研究専

念、事務系職員：組織運営実務）、実質コスト引

下げの共同発注・共同仕入、研究費用の原価意識、

コスト削減・収入増加策、学長裁量経費増額 
 

会計基準 
財務分析不十分、文章が多い、財源主義・収益化

基準・損益ニュートラルの煩雑な会計処理が現場

に過大な負担、従来の単年度会計の風土を現場に

残す 

経営目標明示、情報システム整備、実勢報告書簡

略化、数値化 

部局内など限定範囲での業務改善、委員会での議

長提案を無責任了承 
業務効率化推進体制、全体最適化観点での会計・

人事システムの再構築、教育・研修 
経営協議会等学外者 
経営協議会外部委員全員の出席困難・発言時間限

定 

得意分野ごとの分科会 

職員の資質 
事務系職員の資質向上に長期間必要、社会の求め

るスピードに追いつけない、まじめだが積極的で

ない 

国立大学全体の規模の経済を利用して経費圧縮

（シェアード・サービス・センター） 

内部監査 
 

内部監査人がトップマネジメントを補佐する機

能発揮 
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合理化・効率化は最優先課題ではない。合理化・

効率化のために大学本来の機能が損なわれては

ならない 

 

一・二年で公務員意識から準民間意識への急激な

変化は無理 
 
３．各支部会から提出された要望事項 
 平成 18年 12月開催の第 3回総会後、各支部会から要望事項が当チームに提出された。 
（１）人事・研修制度 
・管理職の率先した意識改革と若手職員の登用、数値目標 
・責任体制の明確化と権限委譲、定型業務簡素化 
・研修制度の充実、人材育成、人事考課制度 
・教員と事務職員のパートナーシップ 
・教職員に効率化はなじみにくい 
・異動官職に関する取扱い 
 
（２）業務改善 
・会議の効率化 
・業務改善のモデル 
・入札の基準、事務量の軽減・予算編成の見直し 
 
（３）他の機関との連携 
・国立大学協会・文部科学省との連携・意見交換 
 
（４）情報共有 
・問題点の指摘よりも、監事監査に役立つ改善事例の紹介 
・業務効率化に対する取組・事例の共有 
・具体的なパイロットケースの設定・試行・検証 
 
（５）IT分野の監査充実 
・IT分野の監査は重要であり、連携して知恵を出す 
・監事が IT監査をするのは荷が重く、会計監査人にシステム監査も依頼する 
・監事への IT研修 
・学内の各種システムの洗い出し、データ共有化 
・汎用システムの状況をフォローし ITに係る連携について課題を探る 
・IT監査のチェックポイントがほしい 



 7 

 
４．ＩＴ化への対応 
（１）ＩＴ化の現状と課題 
①現状 
・汎用システム 

           旧国立大学等の共通的な事務について電算化を推進するために開発されたもの。シ

ステム管理校が各汎用システムの維持管理をし、利用機関が応分の負担をする。 
   維持管理期間は平成 16年度から 21年度までの中期計画期間中の 6年間。ただし、

利用機関の著しい減少が見込まれる場合は、国立大学法人等情報化推進協議会全国協

議会で協議の上、期間の中途で維持管理を停止する。 
    参考 「国立大学法人等における事務情報化推進と連携・協力の在り方について」 

          平成 15年 12月 3日 国立学校事務情報化推進協議会 

「国立大学法人等汎用システム維持管理規程」 

平成 16年 4月 14日  国立大学法人等情報化推進協議会制定 

   各大学では、自前で新システムを開発、運用する方向で検討されている。ただし、

共済組合事務システムについては「標準共済システム」への移行計画が進行中。 
 

汎用システム等に関する大学の協議会：国立大学法人等情報化推進協議会 
     加入者：国立大学法人、大学共同利用機関、独立行政法人（高専を含む） 
     地域割（地区連絡校）：北海道（北大）、東北（東北大）、関東 A（東大）、 

関東 B（千葉大）、関東 C（東工大）、北陸（金大）、 
東海（名大）、近畿 A（京大）、近畿 B（阪大）、 
中国（岡山大）、四国（徳島大）、北部九州（九大）、 
南九州（熊大） 

 
利用機関数 
大学(87) 大学共同利用機関(4) 

汎用システム名 システム 
管理校 

18.4.1 19.5.1 18.4.1 19.5.1 
人事事務 東北大 71(81%) 48(55％) 2(50％) 2(50％) 
給与計算事務 東大 71(81%) 47(54％) 3(75％) 2(50％) 
共済組合事務 熊本大 85(97％) 85(97％) 4(100%) 4(100%) 
科研費経理事務 名大 55(63％) 48(55%) 1(25％) 1(25％) 
授業料債権管理事務 北大 62(71％) 57(65％) － － 
授業料免除事務 九大 54(62％) 49(56％) － － 
共通ファイル管理 京大   － － 
平均  76% 64% 62% 56% 

平均（共済を除く）  71% 57% 50% 41% 

（国立大学法人等情報化推進協議会資料より編集） 
→ 別紙１「汎用システム及び新システム稼動状況一覧表」（国立大学法人等情報化推進協議会） 
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（参考）財務会計システム（汎用システムではない）の導入実績（国立大学法人）19.4.1 
      地区 
 
 
ベンダー 

北

海

道 

東

北 
関

東

Ａ 

関

東

Ｂ 

関

東

Ｃ 

北

陸 
東

海 
近

畿

Ａ 

近

畿

Ｂ 

中

国 
四

国 
北

部

九

州 

南

九

州 

合

計 

富士通 5 2 1 1 6 1 4 5  1 2  4 32 
ニッセイコム 1 2  2 1 1 1  5   4  17 
ＮＥＣ  3 3 1 1  1   2   1 12 
ＳＡＰ    1  1 1   2 3   8 
Oracle         1    1 2 
ＮＴＴデータ     1 1        2 
公共ｼｽﾃﾑ研究所   1 1 1         3 
神田通信機 1    1  1 1      4 
日本ｼｽﾃﾑ開発     2   1      3 
ｱｸｾﾝﾁｭｱ   1     1      2 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾞﾝｸ   1           1 
dbMAGIC            1  1 
合計 7 7 7 6 13 4 8 8 6 5 5 5 6 87 
（国立大学法人等情報化推進協議会資料より編集） 
 
・学内独自のシステム 
 財務会計システムについては、法人化時に各大学がそれぞれパッケージソフトウェ

アを購入した。 
 一方、汎用システムから各大学独自のシステムへの自立が見られる。（主として人事

給与システム、科研費事務システム、授業料（債権管理、免除）事務システム） 
 グループウェアについては、全学事務を対象としたもののほかに各部局がそれぞれ

のシステムを運用しているなど、大学ごとに状況が異なる。 
  

・ネットワーク 
   各大学で学内ネットワークが整備されつつある。計算機センターなどの教員系組織

で教員・技術職員が管理運営している場合や、これとは別に事務系職員が運営してい

るところがある。 
 
・システム連携 
   各システムが統合されず、単独で運用されている。例えば、病院システムと財務会
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計システムのデータ連携はリアルタイムではなく、定期的に自動もしくは手動で行わ

れている。 
 
② ＩＴシステム活用に係る課題 
・統合化されていない組織 
  教員グループと事務系職員グループで、別の組織になっているところが多い。 
  各事務組織で開発・運用するため、システム毎にそれぞれのベンダーに任せきりの状

態になりやすく、結果として、大学全体の IT戦略作成、ＩＴ基盤設計、システム連携等
の障害になっている。 

 
・要員育成 
  経費削減目的のための過度のアウトソーシング化、ベンダーへの設計・開発・保守の

任せきりなどにより、学内に必要なスキルを持つ業務システム担当やＩＴ担当の要員が

育成できていない。 
  その結果、パッケージソフトウェア採用時に技術的問題を考慮せずにカスタマイズ要

求をしてコスト・パフォーマンスを悪化させること、当初から必要な機能を付けなかっ

たために多額の機能追加費用を負担することなどが発生している。 
  要員育成の必要性はかねてから認識されてはいる。ベンダーやＮＩＩ（国立情報学研

究所）等の外部研修には参加させている。しかしながら、ＩＴ専門職員の必要なスキル・

キャリアパス・処遇等が明確ではなく、育成体制ができていない。また、業務システム

担当職員のベンダー依存意識を改革する必要がある。 
 
・大学の姿勢 
業務改革、組織改革、ＩＴシステムを一体のものと考えていない。情報システム責任者

が業務改革、組織改革のチームに入ることによりトータルで効率化を達成するという仕組

みができていない。したがって、ＩＴ戦略を考慮していない業務改善に沿う形で情報シス

テムが導入されるため、システム導入が根本的な業務効率化につながっていない。（「業務

効率できるシステムか、継続的な業務改善ができるか、システム・人間の業務全体が効果

的に設計されているか、中長期的な視点で目標に向かって進んでいるか」） 
  ＩＴの高度活用によって大学の経営を変えていこうという発想がない。システム連携

によってデータを入学・就職・人事組織・病院経営・広報など広範な施策に反映させて

いないし、その必要性についての議論も少ない。 
  なお、一部の法人を除いて大半の法人では、CIO（Chief Information Officer 最高情
報責任者）が任命されている。 

 
・予算 
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  情報システム導入後の機能改善の予算が付かないか、予算獲得が困難である。法人化

以後、システム構築・運用の予算は、各大学の運営費交付金の中でやり繰りしなければ

ならず、継続した予算の確保が問題である。 
 
 
・大学間の連携 
  大学の事務処理には共通点が多く、大学同士の共同開発・共同運用あるいはＡＳＰ活

用が効果的である可能性はある。しかしながら、汎用システムは今後終了する予定であ

り、新たな連携の形態を作る必要がある。 
  （注）ASP：Application Service Provider 

業務用のアプリケーションソフトウェアをインターネットを利用して顧客

にレンタルする事業者あるいはサービス。ユーザのパソコンには個々のア

プリケーションソフトウェアをインストールする必要がないので、法人の

情報システム部門の大きな負担となっていたインストールや管理、アップ

グレードにかかる費用・手間を節減することができる。 

 
・ 内部統制 
 最近の大学への不正アクセス・ウィルス侵入事件、個人情報漏洩事件 

 システム上の課題を大学経営上の重要課題として、大学における内部統制に

ついて「ＩＴへの対応」を行うことが必要である。 
 
不正アクセス・ウィルス侵入、及び個人情報漏洩事故（事例） 
別紙２－１「システム及び個人情報事故」 

 
○文部科学省から国立大学法人等への要望事項 
  （平成 19年 5月 17日 平成 19年度第１回国立大学法人等情報化推進協議会） 

・ 情報化の推進 
    「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」が策定され、国立大学法人等を含む独立行

政法人においても、  

平成１９年度末までに、主要な業務・システムの最適化計画を策定し、業務運営の合理化

を実現すること  

独立行政法人等の業務・システムの最適化を実現するために、CIO・CIO 補佐官の設置等

に取り込むこと  

等を求められ、国の取り組みに準じた最適化を実施していくこと。 

・事務情報化の連携・協力 
    汎用システムからの自立まで、新たなシステム導入までの間は，全国協議会やシステム管理校の
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協力をお願いする。 

・ 情報システム運用上の留意事項 
   情報管理の徹底―― 個人情報の持出し等による漏洩等の防止（平成 18年 4月 21日付通知） 

情報漏洩防止の徹底（平成 18年 9月 14日付通知） 

   情報セキュリティポリシーとそれに基づく実施手順の策定、点検 

    機関内での責任体制の明確化 

最高情報セキュリティ責任者設置 

 情報セキュリティの維持管理を行う担当部署 

私物パソコン及び可搬媒体の取扱ルールの整備  

不正アクセス等の文部科学省及び情報処理推進機構への遺漏なき報告  

教職員の意識改革  

       著作権等の保護 

      コンピュータ･ソフトウェアの適正な管理の徹底 

      ソフトウェアの不正コピーなど著作権侵害の防止（教職員、学生） 

   ソフトウェア開発等の外注管理の徹底 

      委託先におけるドキュメントの取扱やデータの漏えい防止 

      再委託先を含めた委託先における作業及び情報の取扱体制の把握 

 
（２）ＩＴに関する監査事例の提示 
①情報システム・情報セキュリティ監査実施項目 
情報システム監査を含む情報セキュリティ監査については、主に経済産業省（旧通

商産業省）の基準・ガイドラインを利用して行う。 
（情報システム安全対策基準については、これに拠らずむしろ情報セキュリティマネジメン

トシステム（ＩＳＭＳ）による監査基準で監査を行うことが多くなっている。しかしなが

ら、当面ＩＳＭＳの認定を受ける予定もないことから、従来の情報システム安全対策基準

を利用することとする。） 
この基準・ガイドラインを参考にして、まず監事が監査実施希望項目を被監査部署

に提示する。ガイドライン記載の項目全てを行うことではなく、まず網羅的に行い、

その後必要があれば特定の項目に絞って監査する。 
監査項目（事例） 
 別紙３－１「情報システム・情報セキュリティ監査に関する基準・ガイドライン」 

   別紙３－２「情報システム・セキュリティ監査項目」 
 
  ＩＳＭＳ認証取得の目的で、ＩＳＭＳ認証基準による内部監査基準が制定され、内部

監査体制が整備されている場合、監事はこの内部監査の実施状況を参考に監査する。 
監査基準（事例） 
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   別紙３－３「情報セキュリティ内部監査基準」 
 
   （注）ＩＳＭＳ：Information Security Management System 

       ISMSとは、個別の問題ごとの技術対策のほかに、組織のマネジメントとして自らのリスク

評価により、必要なセキュリティレベルを定め、プランを持ち、資源配分してシステムを

運用することである。また、組織が保護すべき情報資産について、機密性、完全性、可用

性をバランス良く維持し改善することがISMSの要求する主なコンセプトである。 

      （財団法人日本情報処理開発協会） 

 

②個人情報保護監査実施項目 
  監事は、監査責任者に指名されている。 
   総務省行政管理局長通知（総管情第 85号 平成 16年 9月 14日） 

    文部科学省官房長通知（16国文科総第 64号 平成 16年 9月 17日） 

      独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について 

      「各独立行政法人等に、監査責任者を一人置くこととし、監事等をもって充てる。」 

    社団法人国立大学協会（国大協企画第 42号 平成 17年 2月 28日） 

      個人情報保護法施行に関する参考資料の提供について 

       別紙３ 保有個人情報管理規程（例） 

           「本学に、監査責任者を一人置き学長が指名する監事をもって充てる。」 

      

  各法人の「個人情報保護規則」（例） 
（監査責任者） 
 本学には、監査責任者を 1人置き、監事（常勤）をもって充てる。 
            （または、学長が指名する監事） 
 監査責任者は、本学における保有個人情報の管理の状況について監査する。 
（監査） 
 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査（外部

監査を含む。）を行い、その結果を学長及び総括保護管理者に報告する。 
           （または、総括保護管理者） 

 
 監査項目（事例） 
   別紙４－１「個人情報保護監査実施項目」 
   別紙４－２「個人情報保護チェックシート」 
 
③ コンピュータ・ソフトウェア等情報資産監査実施項目 
   業務活動に不可欠なコンピュータ・ソフトウェアの違法コピーの防止に関する管理
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体制を築くことが必要。（事業にとって必要なソフトウェアは何かを検討し、管理責任

者によるソフトウェアの購入・ライセンス取得・インストールなどの一元的な管理。） 
   ソフトウェアを情報資産として、管理体制の継続、定期的な調査・棚卸を行う。 
 
 監査項目（事例） 
  別紙５－１「情報資産管理簿（パソコン等）記入例」 
別紙５－２「情報資産管理簿（ソフトウェア）記入例」（記入上の注意） 
別紙５－３「コンピュータ・ソフトウェアの適正な管理状況 監査チェックリスト」 

   
④ 内部統制「ＩＴへの対応」監査実施項目 
   多くの業務において、IT への依存度が増大していることを背景に、「IT への対応」
は内部統制の基本的要素の一つ。 

    
 監査項目（事例） 
  別紙６－１「内部統制 ITへの対応 チェックリスト」 
 
（３）大学におけるＩＴ環境整備のチェックポイント 
・ ＩＴ戦略による大学機能強化：経営・教育・研究の革新 
・ ＩＴガバナンス確立：戦略検討部署、責任者、教職員ＩＴ化統合、客観的評価、ＩＴ資  

産管理 
・ 大学機能強化と革新のための対応策：ＩＴの効果的導入による新しい教育実施、最先端

学術情報基盤整備、事務システムによる円滑な決算業務 
・ 安全・柔軟な情報基盤整備：システム連携、データ互換性、適切な運用体制、システム

改善のための予算確保・要員配置、セキュリティポリシー策定・

情報セキュリティ対策・セキュリティ教育、ＩＴ関連リスクの理

解、情報専門職員の役割・機能・スキル・責任範囲明確化・人事

評価・育成体制、内部人材での対応とアウトソーシングすべき業

務の切り分け 
（参考：大学ＣＩＯフォーラム『大学革新のためのＩＴ戦略』（平成 18年 6月）） 

 
（４） ITへの対応に関する今後の方向 
 ①他の団体との連携・情報交換 
・ 各法人の監事がＩＴに係る監査を行うことになると、文部科学省、国立大学全体がＩＴ

に対してどのようなスタンスをとっているのかを知ることが必要と考える。国立大学法

人等情報化推進協議会（年 2 回開催）、電子事務局研究会へのオブザーバー出席を申込
むとともに、情報交換を行いたい。（平成 19年 9月開催の電子事務局研究発表会には参加した。） 
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・ 監事が IT 監査のヒアリングを行う対象である各大学の CIO（Chief Information   
Officer 既にほとんどの大学で指名済み）をとおして各大学の業務効率化を促すことに
なる。大学の CIOへの情報提供を行っているとなっている「大学 CIOフォーラム」（事
務局：マイクロソフト株式会社、株式会社三菱総合研究所）との情報交換を行いたい。 

 
②監査のための有効なツールの提供 
   総会後、各支部会において監事から出された要望により、IT 監査に関する具体的な
チェックポイントの提供を図りたい。なお、特別に新たな配付手段を設けずに、独立

行政法人国立大学財務・経営センターが毎月発行しているメールマガジン（国立大Ｆ

＆Ｍマガジン）に情報提供することを考えている。 
以上 

 
参考 
はじめに 
国立大学マネジメント研究会 
『国立大学法人における外部人材活用方策に関する調査研究』（平成 19年 7月） 

   http://tanalog.com/anum/2007/08/29/1188365574173.html 
独立行政法人国立大学財務・経営センター 
『大学財務経営研究 第 3号』（平成 18年 8月）所収「国立大学の将来像と大学改革の方向性」 

   http://www.zam.go.jp/n00/n000f003.htm 
『大学財務経営研究 第 4号』（平成 19年 8月）所収「法人化の現実と課題」 

   http://www.zam.go.jp/n00/n000f005.htm 
12ページ 

財団法人日本情報処理開発協会  http://www.jipdec.jp 
13ページ 
 大学 CIOフォーラム 
  http://www.microsoft.com/japan/education/univ_cio/default.mspx 
大学 CIOフォーラム『大学革新のためのＩＴ戦略』（平成 18年 6月） 

  http://www.microsoft.com/japan/education/univ_cio/download.mspx 
14ページ 
独立行政法人国立大学財務・経営センター メールマガジン（国立大Ｆ＆Ｍマガジン） 
 http://www.zam.go.jp/q00/q0000000.htm 
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Ⅰ 第 1回会合 
日時  平成 18年 3月 8日（水）11：00－15：50 
場所  学士会館（東京都千代田区） 
議事 協議事項 
１．当タスクフォース・チームの方向性検討 
  当タスクフォース・チームの役割は、 
  ・ 業務効率化を阻害する諸要因の徹底的調査・分析 
  ・ 業務効率化を担保する組織・体制のあり方の提案 
 である。チームの方向性を確認するために、メンバーで、「大学の改革を阻害するもの」、

「大学の効率化」に関して意見交換を行った。 
 
２．当タスクフォース・チームの役割に関する具体的検討 
（１）メンバーで、業務効率化に関して、以下の観点の順に討議した。 
  「業務効率化のきっかけ」、「教員と事務職員との関係」、「業務改善の取組」、 
  「経営協議会の機能」、「監事の業務効率化」、「監事・内部監査室・監査法人の関係」、 
  「監事の監査責任」、「大学のマネジメント」、「事務職員の意欲付けと研修」、 
  「教員と職員の関係適正化」、「人事交流」 
（２）討議の中で、メンバーから以下のキー・ワードが出された。 
  「人が中心」、「時間外」、「公務員の仕組の残存」、「人・物・金の文科省の関与」、 
「異動官職（文科省からの派遣幹部職員）」、「プロ意識」、「活性化」、「職場の緊張感」、

「職員参加型」、「管理職の責任」、「コミュニケーション」、「イコール・パートナー」、 
「特色ある取組」、「経営協議会」、「内部監査室」、「マネジメント」、「若手登用」、 
「プロパー職員」、「新入職員」、「教育・研修」、「意欲付け」、「積極的な人事交流」、 
「意識改革」 

（３）本日の討議のまとめ 
   チームとして、業務効率化に関する「阻害要因の調査・分析」、「組織・体制のあり

方の提言」を行うために、以下の検討を開始する。 
①「職員の意識・資質」、「教員と職員の関係」に焦点を当てる。 
②大学が評価委員会に提出する「17 年度業務実績報告書」の中で記載する「業務の改
善及び効率化」の事項を中心に精査し、特色ある取組を検証する。 
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（参考） 
第 1 回会合での具体的な討議事項 

 

１．「業務効率化」に関する、具体的討議前のメンバーの感想 

「業務効率化」タスクフォース・チームの方向性を討議するに当り、メンバーから「業務効率化」に関

する意見を出してもらった。意見は大要次の３つにまとめられる。 

○ 業務効率化に関して大学執行部と監事との考え方に相違（時には摩擦）がある。 

○ 監事が効率化すべきは監査に関してであって、大学業務の効率化ではない。 

○ 監事も大学業務の効率化について意見表明・提案をすべきである。 

 

（１）業務効率化に関して大学執行部と監事との考え方に相違（時には摩擦）がある。 

・ 大学では効率化について監事が具体例を提示すると執行部と意見がぶつかり合うことがある。 

・ 大学が何を考えてどっちを向いているのかよくわからないことがある。監事は、業務監査において、

大学が改善すべきことをしているのか問題点をぶつけていく。 

・ 大学では、業務の効率・非効率が何かわからない。監事としてはまず効率化とは何をしなければ

ならないのかという議論を始めたい。そもそも大学の効率化というのはよくわからないことがある。

そのような中で効率化の取組み方を議論していきたい。 

・ 大学執行部は、国立大学公務員の法律から外れたのに、今でも縛られていると思っているのでは

ないか。 

・ 規程を一般の民間企業が行っているような内容に改訂すれば、簡素化・迅速化がかなり進むこと

になると考える。 

 

（２）監事が効率化すべきは監査に関してであって、大学業務の効率化ではない。 

・ タスクフォースはいいことで、会計と業務についてはよくわかる。業務効率化を監事がやるというの

はよくわからない。業務効率化は監事よりもむしろ役員会がやることではないか。 

・ 大学の内部監査が未整備な現状では、監事が内部監査をも含めて守備範囲にいれることが望ま

しい。監事業務自体も効率化した方がいい。 

・ 効率化は民間でも大学でも大事で、やるべきことだ。しかし、実施するのは執行部である。業務が

どのように効率化されているのかを監査することに着眼点を置くべきだと思う。 

・ 大学の効率性を監査することは監事の仕事である。業務監査と会計監査とは一体化したものであ

る。監事業務の効率化はいいことだ。ただし、効率化の議論はいいが、監査報告書を書くときにど

うなるのか。標準的な効率化は不可能ではないか。 

 

（３）監事も大学業務の効率化について意見表明・提案をすべきである。 

・ 監事であっても大学組織への効率化の提案は積極的に行えばいい。監事同士のネットワークを期

待している。 
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・ 問題の指摘はできるが、大学には企業と異なる要素がある。監事も大学執行部といっしょに考え

て代案を示さないとなかなか進まない。問題分析・方向性・可能性について、監事も考え方をもつ

方がいい。 

・ 大学における教育・研究・社会貢献全ての活動は「人」が中心に動いている。「人」をどうするかが

大学の効率化のキーポイントとなろう。分析して人事組織の改編等の提言はできる。 

・ 効率化を監事が行うかどうかという意見はあるが、やるべきである。 

・ 大学は何十年間も同じことをやってきている。業務のさばき方に工夫がないので、当然の如く業務

量が増えてきているのが現状である。解決するには、業務の中身を精査して、減量化を図ることが

必要だと思う。加えて、監事が業務効率化の提案をしなくてはならないと思う。 

・ 国立大学時代の公務員の仕組みを変えていく、監事協議会として「無駄な仕事はやめろ」と言うこ

とは意味がある。これこそ、法人化制度のメリットである。 

・ 監事協議会総会で文部科学省幹部は、「従来の基準・慣行にとらわれず、それを改革することを

監事に期待する」と言われた。（末尾（注１）参照） 

 

２．大学の改革を阻害するものは何か、効率化の遅れとは具体的に何か 

 大学の改革を阻害している事例やその要因に関して、次のような意見が出された。 

○ 文部科学省あるいは制度設計上の問題 

・ 法人法施行に当たって、監事制度について全く議論がなかった。 

・ 異動官職にみられる文部科学省による人事。（末尾（注２）参照） 

・ 文部科学省は財務会計の基本をよく理解していない。例えば平成 17 年 4 月に財務関係の職員が

大幅に替わった。文部科学省は、大学の財務部門で一番忙しいのが 4～5 月ということを知らな

い。 

 

○ 大学教職員の意識・資質・研修制度の問題 

・ 大学教職員からは「大学には効率化はなじまない」という返事がくる。 

・ 職員にプロがいない。プロ意識がない。3 年位で替わる。 

・ 非常勤の方が常勤よりも仕事ができる、人材派遣会社の職員の方が仕事をよく知っているケース

も多い。 

・ 「効率化は監事の問題ではない」という意見がある。 

 

○ システム上の問題 

・ 科研費の計算は手作業で、会計システムへの入力は転記しなければならない。コンピュータ・シス

テムは全大学共通だから全国で同じことが起こっている。 

 

３．業務効率化とは何か、効率化を意識して打ち出されている施策は何か 

○ 業務効率化の意味 
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・ 効率化とは、インプットに対するアウトプットの大きさではなく、一人の人間が決められた時間で業

務を処理する速さを意味する。決して金額で計られる効率化を意味しない。 

・ 法人化の目的は効率化である。大学が行っている施策が妥当かどうか監事として放っておけな

い。 

・ 業務監査と会計監査の間には密接な関係があり、効率化を指摘していかないと業務監査と会計

監査は機能しなくなる。 

 

○ 業務効率化を意識して打ち出され始めた大学や文部科学省の方針 

・ 学長の発言権が大きくなった。 

・ 財務部門が効率化を意識して変わりはじめた。 

・ 各大学で、各大学独自の基準で職員の採用を始めた。 

・ 文部科学省は監事協議会の意見を真摯に受け止めている。タスクフォース・チームの文書は国立

大学法人支援課長にも送っている。文部科学省のトップは、監事協議会、タスクフォース・チーム

に深い関心を持っている。監事や外部の目で大学改革を推進してほしいと言っている。文部科学

省国立大学法人支援課では、「玉さえくれれば打つ」と言っている。 

 

○ 監事として現状でもできること 

・ 監事は折に触れて外部発信していかなければならない。新聞などで発言することは非常に有効で

ある。大学は、大学としての広報業務に積極的に取り組む必要がある。 

・ 監事研修については、代表世話人会でも話が出た。各大学の監査計画書の交換、情報交換とい

うこともできる。 

・ 大学には「監事はケムタイものという意識」があるのは否定できない。民間企業では会長や社長が

社外監査役を選んでいるが、それでも社外監査役は自由にモノを言える。民間企業の社外監査役

のように、同様に、監事の独立性が重要である。 

 

４．業務効率化に関する具体的検討 

（１）業務効率化のきっかけ 

○ 労働基準監督署による立入調査 

・ 特に附属病院において、賃金不払残業に対する時間外手当を支払うよう労基署の勧告があり、全

額支払った。一時的に手当の支払額が増加した。 

・ 時間外手当を増やさないためには仕事自体を減らすことだと事務職員が気付き、プロジェクトチー

ムを作って動き出した。 

・ 時間外の問題は一般職員ではなく幹部・管理職の責任であり、職員の健康管理の問題に直結す

るとの認識ができてきた。 

・ 内部監査室が時間外の減少していない部署を監査することにした。 

・ 特に恒常的に時間外が多い部署については、監事が役員会で指摘・報告する。監事が嫌われて
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情報が来なくなると困るが、ある程度の緊張感を職場に持ってもらうことが必要である。 

 

○ コンサルタントを入れて合理化を推進 

・ 事務職員のうち優秀な者数人のチームとコンサルタント会社とが組んで合理化に取組んだ。 

・ まずはコンサルタントを入れて合理化を始め、第二ステップは自分たちで実施し始めた。 

・ 附属病院でコンサルタントを入れたが、コンサルタント任せではなく、職員参加型で、最終的には

事例発表会も実施した。コンサルタント自体を附属病院の常勤顧問とし、一定額の資金を投じて合

理化を推進している。 

・ 大学の素人集団だけでやっても実際には動きがとれない。大学の中にプロを入れて職員と一緒に

合理化を実施する。 

 

（２）教員と事務職員の関係 

○ パートナーシップ 

・ 教員と事務職員のパートナーシップは困難である。教員の方が産学連携などの競争社会におり、

事務職員は社会の動きや競争には鈍感ではないのか。しかしながら、パートナーシップは業務効

率化には欠かせないものである。 

・ 一方、集団としての教員にやる気を持ってもらうのは難しいことが多い。 

 

○ 教員評価の指標 

・ 理系ではランキングで大学評価を上げようという意識がある。しかし、文系にはその意識が少な

い。 

・ 文系の指標の取り方について、社会貢献や芸術文化の評価も取り入れてはどうか。そのためには

兼業・兼職許可の工夫が必要である。 

・ 各大学での評価の取組を事例集としてまとめることも考えられる。 

 

（３）業務改善の取組 

○ 民間企業の経営改善チームの導入 

・ 学長による業務改革の一環として、コンサルタントではなく、民間企業（大手百貨店）で実際に経営

改善に取り組んだチームを大学に呼び、大学の各部署を回ってヒアリングをしてもらった。事務部

門は民間企業が大学に入ることに当初は抵抗したが、1 年後に再開して実施した。 

 

○ 業務実績報告書のチェック 

・ 各大学が 6 月末までに国立大学法人評価委員会に提出する「業務の実績に関する報告書」中の

「業務運営の改善及び効率化」の項目について、監事がチェックしコメント・評価することの提案が

あった。 
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（４）経営協議会の機能 

○ 経営協議会の実態 

・ 法人化以前の運営諮問会議の雰囲気を引き継いでおり、実態上は審議ではなく報告会となってお

り、制度設計上の機能を果たしているとは言いがたい。 

・ 大学側には、外部の人に対して抵抗感があり、形骸化あるいは活用しないという動きが感じられる

ことがある。 

・ 外部委員は大学のことをよく知らずに大学外の感覚を大学にぶつけてくる。一方、大学側は外部

のことをよく知らない。結果的に、大学側は外部委員の意見を受け止めて議論を深めていない。ま

た、1 回 2 時間程度しか開催時間がないので、個々の委員は十分な意見が言えない。 

 

○ 経営協議会の活用 

・ 経営協議会は年に数回しか開催されないので、協議会開催前に予め説明または資料を提供した

上で、議事進行するなど工夫すること。 

・ 外部委員の発言に対して、遅くとも次回経営協議会までには回答をすること。 

・ 例えば、米国の大学経営。外部者に学長任命権限がある。外部者と学長等幹部は 2 日間かけて

議論し、さらに分科会でも細かく議論を続けて大学に注文をつける。 

 

（５）監事の業務効率化 

○ 監事監査業務の範囲 

・ ある大学の事例。監事監査と内部統制監査の両方を行う。内部統制チェック項目を提示して監査

し、被監査部署に監査調書をフィードバックする。監査結果はその都度、学長、理事、事務局長に

提出する。本来ならば、大学としてＰＤＣＡサイクルを回して独自の責任で業務を実施すべきである

が、文部科学省という要素があるので、ＰＤＣＡサイクルを理屈どおりに回せない可能性が大きい。 

・ 監事として、教授会や附属病院運営会議に出席しているケースもある。しかし、大きい大学ではど

こまで会議に出席するかが課題で、テーマごとに部局を選んで監査しており、教授会レベルまでは

不可能である。 

・ 監事の業務効率化は重要なことである。どの範囲まで行うのか、監査法人・内部監査室の役割ま

で踏み込むのかということが課題である。 

 

（６）監事・内部監査室・監査法人の関係 

○ 内部監査室の所属 

・ 内部監査室は学長直轄の専任で、さらに監事の補佐も行うというのが本来のあり方である。しかし

ながら、多くの大学では、財務・総務部門から仕事を引き継いで持ってきているというのが実情で

ある。会計検査院・文部科学省の対応や科研費監査も行ってしまっている。かえって財務部門で

はその分仕事が楽になっている。 
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○ 内部監査室長のポスト 

・ 現状では、学長直属であっても課長級の場合は部長にモノが言えない。部長級では機動性に欠け

る。 

・ 内部監査室員が 2～3 名だと休日取得など労務管理がしにくい。 

・ 監事直属としている大学もある。 

 

○ 監査のあり方 

・ 内部監査室など組織として内部監査部門ができているか否かは別にして、内部牽制チェックやシ

ステムを構築する体制を事務当局にとってもらうことが必要である。別の課の人が労務や安全を

チェックするなど、内部監査室という組織がなくても、事務組織の中で、内部統制の意識を醸成し

ていくことが必要である。 

・ ３つの監査組織（監事・内部監査室・監査法人）の役割分担、監事のサポート体制について実態は

どうなっているのか調査しなくてもよいか。 

・ 各大学個々に監査組織の役割分担、監事のサポート体制ができつつあるが、あまり固まっていな

い今のうちに、国立大学法人全体としてある程度の基準を設けることが必要だと考える。 

 

○ 監事の監査責任 

・ 監査法人の会計監査の見逃しを監事も見逃した場合、監事の責任はどうなるのか。また監事が監

査法人と同じ仕事をしていてはかえって効率が悪い。 

・ 監査責任を果たすために、監事は相当の注意をして監査をすること。具体的には、書類だけでは

なく、現場へ言って監査すること、監査法人に監査状況を聴取すること、自分で監査項目を作って

監査することなどがある。万一会計の誤りがあった場合、まずは大学の執行部の責任である。 

・ 監事の監査責任については、平成 17 年 10 月の東海北陸支部での勉強会資料が参考になると思

われる。 

 

（７）大学のマネジメント 

○ 学長選挙 

・ 法人法では、学長選考会議により学長が選ばれる。選挙は関係ない。 

 

○ 教員によるマネジメント 

・ 教員はステップを踏んで経験を通してマネジメントを学ぶべきである。例えば、50 歳前後の若手を

登用して部局・センターの長として経験を積み、学部長、副学長、理事としてステップを踏むこと。

センター長については、55 歳以下など定年を設けることも考えられる。 

 

○ 理事と教授の兼務 

・ 理事職は激務であるが、もう一度学部に戻って十分な研究ができるのかが問題である。 
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（８）事務職員の意欲付けと育成 

○ プロパー事務職員の登用などの人事制度改革 

・ プロパー事務職員を思い切って理事にまで登用できるような人材育成が必要である。当面すぐに

は異動官職を飛び越えてプロパー職員が理事になることは困難であるが、適切な管理職教育をす

べきである。 

・ プロパー職員が課長、部長になれるということがないと、事務職員の意欲付けがなくなる。特に、

手始めに部長ポストを異動官職ではなく、プロパー職員から登用すること。 

・ 学長が、教員のみならず部課長以上の事務職員の人事権を持ち、一定の規模にまで順次異動官

職制度を縮小していくこと。 

 

○ 事務職員の育成・研修・意識改革 

・ 長期的な展望で事務職員を育成することが必要である。 

・ 最近は、新入職員が失望して辞めていくことが多く、定着率が低いようである。新入職員について、

少なくても 1 ヶ月位徹底的に研修を受けさせること。法人化した大学へ希望に燃えて入ってきた大

卒職員に対して、長期間大学にいる幹部だけが研修の講師をしていてはダメである。外部講師も

活用して、しっかりと鍛えること。 

・ 私大のように、若手も中間管理職も、さらには理事にもしっかり研修を受けさせないといけない。 

・ 人事課は、職員の意欲付けや研修・育成指導をすることが本務であることを認識してほしい。意識

改革してほしい。 

・ 教員が主、事務職員が従という壁や、教員と事務職員との相互不信感を取り払うこと。そのために

も、事務職員に心の研修や技術的な研修（パワーポイント等パソコン操作も含む）を受けさせるこ

と。 

・ 人件費抑制、定員削減などのリストラや、来るべき道州制による地方大学の逆境を切り返すため

にも、職員の資質向上、特に若手を大事にすることが必要である。 

 

（９）人事交流 

○ 異動官職を通した積極的な人事交流 

・ 制度としての異動官職はなくなっているが、実態上は存在している。今は、学長の了解を取らなけ

れば異動官職を異動させられない。学長次第で大きな違いが出てくる。 

・ 文部科学省とのコミュニケーションをとるための、異動官職を通した積極的な人事交流は行うべき

である。文部科学省は文教行政を行っており、現場の大学の状況を経験して政策立案することが

必要である。また、近隣国立大学法人、私立大学、県などとも人事交流はすべきである。 

・ 異動官職がほとんどの管理職を占めていることがむしろ異常である。一方、人事交流は絶対必要

であり、自大学だけで人事をすると職員は育成できない。難しい問題であるが、監事として望まし

いあり方は提言すべきである。 
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５．まとめ 

長期的に取組むべきテーマであり、直ちに効果が期待できるとは限らないが、「職員の意識・資質」、

「教員と職員の関係」に焦点を当てる。そして阻害要因を分析して、提言を出すことにする。監事監査

の効率化そのものではなく、人事制度に積極的に目を向けていきたい。このことは、現状では監事でな

いとできにくいことかもしれない。教員と事務職員とのイコール・パートナーということは頭ではわかって

いても、現実には教員が主、職員が従という意識がある。これをバランスするような関係にしていかなく

てはならないと提言していきたい。 

次に、各大学の業務効率化への取組に関して、国立大学法人評価委員会に提出している「業務実

績報告書」の中の「業務運営の改善及び効率化」の検証をしていきたい。 

 

以上 

 

（注１）国立大学法人等監事協議会設立総会議事録によれば、文部科学省大臣官房審議官（高等

教育局担当）の徳永保氏から、来賓挨拶として次の発言があった。 

     「国立大学の法人化は大学改革の一環として行われたものであり、一般の独立法人とは

異なる。大学の質の向上、業務の効率化、交付金を中心とした財務運営について的確な

業務監査を実施してほしい。財務戦略と教育研究戦略の一体化、資源配分の自立、資

金管理の弾力的運用などを含め各大学それぞれの運営に適した具体的な方法を学長、

理事と協力して是非確立してほしい。」 

なお、徳永審議官の挨拶は、一部監事のメモでは次のように記録されている。 

「自分は国立大学法人を担当している。国立大学法人については、包括的な業務規定と

なっている。（はっきりとした規定になっていない。） 国立大学法人は大学改革の一環で

ある。活発で高度な教育研究が究極の目標であり、この点において、業務の効率化を主

眼としている一般の独立行政法人とは異なる。一方、中期計画等で「教育研究の質の向

上」と「業務運営の効率化」という２つの目標を掲げており、これについて監査をしていた

だかなくてはならない。国立大学法人の財源は主に運営費交付金であり、大学全般の財

務運営・経理的な取扱いをチェックしていただかなくてはならない。 具体的な財務運営を

文部科学省で描いているわけではない。これから作り上げていくところである。各監事が

大学での組織・運営との関わり方について時間をかけて実施してほしい。外部人材の導

入は監事制度の中核的なものである。大学によって規模・特性は異なるが、各監事の意

欲的な取組みを期待している。その意味で情報交換は有意義である。 法人化のメリット

は、「財政運営の自立化」、「教育研究戦略と財務の一体化」、「定員・予算等資源配分の

自立性」、「従来の会計規則ではない資金管理制度」であり、各大学で法人化の趣旨に沿

った制度設計で運用してほしい。 先行独法は平成１６年から見直し案を作り、特殊法人

は平成１５年から厳しい見直しをしている。監事の各法人での貢献を期待している。」 
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（注２）異動官職について 

（『大学改革の現在―講座「21 世紀の大学・高等教育を考える」第 1 巻』東信堂 平成 15 年

9 月 10 日 第 9 章「職員と大学改革」（山本眞一（筑波大学教授（当時）））より抜粋） 

      国立大学の職員の中では、三つの昇進パターンがあることがわかる。このうち検討を要

するのは、図９－２（略）の中ほどの昇進ルートをとる職員についてである。（中略）そのう

ちおよそ二千人は事務局長、部長、課長など、大学の事務局をリードする管理職である。

かれらは通常、国家公務員試験のⅡ種あるいはⅢ種の試験の合格後、各地の国立大学

の事務職員（係員）としての職を得るが、二十歳台半ばに文部本省に転任して、係員→

係長として十数年を過ごした後、全国の国立大学のいずれかの課長としての職に転ず

る。そのうちのある者は、数年後、再び文部省に戻り、課長補佐として数年を過ごし、そ

の後大学事務局の部長として転出する。いずれのケースも、二、三年ごとに大学を移りな

がら、課長から部長、部長から事務局長へと次第に上級の職位に異動していく。きわめて

少数ではあるが、文部省採用のキャリア官僚が、事務局に出向することがある。もっと

も、近頃は大学事務局長の何割かは、このキャリア官僚の公務員生活の最終ポストとし

て占められるようになってきた。 

      以上に述べた以外の、大多数の大学事務職員は、同じ大学に若い時から定年を迎える

まで勤めつづける。かれらの昇進スピードはきわめて緩慢であるが、逆にいうと、転勤の

必要のない安定的な職場であろう。 

      このようなキャリアパスの三層構造は、過去数十年にわたってつづいてきた。このシステ

ムは、文部省にとっては将来の有能な大学アドミニストレータを、自らが新規採用すると

いうリスクを伴わず、各大学にすでに勤めている職員の中から見出せるという点で大きな

役割を果たした。また、文部省における十年ほどの勤務経験により、文部省の官僚制へ

の親和性を高め、また、国の政策の裏の意図まで深く理解するだけの能力をかれらに身

に付けさせる点でもうまく働いてきた。文部省の方針を探り、それを大学の教官組織に伝

えるとともに、少しでも多くの予算を獲得することが、かれらにとって重要な任務であるか

らである。しかしかれらは、大学から他の大学へと次々と変わるので、一つの大学に対す

る同情心・忠誠心という点では問題がある。また、頻繁に異動を重ねる中で、その精力の

多くは学内及び対政府との利害調整に費やされ、長期的視野に立った大学経営やその

ための手法・知識を学ぶ機会はあまりない。 

      大学間を移動しない下級の事務職員についても、問題がある。それは、かれらが広い視

野に立った研修を受けるチャンスに乏しいというだけではなく、そのような研修へのインセ

ンティブにも乏しいからである。これまで筑波大学大学研究センターで実施した研修プロ

グラムへも、多くは私立大学職員の参加であって、国立大学からはごくわずかのきわめ

て熱心な一部の職員が参加したにすぎない。 

     （中略） 
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      研修プログラムを通じて、多くの参加者が指摘していたのは、教員と職員の考え方の違

いである。教授たちはそれが教育・研究上の必要性あるいは熱意から出たものとはい

え、政府や大学の設定したルートを外れるか、あるいはそのぎりぎりのところで行動しよう

とする。職員は、立場上、そのルールを守る側に立たざるを得ない。教授会運営の不合

理さを指摘する声も大きい。とはいえ、職員の側にそれを積極的に改革しようというイン

センティブも弱い。それは上述したように、国立大学では、管理職は大学間を頻繁に移動

し、また一般職員は改革をリードする立場にはないからである。私立大学においても、教

授会中心の大学運営は伝統校を中心に、思いのほか浸透している。 

      参加者はまた、大学運営のための知識・技術の修得に意欲を示した。考えてみると、わ

れわれはあまりにもゼネラリストを大切に考えすぎてきたようだ。素人の教員集団がパー

トタイム的に大学運営の中枢を担い、本来は玄人であるべき職員集団は、その機会と立

場を与えられないまま日常の事務処理に追われているという状況では、おそらく二十一

世紀型の大学としては成り立たないのではないか。 

      （中略） 

      いずれにせよ、大学を教員だけで動かせる時代は去った。これからの複雑多様な社会状

況に大学が適切に対応するためには、少なくとも管理運営に限っていうならば、教員と職

員、その両者の協力、そしてできれば一体化した組織体制が必要であろう。 
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Ⅱ 第 2回会合 
日時  平成 18年 8月 9日（水）12：30－17：10 
場所  キャンパス・イノベーション・センター（東京都港区） 
第 1回会合（平成 18年 3月 8日開催）以降の主な活動 
第 1回会合の議事録及び議事録別冊をメンバーに送付した。 
「平成 17年度業務実績報告書」の調査に関して、委員長からメンバーに提案した。 
業務効率化に関する質問事項（アンケート）を、メンバーを通して各支部の全監事に

依頼した。 
質問項目  
1.1 「平成 17 年度業務実績報告書」のうち「業務運営の改善及び効率化」のページ
をメンバーが各支部監事から入手すること。 

1.2 「業務運営に改善及び効率化」に関する、大学と監事の考え方のギャップと改善
の方策 

2.1 職員の意識や資質を高めることに関する障害・阻害要因と向上の方策 
2.2 教員と職員の関係の障害・阻害要因と改善の方策 
2.3 その他、組織面、人事適正化及び事務効率化・合理化に関する障害・阻害要因と
改善・向上の方策 

業務効率化に関する質問事項への回答を取りまとめ、集計版とその要約版の 2 種類を
メンバーに送付した。 

議事 協議事項 
１．業務効率化に関してまとめた資料の説明と意見交換 
 事前にメンバーに配布した集計版及び要約版に基づき、主に「大学と監事の考え方のギ

ャップ」について補足説明と意見交換を行った。 
（１）「平成１７年度業務実績報告書」について 
①各法人で効率化推進の努力をしていることがわかる事項 
各監事からの説明 
・ 業務報告について、得心できる箇所もあった。 

例 業務実績報告書を一般市民向けに要約して公表。 
学内向けに学長マニフェストを公示。 
近隣の複数の大学で共同して物品調達（5品目）。 

・ 法人化後の経費節減の事例 
   キャンパスが分かれている大学では法人化後、TV 会議導入などで 16百万円経費節
減できた。 

・ 業務実績報告書に記載されている事項が実際に実施されているのであれば、その大学で

は効率化を推進していると言える。大学執行部もさることながら、監事が繰り返し指摘

している大学で効率化が行われているように見える。 
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   例 職員・組織の目標による自己評価（目標管理シート）・フィードバック 
     職員の海外派遣研修、法科大学院派遣、チーム制・グループ制組織 
     異動までの勤務年数の 5年程度への延長 
     異動希望調書への過去の実績・異動希望先での目標の記入 
・ 業務運営効率化取組状況の事例として①業務改善・合理化・簡素化、②抜本的改革など

が各大学の業務実績報告書に記載されている。 
・ 業務実績報告書の分量は、平均すると 15 ページ、最多 22 ページ、最少 8 ページ。進
捗状況は、平均でⅢ（年度計画を十分に実施）が 78%、Ⅳ（年度計画を上回って実施）
が 22%。Ⅲ：Ⅳ＝55：45の大学もあった。各項目の評価を、他大学を参考にしながら
やればいのではないか。 
例 大学憲章、グランドデザイン、男女共同参画、女性教員登用、 

     法人化 2年目から次期中期計画、ＰＤＣＡ・目標管理、学長諮問機関、 
     提案制度、懸賞、危機管理室 
・ 業務実績報告書での特記事項 
   例 航空機半券不要の旅費システム、事務能率向上（事務系職員の提案制度） 
     就職・広報・医療事務部門での学外者採用 
 
② 各法人がさらに努力すべき事項 
各支部からの意見 
・ 業務実績報告書は形式的過ぎる。実態に即したものであってもいいのではないか。 
・ 実態とは大分違うのではないか。業務実績報告書だけでは効率化の状況が見えてこな

い。コンサルテーションを使いこなしていない。 
・ 業務実績報告書は単科も総合大学も同じやり方で記載している。実態を反映して、異な

ってもいいのではないか。 
 
（２）個別問題に関する説明及び意見交換 
①中期目標・中期計画 
○ 目標・計画のあり方 
・ （障害）中期目標・中期計画の不備があっても固定的で変更できないのはおかしい。ま

た、事務当局が年次計画までも変更できないと言うのもいかがなものか。経営計画を誤

認しており、このままでは経営は不可能である。 
・ （障害）中期計画を変えたくても変えられない、目標が多すぎるなどの課題がある。 
・ （障害）大学の経営戦略が具体的でなく、中期目標・中期計画の立て方に大学と監事の

ギャップがある。 （対策）むしろ年度計画を目標とすべきである。 
○ 中期計画期間 
・ （対策）中期計画期間は現状の 6年から 3年にすべきではないか。 
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② 教職員の意識改革 
・ （障害）教員は減ることに抵抗感がある。 
・ （対策）教授会のあり方、さらには教員の意識改革が必要である。 
・ （対策）国立大学は変わりつつある。あとはスピードの問題。 
 
③ 業務のやり方、組織・会議体、文部科学省 
○業務のやり方 
・ （障害）学長によっては、トップダウンではなくボトムアップでやっていきたいという

方針がある。 
・ （対策）人件費削減の一環として、教員欠員補充を 6ヶ月間凍結した。 
・ （対策）人件費は５％以上に減らしてもいいのではないか。 
・ （対策）例えば人件費については、個々の大学で言ってもしようがないのではないか。

監事協議会として意見を言うべきである。大学は人が資源である。給与の削減を安易に

やってはいけないのではないか。 
・ （対策）まずは業務を変えること。その一環としての事務局長制度廃止もありえるし、

現に実施した大学もある。 
・ （対策）事務局長の制度については、全国の事務局長の会議で議論してほしい。 
・ （対策）仕事中心・競争的人事を作ることが必要。 （障害）異動官職。 
・ （対策）自己評価よりも、工程表を作ってのプロセス管理が大事である。 
○組織・会議体 
・ （障害）役員会で規則の制定に時間が取られている。 （対策）規則制定の議題につい

ては持ち回りも利用してはどうか。 
・ （障害）経営協議会について：開催頻度が少なく時間も限られている。  
・ （対策）経営協議会にせっかく大学人でない人（経営協議会委員、学長選考会議委員）

を大学に入れたのであるから、法人の重要戦略に係わる事に利用してほしい。教員の評

価制度については学部の意見を聞くべく、経営協議会で議論した大学がある。 
○内部牽制 
・ （障害）内部牽制の弱体化が見られる。①法人化で制度を変えるときに、組織（監査部

署）としての内部牽制も切ってしまった。②監査室の仕事の中身が変わってきている。

随意契約の金額も下がってきている。 
・ （障害）現状の購買の課題として、二重払い、請求書の日付空白などのケースがいまだ

にある。 
・ （障害）法人の中の組織（研究所）によって購入単位が異なる。これは今後チェックが

必要。 
・ （対策）人件費・物件費の管理に関して、組織としては各大学の財務部契約課が行うよ



別冊  業務効率化タスクフォース・チーム会合記録 
 

 
 

 

15 

うになっているが、大学で共同集中購買をしてはいかがか。 
○文部科学省の介在 
・ （障害）法人化で学長に権限があるが、実質的には「人物金」の面で文部科学省の許可

が必要となってしまっているのではないか。 
    例 人：教職員の異動・辞職が自由にできない。文部科学省からの異動官職。 
      金：「収入―支出＝０」で次期に繰り越していない。 
 
④ 監査の方法 
○これまでのやり方 
・ 監事として幹部職員に様々な問題を説明しアピールした。 
・ 例えば A 大学では、通常の監査法人の会計監査のほかに、別の監査法人のコンサルテ
ーションを入れて内部監査をし、監査を二重に行った。（B 大学でも数百万円かけて別
の監査法人にコンサルテーションを依頼した。） 

○今後のやり方 
・  個人情報保護の監事監査を強化していかなければならない。 
・ 大学は早急には変わらない。まず監事は大学（とりわけ学長）に信頼感を持ってもらう

ことが必要である。 
 
⑤ 附属病院 
・ （障害）課題は医師・看護師不足、不採算診療、病院の建替え、建物・設備の耐用年数。 
・ （対策）病院事業については、効率化はわかり易い。 

附属病院に関する監事のタスクフォースを立ち上げることも考えた。 
 
⑥ 効率化の本質 
効率化そのものの定義に関して問題提起があり、意見交換した。 
 （前提）効率化の定義は民間とは異なる。 Productivity ≠ Efficiency  
 （障害）例えば教育や入試のネット・コストを計算した上で授業料や受験料を決めてい

るのか。セグメント情報がまったくわからない。 
 （障害）人件費の削減は現場では切迫感がない。 
 （障害）効率化と教育･研究は対立する概念もある。 
 （対策）仕事に工夫を入れなければならない。地方国立大学では私学との格差が開く。

コンサルテーションも必要だ。 
 
⑦ ＩＴ化 
・ （障害）例えば科研費関係はいまだに手入力である。各大学のシステム・インテグレー

ションは進んでいないのではないか。当初ある程度のシステム化予算を組むことによっ



別冊  業務効率化タスクフォース・チーム会合記録 
 

 
 

 

16 

て相当効率化・合理化が図れるはずである。 
・ （対策）今後、ＩＴ化の現状に関して、当チームで整理してみてはいかがか。 
・ （対策）企業が取組んでいる内部統制において、「ＩＴへの適応」は重要な監査事項で

ある。 
 
２．課題の提起 
○ 公務員意識 
   機関不滅論 → 機関保護優先 → 危機意識なし 
   指導者意識 → 過剰な指導、指示待ち 
   規則重視  → 前例主義、慣習主義 
   端的な表れは、国立大学法人法第 1条（目的） 

「・・・、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展

を図るため、・・・国立大学法人の組織及び運営並びに・・・大学共同利

用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。」 
          → 中央も地方もどこも潰れないこと＝機関不滅 
○ 非常勤監事が増加している。（＝常勤監事が減少している。） 
○ ＩＴ化の問題     つぎはぎだらけのシステムで全くインテグレーションがない。 
○ 職員の資質の問題 
   学長・理事の研修が必要である。 
   若手の研修が必要である。一方、中級者も上級者も上げていかなければならない。 
   大学発展には資質向上・人材育成計画が不可欠である。 
   資質の高い職員を活かしていない。職員に決定権を持たせるべきである。 
 
３．本日の討議のまとめ 
業務報告書を切り口として、大学執行部・教職員と監事の考え方のギャップの類型化は

複数の支部で行われ、今後全支部からの回答結果に基づきさらに分析を行う。 
本日は、「職員の意識・資質」、「教員と職員の関係」について詳しくは討議できなかった。

しかしながら、これもすでに全支部からの回答を集計しており、今後分析した上で有効な

改善案を提起していきたい。 
本日提起された「ＩＴ化の現状」調査については、監事協議会のＩＴ有識者とも相談の

上、方法を検討する。                             
 以上 



実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用９ｉ 外部委託運用 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 みずほ総研 未定 未定 未定 財務会計システム(ニッセイコム)

未定 2007.02 未定 未定 未定 2007.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定
未定（大学教育情報システム（日本システム
技術（株））か他のシステムを検討中）

未定
未定（財務会計システム（神田通信機
（株））か他のシステム検討中）

未定 未定 未定 未定

汎用9i 授業料債権管理システム Excelにて運用 科学研究費等補助金システム

未定 さくらケーシーエス 独自開発 公共システム研究所

未定 2006.11 2006.04 2005.04

汎用７ Accessにて運用 Excelにて運用 Accessにて運用

未定 独自開発 独自開発 独自開発

未定 2005.04 2004.04 2006.04

汎用７ 汎用９ｉ 汎用７ 汎用７

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用７ 汎用７ 汎用９ｉ 汎用７

未定 未定 未定
財務会計システム(富士通北海道システ
ムエンジニアリング検討中)

未定 未定 2007.04 2007年度（予定)

汎用７ 学費管理システム Excelにて運用 汎用７

未定 札幌コンピュータサービス 独自開発 富士通 or 公共システム研究所

未定 2004.04 2004.04 2008.04（予定）

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

汎用９i VerUP メーカー未定（授業料債権管理事務システム）
（授業料債権管理事務システムに組み込む予
定）

メーカー未定（科学研究費等補助金経
理事務システム）

2007.08稼働予定 2007.08稼働予定 2008.04稼働予定 2008.04稼働予定 2008.04稼働予定

NC人くん・NC給くん 汎用７ - 汎用７ 財務会計システム科研費オプション

ニッセイコム 未定 （独自開発） ニッセイコム

2007.02 未定 2008.1 2006.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

2007.11（稼働予定） 未定 未定 未定 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ - 財務会計システム（科研費オプション）

未定 未定 未定 未定 ニッセイコム

未定 未定 未定 未定 平成19年6月(予定）

- 汎用７ 汎用７ 汎用７ - 科学研究費管理システム

未定 未定 財務会計システムGLOVIA連携オプション(富士通)

2008.3（稼働予定） 未定 未定 未定 2007.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定

未定 未定

北海道大学

北海道教育大学

室蘭工業大学
2006.11

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

汎用９ｉ

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

2007.1１(導入予定）

小樽商科大学

帯広畜産大学

旭川医科大学

北見工業大学

弘前大学

岩手大学

東北大学

宮城教育大学

秋田大学

山形大学

汎用７

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

2008.11(導入予定)

新人事給与システムUPDS

サイエンティア

2007.11（導入予定）

汎用７

サイエンティア　or  沖電気

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

2007.03

汎用７

2008.01(導入予定）

新人事給与システム（調達手続中）に移行予定

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

新人事給与システム（調達手続中）に移行予定

CampusSquare（新日鉄ソリューションズ）のオプションに移行予定

2007.10（稼働予定）

新人事給与システム（調達手続中）に移行予定

2008.02（稼働予定）

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
1
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実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

未定 未定 未定 未定

2007.09（導入予定) 未定 未定 未定 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ Lotus1・2･3にて運用 汎用７

未定 給与計算システムＵＰＤＳ(サイエンティア) 未定 未定 独自開発 未定

2007.07（予定） 2007.07（予定） 未定 未定 1999.04 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ Accessにて運用 Accessにて運用 -

未定 未定 未定 独自開発 独自開発

2008.01（予定） 2008.01（予定） 未定 2006.05 2007.01

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 授業料等納付管理システム Excelにて運用 汎用９ｉ

未定 未定 未定 公共システム研究所 独自開発 未定

未定 未定 未定 2005.04 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 教務システム(Dream Campus) 財務会計システム

未定 未定 (株）ＣＳＫシステムズ ニッセイコム

未定 未定 2006.04 2003.10

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ Excelにて運用 汎用９ｉ

未定 未定 独自開発 未定

未定 未定 2005.09 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金収納システム 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 ダイヤモンドコンピュータサービス 未定 未定

未定 未定 未定 2006.04 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 学務システム（新日鉄ソリューションズ） 学務システム（新日鉄ソリューションズ） ピープルソフト

未定 2007.10（予定） 2007.10（予定） 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金管理システム 汎用７ 汎用９ｉ

未定 みずほ情報総研（株） 未定 未定

未定 2004.04 未定 2008.04(予定)

汎用９ｉ 学費収納システム Excelにて運用 財務会計システム

未定 (株)さくらケーシーエス 独自開発 （有）公共システム研究所

未定 2004.04 - 2004.04

汎用７ 汎用７ 汎用７ 学納金システム - 汎用７

みずほ情報総研株式会社 未定

2005.03 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金管理システム 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 みずほ情報総研株式会社 未定 未定

未定 未定 未定 2007.4 未定 未定

2007.04

2007.04

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.11

ワークスアプリ

2006.04

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ（ワークスアプリ）

2007.04(稼働予定)

ワークスアプリケーションズ

福島大学

茨城大学

筑波大学

筑波技術大学

宇都宮大学

群馬大学

埼玉大学

千葉大学

東京大学

東京医科歯科大学

東京外国語大学

東京学芸大学

東京農工大学

人事給与統合システム（NC人くん・NC給くん：ニッセイコム)

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

ワークスアプリケーションズ

2007.01

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

新人事給与システムCOMPANY

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
2

国立大学法人等情報化推進協議会



実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金管理・収納システム - -

（株）ビジネスバンクコンサルティング

2004.3.31

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ - - -

未定 未定 未定

未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用７ 汎用７ - - -

未定

未定

汎用７ 汎用９ｉ 汎用９ｉ - - 汎用９ｉ

未定 未定

未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用７

未定
学納金収納システム(ダイヤモンドコンピュー
タサービス)

未定
科学研究費管理ｼｽﾃﾑ（財務会計サブシ
ステム ＮＴＴデータクリエイション)

未定 2007.04～（稼動中） 未定 2007.04～（稼動中）

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 学納金事務システム 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 みずほ総合研究所 未定 日本システム開発研究所

2007.03 未定 2004.04 未定 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金管理システム 大学基幹業務システム(Campusmate） 財務会計システム

未定 未定 未定 みずほ総研 富士通 日本システム開発研究所

平成20年度以降 平成20年度以降 未定 2004.04 2006.08 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用７ -

未定 未定 未定

未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用７ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 2008.10（予定） 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定 未定 未定

2008年度中に導入予定 2008年度中に導入予定 未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 未定 未定 ニッセイコム

未定 未定 未定 2004.04

2006.04

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

サイエンティア

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.10

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.11

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

ワークスアプリケーションズ

ワークスアプリケーションズ

2007.04（並行稼動）

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ（ワークスアプリ）

2007.05（本稼動予定）

東京芸術大学

東京工業大学

東京海洋大学

お茶の水女子大学

電気通信大学

一橋大学

横浜国立大学

新潟大学

長岡科学技術大学

上越教育大学

富山大学

金沢大学

福井大学

2007.5～（稼動予定・平行稼動中）

新人事給与システムCOMPANY

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

新人事給与システムUPDS

2006.11(H19.2本稼動)

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
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実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ - 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定 科学研究費管理ｼｽﾃﾑ(富士通)

未定 未定 未定 未定 2007.04

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

汎用９ｉに移行予定 未定 未定 公共システム研究所

2007年度中 2008.04以降（予定） 2008.04以降（予定） 2007.07（予定）

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 学納金システム 汎用７ 財務会計システム

未定 みずほ総研 授業料免除ｼｽﾃﾑ（ﾀｯｸ株式会社） ニッセイコム

未定 2005.04 2007.10(予定) 2006.04

汎用９i 汎用９i 汎用９i 汎用９i 汎用７ 財務会計システムに組込

未定 未定 未定 未定 未定 神田通信機（株）

未定 未定 未定 未定 未定 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９i 汎用９i - 汎用９i

未定 財務会計システムに統合 財務会計システムに統合

未定 未定 未定

汎用９i 汎用９i 授業料免除ｼｽﾃﾑ 汎用９i

未定 未定 公共ｼｽﾃﾑ研究所 未定

未定 未定 2007.04 2010.03（予定）

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用９ｉ Accessにて運用 汎用７

未定 未定 独自開発 未定

未定 未定 2004.04 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９i 授業料等納付管理ｼｽﾃﾑ Excelにて運用 汎用９i

未定 公共システム研究所 独自開発 未定

未定 2005.01 2006.04 2010.03（予定）

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 学納金システム Excelにて運用 汎用９i

未定 未定 未定 みずほ情報総研 独自開発 未定

未定 未定 未定 2007.04 2004.04 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ - 汎用９ｉ

未定 未定 未定

未定 未定 未定

汎用９ｉ 学納金収納システム 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 ダイヤモンドコンピュータサービス 自己開発予定（本学独自制度等） アクセンチュア

未定 2004.04稼働 未定 2005.04稼動2004.04稼働

サイエンティア

2006.11稼働

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2007.10（予定）

サイエンティア

2004.04稼働

新人事給与システムＵＰＤＳ

ワークスアプリ

2006.12（人事），2007.02（給与）

2009.01（予定）

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

山梨大学

信州大学

岐阜大学

静岡大学

浜松医科大学

名古屋大学

愛知教育大学

名古屋工業大学

豊橋技術科学大学

三重大学

滋賀大学

滋賀医科大学

京都大学

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ(ワークスアプリケーションズ）

2007.10(予定)

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ(ワークスアプリケーションズ）

2007.12（予定）

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

2007.08（予定）

未定

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.08

新人事給与システムＵＰＤＳ

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
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実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用９ｉ 汎用９ｉ Excelにて運用 -

未定 未定 独自開発

未定 未定 2004.04稼働

汎用９ｉ 学納金収納システム - 汎用９ｉ

未定 ダイヤモンドコンピュータサービス 未定

未定 2005.10稼働 未定

汎用７
汎用７(学務情報システムCampusSquareと併
用）

汎用７ 財務会計システム

汎用9i VerUP ニッセイコム

2007.10予定 2007.04 2007.06予定 2007.04

汎用７ 汎用７ 汎用７ LiveCampus Accessにて運用 -

未定 ＮＴＴデータ九州 独自開発

2007.10大阪大学と統合予定 2003.04

汎用９i（汎用７と並行使用中） 汎用７ Excelにて運用 財務会計システム

未定 未定 独自開発 ニッセイコム

未定 未定 2004.04 2004.04

汎用９ｉ 汎用７ - 財務会計システム

未定 未定 ニッセイコム

未定 未定 2005.08

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 債権管理及び徴収関係事務システムに統合 - 財務会計システム及びAccessにて運用

未定 未定 自己開発（ＮＥＣ） Oracle　及び　独自開発

未定 2004.04統合 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ Excelにて運用 汎用９ｉ

未定 未定 独自開発 （財）日本システム開発研究所

未定 未定 - 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ Excelにて運用 財務会計システム

未定
ベンダー製の学納金管理システムの導入を
検討中

独自開発 ニッセイコム(支出・予算管理）

未定 未定 2004.04稼動 2004.04稼動

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

未定 未定
Live Campus授業料免除システム、NTTデー
タ九州

未定

未定 未定 2007.04 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用７

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用７ 汎用７ 汎用７

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2006.10

2006.04

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

ワークスアプリ

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ(ワークスアプリ)

2007.04（並行稼働中）

新人事給与システムＵＰＤＳ

2009.1（導入予定）

2006.04稼動

サイエンティア

2004.05稼働

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2004.12稼働

新人事給与システムＵＰＤＳ

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2007.04

新人事給与システムＵＰＤＳ

2007.04

サイエンティア

2004.11稼働

ワークスアプリケーションズ

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2004.04稼働

京都教育大学

京都工芸繊維大学

大阪大学

大阪外国語大学

大阪教育大学

兵庫教育大学

神戸大学

奈良教育大学

奈良女子大学

和歌山大学

鳥取大学

島根大学

岡山大学

学務情報システム（CampusSquare新日鐵ソリューションズ)

新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

未定

2007.10大阪大学と統合予定

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2006.10

サイエンティア

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
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実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用７ 学納金収納システム 汎用７
財務会計システム（Ｒ／３　科学研究費
テンプレート）

未定 さくらＫＣＳ 未定 ＳＡＰ

未定 2006.01 未定 2005.04

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

未定 学納金管理システムに移行予定 未定 未定

未定 2008.04（予定） 未定 2008.04（予定）

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ ライブキャンパス ライブキャンパス Excelにて運用

サイエンティア 未定 ＮＴＴデータ九州 ＮＴＴデータ九州 独自開発

未定 2006.04稼動 2006.04稼動

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用７ 汎用９ｉ

サイエンティア 未定
ベンダー製検討中(ダイヤモンドコンピュータ
サービス・みずほ情報総研)

未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 歳入徴収事務システム 汎用７ 科学研究費管理システム

サイエンティア 未定 松本システム（自己開発） 未定 日本旅行

未定 2000.04稼働 未定 2007.04

汎用9i 汎用9i 汎用9i 汎用9i 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定 未定 未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用９ｉ 汎用７ 汎用７

汎用９i VerUp 汎用９i VerUp 汎用９i VerUp 汎用９i VerUp 汎用９i VerUp 汎用９i VerUp

2007.10予定 2007.10予定 2007.10予定 2007.10予定 2007.10予定 2007.10予定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 (株）ニッセイコム

未定 未定 2004.04

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用９ｉ 汎用７ 財務会計システム

未定 未定 未定 未定 未定 エコーシステム

未定 未定 未定 未定 未定 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 (株）ニッセイコム

未定 2006.06

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 財務会計システム

未定 未定 未定 (株）ニッセイコム

未定 未定 未定 2004.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 債権・収入管理システム(ＭＵＳＡＳＩ) 学務情報システム(Ｃａｍｐｕｓ　Ｓｕｃｕｅｒｅ) 科学研究費管理ｼｽﾃﾑ

未定 新日鐵ソリューションズ大分 新日鐵ソリューションズ大分 富士通南九州システムエンジニアリング

未定 2004.04 2004.04 2006.06

未定

新人事給与システムに移行予定

未定

授業料債権管理業務と授業料免除業務を連携したシステムに移行予定

2008.01（導入予定）

未定（人事業務と給与計算業務を統合したシステムに移行予定） 未定（授業料債権管理業務と授業料免除業務を統合したシステムに移行予定）

人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ

新人事給与システムＵＰＤＳ(サイエンティア)

2007.04稼動

2007.04稼働

新人事給与システムＵＰＤＳ

ワークスアプリケーションズ

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2006.04稼働

2006.04

2007.11（稼働予定）

2007.02稼働

新人事給与システムに移行予定

2008.10運用開始予定

新人事給与システム（調達手続中）に移行予定

2007.10（稼働予定）

広島大学

山口大学

徳島大学

鳴門教育大学

香川大学

愛媛大学

高知大学

福岡教育大学

九州大学

九州工業大学

佐賀大学

長崎大学

熊本大学

新人事給与システムＵＰＤＳ

新人事給与システムＵＰＤＳ

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
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実態調査６ 汎用システム及び新ｼｽﾃﾑ稼動状況一覧表 平成１９年５月１日現在

機　関　名　称 人　事　業　務 給　与　業　務 共　済　業　務 授業料債権業務 授業料免除業務 科学研究費業務

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７ -

未定 新教務システムのサブシステムに移行予定 未定

未定 2008.10（稼働予定） 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 科学研究費管理ｼｽﾃﾑ

未定
学務情報システムのサブシステムに移行予
定

学務情報システムのサブシステムに移行予
定

富士通南九州システムエンジニアリング

未定 2008.04 2008.04 2006.06

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９ｉ 汎用９i -

未定 継続使用する予定 継続使用する予定

未定

汎用７ 汎用７ 汎用７ 汎用７

未定 未定 未定 未定

未定 未定 未定 未定

汎用９ｉ Excelにて運用 Excelにて運用 財務会計システム

未定 独自開発 独自開発 ＮＴＴデータ

未定 1992.04 2005.04 2005.04

汎用９ｉ 汎用９ｉ - 汎用９ｉ

未定 未定 未定

未定 未定 未定

- 学費収納システム - -

株式会社さくらケーシーエス

2004.4

汎用９ｉ 外部委託運用 - - - 汎用９ｉ

未定 沖電気工業 未定

未定 2005.02 未定

汎用７ 18機関 19機関 26機関 15機関 21機関 16機関

汎用９ｉ 30機関 28機関 59機関 42機関 28機関 32機関

以下新ｼｽﾃﾑ 2機関（システム未使用） 3機関（独自開発） 17機関（独自開発） 2機関（独自開発）

6機関（学納金管理システムみずほ総研） 5機関（教務・学務関係システムに統合） 22機関（財務会計システムに統合）

3機関（学納金収納システムダイヤモンド） 16機関（システム未使用） 3機関（科学研究費管理ｼｽﾃﾑ富士通）

1機関（システム未使用） 2機関（外部委託運用） 3機関（学費収納システムさくらケーシーエス） 1機関（科学研究費等補助金システム）

2機関（ライブキャンパスＮＴＴデータ）
1機関（科学研究管理システム日本旅
行）

8機関（その他システム） 10機関（システム未使用）

5機関（システム未使用）

合計 87機関 87機関 87機関 87機関 87機関 87機関

新人事給与システムに移行予定

2008.04（稼働予定）

新人事給与システムCOMPANY（ワークスアプリ）

2007.04

1機関（NC人くん・NC給くん）

28機関（新人事給与システムＵＰＤＳ）

9機関（新人事給与システムＣＯＭＰＡＮＹ）

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.04稼働

2006.12

新人事給与システムUPDS

サイエンティア

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2005.11

新人事給与システムＵＰＤＳ

サイエンティア

2006.01

平成１９年度中に導入する予定

サイエンティア

2007.04

新人事給与システムに移行予定

総合研究大学院大学

政策研究大学院大学

大分大学

宮崎大学

鹿児島大学

鹿屋体育大学

琉球大学

北陸先端科学技術大学

奈良先端科学技術大学

新人事給与システムＵＰＤＳ

（黒字は稼動・青字は予定・赤字はオラクル７．３）
7

国立大学法人等情報化推進協議会
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大学で発生したシステム及び個人情報事故の事例 
 
１．最近の大学への不正アクセス・ウィルス侵入事件 
時期 大学 概要 
２００７年 

10月 横浜国立 学内のサーバーに不正アクセスによる偽サイトが開設されていた。パス

ワードを収集して悪用するフィッシング詐欺の可能性。（毎日新聞、産

経新聞） 
9月 千葉 附属病院で院内の情報システムに新種ウィルスが侵入し、駆除完了の目

処が立っていない。外来患者の会計が間に合わない。（朝日新聞） 
 
２．法人化後の大学の個人情報漏洩事件   

（大学名が太字：国立大学法人。 各種報道資料等による。） 
時期 大学 概要 
２００７年 

東京 附属病院。患者情報ＦＤが委託先で所在不明。 
患者 10名分。 

島根 医学部学生用私用ＰＣ。ファイル交換ソフトにより患者情報流出。患者

60名分、学生個人名簿。 
明治学院 ウェブサーバーで一時的に個人情報アクセス可能な状態。大学院国際学研究

科の個人情報。 

10月 

山口 職員車上荒らし被害。ＦＤ盗難。持出し時のルール（暗号化、匿名化）

違反。学寮生 215名分の通帳番号・請求金額。 
鹿児島 附属病院の元研修医。USBメモリ紛失（5月）。紛失に気が付いたが放置。

患者 22名分。 
徳島 附属病院・医学部。深夜ＰＣ盗難。23万件。ただし、第三者閲覧困難。 

9月 

熊本 附属病院の医師。USB メモリ紛失。病棟で PC に差込んだまま退室。匿
名化・暗号化なし。患者 20名分。 

東京慈恵

会医科 
附属病院の研修医、レストランで食事中鞄の盗難被害。鞄の中の USB メモ
リ紛失。患者 89名分。 

東京 附属病院の元研修医、JR 車内でノート PC を紛失。PC は起動時にパス
ワード必要。患者 85名分。 

8月 

九州 ① 健康科学センター職員の自宅PCがウィルスに感染しファイル交換ソ
フトにより学生情報流出。学生 17,249名分。留学生 453名分。健康
支援学会会員 368名分。 
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 ② 附属病院の非常勤講師が PCを紛失。患者 417名分。 
前橋国際 教員。USBメモリを筆記用具ごと紛失。受講者 101名分。 7月 
福岡 人文学部教員、帰宅途中のスーパーの駐車場での車上荒らし被害。鞄ごと

USBメモリ紛失。学生 123名分、非常勤先学生 53名分。 
帝京 総合医療センターの医師が自宅駐車場で車上荒らし被害。PC・USBメモリ・

診療録盗難。匿名化ルール守らず。患者 114名分。 
6月 

東京 附属病院。入院台帳 1冊所在不明。患者 120名分。 
香川 附属特別支援学校の教員がレンタルショップ利用中に鞄の盗難被害。児

童・保護者・教員 156名分。 
5月 

千葉 附属病院の医師が立寄った店舗で車上荒らし被害。鞄ごと USBメモリ紛
失。匿名化ルール守らず。患者 80名分。 

 福岡女学

院 
教員が車上荒らし被害。USBメモリ盗難。在学生・卒業生 1,026名分。 

千葉 園芸学部。新入生の入学関連宣誓書・保証書を事務室キャビネットに保

管していたが紛失。 
4月 

椙山女学

園 
人間関係学部教授が自宅で PCの盗難被害。卒業生 45名分。 

早稲田 商学部。合格者情報を記録した FD が業務委託先（再委託先の運送会社）で
所在不明。合格者 972名分。 

東京 附属病院の元非常勤医師が現在の勤務先で帰宅途上、自販機で買い物を

した隙に USBメモリ盗難。患者 50名分。 
鳥取 附属病院。USBメモリ紛失。患者 105名分。 

3月 

東京理科 薬学部教員が電車内で鞄ごとハードディスク盗難。学生 2,000 名分、同窓生
8,068名分、研究室名簿 711名分、メール 52,422件、学生の提出レポーﾄ 4,200
件、卒業生就職先 764件。 

東北 附属病院。USB メモリ紛失。所在不明。盗難の可能性あり。データは医
師・看護師が研究目的に使用。患者 2,024名分。 

京都 人間・環境学研究科で PC・CD-ROM･プリンタ・ソフトウェア盗難。部
屋・非常口・窓の施錠が不徹底。学生 302件の後期試験成績。 

一橋 教員が帰宅時、電車内で鞄ごと PC・USB メモリ盗難被害。個人情報持
出禁止としていたが、守られていない。学生 300名分。 

2月 

東京医科 
歯科 

附属病院にて医学部学生の私用 PC から患者情報を含む教育用データが
ファイル交換ソフトを経由して流出。個人情報管理の講義、持出し禁止

誓約書取付けの対策を進めていたがルールが守られていない。患者 69名
分。 



 
別紙２－１   

 3 

 立命館 教授宅に空き巣が入り、PC盗難被害。科目受講生情報 1,265件。 
東京 附属病院医師の PCから患者の病歴ファイル（首都圏複数病院）がファイ

ル交換ソフトを経由して流出。個人情報持出し、自宅におけるファイル

交換ソフト利用を禁止しており、同医師も知っていたが守られていない。

バックアップ目的に保存。患者 150名分。 

1月 

千葉 附属病院医師が患者情報を自分宛にメール送信するつもりが、誤って第

三者へ送信。研究目的の場合、匿名化を指導していたが徹底されていな

い。患者 417名分。 
２００６年 

12月 新潟 医歯学総合病院の医師が院内で作業中に、白衣ポケットの USBメモリを
紛失。患者 295名分。 

11月 大阪医科 附属病院医師が車上荒らしで、患者症例・検査結果の記録された PC・USB
メモリ盗難被害。 

東京 附属病院の医師が学会懇親会場で、PCの入った鞄の盗難被害。患者デー
タを識別できる状態で持出すことを禁止し、注意喚起していたが守られ

ていない。患者 24名分。 

10月 

札幌医科 学生の私用 PC からファイル交換ソフトを経由して患者情報流出。学生がレ
ポート作成のためにメモした情報。患者 4名分。 

9月 甲南 TAとして勤務していた大学院生が、業務ファイルを自宅に持帰り、私用 PC
からファイル交換ソフトを経由して学生個人情報流出。 

大阪医科 附属病院医師が患者の治療内容・検査結果を記録した USB メモリを紛失。
患者 34名分。 

8月 

藤田衛生

保健 
附属病院の医師の私用 PC からファイル交換ソフトを経由して患者情報流
出。研究用データを匿名化するよう指導していたが徹底されていない。 

7月 岐阜 附属病院の職員が診療情報を第三者に提供。 
中央 大学院関係者の情報を誤って外部にメール送信。教職員 1,005名分。 
明治 職員が卒業生の個人情報が記録された USB メモリを紛失。卒業生（高校・

中学教師となった者）453名分。 

6月 

京都 総合博物館企画展で資料として展示されていた名刺のコピー冊子を紛

失。名誉教授が在学中に受取った名刺 1,001名分。 
5月 大阪府立 経済学部助教授、学生個人情報が記録されているハードディスクをネットカ

フェに置き忘れ紛失。学内規程で持出し禁止の情報。学生 730名分。 
近畿 大学施設の PCがウィルス感染し、個人情報流出。学生 24名分。 4月 
京都 学生向け情報サイトの不具合で、学生の個人情報が本人以外にも閲覧で

きるようになった。学生 88名分。 
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関西医科 附属病院の看護職員自宅が空き巣で患者情報の記録された私用 PC が盗難被
害。職員が学会で発表するためにデータ保存。患者 248名分。 

高知工科 外部からのアクセスにより学生情報流出。学内専用ホームページを更新した

際に、外部からのアクセスをロックするためのセキュリティをかけ忘れた。

学生 80名分。 
和歌山県

農業 
職員室が事務所荒らしでハードディスクが盗難被害。受講者 66名分。 

 

北海道武

蔵野女子

短期 

業務委託先の会社社員の PC からファイル交換ソフトを経由して入学試験の
合否情報が流出。 

3月 常磐 学生情報が記録された教員の私用 PCが盗難被害。学生 483名分。 
 札幌学院 非常勤講師が自宅駐車場で車上荒らしにより採点簿が盗難被害。学生 106名

分。 
立命館 大学コンソーシアム京都の単位互換制度受講者の採点報告書を紛失。誤って

廃棄された可能性高い。学生 165名分。 
2月 

岐阜 工学部非常勤講師が自宅で学生個人情報の記録された私用 PC を盗難被
害。学生 63名分。 

横浜市立 卒業判定に関する採点簿の所在不明。非常勤講師と大学との間で郵送での受

渡し確認不十分。 
 

福島 附属養護学校教員が教員・生徒の名簿を新幹線車内に置き忘れ紛失。教

員 34名分、生徒 49名分。 

1月 筑波 学生の PCがウィルスに感染し、臨床実習レポート作成用として保存して
あった患者情報が流出。患者 41名分。（うち匿名化 16名分） 

２００５年 

11月 広島 附属病院で、入院患者の個人情報が記録されたノート PCが盗難被害。盗
難防止のためのワイヤーケーブルごと盗難。患者 1,298名分。 

熊本 附属病院で、医学部学生が臨床実験用の私用 PC・資料を学生用控室に置
き忘れ紛失。PCにパスワード未設定。患者 53名分。 

千葉 附属病院の大学院生がコンビニ駐車場で車上荒らしにあい、リュックサ

ックごとUSBメモリ盗難被害。匿名化の指示が守られていない。患者 259
名分。 

神戸 国際文化学部教員が自宅で、授業成績の入った PC盗難被害。 

10月 

東京医科 附属病院を退職した医師が診療所開設案内状を送付する際、患者名簿を目的

外利用。患者 244名分。 
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9月 横浜国立 工学部教授が期末試験答案を海外出張に持出し、経由地の鉄道列車内で
盗難被害。学内での採点・保管の指示に反して持出した。学生 114名分。 

立命館ア

ジア太平

洋 

学籍簿を紛失。誤って破棄した可能性高い。入学者（2000年度）54名分。 8月 

神戸 附属病院の研修医の指導医が診療情報を記録した USBメモリを紛失。患
者 16名分。 

7月 大東文化 大学から同窓会へ郵送した CD-ROM が不着となり、紛失した。卒業生・新

入生 6,000名分。 

6月 熊本学園 事務室の業務用デスクトップ PCを紛失。学生・卒業生 41,909名分。 

秋田 事務室のドアが破壊され、公開講座受講者・教職員個人情報の記録され

た PC8台盗難被害。 

弘前 医学部講座のドア上部の天窓から侵入され、ノート PC10 台（最新型の
み）盗難被害。 

山口 医学系研究科大学院生が友人宅駐車場にて車上荒らしにあい私用 PC 盗
難被害。データ匿名化ルールを守らず。患者 11名分。 

大阪 附属病院でMRI検査報告書が流出。元患者からの開示請求に他人の診療
記録を提出した。情報開示担当者・上司の二重チェックせず。患者 330
名分。 

5月 

京都 教育学部で PC8台盗難被害。卒業生 1,578名分。 
4月 鳥取 附属病院研修医の自宅 PCがウィルス感染し、重症患者情報流出。患者 8

名分。 
 自治医科 附属病院医師が外食中の駐車場で車上荒らしにあい私用 PC 盗難被害。患者

73名分。 
3月 東京医科

歯科 
附属病院医師が自宅に個人情報を持帰り、作業中に PC がウィルス感染
し、個人情報流出。患者 50名分。 

 新潟 2000年前期専門科目の成績など個人情報がインターネットに流出。ユー
ザー認証などアクセスコントロールがなかった。学生 180名分。 

 お茶の水

女子 
卒業証書記入業者が、帰宅途中のスーパーマーケットで買物かごを置き

忘れ、卒業生名簿・卒業証書紛失。学生 106名分。 
 京都府立

医科 
附属病院研修医が私用 PCをカンファレンスルームに放置して紛失。患者 93
名分。 

2月 京都 附属病院で複数の PC盗難被害。PCのパスワード・データ暗号化なし。
患者 249名分。 

 東京 附属病院の研修医が病歴サマリーを自宅へ持帰る途中、身障者介護中に
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鞄を電車網棚に置き忘れた。患者 6名分。 

２００４年 

12月 近畿 中央図書館で、利用者情報の記録された職員用共用 PC7台盗難被害。パスワ
ード設定なし。利用者 40,000名分。 

6月 お茶の水

女子 
ハードディスク盗難被害。学生 3,000名分。 
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情報システム・情報セキュリティ監査に関する基準・ガイドライン 
                      （経済産業省 ホームページより） 

 
基準・ガイドライン   

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/law_guidelines.htm    
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/audit.htm 
① 情報システム安全対策基準 
 情報システムの機密性、保全性及び可用性を確保することを目的とする。自然災害、機器の障害、

故意・過失等のリスクを未然に防止し、また、発生したときの影響の最小化及び回復の迅速化を図る

ため、情報システムの利用者が実施する対策項目。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/esecu03j.pdf 

② コンピュータ不正アクセス対策基準 
 コンピュータ不正アクセスによる被害の予防、発見及び復旧並びに拡大及び再発防止について、法

人の組織及び個人が実行すべき対策。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/UAaccessCMG.htm 

③ コンピュータウィルス対策基準 
 コンピュータウィルスに対する予防、発見、駆除、復旧等についての実効性の高い対策。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/CvirusCMG.htm 

④ システム監査基準及びシステム管理基準（平成 16年 10月改訂版） 
 情報システムの信頼性、安全性及び効率性の向上を図り、情報化社会の健全化に資するため、シス

テム監査に当たって必要な事項。 

従前の「システム監査基準」（昭和 60年公表、平成 8年改正）が、平成 16年 10月 8日に改訂さ

れ、新たに「システム管理基準」、「システム監査基準」が策定された。経営におけるＩＴ投資の目的

が、単なる現場の合理化から経営革新へと変化していることを反映した。 

システム管理基準 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/system_kanri.pdf 

システム監査基準 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/system_kansa.pdf 

 

  システム管理基準追補版（財務報告に係る IT統制ガイダンス） 
 財務報告に係る内部統制で求められている「IT への対応」を行っていくための参考情報を提供す

るために、システム管理基準と「ITへの対応」との間の具体的な対応関係を整理した。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/tuihoban.html 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guidance_pr1.pdf 

  http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guidance.pdf 

  http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guidance_pr2.pdf 
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⑤ 情報セキュリティ管理基準 
 組織体が効果的な情報セキュリティマネジメント体制を構築し、適切なコントロールを整備、運用

するための実践規範。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/IS_Audit_Annex01.pdf 

⑥ 個別管理基準（監査項目）策定ガイドライン 
 情報セキュリティ管理基準に従って、組織体ごとに具体的な管理基準を策定する際の手順。情報セ

キュリティ管理基準を各組織体の実状に見合ったものとするガイドライン。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/IS_Audit_Annex02.pdf 

⑦ 情報セキュリティ監査基準 
 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施することを目的とした監

査人の行動規範。 

・ 一般基準：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。 

・ 実施基準：監査計画の立案及び監査手続きの適用方法を中心に監査実施上の枠組みを規定。 

・ 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式を規定。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/IS_Audit_Annex04.pdf 

⑧ 情報セキュリティ監査基準実施基準ガイドライン 
 情報セキュリティ管理基準のうち、実施基準に係る基本的な考え方を踏まえ、特に留意すべき事項

及び情報セキュリティ監査実施上の手順。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/IS_Audit_Annex05.pdf 

⑨ 情報セキュリティ監査基準実施報告ガイドライン 
 情報セキュリティ管理基準のうち、報告基準に係る基本的な考え方を踏まえ、特に留意すべき事項

及び情報セキュリティ監査報告書の雛形。 

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/IS_Audit_Annex06.pdf 
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１．設置
２．防災防犯措置

ハ．空調装置

７．情報システム

ロ．電源設備 １．設置

２．防災防犯措置

イ．設置環境 １．立地・配置

２．開口部

３．構造

４．内装

５．建築設備

６．什器備品

（４）配管・ダクトの耐火性材料使用
（５）ダクト室内部分の防火防煙措置

（１）適切な室内環境維持
（１）空調設備の防災防犯措置
（２）漏水検知器設置
（３）外気取入口・排気口雨水非浸入

（３）配線の防火防犯ノイズ防止措置
（４）防火壁での延焼防止排煙措置
（５）分電盤の感電防止措置
（６）地絡検地・警報装置、自動遮断装置

（１０）専用アース
（１１）監視防災防犯設備の予備電源設備
（１）電源設備の防災防犯措置
（２）電源設備の避雷措置

（８）記録媒体盗難防止措置
（３）電気容量の余裕
（７）配線の電磁遮断措置
（９）専用分電盤

（１）保守空間確保
（３）漏水検知器設置
（４）防災防犯措置
（７）通信回線専用配線スペース

（１２）保守用コンセント
（１）不燃性什器備品
（２）防水カバー常備
（３）衣服・履物・什器備品の静電気防止措置

（８）避難器具
（９）水使用設備不設置
（１０）天井裏水配管不設置
（１１）小動物被害防止

（４）消火設備
（５）排煙設備
（６）非常照明設備
（７）誘導灯・誘導標識

yyyy/mm/dd
Ⅰ　情報システム安全対策基準

（２）自動火災報知設備
（３）非常放送設備

（３）照明器具の防眩措置
（４）フリーアクセス床不燃材料
（５）床表面静電気防止
（６）カーテン・ブラインド等防炎性能

（１）耐火性能

（１）不燃材料使用
（２）壁・天井の防音性能

（３）外光影響回避
（４）不特定多数利用回避
（５）入退管理設備
（６）非常口

（１）火災被害回避
（４）電界・磁界被害回避
（８）所在地の非明示
（９）避難空間確保
（１）窓の防災措置
（２）窓の防犯措置

（３）水被害防止措置
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１．立地配置
２．構造

５．設備

７．情報システム
b.電源設備
c.空調設備
d.監視設備

（１）管理体制の整備

（２）システムユーザー管理

（３）情報管理

（４）設備管理

外部システム管理時の認証・暗号・制御機能
長期間非利用機器のシステム接続禁止
機器・ソフトの廃棄時の情報漏洩防止対策
ソフト・システムファイル改竄発生のチェック

セキュリティ問題解決済の機器・ソフト
十分なアクセス制御を有する外部接続機器
セキュリティ問題の生じないシステム構成変更
外部アクセス経路の必要最小限化

システム構成の常時把握
セキュリティ方針に合致したセキュリティ機能
システムに適合した機器・ソフトの設定情報
供給者連絡先・更新情報の明確な機器・ソフト

ファイルバックアップ及び記録媒体安全保管
機器・ソフトウェア管理者明確化
重要情報格納・重要処理機器の厳重管理
移動可能機器の盗難防止策

システム関連ファイルへのユーザーアクセス不可
重要情報の分散化
重要情報記録媒体の安全保管
重要情報記録媒体の漏洩防止廃棄処理

ユーザー特権不用時の停止措置
通信経路上情報の漏洩防止
通信経路上情報の盗聴漏洩時の機密保持機能
通信経路上情報の改竄検知機能

ユーザー以外へのパスワード非通知
パスワードの随時チェックと変更要請
パスワード漏洩時の変更指示
ユーザーへの特権付与時の技術的能力考慮

システムユーザー登録の限定化
外部アクセスユーザーIDの限定化
ユーザーIDの個人割り当て・パスワード設定
ユーザーID廃止届けによる登録抹消

システム管理情報の秘密保持
システム管理者の権限の最小限化
複数システム管理者と業務交代
システム管理者資格喪失時の権限停止

システムセキュリティ方針確立
システム管理体制・手順確立
緊急時連絡体制・復旧手順確立

Ⅱ　コンピュータ不正アクセス対策基準
２．システム管理者基準

ホ．地震対策

３．開口部

４．内装

６．什器備品

a.設置環境

（１）転倒振動防止措置
（１）転倒振動防止措置
（１）転倒振動防止措置

（１）耐震構造
（１）出入り口扉の強い防火戸
（２）窓ガラスの破損飛散落下防止措置
（１）内装・照明器具の非落下・非損傷措置

（１）転倒振動防止措置

（２）フリーアクセス床の耐震・免震
（２）災害時緊急通信用設備
（１）転倒防止措置
（３）記録媒体等落下防止措置

（６）不燃の断熱材料
（２）地震被害最小位置
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イ　企画業務 ２　全体計画 （１）立案体制の組織的確立と組織体の長の承認

Ⅳ　システム監査基準
監査対象先（企画、開発、運用）により異なる

システム監査の報告を受け、必要措置実施

a.コンピュータ管理

b.ネットワーク管理

c.運用管理

d.事後対策

e.教育・啓蒙

f.監査

原因分析と再発防止対策
ウィルス被害拡大再発防止のため届出
ウィルス関連情報の収集・周知徹底
ユーザーへのウィルス対策教育・啓蒙

感染システムの使用中止措置
必要情報のユーザーへの早期通知の方法
ウィルスの種類・感染範囲の解明
システムの安全な復旧手順確立

アクセス履歴の定期的分析
システム動作の監視
最新のウィルスワクチン利用による定期的検査
システム異常時の早期原因究明

システムのセキュリティ機能活用
安易なパスワード設定排除
運用システムの定期的バックアップ・一定期間保管
匿名利用可能サービスの限定

緊急時の連絡体制設定・周知徹底
ネットワーク管理情報のセキュリティ確保
外部接続機器のセキュリティ確保
システム重要情報の管理体制

共用プログラムディレクトリへのユーザー書込み禁止
システム運営に不要なプログラム削除
ウィルス対策のためのネットワーク管理体制
ネットワーク接続機器の設置状況記録管理

ソフトウェア導入時のウィルス検査
システムにインストールしたソフトの構成情報
オリジナルプログラムのライトプロテクト・バックアップ
ユーザー数・アクセス権限の必要最小限化

５．システム管理者基準

（５）履歴管理

（６）事後対応

（７）情報収集及び教育

（８）監査
ユーザーへのセキュリティ教育
システム監査の報告を受け、必要措置実施

Ⅲ　コンピュータウィルス対策基準

不正アクセス被害拡大再発防止のため届出
セキュリティ対策情報収集
情報分析、早期対応
ユーザーへのセキュリティ対策情報提供

不正アクセス判明時の被害状況把握
不正アクセス被害拡大防止措置
不正アクセス被害復旧
不正アクセス被害原因追及と再発防止策

動作履歴等記録時の改竄・削除・破壊・漏洩防止
動作履歴等の随時分析
動作履歴等の一定期間安全保管
異常連絡・異常発見時の早期原因追求

システム提供パスワード強化機能の活用
ネットワーク負荷状況監視
システム利用形態に応じたネットワーク分離
セキュリティ方針に基づいたシステム動作等記録

　

機器導入時のウィルス検査
ウィルス対策のためのコンピュータ管理体制
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ニ　保守業務

ロ　開発業務

ハ　運用業務

ホ　共通業務

６　移行

１　運用管理

b　進捗管理 １　実施 （１）進捗管理方法・体制を企画・開発責任者承認

３　開発計画

４　システム分析・要求定義

１　開発手順

２　システム設計

３　プログラム設計

４　プログラミング

５　システムテスト

（９）オペレーション実施記録のルールに基づく保管
（１０）事故・障害内容の記録、保管
（１１）事故・障害原因の究明、再発防止措置
－

（３）移行完了の検証方法明確化
（４）移行後の運用実行計画策定
（１）運用管理ルールの策定、遵守
（８）情報システムの稼働実績把握、資源有効利用

（４）テスト結果は開発、ユーザー責任者が承認
（５）テスト結果を記録、保管
（１）移行計画及び移行に伴う運用計画を策定
（２）移行計画に基づき、要員、予算、設備を確保

（３）重要プログラムのプログラム作成者以外のテスト
（１）テストデータの作成、テストは計画に基づく
（２）システムテストは公平かつ客観的立場で実施
（３）システムテストはユーザーが参画

（２）システム設計書に基づくプログラム設計
（３）システム設計の矛盾への再検討・解決
（１）プログラム仕様書に基づくプログラミングの検証
（２）プログラムテスト結果の記録・保管

（１０）不正防止、機密保護の機能
（１１）テスト計画の目的、範囲、方法、日程の明確化
（１２）システム利用に係る教育の方針、日程
（１）開発責任者によるプログラム仕様書の承認

（４）データの保全性確保
（６）情報システム性能は要求定義を満たす
（７）ピーク時を想定したシステム構成
（９）情報システムの障害対策

（３）開発手順を開発規模から決定
（１）設計書を開発・ユーザーの責任者が承認
（２）ユーザーが利用しやすい入出力帳票・画面
（３）データベースは業務内容に応じた設計

（１１）開発・運用費用の算出基礎の明確化
（１２）情報システムの効果の定量的・定性的評価
（１３）開発遂行の要員、予算、設備、期間の確保
（１）開発規模を開発責任者が承認

（７）ユーザー部門とシステム部門の役割分担
（８）開発計画・ユーザーニーズに基づくソフト・ハード選択
（９）実現可能な代替案の作成・検討
（１０）開発規模、期間、特性を考慮した開発方法決定

（２）ユーザーニーズの調査での対象、範囲、方法
（３）実務精通ユーザー参画による現状分析
（４）情報システム導入により発生するリスクの分析
（６）システム導入によって影響される業務等の見直し

（３）内外の情報技術調査を実施
（４）目的、対象業務、費用対効果の明確化
（５）情報システムのライフサイクル設定条件
（１）開発及びユーザーの責任者の承認

（６）システム開発による組織・業務の変更方針
（７）セキュリティ対策の方針明確化
（８）定期的な見直し、経営環境変化による見直し
（１）組織体の長の承認

（３）情報化の効果、推進体制、費用の明確化
（４）情報システムの全体像明確化
（５）システム開発の優先度明確化
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１　委託計画

３　委託契約

9.1事業継続管理
10.1法的要求事項への適合

5.1セキュリティが保たれた領域
5.2装置のセキュリティ
6.1運用手順及び責任
6.7情報及びソフトウェアの交換

2.3外部委託
3.2情報の分類
4.1職務定義及び雇用におけるセキュリティ

4.3セキュリティ事件・事故・誤動作への対処

4)ソフト購入、使用、修正の管理、検査
5)外部委託ソフト開発での管理策

1)適切連絡経路による早期報告
2)セキュリティ弱点・脅威の報告
5)品物受渡し場所の情報処理設備からの隔離
2)装置は停電・電源異常から保護

8.5開発及び支援過程におけるセキュリティ

4)業務中断・障害後の事業運営維持・復旧の計画
3)組織の重要な記録を消失・破壊・改竄から保護

3)セキュリティ事件・事故（特に2)DoS）への対処
4)電子メールのセキュリティリスク軽減の管理策
1)情報システムの変更の実施を厳しく管理
3)パッケージソフト変更に関する厳格管理

1)外部委託におけるセキュリティ要求事項契約
1)情報分類及び保護管理策
3)雇用条件の一部としての守秘義務契約書署名
4)雇用条件での情報セキュリティの責任記述

Ⅴ　情報セキュリティ管理基準
1)基本方針文書の承認、公表、通知
2)運営委員会の責任分担

1.1情報セキュリティ基本方針
2.1情報セキュリティ基盤

d  外部委託
２　委託先選定

４　委託業務　

（４）委託契約に基づく成果物の検収
（５）委託業務結果の分析、評価

（２）委託先の受託条件の比較検討
（４）特約条項・免責条項の明確化
（１）委託業務実施内容と契約内容との一致
（２）委託業務進捗状況把握と遅延対策

（３）進捗遅延の対策実施
（３）委託の具体的効果、問題点の評価
（１）委託先選定基準の明確化
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別紙３－３ 

平成○年○月○日 

 

国立大学法人○○大学情報セキュリティ内部監査基準 

 

 

（趣旨） 

第１ 国立大学法人○○大学（以下「本法人」という。）は，国立大学法人○○大学情報セキュ

リティ対策基準（以下「対策基準」という。）第８の１に基づき情報セキュリティに関する内

部監査を実施するため，国立大学法人○○大学情報セキュリティ内部監査基準を定める。 

（定義） 

第２ この基準において，用語の意義は，次の各号に掲げるほか，対策基準に定めるところに

よる。 

一 内部監査 本法人が自ら行う情報セキュリティ監査をいう。 

二 監査人 内部監査を実施する者をいう。 

三 部門 情報セキュリティ管理者を置く本法人の組織区分をいう。 

四 被監査部門 内部監査を受ける部門をいう。 

（監査計画の策定） 

第３ 監査責任者（対策基準第３の６に規定する情報セキュリティ監査責任者をいう。以下同

じ。）は，年度単位に内部監査に関する計画（以下「監査計画」という。）を策定し，最高情

報セキュリティ責任者によるその承認を得なければならない。 

（監査の実施指示） 

第４ 最高情報セキュリティ責任者は，監査計画に従って，監査責任者に対し，内部監査の実

施を指示するものとする。 

２ 最高情報セキュリティ責任者は，情報セキュリティの状況の変化に応じて必要があると認

めるときは，監査責任者に対し，監査計画に基づく内部監査以外の内部監査の実施を指示す

ることができる。 

（監査実施計画の策定） 

第５ 監査責任者は，監査計画に基づく内部監査及び情報セキュリティの状況の変化に応じた

内部監査の実施指示に基づき，内部監査に関する実施計画（以下「監査実施計画」という。）

を策定しなければならない。 

（監査人の要件） 

第６ 監査責任者は，内部監査を実施するときは，被監査部門から独立した者の中から，監査

人を選任しなければならない。 

２ 監査責任者は，必要があると認めるときは，本法人外の第三者を監査人とすることができ

る。 

（監査の実施） 

第７ 監査人は，監査責任者の指示に基づき，監査実施計画に従って内部監査を実施しなけれ

ばならない。 

２ 監査人は，被監査部門における情報セキュリティ対策が対策基準に準拠しているか否かを
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検証し，評価しなければならない。 

３ 監査人は，被監査部門において情報セキュリティ対策のための実施手順が策定されている

ときは，それが実際かつ適切に運用されているか否かを検証し，評価しなければならない。 

４ 監査人は，内部監査に関する調書（以下「監査調書」という。）を作成し，あらかじめ定め

られた期間保存しなければならない。 

５ 監査責任者は，監査調書に基づき内部監査に関する報告書（以下「監査報告書」という。） 

を作成し，最高情報セキュリティ責任者に提出しなければならない。 

（監査結果への対応） 

第８ 最高情報セキュリティ責任者は，監査報告書の内容を踏まえ，被監査部門の情報セキュ

リティ管理者に対して，内部監査の結果（以下「監査結果」という。）への対応の実施を指示

するものとする。 

２ 最高情報セキュリティ責任者は，監査報告書の内容を踏まえ，被監査部門以外の部門にお

いても同様の課題又は問題点がある可能性が高く，かつ緊急にそれらを確認する必要がある

と認めるときは，他の部門の情報セキュリティ管理者に対しても，当該課題又は問題点の有

無を確認するよう指示するものとする。 

３ 情報セキュリティ管理者は，監査報告書に基づいて最高情報セキュリティ責任者から改善

を指示された事項について，その対応のための計画を作成し，最高情報セキュリティ責任者

に報告しなければならない。 

４ 最高情報セキュリティ責任者は，監査結果を踏まえ，対策基準その他情報セキュリティに

関する規程等の妥当性を評価し，必要に応じてそれらの見直しを指示するものとする。 

（その他） 

第９ 内部監査の計画及び実施に関し必要な事項は，監査責任者が別に定める。 

２ 監査責任者は，監査計画及び監査実施計画の策定並びに監査報告書の作成に当たっては，

必要に応じて，それらが経済産業省の定める情報セキュリティ監査基準，情報セキュリティ

監査基準実施基準ガイドライン及び情報セキュリティ監査基準報告基準ガイドラインに準拠

するよう努めなければならない。 

 

附 則 

この基準は，平成○年○月○日から施行する。 



別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

1)基本方針文書は、経営者によって承認され、適当な手段で、全
従業員に公表し、通知すること。

周知計画書、実施記録（開催通知、参加者署名簿）
「経営者の承認」

2)基本方針には、定められた見直し手続に従って基本方針の維
持及び見直しに責任を持つ者が存在すること。

業務分掌（個人名特定）、組織図　「責任者明確化」

1)セキュリティ及び個人情報保護を主導するための明瞭な方向付
け及び経営者による目に見える形での支持を確実にするために、
運営委員会を設置すること。

組織図、委員会規程、委員会議事録　「組織の形式」

2)運営委員会は、適切な責任分担及び十分な資源配分によっ
て、セキュリティを促進すること。

委員会メンバーの役割分担　「実質的な機能の適切性」

1.1 情報セ
キュリティ
及び個人
情報保護
に関する
基本方針

情報セキュリティ
及び個人情報保
護のための経営
陣の指針及び支
持を規定するため

2.1 情報セ
キュリティ
及び個人
情報保護
基盤

作成：平成17年4月13日　 最終改訂：平成19年9月28日

 

 

 

1.セキュリティ基本方針

2.組織のセキュリティ

組織内の情報セ
キュリティ及び個
人情報を管理する
ため

監査実施対象期間：平成　年　月　日～平成　年　月　日

監査対象部署

大学について：総括保護管理責任者、保護管理責任者、保護管理者、保護担当者、個人情報保護委員会

附属病院について：保護管理責任者（附属病院長）、保護管理補助責任者（副病院長、病院事業部長）、保護管理者〔診療科等の長、事務組織部課長）

平成18年5月22日に、個人情報のマネジメントシステムの基準（経済産業所、日本工業規格）がJISQ15001:1999（個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムの要求
事項）からJISQ15001:2006（個人情報保護マネジメントシステム－要求事項）に改正されました。2006年改正版を今後の監査に利用します。（「保健医療福祉分野のプライバ
シーマーク認定指針」（2006年10月19日　財団法人医療情報システム開発センター）

準拠する基準等

1.セキュリティ基本方針～10.適合性について：「情報セキュリティ管理基準Ver1.0」、「情報セキュリティ監査基準Ver1.0」（経済産業省、2002年）

11.個人情報保護について：個人情報保護法令、指針、ガイドライン

12.医療機関における個人情報保護コンプライアンスについて：「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム（JISQ15001）医療機関の認定指針Ver1.02」（財団法人
日本情報処理開発協会、2002年）
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

3)大きな組織では、情報セキュリティ及び個人情報保護の管理策
の実施を調整するために、組織の関連部門から管理者の代表を
集めた委員会を設置すること。

組織図、委員会（ＷＧ）開催通知、議事録　「部門間連
携」

 

4)個々の資産の保護に対する責任、個人情報保護及び特定のセ
キュリティ手続の実施に対する責任を明確に定めること。

情報資産管理台帳、データベース一覧表、情報システ
ム一覧表　「網羅性、責任明確化」

5)新しい情報処理設備に対する経営者による認可手続を確立す
ること。

新規情報処理設備に関する稟議書、予算書　「経営者
の承認」

6)専門家による情報セキュリティ及び個人情報保護の助言を内部
または外部からの助言者から求め、組織全体を調整すること。

調査報告書、コンサルティング契約書　「助言の活用」

7)行政機関、規制機関、情報サービス提供者及び通信事業者と
の適切な関係を維持すること。

情報収集、活動報告書　「タイムリーな情報収集、要望
の伝達」

8)情報セキュリティ及び個人情報保護の基本方針の実施を他者が
見直すこと。

基本方針の具体的記述　「方針の準拠性、客観性」

1)組織の情報処理施設への第三者のアクセスに関連付けてリスク
を評価し、適切な管理策を実施すること。

情報セキュリティポリシー、入退室管理規程、アクセス管
理規程、リスク対策一覧表　「リスク評価の適切性・整合
性」

 

2)組織の情報処理施設への第三者のアクセスに関わる取決めは、
正式な契約に基づくこと。

業務委託契約書、機密保持契約書、契約書管理台帳、
セキュリティ要求事項　「契約書の法的整合性」

2.3 外部委託 情報処理の責任
を別の組織に外
部委託した場合に
おける情報セキュ
リティを維持する
ため

1)情報システム、ネットワーク、デスクトップの環境についての、マ
ネジメント及び統制の全部又は一部を外部委託する組織のセキュ
リティ要求事項は、当事者間で合意される契約書に記述されるこ
と。

業務委託契約書、機密保持契約書、契約書管理台帳、
セキュリティ要求事項　「セキュリティ要求事項と契約書
との整合性」

3.1 資産に対
する責任

組織の資産及び
個人情報の適切
な保護を維持する
ため

1)情報システムそれぞれに関連付けて重要な資産及び個人情報
について目録を作成し、維持すること。

情報資産管理台帳、個人情報管理台帳　「情報の最新
性」

 

 

3.資産の分類及び管理

2.2 第三者に
よるアクセ
スのセキュ
リティ

第三者によってア
クセスされる組織
の情報処理設備
及び情報資産の
セキュリティを維持
するため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

1)情報（個人情報を含む）の分類及び関連する保護管理策では、
情報を共有または制限する業務上の必要、及びこのような必要か
ら起こる業務上の影響（例えば、情報への認可されていないアクセ
ス又は情報の損傷）を考慮に入れておくこと。

情報資産管理台帳（情報利用者・情報保護管理策記載
のもの）　「業務上の必要性に基づく情報利用・保護管
理策」

2)組織が採用した分類体系に従って情報のラベル付け及び取扱
いをするための、一連の手順を定めること。

情報セキュリティポリシー・規程及び関連マニュアル
「情報の分類体系との整合性」

 

1)セキュリティ及び個人情報保護の役割及び責任は、組織の情報
セキュリティ基本方針で定められたとおりに、職務定義書の中に文
書化すること。

職務定義書又は業務マニュアル（パート職員も含む）
「権限と責任の整合性、責任者特定」

2)常勤職員を採用するときは、提出された応募資料の内容を検査
すること。

採用マニュアル、応募資料、派遣会社契約書　「検査項
目、適否判断基準（準拠性）」

3)従業員は、雇用条件の一部として、機密保持契約書又は守秘
義務契約書に署名すること。

機密保持契約書、守秘義務契約書、書類返還確認書
（退職時）

4)雇用条件には、情報セキュリティに対する従業員の責任につい
て記述してあること。

雇用契約書類、就業規則　「採用者・既存職員・退職者
の責任」

4.2 利用者の
訓練

情報セキュリティ
及び個人情報保
護の脅威及び懸
念に対する利用
者の認識を確実
なものとし、通常
の仕事の中で利
用者が組織のセ
キュリティ及び個
人情報保護の基
本方針を維持して
いくことを確実に

1)組織の基本方針及び手順について、組織の全ての従業員及び
関係するならば外部利用者を適切に教育し、並びに定期的に更
新教育を行うこと。

利用者教育・訓練計画、実施記録、教育用資料　「教育
内容の適切性（セキュリティ要求事項、法律上責任、業
務上管理策、情報処理設備の正しい使用方法（ログオ
ン手順、パッケージソフト使用方法等））」

 

1)セキュリティ及び個人情報保護事件・事故は、適切な連絡経路
を通して、できるだけ速やかに報告すること。

連絡経路図、事件・事故記録　「最新性、効率性」

2)情報サービスの利用者に対して、システム若しくはサービスのセ
キュリティの弱点、又はそれらへの脅威に気付いた場合若しくは疑
いを持った場合は、注意を払い、かつ報告するよう要求すること。

トラブル連絡記録、報告手順書、学内・院内通知文
「利用者の網羅性、問題点報告体制」

3.2 情報の分
類

 

 

4.人的セキュリティ

4.1 職務定義
及び雇用
における
セキュリ
ティ及び
個人情報

人による誤り、盗
難、不正行為、又
は設備の誤用のリ
スクを軽減するた
め

4.3 セキュリ
ティ及び
個人情報
保護事
件・事故
及び誤作

セキュリティ及び
個人情報保護事
件・事故及び誤作
動による損害を最
小限に抑えるた
め、並びにそのよ

情報資産及び個
人情報の適切なレ
ベルでの保護を
確実にするため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

3)ソフトウェア誤作動を報告する手順を確立すること。
トラブル連絡記録、報告手順書　「報告手順の妥当性・
適時性、誤作動の分類・重要度把握」

4)事件・事故及び誤作動の種類、規模並びに費用の定量化及び
監視を可能とする仕組みを備えていること。

事件・事故記録、障害報告書、事件・事故・障害の統
計・年度報告資料　「発生状況把握・報告の仕組み、裏
づけ」

5)組織のセキュリティ及び個人情報保護の基本方針及び手順に
違反した従業員に対する、正式な懲戒手続を備えていること。

就業規則、懲戒手続の適用記録　「懲戒の明確性、公
平性、透明性」

 

1)組織は、情報処理設備を含む領域を保護するために、幾つかの
セキュリティ境界を利用すること。

建物図面、ネットワーク構成図、ハードウェア構成図
「セキュリティ領域に関して図面と実際との整合性」

2)認可された者だけにアクセスを許すことを確実にするために、適
切な入退管理策によってセキュリティの保たれた領域を保護するこ
と。

入退管理システム機能説明、入退資格付与者リスト、入
退記録（ログ）　「退職・異動時の入退資格付与者の見
直し、認証精度の設定」

3)セキュリティが保たれた領域の選択及び設計においては、火災、
洪水、爆発、騒擾、その他自然又は人為的災害による損害の可能
性を考慮すること。

建物図面、上下水設備図面、セキュリティ領域設計マ
ニュアル（天井裏配管、直上階でのトイレ・給湯・食堂設
備）　「可用性、設備安全性」

4)セキュリティが保たれた領域のセキュリティを強化するために、そ
の領域での作業のための管理策及び指針を追加すること。

セキュリティ領域の取扱規程　「機密性」

5)品物を受渡しする場所について管理し、可能ならば、認可され
ていないアクセスを回避するために、情報処理設備から隔離する
こと。

建物図面、品物受渡しマニュアル、郵便・宅配便・商品
搬入場所視察　「機密性、第三者侵入への管理策」

1)装置は、環境上の脅威及び危機からのリスク並びに認可されて
いないアクセスの可能性を軽減するように設置しまたは保護するこ
と。

情報処理設備レイアウト図、サーバー・パソコン等装置
導入手続　「サーバー等運用への悪影響排除」

2)装置は、停電、その他の電源異常から保護すること。
情報処理設備レイアウト図、サーバー・パソコン等装置
導入手続、UPS（無停電電源装置）仕様書・テスト記録
「電源多重化、定期的な稼働チェック、非常用発電機」

3)データ伝送又は情報サービスに使用する電源ケーブル及び通
信ケーブルの配線は、傍受又は損傷から保護すること。

情報処理設備レイアウト図、ケーブル配線図、ネット
ワーク構成図　「傍受・損傷からの保護状況、配線状況
の適切性、重要システムの施錠可能部屋・ボックスでの
設置」

4)装置についての継続的な可用性及び完全性の維持を確実とす
るために、装置の保守を正しく実施すること。

保守契約書、保守記録、障害記録、装置一覧表　「保
守の適切性」

セキュリ
ティが保
たれた領
域

動への対
処

うな事件・事故を
監視してそれから
学習するため

5.物理的及び環境的セキュリティ

5.2 装置のセ
キュリティ

資産の損失、損傷
又は劣化、及び業
務活動に対する
妨害を防止するた
め

5.1 業務施設及び業
務情報に対する
認可されていない
アクセス、損傷及
び妨害を防止する
ため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

5)所有権に関係なく、組織の敷地外での情報処理のために装置
を使用する場合は、管理者が認可すること。

職場外持出しパソコン使用マニュアル、パソコン管理台
帳、持出し管理台帳、盗難・車上荒し管理策　「持出し
時の管理者承認の適切性」

6)取扱いに慎重を要する情報を保持する記憶装置の処分は、物
理的に破壊するか又は、確実に上書きすること。

パソコン等廃棄規程、廃棄記録、パソコン管理台帳
「廃棄またはレンタルバック・リースバックするパソコンの
ハードディスク内データ消去方法の適切性」

1)組織は、通常の勤務時間内及び時間外の情報への許可されて
いないアクセス、情報の消失及び損傷のリスクを軽減するために、
書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスク方針の適
用、並びに記憶処理設備に対するクリアスクリーン方針の適用を
考慮すること。

クリアデスク方針、クリアスクリーン方針、記憶媒体管理
ルール　「書類・取外し可能記憶媒体管理方法の適切
性」

2)装置、情報又はソフトウェアは指定場所から無許可では持出し
できないこと。

職場外持出しルール、持出し記録　「無許可持出しの
有無、持出し・返却記録の網羅性、装置持帰り修理の
有無」

1)セキュリティ及び個人情報保護の個別方針によって明確化した
操作手順は、文書化して維持していくこと。

情報セキュリティポリシー、運用システム一覧表、操作
手順書　「最新性、操作性」

2)情報処理設備及びシステムの変更について管理すること。
情報処理設備・システムの変更手続、変更記録　「事
件・事故管理マニュアル、事件・事故発生記録の網羅
性」

3)セキュリティ及び個人情報保護事件・事故に対して、迅速、効果
的、かつ、整然とした対処を確実に行うことができるように、事件・
事故管理の責任及び手順を確立すること。

事件・事故に関する管理マニュアル・事故連絡表・記録
「マニュアル遵守、記録の網羅性」

4)情報若しくはサービスの無認可の変更又は誤用の可能性を小さ
くするために、ある種の職務若しくは責任領域の管理又は実行の
分離を考慮すること。

職務規程、組織図、業務フロー　「変更に関わる内部統
制の有効性」

5)開発施設、試験施設及び運用施設を分離するため、ソフトウェア
の開発から運用の段階への移行についての規則を明確に定め、
文書化すること。

開発環境・テスト環境・本番環境の構成図、システム移
行基準、テスト基準　「環境（開発、テスト、本番）分離の
適切性」

5.3 その他の
管理策

情報及び情報処
理設備の損傷又
は盗難を防止する
ため

6.1 運用手順
及び責任

情報処理設備の
正確、かつ、セ
キュリティを保った
運用を確実にする
ため

6.通信及び運用管理
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

6)情報処理施設の管理のために外部の請負業者を利用する前
に、そのリスクを識別し、適切な管理策を請負業者の同意を得て
契約に組み入れること。

契約書　識別したリスクの管理策の明文化」

1)十分な処理能力及び記憶容量が利用できることを確実にするた
めに、容量・能力の需要を監視して、将来必要とされる容量・能力
を予測すること。

現状及び将来必要となる処理能力・記憶容量資料

2)新しい情報システム、改訂版及び更新版の受入れ基準を確立
し、その受入れ前に適切な試験を実施すること。

受入れ基準（新システム、改訂版、更新版）、テスト基準

6.3 悪意のあ
るソフト
ウェアから
の保護

ソフトウェア及び情
報の完全性を保
護するため

1)悪意のあるソフトウェアから保護するための検出及び防止の管理
策、並びに利用者に適切に認知させるための手順を導入するこ
と。

パソコン等管理ルール、ウィルス対策ソフトライセンス契
約書　「更新方法の適切性、ウィルス感染時の連絡・報
告手順の全員周知徹底」

1)極めて重要な業務情報及びソフトウェアのバックアップは、定期
的に取得し、かつ検査すること。

パソコン・サーバー管理マニュアル、バックアップ取扱操
作マニュアル　「重要情報の最低三世代管理・保管状
況、復元手順の検査・試験」

2)運用担当者は、自分の作業の記録を継続すること。
パソコン・サーバー管理マニュアル、システム起動・終了
記録、作業記録　「記録の適切性（必要項目）」

3)運用担当者の記録は、定期的に独立した検査を受けること。
障害記録規程、システム起動・終了記録、障害記録、検
査記録　「障害記録の網羅性」

4)障害については報告を行い、是正措置をとること。
障害記録規程、障害記録　「障害報告の確実・迅速な
実施、原因究明・再発防止」

6.5 ネットワー
クの管理

ネットワークにおけ
る情報の保護、及
びネットワークを支
える基盤の保護を
確実にするため

1)ネットワークにおけるセキュリティを実現し、かつ維持するため
に、一連の管理策を実施すること。

ネットワーク管理基準　「ネットワーク運用責任とコン
ピュータ操作作業の分離」

1)コンピュータの取外し可能な付属媒体〔例えば、テープ、ディス
ク、カセット）及び印刷された文書の管理手順があること。

記憶媒体管理ルール　「媒体の安全環境での管理」

2)媒体が不要となった場合は、安全、かつ、確実に処分すること。
記憶媒体管理ルール　「不要磁気データ消去の完全
性、紙文書処分での注意」

 

6.2 システム
の計画作
成及び受
入れ

システム故障のリ
スクを最小限に抑
えるため

6.4 システム
の維持管
理

情報処理及び通
信サービスの完全
性及び可用性を
維持するため

6.6 媒体の取
扱い及び
セキュリ
ティ

財産に対する損
害及び事業活動
に対する妨害を回
避するため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

3)認可されていない露呈又は誤用から情報を保護するために、情
報の取扱い及び保管についての手順を確立すること。

情報の取扱手順書、情報受領者一覧表、記憶媒体管
理ルール　「情報媒体の取扱い・ラベルの考慮」

4)認可されていないアクセスからシステムに関する文書を保護する
こと。

システム文書管理規程　「アクセス管理、文書保管状
況」

1)組織間の情報及びソフトウェアの交換（電子的又は人手によるも
の）については、ある場合には正式な契約として、合意を取り交わ
すこと。

セキュリティ条件記載の契約書　「内容の適切性」

2)配送されるコンピュータ媒体を、認可されていないアクセス、誤用
又は破損から保護すること。

媒体配送業者一覧、配送業者との受渡手続手順書
「機密性、改竄防止、媒体配送業者選定理由の妥当
性」

3)電子商取引を、不正行為、契約紛争、及び情報の露呈又は改
竄から保護すること。

電子商取引実施基準、電子商取引契約書　「機密性、
改竄防止」

4)電子メールにおけるセキュリティ上のリスクを軽減するための管
理策の必要性について考慮すること。

電子メール利用基準、ウィルス対策ソフト仕様書、電子
メールログ、電子メール添付ファイル保護状況　「学内
標準以外のWebメール利用禁止、添付ファイル容量制
限、添付ファイルでのexeファイル制限、不審メール受信
時の対応周知徹底」

5)電子オフィスシステムに関連する業務上及びセキュリティ上のリ
スクを管理するために、個別方針及び手引きを作成し、導入するこ
と。

電子オフィスシステムの仕様書・アクセス　「最新性、緊
急時代替手段の適切性」

6)電子的に公開した情報の完全性を保護するように注意すること。
Webサイト運用管理マニュアル　「適切性、個人情報直
接入力に際して法令に沿った情報収集か確認」

7)音声・映像の通信設備及びファクシミリを使用して行われる情報
交換を保護するために、適切な手順及び管理策を持つこと。

ボイスメール・ファクシミリ取扱手順書　「設置場所、受信
文書回収場所、利用時のセキュリティ留意点認識」

7.1 アクセス制
御に関す
る業務上
の要求事
項

情報へのアクセス
制御をするため 1)アクセス制御についての業務上の要求事項を定義し、文書化す

ること。

情報セキュリティポリシー、アクセス管理規程、業務マ
ニュアル　「機密性、業務上の必要性とアクセス制御の
整合性、文書化」

1)複数の利用者を持つ全ての情報システム及びサービスについ
て、それらへのアクセスを許可するための、正規の利用者登録及
び登録削除の手続があること。

情報セキュリティポリシー、業務マニュアル　「機密性、
登録・削除・見直し手続、管理者の明確化」

 

 

7.2 利用者の
アクセス管
理

6.7 情報及び
ソフトウェ
アの交換

組織間で交換され
る情報の紛失、改
竄又は誤用を防
止するため

情報システムへの
認可されていない
アクセスを防止す
るため

7.アクセス制御
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

2)特権の割当及び使用は、制限し、管理すること。
特権割当手続、特権付与者一覧　「正しい手続による
特権付与、通常業務用途のユーザーＩＤとは別のユー
ザーＩＤ割当」

3)パスワードの割当は、正規の管理手続によって統制すること。
アクセス権付与申請書、登録・削除帳票（承認状況）
「従業員（パート、派遣を含む）リストアクセス権登録書と
突合」

4)データ及び情報サービスへのアクセスに対する有効な管理を維
持するため、経営者は、利用者のアクセス権を見直す正規の手順
を、定期的に実施すること。

委員会資料、議事録、アクセス権付与手順書　「最新
性、経営者の関与（承認・報告）」

1)利用者は、パスワードの選択及び使用に際して、正しいセキュリ
ティ慣行に従うこと。

業務マニュアル、システム機能書、パスワードチェック機
能文書　「機密性、準拠性、パスワードチェック機能（脆
弱性、推測可能性、貸し借り・貼付の有無、定期的変
更）」

2)無人運転の装置の利用者は、無人運転の装置が適切な保護対
策を備えていることを確実にすること。

情報処理設備レイアウト、サーバ・プリンタ管理基準
「隔離された施錠なしの場所に設置しない、プリンタ出
力したら速やかに回収」

1)利用者には、ネットワークサービスへのセキュリティが確保されて
いない接続は、使用することが特別に認可されたサービスへの直
接のアクセスだけが提供されること。

ネットワークセキュリティ基準、ネットワーク接続方針、
ネットワークアクセス権一覧　「ネットワークと業務上アク
セス管理方針との整合性」

2)利用者端末と利用者がアクセスすることを認可されているサービ
スとの間に、指定された経路以外の経路を、利用者が選択するこ
とを防止すること。

ネットワークセキュリティ基準、ネットワーク接続方針、
ネットワーク図、セキュリティゲートウェイ資料　「ルール
化、チェック・モニタリング」

3)遠隔地からの利用者のアクセスには、認証を行うこと。
遠隔地利用管理基準、遠隔地利用者一覧　「転送機能
使用禁止、遠隔地利用者アクセス状況」

4)遠隔コンピュータシステムへの接続は、認証されること。
遠隔地利用管理基準、遠隔地利用者一覧　「認証方法
適切性」

5)診断ポートへのアクセスはセキュリティを保つように制御されるこ
と。

ポート一覧、ポートに関するアクセス管理方針　「遠隔診
断ポートのリスク評価資料チェック」

 

ネットワー
クのアクセ
ス制御

ネットワークを介し
たサービスの保護
のため

7.3 利用者の
責任

るため

認可されていない
利用者のアクセス
を防止するため

7.4
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

6)情報サービス、利用者及び情報システムのグループを分割する
ために、ネットワーク内に制御の導入を考慮すること。

情報サービス・利用者一覧、アクセス管理方針　「接続
ネットワーク間のセキュリティゲートウェイの適切性、ポー
トパケットフィルタリングの設定、連続する大量の接続確
立要求禁止」

7)利用者の接続の可能性を制御する制御策は、業務用ソフトウェ
アのアクセス方針及び要求事項に基づくこと。

業務用ソフトウェアのアクセス管理方針　「接続制限の
適用対象（電子メール、一方向・双方向のファイル転
送、対話式アクセス、時刻・期日にリンクしたネットワーク
アクセス）」

8)共用ネットワーク、特に、組織の境界を越えて広がっているネット
ワークには、コンピュータの接続及び情報の流れが業務用ソフト
ウェアのアクセス制御方針に違反しないことを確実にするために、
経路指定の制御策を組み込むこと。

業務用ソフトウェアのアクセス管理方針、共用ネットワー
ク仕様書、共用ネットワーク利用者一覧　「現存する全
アクセス経路把握、発信元・宛先のアドレス検査、経路
制御装置とソフトウェアとの役割明確化」

9)ネットワークを使用する組織は、使用するサービスのセキュリティ
の特質について、明瞭な説明を受けることを確実にすること。

ネットワークサービスのセキュリティ説明資料　「内容の
適切性」

1)特定の場所及び携帯装置への接続を認証するために、自動の
端末識別を考慮すること。

特定の場所・携帯装置への接続認証手続　「ノートパソ
コン接続時にオペレーティングシステムの端末固有ＩＤ
の自動識別機能を利用」

2)情報サービスへのアクセスは、安全なログオン手続を経て達成さ
れること。

ログオン手順書、ログオン記録（ログオン・ログオフ時
刻、アクセス時間、ログオン失敗情報）　「不正ログオン
対策（失敗回数による制限、不正発見のモニタリング）」

3)全ての利用者（技術支援要員、例えば、オペレータ、ネットワー
ク管理者、システムプログラマ、データベース管理者）は、その活
動が誰の責任によるものかを後で追跡できるように、各個人の利用
ごとに一意な識別子（利用者ＩＤ）を保有すること。

ユーザーＩＤ一覧表、ユーザーＩＤ付与ルール　「共有
ユーザーＩＤ付与制限、管理適切性チェック」

4)質のよいパスワードであることを確実にするために、パスワード管
理システムは有効な対話的機能を提供すること。

パスワード管理システム説明書、パスワード登録ルール
「利用者自身がパスワード選択・変更、以前利用者のパ
スワード記録を一定期間維持し再使用禁止、入力時パ
スワード表示せず、推測可能パスワードチェック」

5)システムユーティリティのために認証手順を使用すること。
使用システムユーティリティ一覧、システムユーティリ
ティ使用制限ルール　「適切性、システムユーティリティ
認証手順確認」

 

7.5 オペレー
ティングシ
ステムのア
クセス制
御

認可されていない
コンピュータアクセ
スを防止するため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

6)脅迫の標的となりうる利用者のために、脅迫に対する警報を備え
ることを考慮すること。

脅迫警報一覧表、脅迫警報の責任と手順　「内容適切
性、警報時の対処要領」

7)リスクの高い場所（例えば、組織のセキュリティ管理外にある公共
又は外部領域）にあるか、又はリスクの高いシステムで用いられて
いる端末が活動停止状態にある場合、一定の活動停止時間の経
過後、その端末は遮断されること。

リスクの高い場所にある端末一覧、システム機能書（タイ
ムアウト機能説明）　「端末が一定時間活動がない場合
に接続遮断」

8)リスクの高い業務用ソフトウェアに対して、接続時間の制限に
よって、追加のセキュリティを提供すること。

接続時間を制限しているリスクの高い業務用ソフトウェ
ア一覧　「転送許可時間帯設定」

1)ソフトウェア及び情報への論理アクセスは、認可されている利用
者に制限されること。

アクセス管理方針、情報アクセス方針　「情報へのアク
セス制限では表示情報を考慮・利用者アクセス権制御
を考慮」

2)取扱いに慎重を要するシステムには、専用の隔離された情報シ
ステムを設置すること。

取扱いに慎重を要するシステム（人事システムなど）一
覧、システム説明書　「他システムからの隔離」

1)例外事項、その他のセキュリティに関連した事象を記録した監査
記録を作成して、将来の調査及びアクセス制御の監視を補うため
に、合意された期間保存すること。

アクセスログ管理規程、アクセスログ、ログチェック記録、
監査記録　「監査記録（ユーザーID、ログオン・ログオフ
時刻、効率・費用対効果）、アクセス記録保存期間設
定」

2)情報処理設備の使用状況を監視する手順を確立すること。
情報処理設備一覧表、情報処理設備監視手続き、監
視項目　「監視項目（ユーザーID、重要事象の日時・タ
イプ・アクセスファイル、全特権操作の起動・停止）」

3)監視の結果は、定期的に見直すこと。
監視結果報告書、定期的見直し結果　「監視結果見直
し頻度」

4)システムが直面する脅威とそれらの起こり方を理解するために、
記録を検証すること。

監視結果（アクセスログ、アクセスログチェック記録）
「記録機能のセキュリティの適切性」

5)コンピュータの時計は正しく設定すること。
コンピュータの時刻設定規程、コンピュータの時刻設定
手順　「合意された標準時間、ずれ発生時の修正手順」

1)ノート型コンピュータ、パームトップコンピュータ、ラップトップコン
ピュータ及び携帯電話のような移動型計算処理の設備を用いると
き、業務情報のセキュリティが危険にさらされないような防御を確実
にするために、特別な注意を払うこと。

移動型計算処理機セキュリティ対策基準　「物理的保
護、アクセス管理、暗号技術、バックアップ、ウィルス対
策、非保護環境下でのセキュリティ対策（移動時の紛
失・盗難防止策）」

 

7.6 業務用ソ
フトウェア
のアクセス
制御

認可されていない
コンピュータアクセ
スを防止するため

7.7 システムア
クセス及
びシステ
ム使用状
況の監視

認可されていない
活動を検出するた
め

7.8 移動型計
算処理及
び遠隔作
業

移動型計算処理
及び遠隔作業の
設備を用いるとき
の情報セキュリ
ティを確実にする
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

2)遠隔作業を行う場合、組織は、遠隔作業を行う場所に保護を施
し、この作業形態のため適切に手配されていることを確実にするこ
と。

遠隔作業場所セキュリティ方針　「装置・保管庫、作業
時間明確化、盗み見・盗難対策」

8.1 システム
のセキュリ
ティ及び
個人情報
保護の要

情報システムへの
セキュリティの組
込みを確実にする
ため

1)新しいシステム又は既存のシステムの改善に関する業務上の要
求事項には、管理策についての要求事項を明確にすること。

ユーザー要件定義書、情報資産管理台帳　「情報セ
キュリティ管理策の適切性、セキュリティ要求事項の満
足度」

1)業務用システムに入力されるデータは、正確で適切であることを
確実にするために、その妥当性を確認すること。

ユーザー要件定義書、システム設計書　「入力データの
エラーチェックの妥当性」

2)処理したデータの改変を検出するために、システムに妥当性の
検査を組み込むこと。

ユーザー要件定義書、システム設計書　「処理データの
不正・誤処理の可能性洗い出しとその重要性チェック」

3)重要性の高いメッセージ内容の完全性を確保するセキュリティ要
件が存在する場合に、メッセージ認証の適用を考慮すること。

ユーザー要件定義書、セキュリティリスク評価資料　「内
容の適切性、暗号化・電子署名対策の有無」

4)業務用システムからの出力データについては、保存された情報
の処理がシステム環境に対して正しく、適切に行われていることを
確実にするために、妥当性確認をすること。

ユーザー要件定義書、システム設計書、操作マニュア
ル　「出力データ妥当性チェックのため出力数（ページ
数、レコード数）、異常発見時処理手続」

1)組織の情報を保護するための暗号による管理策の使用につい
て、個別方針を定めること。

ユーザー要件定義書、暗号化ポリシー、セキュリティリス
ク評価資料　「暗号化基本方針文書化、暗号鍵管理適
切性」

2)取扱いに慎重を要する又は重要な情報の機密性を保護するた
めに、暗号化すること。

暗号化ポリシー、セキュリティリスク評価資料、暗号化
ファイル一覧表　「取扱い注意情報の機密性保護のた
めの暗号化適用状況」

3)電子文書の真正性及び完全性を保護するために、ディジタル署
名を用いること。

暗号化ポリシー、セキュリティリスク評価資料、電子署名
付き文書一覧表　「公開鍵の完全性、電子署名とデー
タ暗号化の暗号鍵を別個管理」

4)事象又は動作が起こったか起こらなかったかについての紛争の
解決が必要である場合には、否認防止サービスを用いること。

暗号化ポリシー、セキュリティリスク評価資料、否認防止
サービス利用一覧表　「相手の否認が大きな問題となる
処理の対応」

 

 

ティを確実にする
ため

8.2 業務用シ
ステムの
セキュリ
ティ

業務用システムに
おける利用者デー
タの消失、変更又
は誤用を防止する
ため

8.システムの開発及び保守

8.3 暗号によ
る管理策

情報の機密性、真
正性又は完全性
を保護するため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

5)一連の合意された標準類、手順及び方法に基づく鍵管理システ
ムを、暗号技術の利用を支援するために用いること。

暗号鍵管理規程　「必要事項記載チェック、機能適切性

1)運用システムでのソフトウェアの実行を管理すること。

運用システム説明書、ライブラリ管理要領　「実行可能
コード保持、全テスト・ユーザー受入承認・ソースライブ
ラリ更新終了までは実行禁止、新バージョントラブルに
備えて旧バージョン保持」

2)試験データを保護し、管理すること。

テストデータ管理要領、テスト計画書、テスト結果報告
書　「個人情報データベースはテストに使用しない、本
番データをテスト用に複製する場合責任者許可、複製
データはテスト完了後直ちに削除」

3)プログラムソースライブラリへのアクセスに対しては、厳しい管理
を維持すること。

プログラムソースライブラリ管理要領　「プログラムソース
ライブラリ責任者任命状況、保守・複製の厳格な変更管
理手続」

1)情報システムの変更の実施を厳しく管理すること。
保守業務規程、情報システム変更要領　「変更要領遵
守、変更の影響範囲洗い出し、開発環境以外での受入
テスト実施」

2)オペレーティングシステムを変更した場合は、業務用システムを
レビューし、試験すること。

保守業務規程、オペレーティングシステム変更要領
「十分なレビュー、アプリケーションレベルのテスト、オペ
レーティングシステム部門と業務システム部門との連携」

3)パッケージソフトウェアの変更は極力行わないようにし、絶対に
必要な変更を厳しく管理すること。

保守業務規程、パッケージソフトウェア変更要領、パッ
ケージソフトウェアライセンス契約、パッケージソフトウェ
ア変更記録　「内容の適切性、変更状況」

4)隠れチャネル及びトロイの木馬の危険性から保護するために、ソ
フトウェアの購入、使用及び修正を管理し、検査すること。

保守業務規程、ソフトウェア購入・使用・修正要領、パッ
ケジソフトウェアライセンス契約書　「信頼できる開発元
からの購入、システム作業での確実に信頼できる要員」

5)外部委託によるソフトウェア開発をセキュリティの保たれたものと
するために、管理策を用いること。

システム開発業務規程、ソフトウェア開発外部委託要
領、システム開発外部委託契約書　「知的所有権取扱
いチェック、第三者預託契約チェック、トロイの木馬検出
導入前試験」

 

8.4 システム
ﾌｧｲﾙのセ
キュリティ

ＩＴプロジェクト及
びその支援活動
をセキュリティが保
たれた方法で実
施されることを確
実にするため

8.5 開発及び
支援過程
における
セキュリ
ティ

業務用システム及
び情報セキュリ
ティを維持するた
め

9.事業継続管理
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

1)組織全体を通じて事業継続のための活動を展開し、かつ、維持
するための管理された手続が整っていること。

事業継続計画、事業継続マニュアル、緊急時連絡体制
「組織全体での統合された計画、定期的見直し」

2)事業継続のための活動は、業務手続の中断を引き起こしうる事
象を特定することから始めること。

事業継続計画、リスク評価資料　「リスク評価適切性、リ
スク識別の網羅性、組織全体でのリスク識別」

3)事業継続に対する全般的取組のために、適切なリスクアセスメン
トに基づいた戦略計画を立てること。

事業継続計画、リスク評価資料　「計画と評価の整合
性」

4)重要な業務手続の中断又は障害の後、事業運営を維持又は要
求される時間内に復旧させるための計画を立てること。

事業継続計画、復旧手順書・マニュアル　「復旧目標指
標（復旧時点・時間・範囲）、計画・手順書と復旧目標指
標との整合性」

5)全ての計画が整合したものになることを確実にするため、また、
試験及び保守の優先順位を明確にするために、一つの事業継続
計画の枠組みを維持すること。

事業継続計画、業務優先順位付け資料　「経営者承
認、組織内周知、組織全体での統合」

6)事業継続計画が最新の情報を取り入れた効果的なものであるこ
とを確実にするために、定期的に試験すること。

訓練実施計画、訓練実施報告書　「定期的な訓練、訓
練実施頻度は業務の重要度に応じる、事業継続計画
が組織変更・ベンダー保守担当者変更・情報資産変更
など内外環境変化に対応」

7)事業継続計画は、それらの有効性を継続して確保するために、
定期的な見直し及び更新によって維持すること。

事業継続計画、事業継続計画更新記録、事業継続訓
練実施結果　「計画の最新性、更新の担当部門・時期
の設定、訓練結果の計画見直しへの反映」

1)各情報システムについて、全ての関連する法令、規制及び契約
上の要求事項を、明確に定め、文書化すること。

情報システム化計画書、業務マニュアル、サービスレベ
ル合意書（ＳＬＡ）、情報システム開発・運用契約書　「法
令準拠性（特に事件・事故発生時の取扱い）」

2)知的所有権がある物件を使用する場合及び所有権があるソフト
ウェアを使用する場合は、法的制限事項に適合するように、適切
な手続を実行すること。

情報システム概要書、システム設計資料、著作権使用
許諾契約書　「法令準拠性（ソフトウェア・コンテンツ著
作権、ビジネスモデル特許も含む）」

3)組織の重要な記録は、消失、破壊又は改竄から保護されること。

情報資産管理台帳（重要な記録の種類、保管場所、保
管方法、保管責任者等記載）、建物図面、キャビネット
配置図　「重要記録（電子記録・紙面書類とも）保管方
法・場所、アクセス管理、施錠管理、持出管理、バック
アップ」

 

 

9.1 事業継続
管理の
種々の面

事業活動の中断
に対処するととも
に、重大な障害又
は災害の影響から
重要な業務手続
を保護するため

 

 

10.適合性
刑法及び民法、そ
の他の法令、規制
又は契約上の義
務、並びにセキュ
リティ上の要求事
項に対する違反を
避けるため

10.1 法的要求
事項への
適合
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

4)関連する法令に従って個人情報を保護するために、管理策を用
いること。

個人情報保護規程、個人情報管理台帳・ファイル、職
員情報管理マニュアル、学生情報管理マニュアル　「法
令・指針・ガイドラインとの整合性」

 

5)情報処理施設の使用には管理者の認可を要するものとし、その
ような施設の誤用を防ぐための管理策を用いること。

情報処理施設使用基準、情報処理施設使用手続書、
監視記録　「管理者承認の有無、監視の有無」

 

6)暗号による管理策の策定においては、国の法律への適合を確
実なものにするために、法的な助言を求めること。

暗号技術取扱基準、弁護士相談記録　「暗号技術組込
みのハードウェア・ソフトウェアや暗号化情報の輸出入
には輸出入先の暗号に関する法律について弁護士に
相談」

 

7)人又は組織に対する措置を支援するには、十分な証拠を持つこ
と。

情報セキュリティ規程、電子メール運用指針、情報資産
管理台帳、契約書、懲戒根拠となるアクセスログ・電子
メールログ・証言記録　「証拠の客観性、事実に基づくこ
と、複数証拠での裏づけ、懲戒対象者の主張」

 

1)管理者は、自分の責任範囲における全てのセキュリティ手続が
正しく実行されることを確実にすること。

業務マニュアル、業務分掌　「業務手続の定期的チェッ
ク、管理者による責任あるチェック」

 

2)情報システムは、セキュリティ実行標準と適合していることを定期
的に検査すること。

技術的適合検査結果　「適合性検査の定期的実施」

 

1)監査要求事項、及び、運用システムの検査を含む監査活動は、
業務手続の中断のリスクを最小限に抑えるように、慎重に計画を立
て、合意されること。

監査計画書、監査に関するアンケート　「計画策定での
被監査部門業務スケジュール考慮、抜打ち監査の実
施」

 

2)システム監査ツール、すなわち、ソフトウェア又はデータファイル
へのアクセスは、誤用又は悪用を防止するために、保護されるこ
と。

システム監査ツール資料（操作マニュアル、システム設
計資料）　「機密性確保」

 

1)個人情報を取得する場合には、利用目的を通知・公表している
こと。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル　「利用目的の通知・公表方法把握、
実際の通知・公表状況確認」

 

10.2 セキュリ
ティ及び
個人情報
保護の基
本方針及
び技術適
合のレ
ビュー

組織のセキュリ
ティ及び個人情報
保護の基本方針
及び標準類への
システムの適合を
確実にするため

11.1 個人情報
の取得

個人情報の取得
を適切に行うため

10.3 システム
監査の考
慮事項

システム監査手続
の有効性を最大
限にすること、及
びシステム監査手
続への／からの干
渉を最小限にする
ため

11.個人情報保護
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

2)個人情報を取得する場合には、可能な限り利用目的を特定して
いること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル　「利用目的特定方法把握、実際の
利用目的特定状況確認」

3)個人情報は適正な方法で取得すること。
個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル　「取得方法の適切性チェック、実際
の取得状況確認、管理者の指導監督状況確認」

1)個人情報は目的内で利用すること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、アクセスログ、委員会（ＷＧ）議事録
「個人情報取扱者への指導監督実施状況確認、個人
情報データベースへのアクセス権付与状況・アクセスロ
グを分析して異常アクセス有無・業務上必要性を確認」

2)個人情報は、本人及び許可された者以外に情報を見られない
仕組みがあること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、イントラネット設計書、患者・職員・
学生情報システム設計書　「個人情報が第三者に見ら
れないアクセス対策」

11.3 個人情報
の提供

個人情報の第三
者への提供を適
切に行うため

1)個人情報は、利用目的の範囲を超えて第三者に提供していな
いこと。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、契約書　「第三者の定義明確化、事
前承認手続き」

11.4 個人情報
の預託

個人情報を預託
する際に、個人情
報を適切に取扱
わせるため

1)外部に個人情報の処理を委託する場合には、契約の締結及び
監督指導を行っていること。

業務委託契約書、業務報告書　「再委託先管理、外部
委託先要因把握、委託契約における監査権（検査権）
の有無と実施状況」

1)個人情報の開示請求を受けた場合の体制が明確になっている
こと。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、患者・職員・学生個人情報管理マ
ニュアル、組織図、業務分掌、連絡体制図、対応記録
「責任者・担当者、窓口担当者への教育内容・運営ガイ
ド、最新の体制、開示請求と一般的問合せとの区分」

2)個人情報の開示請求への対応手続が明確になっていること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、開示請求対応記録方法　「本人確
認の手続、合理的な期間内の開示請求か、保管個人
情報の定期的情報提供、開示請求拒絶の合理的理
由」

 11.2 個人情報
の利用

個人情報を目的
内で適切に行うた
め

11.5 個人情報
の開示請
求

情報主体からの開
示請求に適切に
対応するため
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

3)個人情報の訂正・削除・利用停止手続が定められていること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、訂正・削除・利用停止対応記録
「本人確認の手続、責任者の承認の有無、保管個人情
報の定期的情報提供、開示請求拒絶の合理的理由」

1)個人情報に関する苦情相談体制が明確になっていること。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、患者・職員・学生個人情報管理マ
ニュアル、組織図、業務分掌、連絡体制図、苦情相談
対応記録方法　「責任者・担当者、窓口担当者への教
育内容・運営ガイド、最新の体制」

2)個人情報に関する苦情相談への対応手続が明確になっている
こと。

個人情報保護規程、個人情報保護方針、個人情報保
護業務マニュアル、対応記録　「本人確認の手続、是正
措置の検討状況・進捗状況管理（たらい回しや対応漏
れを防止）、内部通報制度との関連」

12.1一般的要
求事項

医療情報開示、
医療の透明化を
支援し、患者か
らの信頼を高め
るため

1)コンプライアンスプログラムを策定し、実施し、維持し、
改善すること。

コンプライアンスプログラムとは、個人情報保護方
針、組織、計画、実施、監査及び見直しを含むマネ
ジメントシステム。単に個人情報保護方針を策定す
ればよいのではなく、実現するための組織体制を整
え、具体的な計画を立て、実施し、監査し、監査結
果を評価する必要がある。

1)事業の内容・規模を考慮した適切な個人情報を収集、利
用、提供をしていること。

収集（弱い患者の立場を考慮、健康上問題のある患
者への配慮）、利用（利用目的の文書化）、提供
（提供に関する文書化での明示）

2)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改
竄・漏洩の予防や是正をすること。

物理的セキュリティ（建物・部屋の強度・出入制
限）、組織的セキュリティ（管理者、アクセス権現
設定）、ネットワークセキュリティ（インターネッ
トからのアクセス制限）、コンピュータセキュリ
ティ（ウィルス混入防止）

3)個人情報の法令・規範を遵守すること。 患者情報の保護法令（医師法、刑法）

4)コンプライアンスプログラムを継続的に改善すること。
コンプライアンスプログラムの実施、管理責任者設
定、監査、遵守状況評価・計画見直し・改善、

 

 
12.医療機関における個人情報保護コンプライアンス

方針の策定、実
行、維持のため

12.2個人情報
保護方針

11.6 個人情報
の苦情相
談

情報主体からの個
人情報に関する
苦情・異議申立に
適切に対応するた
め
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

1)個人情報を特定するための手順を確立し維持しなければな
らないこと。また、特定した個人情報に関するリスクを認識
しなければならないこと。

保護すべき個人情報の対象・管理単位、業務の流れ
に沿った個人情報の特定、リスク分析（原因と影
響）、日常業務としての個人情報特定手順

2)個人情報に関する法令・規範を特定し、参照できる手順を
確立し維持しなければならないこと。

重要で基本的なものを調査収集し、職員がいつでも
参照できるようにする。

3)個人情報を保護するための内部規程を策定し、維持しなけ
ればならない。

内部規程の構成（基本規程、細則、様式など、十分
に職員に告知）、内部規程の制定改廃、既存規程の
内部規程への取込み

4)内部規程を遵守するために必要な教育、監査などの計画を
立案し、文書化し、かつ、維持しなければならない。

計画書の策定（教育：教育担当部署が立案し保護管
理者の承認必要、監査：監査責任者が立案し代表者
の承認必要）、実施計画書、改善報告書、他の計画
との融合

1)役割、責任及び権限を定め、文書化し、かつ個人情報に関
連のある業務に関わる役員及び従業員に周知しなければなら
ない。代表者はコンプライアンスプログラムの実施及び管理
に不可欠な資源を用意しなければならない。代表者はこの規
格の内容を理解し実践する能力のある管理者を内部から指名
し、コンプライアンスプログラムの実施及び運用に関する責
任及び権限を他の責任にかかわりなく与え業務を行わせなけ
ればならない。

代表者は病院長、管理者は従業員から定める（法令
で守秘義務が定められている職種から選任）　　医
員を管理者に選任した場合でも医局長・診療科長の
干渉を受けない。　資源（要員、保管庫鍵、入退室
管理帳簿、シュレッダー、ディスク消去装置）
採用時及び年1度以上の適切な教育、内規遵守違
反・義務不履行・不正行為への罰則

2)収集の原則：個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、
その目的の達成に必要な限度において行われなければならな
い。

日常的に存在する取得目的は全て列挙（過去の診療
情報実績を詳細に調査）、定期的に確認、虐待の可
能性のある場合は親権者の同意不要で法令に基づい
て虐待の可能性報告

3)収集方法の制限：個人情報の収集は、適法かつ公正な手段
によって行わなければならない。

患者の自発的な提供が原則、意識不明で搬送の場合
患者所持物捜査は警察に任せる、意識障害・精神障
害・乳幼児など説明困難な場合は必要性を検討し必
要性を記録した上で患者以外から情報取得、患者に
関するもの以外の情報を得る場合等は複数の従業員
が検証

個人情報の特
定、個人情報の
保護、内部規程
の遵守

 

12.4実施及び
運用

12.3計画
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

4)収集の禁止：個人情報の収集・利用・提供を行ってはなら
ない場合（ただし明示的な情報主体の同意、法令の規定、司
法手続き上必要不可欠な場合を除く）思想信条宗教、人種民
族門地本籍地、身体精神障害、犯罪歴、社会的差別、勤労者
団結権・団体交渉、集団示威行為参加、保健医療・性生活

診療の遂行上情報収集を避けられない場合はその理
由を診療録に明記した上で収集、可能な限り事前に
倫理委員会の了承を得る（事後でもよいが、不適と
判断された場合、当該情報を抹消）

5)情報主体から直接に個人情報を収集する場合：情報主体に
対して書面または代替方法で通知して情報主体の同意を得な
ければならない。（a.事業者内部の個人情報管理者氏名職名
所属連絡先、b.収集目的、c.個人情報提供目的､受領者、d.
個人情報預託、e.情報主体が個人情報を与えることの任意性
と与えない場合の情報主体への結果、f.開示権利、訂正・削
除権利、権利行使の方法）

初診時に文書を手渡すか見やすい所に掲示し内容を
理解し同意したことを確認する。　意識障害・精神
障害・乳幼児の場合、親権者・保護者に掲示し同意
取得。　親権者・保護者が複数いて意見に相違があ
る場合原則不同意優先。ただし人名・身体に損傷を
与えることが予想される場合同意優先。

6)情報主体以外から間接的に個人情報を収集する場合：事前
に情報主体の同意を得なければならない。

口頭説明・同意確認・情報収集・事後本人開示。本
人虚偽申立の可能性の場合、判断した理由・診療遂
行上必要な旨を診療録に記載（できれば複数の従業
員が判定）

7)利用及び提供の原則：情報主体が同意を与えた収集目的の
範囲内で行う。（例外　法令の規定。情報主体等の生命・健
康・財産等の重大な利益保護）

診療情報利用を原則事前に同意（包括的、個別）を
得た範囲に限定。法令による利用でも通知が望まし
い。緊急避難的利用でも事後にその利用を通知して
おくことが望ましい。

8)収集目的範囲外の利用及び提供の場合の措置：情報主体に
通知し事前の情報主体の同意の下に行う。

患者本人の同意。意識障害・精神障害・乳幼児で同
意取得困難な場合親権者・保護者の同意。

9)正確性の確保：収集目的に応じ必要な範囲内において、正
確、かつ、最新の状態で管理する。

正確性に関するリスク分析を行う。（運用管理、入
出力管理、データ管理、委託先管理）

10)安全性の確保：リスク（不正アクセス、紛失、破壊、改
竄、漏洩）に対して合理的な安全対策を講じる。

安全性に関するリスク分析を行う。（安全性喪失時
の脅威、発生確率、重大性の評価と対策）　廃棄時
の安全性。　リスク発生時の是正措置。　電子保存
（フィルムレス・ペーパーレス）への対応。
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

11)委託処理：情報処理を委託するなどのために個人情報を
預託する場合は、十分な保護水準を満たしている者を選定す
る基準を確立する。契約によって保護水準を担保する。

委託先評価基準（プライバシーマーク取得、守秘義
務（就業規則、退職後）、研修教育実施、セキュリ
ティ使用明示）、契約書（他者開示禁止、再委託制
限）、外国人雇用者への配慮（外国人を雇用してい
る場合日本語の規則理解できない）、入札時仕様書

12)開示・訂正・削除の要求：情報主体からの開示・訂正・
削除の要求には合理的な期間で応じる。また、可能な範囲で
受領者へ通知する。

開示申込窓口、申込用紙、開示判断所要期間、個別
費用を定める。

13)利用・提供の拒否：情報主体から利用・第三者提供を拒
まれた場合応じる。

利用拒否・第三者提供拒否に関する書式整備。　保
険者への診療報酬請求拒否の場合、自費診療となる
旨明記。　診療録・医事会計システムでの区別。

14)役員・従業員への適切な教育実施（重要性・利点、役
割・責任、違反時結果）

研修プログラムを採用時と定期に分けて、量・時
期・内容を具体的に策定。リスクマネジメントの一
環として職場別に少人数で行うことが望ましい。

15)情報主体からの苦情・相談に応じる。
苦情相談担当者を任命。　代表電話受付者にも苦情
相談担当者を告知。担当者不在時の対応を予め策
定。情報開示申込も受け付ける。

16)書面またはこれに代わる方法で文書化する。
各種規程は文書化し、印刷物または電子媒体に保管
し、内部での利用を行う。

17)文書を管理する。
規程に関する文書管理と情報取扱いに関する記録書
類管理を責任者を置いて行う。

12.5監査 1)監査責任者は監査を指揮し、監査報告書を作成し、代表者
（病院長）に報告する。代表者は監査報告書を管理・保管す
る。

定期的に記録書類を元に監査実施。医療機関内を巡
回し遵守状況を把握し、報告する。

12.6代表者
（病院
長）によ
る見直し

適切な個人情報
保護を維持する
ため

代表者は、監査報告書及び経営環境に照らして、定期的にコ
ンプライアンスプログラムを見直す。

監査報告書を受けてコンプライアンスプログラムを
改定。年間スケジュールをプログラムに記載。毎年
規程類を見直す。新規業務発生時にコンプライアン
スプログラムの見直しを図る。
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別紙４－１ 個人情報保護監査実施項目

項番 項目 目的 監査項目 監査手続（収集すべき資料例）、「留意点」
監査対象
部署

参照した資料 「情報セキュリティ・個人情報保護のための内部監査の実務　効果的な内部監査の進め方と監査チェックリスト」

「医療機関のための個人情報反故対策　プライバシーマーク・ISMS認証取得ガイドブック」
　

「ＪＩＳＱ１５００１：２００６をベースとした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン」
　　2007年1月10日　編者：日本情報処理開発協会プライバシーマーク推進センター　財団法人日本規格協会
「保健医療福祉分野のプライバシーマーク認定指針」
　　2006年10月19日　編纂：医療情報システム開発センター　プライバシーマーク付与認定審査室

　　2005年3月9日　編著者：島田祐次　株式会社日科技連出版社

　　2005年3月10日　監修：開原成允、著者：羽生正宗　株式会社じほう
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別紙４－２ 

 1 

個人情報保護 チェックシート 
 

 
No. ﾁｪｯｸ 設問 

1 □ 経営トップ（役員、部局長）及び管理者が個人情報保護に対して強い必要性を

感じ、取組を推進している。 
2 □ 経営トップから「個人情報保護方針」が発信されている。 
3 □ 「個人情報保護方針」の存在を全教職員が認識し、意味合いを理解している。 
4 □ 個人情報保護に当っての管理者・責任者・担当者等の役割が明確に決まってお

り、既に業務に取組んでいる。 
5 □ 全教職員に対して個人情報保護の意識付けのための教育を定期的に実施して

いる。 
6 □ メールや会議・朝礼等で随時、教職員に個人情報保護に対する意識付けを行っ

ている。 
7 □ 業務ごとに個人情報の洗い出し（個人情報の特定）を行なっている。 
8 □ 業務ごとに個人情報漏洩のリスクを調査した。 
9 □ 個人情報保護に関する内部規程が整備されている。 

10 □ 内部規程の内容を認識させるための教育を全教職員に対して実施した。 
11 □ 個人情報保護に関する内部規程が定期的に改訂されている。 
12 □ 個人情報を収集する際は、適法かつ公正に行なわれていると言い切れる。 
13 □ 個人情報の利用目的が明確に定められている。 
14 □ 個人情報の利用目的を当該個人に通知または公表している。 
15 □ 当初の利用目的を超えて個人情報を利用する場合は、当該個人の同意を得るよ

うに定められている。 
16 □ 個人情報は基本的に第三者に提供しないこととなっている。万一第三者に提供

する際には、当該個人の同意を得ている。 
17 □ 当該個人から個人情報の開示・訂正・利用停止の要求があった場合の対応手順

が明確に定められている。 
18 □ 個人情報の開示や訂正の請求があった場合に、本人であることを確認するため

の手順が定められている。 
19 □ 本学へ当該個人が個人情報に関して連絡を取る際の連絡先（メールアドレス、

電話番号、担当者等）をホームページ等に公表している。 
20 □ 当該個人から個人情報に対する苦情があった場合の対応手順が明確に定めら

れている。 
21 □ セキュリティポリシー（セキュリティに関する方針・規程）がある。 
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22 □ 本学・病院のみならず、取引先（業務委託先等）に対しても個人情報保護の取

組を促している。 
23 □ 取引先（業務委託先等）との機密保持契約等に個人情報保護の条項を盛り込ん

で契約を結びなおした。もしくは、新たに契約書を作成して契約を行なった。 
24 □ 大学・病院の出入り口では入退室管理（出入りのチェック）を徹底しており、

誰でも自由に出入りできる状態にはなっていない。 
25 □ 机を離れる際は、パソコン電源をオフにする、パスワード付きのスクリーンセ

ーバーを掛けるなどの対策が徹底されている。 
26 □ 机を離れる際は、個人情報が記載された書類を机上に置きっぱなしにしてはい

けない旨の規程がある。 
27 □ サーバールームには関係者以外は入れないよう施錠するなどの対策をとって

いる。 
28 □ 電子メールで安易に個人情報のやり取りをしないように指導している。 
29 □ 紙で管理している個人情報は、必ず鍵付きの机またはキャビネットに保管され

ている。 
30 □ 机・キャビネット等の鍵の管理は明確に手順が定められ、徹底されている。 
31 □ 紙ベースの個人情報を破棄する際は、そのままゴミ箱に入れるようなことは絶

対にせず、シュレッダーにかけて裁断するなどの決まりが徹底して守られてい

る。 
32 □ 各個人情報の保管期間が定まっており、それに従って廃棄を行なっている。 
33 □ ID・パスワードは定期的に変更する旨の規程またはシステムがある。 
34 □ 退職する職員の ID・パスワードは速やかに削除または変更するなどの対策をと

っている。 
35 □ 個人情報のデータベースにアクセスできる職員は決まった人に限定されてい

る。 
36 □ １年に１回以上、個人情報保護に関する監査を実施している。 
37 □ 監査に基づき、監査報告書を作成し、経営者（役員）に提出し説明を行なって

いる。 
38 □ 監査に基づき発見された不具合やリスクに基づき、内部規程の見直しを１年に

１回以上実施している。 
39 □ 個人情報保護に対する取組内容についてホームページ等を通して公表してい

る。 
40 □ 職員・学生の個人情報保護にも取り組み、規程も制定している。 
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チェックの合計 コメント 
３７～４０ 個人情報保護体制が進んでおり、漏洩の危険性は低い。この体制を継

続的にレベルアップさせ職員の意識を常に高めておくこと。 
３０～３６ かなり個人情報保護体制が進んでいるが、まだ完全とは言えない。漏

洩の危険があるので、足りない部分を補うことが求められる。 
２５～２９ 取組を行いつつはあるものの形だけになっている危険性がある。より

細部までに徹底した個人情報保護体制に早急に取りかかる事が求めら

れる。 
２４以下 現状のままでは個人情報漏洩の危険がある。すぐに対策を打つことが

求められる。 
 
出所：特定非営利活動法人日本プライバシーコンサルタント協会  
「個人情報保護体制は万全か――プライバシーコンサルタントによる体制構築のための処方箋」

（㈱ぎょうせい） 
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管理責任者

PC
整理
番号

設置場所 PCメーカー PC型番 PC購入日
コンピュータ
名／ホスト名

MACアドレス IPアドレス 使用者 ソフトウェア
ソフト
整理
番号

インストール
もしくは記帳

日
備考

1 123号室 Epson Direct AT951 2004/4/10 desk1 12-AA-34-BB-56-CC 10.254.254.254 山田太郎 Windows XP 1 2006/6/1 プリインストール
Office XP 2 2006/6/1
Visual C++ 3 2006/6/1
Acrobat 4 2006/6/1
Photoshop 5 2006/6/1
Norton AntiVirus 6 2006/6/1

2 124号室 Sony VAIO Type T 2005/5/23 note1 78-DD-90-EE-12-FF 10.254.254.253 鈴木一郎 Windows XP 7 2006/6/1 プリインストール
Office XP 2 2006/6/1
Symantec AntiVirus 8 2006/6/1 情報センター物品
Visual C++ 13 2006/6/24
一太郎2006 2006/6/24 私物

3 125号室 DELL Inspiron 1300 2005/6/11 note2 34-FE-56-DC-78-BA DHCP Mary Smith Windows XP 9 2006/6/1 プリインストール
Office XP 2 2006/6/1
Symantec AntiVirus 8 2006/6/1 情報センター物品
Acrobat 12 2006/6/20

4 123号室 自作 自作 comp1 90-AC-12-BD-34-CF DHCP 山田太郎 Redhat Linux 10 2006/6/12
Fortran 11 2006/6/12

私物１ 124号室 Sony VAIO Type Ｓ 私物 suzuki 00-07-4B-1D-ED-EA 鈴木一郎 Photoshop 14 2006/6/1

（記入例）　　情報資産管理簿（パソコン等）

理学部物性研究室 山田　太郎

　インストールされているソフトウェアの
中で，プリインストールされたソフトウェ
ア，パッケージまたはライセンスで購入し
た市販のソフトウェア，シェアウェアを記
入する。
　修正プログラム，フリーソフト，プリンタ
等のドライバ，外付けDVDドライブ等付
属機器のソフトウェアは対象外です。わ
からない場合は，記入して下さい。

　ソフト整理番号は別紙
「情報資産管理簿（ソフ
トウェア）」に付記した番
号を記入して下さい。

　ソフトウェアをインストールした
日を記入して下さい。
　初めて管理簿を記入する場合
（ソフトウェアが既にインストール
済みの場合）は，ソフトウェアを
確認した日をもって記帳日としま
す。（この例では，2006/6/1を記
帳日とした。）

　プリインストールさ
れているソフトウェア
は備考にプリインス
トールと記入する。わ
からない場合は記入
しなくてもいいです。
　総合情報基盤セン
ター管理のソフトウェ
アをインストールして
いる場合は，情報セ
ンター物品と記入し
て下さい。

　ＰＣ整理番号は任意で番号を
付して構いません。
（PY1,PY2,・・）

　購入日は物品の受領
日を記入して下さい。既
存の物品はわかる範囲
（購入年のみとか）で記
入して下さい。何もわか
らない場合は空欄にし
て下さい。

コンピュータ名／ホス
ト名をつけていない場
合は，空欄にして下さ
い。
ホスト名は端末接続承
認書を確認して下さ
い。
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ソフト
整理
番号

ソフトウェア
ソフトメー

カー
バージョン 購入日 シリアル番号/プロダクトＩＤ

ライ
セン
ス数

PC
整理
番号

ライセンス利
用者

インストール
もしくは記帳

日
備考

1 Windows XP Professional Microsoft 2004/4/10 1 1 山田太郎 2006/6/1 プリインストール
2 Office XP Professional Microsoft 2003/12/12 PL38-3UYQ-QQ3P-NME3 20 1 山田太郎 2006/6/1

2 鈴木一郎 2006/6/1
3 Mary Smith 2006/6/1

3 Visual C++ Microsoft 6.0 2004/4/26 457489-583-34857454 １ 1 山田太郎 2006/6/1
4 Acrobat Adobe 5.0 2004/4/26 348I-AT83-E8DF-E8S1 １ 1 山田太郎 2006/6/1
5 Photoshop Adobe 7.01 2004/6/17 84578-13481023-11 １ 1 山田太郎 2006/6/1
6 Norton AntiVirus Symantec 2003 2003/6/4 10593ERDKF84GLA １ 1 山田太郎 2006/6/1
7 Windows XP Professional Microsoft 2005/5/23 1 2 鈴木一郎 2006/6/1 プリインストール
8 Symantec AntiVirus Symantec 8.01 2 2 鈴木一郎 2006/6/1 情報センター物品

3 Mary Smith 2006/6/1
9 Windows XP Professional Microsoft 2005/6/11 1 3 Mary Smith 2006/6/1 プリインストール
10 Redhat Linux Redhat 9.0 2006/6/12 QAUY-VJGW-3842-EGC0 1 4 山田太郎 2006/6/12
11 Fortran Intel 2006/6/12 2389894338973242 1 4 山田太郎 2006/6/12
12 Acrobat Adobe 7.0 2006/6/20 PYV8-VCW8-QIN5-12UP １ 3 Mary Smith 2006/6/20
13 Visual C++ Microsoft 2005 2006/6/24 7EE1-DIKF-QT91-DC83 １ 2 鈴木一郎 2006/6/24
14 Photoshop Adobe CS2 2005/6/17 83588-13158023-12 １ 私物１ 鈴木一郎 2006/6/1
15 Acrobat Adobe 4.0 317I-AT95-E9DF-E9S2 １ 未使用

（記入例）　　情報資産管理簿（ソフトウェア）

理学部物性研究室 管理責任者 山田　太郎

　バージョンがない，また
は分からない場合は未記
入にして下さい。

　パッケージやCDケース等にシリアル番号
が記入されたシールが貼付されているので
確認して下さい。
　パッケージ等がなくてシリアル番号が分か
らない場合，ソフトウェアを起動し，メニュー
のヘルプからバージョン情報を確認して下さ
い。
　プリインストール製品については未記入で
構いません。分かれば記入して下さい。

　PC整理番号は別
紙「情報資産管理簿
（パソコン等）」に付
記した番号を記入し
て下さい。

　ソフトウェアをインストールし
た日を記入して下さい。
　初めて管理簿を記入する場
合（ソフトウェアが既にインス
トール済みの場合）は，ソフト
ウェアを確認した日をもって記
帳日とします。（この例では，
2006/6/1を記帳日とした。）

　プリインストールされてい
るソフトウェアは備考にプ
リインストールと記入して
下さい。わからない場合は
記入しなくてもよいです。
　総合情報基盤センター管
理のソフトウェアをインス
トールしている場合は，情
報センター物品と記入して
下さい。

　ソフト整理番号は任
意で番号を付して構
いません。
（SY1,SY2,・・）

　購入日は物品の受領
日を記入して下さい。既
存の物品はわかる範囲
（購入年のみとか）で記
入して下さい。何もわか
らない場合は空欄にし
て下さい。
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【情報資産管理簿記入上の注意】
（１）調査対象となるものは，職員が管理している全てのソフトウェアです。

（３）インストールされているソフトウェアのパッケージやＣＤケース等を探した際に，インストールしていない（使用していない）ソフトウェアのパッケージやＣＤケース等があった場
合は，情報資産管理簿（ソフトウェア）のみ記帳するものとし，備考欄に｢未使用｣と記入して下さい。

（２）情報資産管理簿を講座単位でまとめて作成される場合は，管理簿右上の研究室名に講座名を記入し，責任者名の下に構成している教員名をすべて記入して下さい。
　　　　　　　　　　　　（記入例）
情報資産管理簿（ソフトウェア）と情報資産管理簿（パソコン等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○学部○○講座　　　　　　　　　　　責任者　山田　太郎

《注》

（４），（５）については，大学において，許可されているものではなく，今回のソフトウェア・ライセンス調査に限った取り扱いであるため，（４），（５）のとおり作業を行って下さい。

　なお，大学として，どのように取り扱うかは追って連絡いたします。

ただし，修正プログラム（セキュリティパッチ），フリーソフト，プリンタ等のドライバソフト，付属機器のバンドルソフト，レンタルのソフトウェアは除きます。わからない場合は，記帳
して構いません。

（４）私物のソフトウェアを大学資産のパソコン等へインストールして使用している場合は，情報資産管理簿（パソコン等）に必要事項を記帳し，備考欄に｢私物｣と記帳して下さ
い。また，情報資産管理簿（ソフトウェア）は記帳しないで下さい。

（５）私物のパソコン等に大学資産のソフトウェアをインストールして使用している場合は，情報資産管理簿（パソコン等）に必要事項を記帳し，ＰＣ整理番号欄には，｢私物１｣な
ど，大学資産のパソコンではないことを明記し，ＰＣ購入日欄には｢私物｣と記帳して下さい。また，情報資産管理簿（ソフトウェア）の必要事項を記帳して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　○○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　○○

・寄附受け入れしたパソコン等とセットになっているソフトウェア
・移管手続きをしたパソコン等とセットになっているソフトウェア

また，附属病院が管理しているものは除きます。

（調査対象となる例）
・職員が管理しているパソコン，サーバ等にインストールされているソフトウェア

　なお，今後使用する可能性が全くない（古くて使えない等）ソフトウェアについては，記帳はせず廃棄予定として整理し保管して下さい。実際に廃棄する方法等については検討
し連絡いたします。

・レンタルパソコン等にインストールされている大学資産のソフトウェア
・転職された教員等から譲り受けたソフトウェア
・総合情報基盤センター物品のソフトウェア
・シェアウェアのソフトウェア　　　など

・計測器等の専用パソコン等にインストールされているソフトウェア
・大学の予算で購入したソフトウェア
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調査対象者（講座・研究室） 監査担当者
　　部局：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   役職名： 　　職名
　　責任者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　  立会者氏名： 　　氏名
　　調査実施日時：平成    年    月    日（　 　）              　　    　場所： 監事氏名
　　

評価 備考
(Yes／Ｎo）

ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

1.1.1　ソフトウェア資産管理の方針・規程等が作成されており、遵守している。 　

1.1.2　方針は経営者により承認されている。 　

1.1.3　管理手続が整備されており、遵守している。

1.2.1　定期的あるいは重要な変更に合わせて、方針・規程等の見直しが行われている。

1.2.2　方針・規程等を整備・見直しする責任者が明確に定められている。

1.3.1　ソフトウェア資産に関するリスクを分析・評価している。

1.3.2　リスク分析・評価の結果を、ソフトウェア資産管理に反映している。

ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

2.1.1　ソフトウェア資産管理責任者を定めている。

2.1.2　ソフトウェア資産管理についての担当部署を定めている。

2.1.3　事業所等で分散管理されている場合、事業所を取りまとめる管理部署及び全体を統括する部署を定め、当該部署により組織
全体を統括管理している。

2.1.4　各現場でのソフトウェア資産管理担当者を定めている。

2.1.5　ソフトウェア資産管理の責任者、管理者、担当者について、役割、職務内容を明確に定めている。

2.1.6　報告・連絡体制が整備されている。

2.2.1　ソフトウェア資産管理についての教育責任者を定めている。

2.2.2　ソフトウェア資産管理について、管理担当者への教育を実施している。

2.2.3　ソフトウェア使用について、ユーザーへの教育を実施している。

1.ソフトウェアの資産管理の方針・規程の整備
1.1　全体方針、規程、手続が明確になっており、遵守されていること。

1.2　定期的あるいは重要な変更に合わせて、方針・規程、手続の見直しが行われていること。

1.3　ソフトウェア管理についてのリスク管理がされていること。

2.ソフトウェア資産管理体制の整備
2.1管理体制が整備されていること。

2.2　教育体制が整備されていること。

2.3　監査体制が整備されていること。

管理基準

1



別紙５－３ コンピュータ・ソフトウェアの適正な管理状況　監査チェックリスト

2.3.1　ソフトウェア資産管理が内部監査の対象となっており、内部監査を実施している。

2.3.2　必要に応じ外部監査を実施している。

ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

3.1.1　個々のライセンス及び製品（バージョン別）と数量を把握している。

3.1.2　個々のライセンスごとの管理を実施している。

3.1.3　アップグレードライセンスとアップグレード元がひも付けされている。

3.1.4　会計記録との連動が考慮されている。

3.1.5　ライセンスの内容に応じた関連情報を把握している。

3.2.1　所有ライセンスの増加が把握できる増加明細がある。

3.2.2　所有ライセンスの減少が把握できる減少明細がある。

3.2.3　ライセンスの異動明細がある。

3.2.4　所有ライセンスの残高数量を把握している。

3.3.1　正確性・網羅性

3.3.1.1　所有ライセンスの増減の記録とライセンス証書を照合している。

3.3.1.2　所有ライセンスを証明するものの棚卸結果と台帳を照合している。

3.3.1.3　事業所等で分散管理されている場合、事業所の記録と全体の記録を照合している。

3.3.2  適時性

3.3.2.1　適時に記録されている。（リアルタイム性または月次処理など）

3.3.2.2　使用条件等により購入時のハードウェアと一体化したソフトウェアライセンスは、ハードウェア廃棄と同時にライセンスも廃棄さ
れている。

3.3.2.3　使用期限付きのライセンスについて、使用期限が記録されており、期限が切れたソフトウェアを使用していない。

3.3.2.4　ボリュームライセンス等のインストール後発注可能なライセンスについて、適時に発注している。

3.3.3　妥当性

3.3.3.1　ライセンスの異動の発生について責任者による承認を行っている。

3.3.3.2　台帳等の記録内容が責任者により承認されている。

3.3.3.3　ライセンスの異動内容が事実に基づいた妥当なものであるかについてチェックされる体制となっている。

ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

3.所有ライセンスの把握
3.1　所有ライセンスについて、製品名（バージョン別）、数量、ライセンス内容などの必要な項目・内容が把握されていること。

3.2　所有ライセンスの増減、異動、残高が把握されていること。

3.3　所有ライセンスの記録を作成していくための体制及び仕組みが整備されていること。

4.導入ソフトウェアの把握
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4.1.1　ハードウェアごとにインストールされているソフトウェアを把握している。

4.1.2　インストールされたソフトウェアと所有ライセンスがひも付けされている。

4.1.3　ライセンスされたソフトウェアの個人使用を記録している。

4.1.4　個人所有のライセンスが組織で利用されている場合、所有者を記録している。

4.1.5　ライセンスの内容に応じた関連情報を把握している。

4.2.1　インストールの記録がある。

4.2.2　ダウングレードの記録がある。

4.2.3　アンインストールの記録がある。

4.2.4　特定時点のインストールされている製品（バージョン別）と数を把握している。

4.3　インストールの記録を作成していくための体制及び仕組みが整備されていること。
4.3.1　正確性・網羅性

4.3.1.1　ハードウェアにインストールされているソフトウェアの棚卸結果と台帳を照合している。

4.3.1.2　事業所等で分散管理されている場合、事業所の記録と全体の記録を照合している

4.3.1.3　監査を実施している。

4.3.2　適時性

4.3.2.1　適時に記録されている。

4.3.3　妥当性

4.3.3.1　責任者がインストール、アンインストールに関わる作業の発生について承認している。

4.3.3.2　利用されているライセンス数（インストールされたソフトウェアの元となるライセンスの数）が所有ライセンス数内であることを確
認している。

4.3.3.3　台帳が責任者により承認されている。

4.4.1　個々のハードウェア毎にハードウェアの内容及び設置場所を把握している。

4.5　ハードウェアの増減、異動、残高が把握されていること。

4.5.1　ハードウェアの増加が把握できる増加明細がある。

4.5.2　ハードウェアの減少が把握できる減少明細がある。

4.5.3　ハードウェアの設置場所の変更が把握できる異動明細がある。

4.5.4　ハードウェアの残高を把握している。

4.6.1　正確性・網羅性

4.6.1.1　ハードウェア増減時、記録と実物を照合している。

4.1　インストール先ハードウェア、インストールされているソフトウェア、利用されているライセンスについて、必要な項目・内容が把握され
ていること。

4.2　インストール、アンインストールの実績が把握されていること。

4.4　ハードウェアについて、ハードウェアの内容、設置場所など必要な項目・内容が把握されていること。

4.6　ハードウェアの記録を作成していくための体制及び仕組みが整備されていること。
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4.6.1.2　ハードウェアの棚卸結果と台帳を照合している。

4.6.1.3　事業所等で分散管理されている場合、事業所の記録と全体の記録を照合している。

4.6.2　適時性

4.6.2.1　適時に記録されている。

4.6.3　妥当性

4.6.3.1　ハードウェアの異動の発生について責任者による承認が行われている。

4.6.3.2　台帳等の記録内容が責任者により承認されている。

5.所有ライセンスの証明 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）
5.1　所有ライセンスが責任者の管理下で適切に保管されていること。

5.1.1　責任者の管理下にて、ライセンス証書、使用許諾証、契約書等を保管している。

5.1.2　ライセンス証書等の内容に誤りがないことを確認している。

5.1.3　証明が必要なライセンス証書等を速やかに選択・提示できるよう整理して保管している。

5.2　補助的な証拠が適切に保管されていること。

5.2.1　購入時の証憑書類を保管している。

5.2.2　購入時の購入履歴がある。

5.2.3　ユーザー登録をしている。

5.2.4　媒体等を保管している。

5.2.5　証明が必要なライセンスの証憑書類等を速やかに選択・提示できるよう整理して保管している。

6.ソフトウェアの不正使用は不法行為であるとの認識 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）
6.1　不正使用について警告、教育がされていること。

6.1.1　不正使用についての警告をしている。

6.1.2　不正使用についての教育を実施している。

7.ライセンス内容の理解 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）
7.1　管理担当者にライセンス内容が理解されていること。

7.1.1　管理担当者はライセンスの内容・使用条件を把握している。

7.1.2　契約書・使用許諾書の内容をいつでも参照できる状態にしている。

7.2.1　ライセンス内容・使用条件のユーザー教育・開示をしている。

8.不正を犯しにくい環境 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

7.2　ユーザーにライセンス内容が理解されていること。
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8.1.1　ユーザーからソフトウェア使用に関する誓約書をとっている。

8.1.2　不正使用等が行われた場合の罰則規程を定めている。

8.2　不正発見時の対処が定められていること。

8.2.1　不正が発見された場合の対処方法を定めている。

8.3.1　ハードウェアが廃棄される場合、ソフトウェアをアンインストールしている。

8.4　インストールの権限者は制限され、個々の作業の責任者により承認されていること。

8.4.1　インストール担当者を限定している。

8.4.2　インストール作業の承認手続がある。

8.5.1　所有しているインストール媒体、サーバ等にセットされたインストールイメージの製品名と数量の記録がある。

8.6.1　媒体・インストールイメージの増加が把握できる増加明細がある。

8.6.2　媒体・インストールイメージの減少が把握できる減少明細がある。

8.6.3　媒体の異動明細がある。

8.6.4　媒体・インストールイメージの残高数量を把握している。

8.6.5　媒体・インストールイメージの使用記録がある。

8.6.6　媒体の貸出記録がある。

8.6.7　媒体の返却記録がある。

8.7.1　正確性・網羅性

8.7.1.1　媒体の棚卸結果と台帳を照合している。

8.7.1.2　事業所等で分散管理されている場合、事業所の記録と全体の記録を照合している。

8.7.2　適時性

8.7.2.2　適時に記録されている。

8.7.3　妥当性

8.7.3.1　媒体の複製・廃棄、インストールイメージの作成・削除の申請が責任者により承認されている。

8.7.3.2　媒体の使用、貸出、返却の申請が責任者により承認されている

8.7.3.3　台帳が責任者により承認されている。

8.8　インストール媒体・インストールイメージの保管場所が適切に実施されていること。

8.8.1　媒体を保管場所より持ち出したときの記録がされており、返却管理をしている。

8.8.2　インストール媒体・インストールイメージへのアクセスを制限している。

8.1　罰則規程についてユーザーに認識させていること。

8.3　ソフトウェアを搭載しているハードウェアの廃棄方法が適切であること。

8.5 インストール媒体・インストールイメージ（サーバ等にセットされたソフトウェアのインストール元データ）について、製品名、数量など必
要な項目・内容が把握されていること。

8.6　インストール媒体・インストールイメージの増減、異動、残高、使用、貸出、返却が把握されていること。

8.7　インストール媒体・インストールイメージの記録を作成していくための体制及び仕組みが整備されていること。
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8.8.3　媒体が廃棄される場合、第三者に利用されない方法で廃棄している。

9.購入コストの削減 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）
9.1　購入方針が定められていること。

9.1.1　コストを考えた計画的購入を実施している。

9.1.2　購入計画を策定するときに必要となるソフトウェアに関する製品情報を入手している。

9.1.3　コストを考えた適切なライセンス形態を選択している。

9.1.4　コストを考えた業者選定をしている。

9.1.5　無駄なライセンスを購入しない計画的購入を実施するために、インストールされたソフトウェアの使用実績を把握している。

10.管理の効率化、コストの削減 ﾚﾍﾞﾙ （0～5）
10.1　管理しやすい環境が整備されていること。

10.1.1　情報リテラシをあげるユーザー教育を実施している。

10.1.2　組織全体あるいは事業所・部署等で標準ソフトウェア（複数可）を設定している。

10.1.3　ソフトウェアの選定時に管理方法を考慮している。

10.2.1　手続が標準化されている。

10.2.2　購入申請から購買までのワークフローをシステム化している。

10.2.3　インストール作業にコンピュータシステム（リモートから一括して多数のPCにソフトウェアをインストールするツール等）を利用し
ている。10.2.4　ハードウェアにインストールされているソフトウェアの棚卸にコンピュータシステム（PCのインベントリ情報を収集するツール）を
利用している。10.2.5　台帳作成等にコンピュータシステムを利用している。

ﾚﾍﾞﾙ （0～5）

11.1.1　コンピュータウィルス対策を実施している。

11.1.2　セキュリティを考慮した設定がされている。

11.1.3　バグフィックス等への対応（パッチ等）を実施・記録している。

11.1.4　組織の方針に沿わないソフトウェア、不必要なソフトウェアをインストールしない。

11.2.1　ヘルプデスクなどソフトウェア資産管理についてのサポート体制が整備されている。

11.2.2　標準的なソフトウェアについて、ユーザーが申請してから提供まで標準リードタイムが設定されている。

11.2.3　障害や互換性を考慮したソフトウェアの選定をしている。

11.セキュリティ上の配慮
11.1　セキュリティ上必要な配慮がされていること。

11.2　ソフトウェアを必要な時に使用できること。（可用性）

10.2　管理方法は、手続の標準化、コンピュータシステムの利用など管理コスト削減について考慮されていること。
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評価のレベル
　レベル０：管理が存在しない段階（管理、手続きが全く存在しない。）
　レベル１：初期／場当たり的な段階（管理者個人の思いつきで場当たり的。記録が正確でない。）
　レベル２：反復可能な段階（不十分ではあるが、規定、手続きはある。組織全体を対象としていない。）
　レベル３：定義されている段階（組織全体を対象として規定や手続きは整備されている。重大な欠陥はない。）
　レベル４：管理されている段階（規定、手続きに従って管理が実施されている。管理責任者がモニタリングしている。）
　レベル５：最適化されている段階（環境の変化に応じて、リスクとの関連を踏まえて規定、手続きの見直しを行っている。不正使用は極めて困難。）

参考資料　　ソフトウェア資産管理コンソーシアム
　　　　　　　　　http://www.samconsortium.org
　　　　　　　　　「ソフトウェア資産管理基準　Ver.1.0」　2002年10月30日
　　　　　　　　　「ソフトウェア資産管理　評価基準　Ver.1.0」　2003年11月18日
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内部統制 「ＩＴへの対応」チェック 
 
 米国の企業改革法対応のために策定されたチェック項目を借用します。 
http://www.isaca.org/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=24234&TEMPLATE
=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm 
または 
http://www.isaca.org/Template.cfm?Section=Japanese 
のページ最下部にある “IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley-Japanese”をクリック
して下さい。 
 『サーベインズ・オクスリー法（企業改革法）遵守のためのＩＴ統制目標』 
    IT Governance Institute 2004年 翻訳版 
本邦における内部統制整備に係る実施基準の整備（企業会計審議会）は遅れており、18
年度後半になる見込みだったため、「ＩＴへの対応」については米国基準の翻訳版を借用し

ました。 
                          
質疑応答 

(1) から(66)までのチェック項目に関して「はい」または「いいえ」での回答をお願い
します。「はい」という回答が無いかまたは少なくてもあまり気にしないで下さい。な

お、回答に際して若干の追加質問も口頭でいたします。 
なお、当チェック項目は、主に米国における公開企業を念頭においておりますので、

以下のとおり補正いたしますので読み替えて下さい。 
 
項目番号 補正内容 
(4) 取締役会 → 役員会または学長 
(6) 最高経営責任者 → 学長、 最高財務責任者 → 財務担当理事、 

取締役会 → 役員会 
(17) 契約スタッフおよび他の契約社員 → 委託業者およびその所属員、 

企業 → 法人（本学） 
(21) 企業 → 法人（本学）、 企業精神 → 本学の精神 
(22) 企業 → 法人（本学）、従業員 → 教職員 
(25) 企業 → 法人（本学） 
(32) 企業改革法 → 内部統制 
(33) 全社 → 全学 
(39) 従業員 → 教職員 
(61) 企業 → 法人（本学） 
(62) SAS70、SysTrust → 会計監査人（監査法人） 
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項目一覧 
1 IT戦略計画作成。内部・外部利害関係者からの要望 
2 リスク評価プロセスの IT計画の品質と有用性フィードバック 
3 IT計画・運営委員会。経営幹部・ユーザー管理・IT部門代表の参画。 
4 IT戦略・現行業務は定期的に経営幹部・役員会に伝達されている。 
5 業務プロセス責任者・関連当事者に IT計画が伝達されている。 
6 IT総括責任者は定期的に学長に活動・課題・リスクを伝達している。 
7 IT部門は目標達成のために戦略計画の進捗状況をモニターしている。 
8 ITマネージャーに、責務遂行の知識・経験がある。 
9 主要システムがデータと一元管理され、責任者が識別されている。 

10 IT部門の役割と責任が定義・文書化され理解されている。 
11 IT担当者に役割と責任遂行権限がある。 
12 ITスタッフは内部統制に関する自らの責任を理解し受入れている。 
13 データの万全性の責任は適切なデータ／ビジネス責任者に伝達された。 
14 IT部門の組織構造は十分である。 
15 IT総括責任者は一個人が重要なプロセスを崩すことを防いでいる。 
16 IT部門は ITスタッフの評価を定期的に実施している。 
17 活動統制のために情報資産の保護を保証する方針・手続に従っている。 
18 重要な ITイベント・不具合・違反・事故・規則不履行を報告している。 
19 内部統制・ｾｷｭｲﾘﾃｨが損なわれないよう転属、退職に関する適切な対応。 
20 IT部門メンバーに必要な研修と技能開発を提供している。 
21 IT部門は、倫理等を含む誠実性を育てる精神を促進している。 
22 全教職員に対する研修の必要性を識別・文書化する手続を確立している。 
23 倫理的行動、セキュリティ実践、守秘義務、誠実性基準の教育と研修。 
24 財務情報の質と正確性のサポートのため情報収集等の定義をしている。 
25 IT統括責任者はセキュリティ等方針によって情報分類基準を定義。 
26 データ分類のセキュリティレベル定義・実施・維持をしている。 
27 IT部門活動の統治方針・手続を作成・発展・文書化させている。 
28 IT部門活動の統治方針・手続を伝達している。 
29 ビジネス状況反映のために定期的に方針・手続・基準を見直している。 
30 遵守義務違反調査、改善措置導入のプロセスと手続がある。 
31 IT統括責任者に方針・手続・基準遵守を評価するプロセス・手続がある。 
32 IT統括責任者は内部統制に関する自己の役割と責任を理解している。 
33 全学レベル・業務レベルのリスク評価フレームワークがある。 
34 リスク評価フレームワークは、質的・量的基準に従って測定している。 
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35 リスク評価フレームワークは、費用対効果に優れた統制をサポート。 
36 優先順位・重要度に基づいてシステム・拠点に包括的セキュリティ評価。 
37 リスク受容可能な場合、保険・契約等残余リスクの文書化・受容実施。 
38 内部統制の設計・実施に関する情報提供のためにリスク評価プロセス。 
39 データセンターへのアクセスは制限され適切な身分証明・認証が必要。 
40 システム不具合の財務報告への影響を考慮して業務影響評価実施。 
41 データセンター設備は、消火器・UPS 

・空調・高床等保守に最適な環境。 
42 法律上・規則上の対外的要件等の変更をモニタリング。 
43 法律・規則等対外的要件の遵守を保証する統制実施。 
44 法律上・規則上要件の継続的遵守サポートのため出来事を適時に考慮。 
45 重要な ITプロセス・統制・活動に対して文書作成・保管されている。 
46 組織・IT計画に基づき IT活動の品質保証・維持の計画がある。 
47 ITプロセス・統制・活動の文書化基準が機能し、伝達・研修で補足。 
48 重要な IT計画に品質保証計画存在し一貫した手法を提供している。 
49 品質保証計画は計画目的達成のために実施される品質保証活動を規定。 
50 品質保証プロセスには IT方針・手続・基準の遵守に関する審査を含む。 
51 データの万全性に係る責任が適切なデータ責任者に伝達・受入れ。 
52 IT統括責任者はｼｽﾃﾑ・ｾｷｭﾘﾃｨの性能・ｷｬﾊﾟｼﾃｨのﾚﾍﾞﾙをモニタリング。 
53 IT統括責任者は不十分な性能とｷｬﾊﾟｼﾃｨに適時に対応するﾌﾟﾛｾｽ実施。 
54 性能とｷｬﾊﾟｼﾃｨに関する計画はｼｽﾃﾑ設計と導入活動に含まれている。 
55 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ指標（ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ）が定義され、基準達成のﾃﾞｰﾀ収集・報告あり。 
56 IT部門の日々の活動を効果的に管理する適切な測定基準を確立。 
57 ITサービス提供の不足を把握し、改善活動計画に取組んでいる。 
58 管理監督活動、比較、ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの設定で内部統制有効性をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ。 
59 主要なｾｷｭﾘﾃｨ等内部統制運用の重大な逸脱が経営者に報告されている。 
60 自己評価・外部監査を用いて内部統制を定期的に評価している。 
61 財務報告環境に直結する重要な IT ｼｽﾃﾑ導入前に独立したﾚﾋﾞｭｰを入手。 
62 外部サービス業者に関する独立した内部統制レビューを入手。 
63 信頼根拠として、会計監査人や検査官が用いる方法で文書を保管。 
64 IT活動と統制を見直す責任のある IT内部監査部門がある。 
65 監査計画は ITを含むリスク評価に基づいている。 
66 IT統制に関する問題を適時にフォローアップする手続が実施。 
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