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2002年米国Sarbanes-Oxley法（SOX法）が施行され、数ヶ月後に設立されたSOX Instituteは
Sarbanes-Oxley法（SOX法）の遵守・専門性・知識・技術及び倫理の為の最良の慣行を確立する
ことを使命としています。日本国内において内部統制の必要性が増している現状を受けて、今回
グローバルマネジメントアカデミー（GMA）と提携することで、SOXコミュニティーの活動の輪を
拡げるげることが出来たことは大変喜ばしいことです。

相次ぐ企業不祥事を機に内部統制のあり方が経営問題として問われています。米国のSOX法を基
に企業に内部統制を求める日本版SOX法が2009年3月期より本格的な運用が見込まれており企業経
営のあり方を見直す時期を迎えています。当法人では米国のNPO団体SOX Instituteと提携し、内
部統制のユニバーサルとしての認定SOXアドバイザー資格を日本国内に導入することで人材不足
解消と諸経費のコストダウンに貢献したいと願っています。

　　　　　　　　　　　星野　克美　氏（多摩大学大学院 教授）
　　　　　　　　　　　グローバルマネジメントアカデミー会長
　　　　　　　　　　　　Global Management Academy -GMA-

　　　Mr. Sanjay Anand
　　　SOX Institute 会長, CFE, CCD, MSMSC, MBA

　SOX Institute （米国ニューヨーク州）は、Sarbanes-
Oxley法（SOX法）対応専門の認定資格を提供している世
界的な機関です。 Sarbanes-Oxley法は、1930年代の証券
法の制定以来最も包括的な法律と言われており、エンロ
ン社・ワールドコム社の企業会計スキャンダルを受けて
ブッシュ大統領により2002年に制定され、企業の事業手
法を変えました。
この法律の通過後に設立されたSOX Instituteは、SOX法
の遵守・専門性・知識・ＩＴ技術及び倫理に関する最良
の慣行を確立し促進する事を使命としています。世界五
大陸において多彩なバックグラウンドと、2,000人以上も
の登録会員を持つ組織は、最も活動的なSarbanes-Oxley
法関連のコミュニティーです。

認定SOXアドバイザー資格は、SOX Instituteとの提携に
より有限責任中間法人グローバルマネジメントアカデミー
が日本国内にて日本国内向きにカスタマイズして提供す
る内部統制支援を行うための唯一のユニバーサル対応認
定資格プログラムです。

＜認定証・ライセンスカードイメージ＞

CSOX資格は、日米両国において高い評価を受けている
専門職資格です。資格取得者は常に能力の向上と職業
倫理の確立を目指しています。

＜認定資格マーク＞

Sample

SOX Instituteと認定SOXアドバイザー資格について
- Certified SOX Advisor -

Sample



GMA　認定SOX資格推進機構　承認・登録手続き

GMA　認定SOX資格推進機構発行の認定証書
およびライセンスカードの発行（２年間有効）

CSOXアドバイザー資格取得後、実務経験を最低1200時間以上行ったことが証明
されますと認定SOX資格推進機構で審査の上『CSOX プロフェッショナル』として認定
され、資格証書を発行・付与いたします。（資格付与に際して試験はありません）

資格認定取得には、ＧＭＡへ資格登録手続きが必要です。
入会金：¥10,500-(税込)　年会費：¥13,650-(税込)

お申し込み手続き

養成講座受講

SOXアドバイザー認定試験

合格発表

試験は最終日講義終了後、60問選択式問題で90分間行われます（テキスト持込可）。
合格ラインは70%で、不合格者は次回のみ再試験（無料）を受けることが可能です。

指定のウェブサイトから、または所定のお申込用紙にてお申込いただけます。

集中の講座講習を受講していただきます。

『認定SOXプロフェッショナル資格』
　へのスキルアップ

認定資格の更新に関しては、CSOXアドバイザー
継続教育と資格更新手続きの項目をご参照ください。

認定SOXアドバイザー資格取得のながれ

資格登録会員
GMAの目的に賛同、GMAが定める認定試験に合格し、会員の審査・登録委員会にて入会を認められた個人
　・入会金　　１０，５００円（税込）　　　　　・年会費　　１３，６５０円（税込）

SOXアドバイザー資格認定を受けるには、グローバルマネジメントアカデミー（GMA）が実施する認定試験に合格した後、GMAへのご登録手続き
が必要となります。これにより『認定証』およびび２年間有効の『ライセンスカード』が発行され、この有効期間内にＧＭＡで定められた継続
教育の単位を取得することで資格を更新することができます。
内部統制は、金融・会計・法律・ＩＴ技術などの環境が常に変化しています。GMAでは継続教育を通じて新しい知識や情報を提供するこ
とで、常に先端的対応支援活動につながり、かつまた社会的に認知される事になると考えます。

資格概要と継続教育・資格更新制度

継続教育の
単位取得方法
（費用各自負担）

　　グローバルマネジメントアカデミー資格登録会員（以下、登録会員と言う）は、自らの職務の重要性を認識し、
　　　グローバルな経済発展に寄与し、自らの業務が社会に重大な影響を与えるものであるという責任を常に自覚し、
　　　以下の綱領を遵守する義務を負うものである。

　　　 第１条　登録会員は、社会貢献及び法令順守の精神に基づき顧客の利益と繁栄を最大限に実現すべく努力をしなければならない。
　　　　第２条　登録会員は、自団体や顧客に対しその業務の適正、公平さを保つために必要な全てにつき情報開示をした上で、
　　　　　　　　専門アドバイザーとしての業務を光栄かつ道理に適った方法で支援サービスを提供しなければならない。
　　　　第３条　登録会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客あるいは相手側に開示しなければならない。
　　　　第４条　登録会員は、常に最新情報と専門的知識の獲得や能力向上に努めなければならない。
　　　　第５条　登録会員は、業務上知りえた顧客の内部情報を守り、節度ある行動をとらなければならない。
　　　　第６条　登録会員は、関連する法令を遵守し同法規定に従わなければならない。又、自ら使命の重要性にかんがみ社会的信頼性を

保持する様努めなければならない
　　　　第７条　登録会員は、その業務遂行上に際して知的所有権の保護に努めるとともにアイデアや著作権の無断引用並びに使用などを

行ってはならない。
　　　　第８条　登録会員は、常に教養と品性を高める努力に努め認定SOXアドバイザーとしての名誉と信義にもとるような行為をしては

ならない。
　　　　第９条　登録会員は、業務に誇りと責任を持ち、プロフェッショナルとしての業務を誠実に実行・提供しなければならない。
　　　　第10条　登録会員は、推進機構もしくは他の会員の信用を傷付け、またGMAもしくは他の会員の不名誉となるような行為を行っては

ならない。
　　　　第11条　登録会員は、資格・認定などが必要とされる業務については法の定める資格認可を得ることなくかかる業務を行ってはならない。
　　　　第12条　登録会員は、本規定その他の推進機構の規定・規則を誠実に遵守し、推進機構の発展及び他の会員との強調に努めなければ

ならない。

CSOXアドバイザー資格　登録会員倫理規定（CODE of ETHICS）

１）　GMA主催の各種継続教育セミナーの受講　 ３）　GMAが認めた他団体で開催されるセミナー参加
２）　GMAが認めた内外公的資格の取得　　　　　 ４）　GMAが認めた国際会議等の出席

講座終了後2週間以内に郵送にて通知いたします。



▼　包括的かつユニバーサル対応の内部統制実践研修プログラム

▼　実際のプロジェクトを基にした実用的研修方法論・教材とコース内容

▼　300ページ以上のテキストと内部統制構築に対応した雛形データ

▼　実体験のある内部統制専門家講師による指導

▼　事例研究、討論や質疑応答による実践的ワークショップ

▼　講師とのコミュニケーションや異業種間の交流の提供

▼　経営幹部やリーダーの知識習得による、法令遵守と倫理的な組織
　　 構築の実現

▼　継続教育によるアフターフォロー制度の充実

▼　経営企画部　責任者・担当者

▼　コンプライアンス部　倫理、ＨＲ責任者

▼　会計士／税理士／ビジネスコンサルタント

▼　財務／会計責任者・担当者

▼　監査役／内部監査　責任者・担当者

▼　法務部　責任者担当者

▼　情報システム部　責任者・担当者

認定SOXアドバイザー資格養成講座　支援・講師紹介

資格養成講座の特徴 こんな方が適しています

Sanjay Anand 氏　
SOX Institute会長、公認不正検査士、 CSOX、コンピュータ科学修士、経営学修士、財政学修士
【略　歴】企業統制と法令遵守に関する専門家。業務プロセス・プロジェクトリスク管理、事業・技術監査や企業経営技術
において長年の深い経験を有し、医療・技術・製造・流通および公益事業など米国売上企業上位100社や世界売上上位
2000社にランクインするクライアントを多く持ち、Data QuestやInformationWeek等の雑誌や“The Professionals”（Jone Wiley
著）、“Implementing J.D. Edwards: Beginner’s Guide” （McGraw-Hill）社などへ寄稿も行う。またNASBA (州会計委員会全
国協会)の公共信頼センター創設メンバーの一人であり、諮問委員会（TAC）のリーダーに加え、SOX Compliance
ジャーナルのCEO円卓会議のメンバーでもある。

橋本　尚　氏　　　　　　　　　　
青山学院大学大学院　会計プロフェッション研究科　教授　
金融庁　企業会計審議会　内部統制部会作業部会座長
金融庁　企業会計審議会　内部統制部会臨時委員
財務省　財務総合政策研究所　研修部　講師（国際会計概論）
【略　歴】早稲田大学商学部卒業　　
　　　　　早稲田大学大学院商学研究科商学専攻修士課程修了　
　　　　　早稲田大学大学院商学研究科　　　　　　　
　　　　　商学専攻博士後期課程単位取得

飯塚　隆　氏
公認会計士　税理士　日本公認会計士協会会員
【略　歴】公認会計士 2次試験合格後、等松青木監査法人（現監査法人トー
マツ）に入所、監査業務に従事し1989 年より米国ロサンゼルス事務所に転勤。
トーマツを退所後個人事務所に勤務、
2004年 飯塚公認会計士事務所を開設すると共にHSリーゼンバーグに参加。
投資ファンド・組織再編・株式公開を得意としている。

渡部　大也　氏　　（認定SOXアドバイザー講師）
トリニティ 監査機構 （LLC）代表理事　シニアコンサルタント
有限責任中間法人グローバルマネジメントアカデミー　評議員
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
認定シニアプライバシーコンサルタント 認定講師
日本ＣＰＯ（チーフプライバシーオフィサー） 委員会　委員
QISIA情報システム監査専門内部監査士

塚脇　吉典　氏 （認定SOXアドバイザー講師）

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
認定プライバシーコンサルタント認定講師

情報セキュリティコンサルタント

株式会社　ネットセーファー　代表取締役

黒川　　晃　氏　（認定SOXアドバイザー講師）
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
認定シニアプライバシーコンサルタント認定講師

株式会社ジェック　ロイヤルティマネジメント開発チームリーダー



Q1.　認定SOXアドバイザー資格はどの様な資格ですか？
　　　2002年に米国NPO法人SOX Institute（ニューヨーク州）が開始したSOX法対応のプロフェッショナル認定資格で、約2000名が活躍
　　　しています。日本国内では2006年にSOX Instituteとの業務提携により有限責任中間法人グローバルマネジメントアカデミー（GMA）
　　　認定SOX資格推進機構が設立され、内部統制のユニバーサル対応認定資格の普及を開始しました。

Q2.　何故、認定SOXアドバイザー資格を取得する必要があるのですか？
　　　日本での新会社法の適用や金融商品取引法で内部統制の必要性が生まれたことで、これらに適用するための知識や対応スキル
　　　を持った人材育成が急務とされている事によるものです。

Q3.　どの機関が主催しているのですか？
　　　米国内ではNPO法人SOX Institute（ニューヨーク州）の主催、日本国内では有限責任中間法人グローバルマネジメントアカデミー
　　　（会長　多摩大学院教授　星野　克美）認定SOX資格推進機構の主催により行っています。

Q4.　認定SOXアドバイザー資格の業務活動範囲は？
　　　金融商品取引法および新会社法を受けての内部統制構築に関する支援業務全般が主な業務となりますが、管理者／一般従業員
　　　向けアウェアネストレーニングの実施などを行うことも可能でしょう。

Q5.　認定SOXアドバイザー資格の取得方法は？
　　　SOX法の遵守、専門性、倫理、監査、ITガバナンス等に関する内部統制の最良の慣行を確立するための専門的知識及び実務の
　　　認定研修を受け、最終日に行われる認定試験に合格した後、GMAに会員登録を行うことで付与される資格です。

Q6.　受講資格要件はありますか？また試験のみを受けることは可能ですか？
　　　受講資格要件は特にありませんが、受講者が内部統制に関連する業務にある程度携わっていることが求められます。
　　　また、試験については認定研修を受講する事が前提となり、試験のみを受けることは出来ません。

Q7. 参加のメリットは？
　　　実用的なSOX法関連スキルが習得可能であるということは言うまでもありませんが、認定資格は1人1人のスキルを外部に対し
　　　『客観的に証明できるもの』であり、信用の尺度とともに自らの無形の財産となるものです。

Q8. 認定試験の難易度は？
　　　認定試験は簡単なものではありません。しかし、GMAが提供するワークショップなどを含めた養成講座プログラムを修了することで
　　　内部統制に関するスキルを含め、認定試験に合格するために必要な知識を習得することが可能です。

Q9. 認定講師はどの様な人ですか？
　　　新会社法、金融商品取引法（J-SOX）に精通し、内部統制業務全般に渡って実務経験を有する方々により構成されています。

Q10. SOXアドバイザー資格試験に合格した後はどうなるのですか？
　　　資格試験に合格後、GMAに資格登録することで認定資格が付与され、認定証と認定カードが発行されます。GMAでは継続教育
　　　プログラムを用意し、定められた継続教育の単位を取得することでの資格更新制度を設け、新しい知識や情報を得て一定の
　　　スキルを保ちます。

１　企業内の『認定ＳＯＸアドバイザー』がJ-SOX法（金融商品取引法）に対応した内部統制の仕組みを短期間・低コストで構築します。

２　『認定ＳＯＸアドバイザー』が推進する内部統制のスキームが企業のCSRやコンプライアンスなどのコーポレイトガバナンス機能の
　　向上を実現します。

３　『認定ＳＯＸアドバイザー』 資格取得を励行することによって、J-SOX法の要求する内部統制の仕組みの構築や、社内教育・啓発
　　活動に必要な多大な構築コストを抑制することができます。（米国で既に実証されています）

４　『認定SOXアドバイザー』は外部監査法人とのコミュニケーションの質を高め、財務報告書の信頼性の向上に寄与します。

５　『認定SOXアドバイザー』は、経営者のセーフハーバー（安全港）を構築し整備していくことは、今後企業経営者が実施しなければ
　　ならないアサーションへのリスクを軽減し、経営者を守ることができます。

６　『認定SOXアドバイザー』資格取得者は、J-SOX法の専門家として社内・外における活動範囲が広がります。

7　『認定SOXアドバイザー』資格取得によりJ-SOX対応のプロフェッショナルとして、倫理要綱をはじめ、法令・財務・内部統制などの
　　貴重なノウハウを修得することができます。

私はIT専門家ですが、SOX法遵守に関して少なくとも1つのアプローチ
を見つけました。SOX法の遵守を財政的局面から見たうえでワーク
ショップを行った後は、実務経験を持つ同僚以上に自分が対応の実
践方法について理解していることに驚きました。

－J.L.氏ITプロジェクトマネージャ、KPMG

値段の価値はあります。他の専門家と会い、業界について知り、我々
が必要とする自信を得て、我々がやっていることにSOXが当てはまる
ことを評価する良い機会だと思います。　　　　　－R.S.氏 GKBN社長

期待通り、ワークショップからSOX法に関する異なる視点を得ることが
できました。これにより見過ごした点、他の方法や、より上手く出来た
事について、改めて評価することが可能となります。

－D.R.氏 RCN社IT部長

期待していた以上でした。講師は各トピックを明確に説明し、ワーク
ショップは実例に基づいた価値あるものでした。テキストも講義につい
ていけるよう簡潔なレイアウトで、自身の会計知識を組み合わせるこ
とで、顧客とのビジネスに役立ちました。

－M.A氏　CPA  CFO/COO,  Mercury社

認定SOXアドバイザー養成講座　FAQ

米国における資格取得者の声

資格取得の優位性
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