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受験者ガイド概要 

このガイドをよくお読みください。ISACA試験について、スケジュール情報、受験資格、試験日の規則

など、受験申し込み前に知っておくべき重要な情報が掲載されています。 

このガイドでは ISACA 認定試験受験に必要なすべての情報を、以下の 4 つの主要なセクションで説明

しています。 

• 公認情報システム監査人（CISA） 

• 公認情報システムリスク管理者（CRISC） 

• 公認情報セキュリティマネージャー（CISM） 

• 公認 ITガバナンス専門家（CGEIT） 

• 公認データプライバシーエンジニア（CDPSE） 

 

  

試験の登録と予約 

• スコア 

• 再受験ポリシー 

• フィードバック 

• 認定 

はじめに 試験準備 試験後 

• ISACA 概要 

• 倫理規定 

• 認定プログラ

ムの概要 

• 登録する前に 

• 登録 

• スケジュー 

リング 

• 予約変更 

• 受験準備 

• 試験日の規則 

• 試験の管理 

運営 
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セクション I - はじめに 

セクション トピック ページ 

1.1 ISACAの概要と倫理規定  2 

1.2 ISACA認定プログラムの概要 4 

1.1 - ISACA の概要と倫理規定 

ISACAは、個人や事業体が技術のポジティブな可能性を達成できるよう

支援する国際的な団体です。 

ISACAは専門家に知識、資格、教育、コミュニティを提供し、彼らの 

キャリアを促進し、組織を変革します。 

ISACAは、情報およびサイバーセキュリティ、ガバナンス、品質保証、リスクおよびイノベーション

の分野で活躍する 46 万人のプロフェッショナル会員のほか、外郭団体の CMMI® Instituteの専門的技

術も活用し、テクノロジー主導によるイノベーションの推進を支援しています。 

世界 188 ヵ国以上に展開し、全世界の支部数は 220 を超えており、アメリカと中国に事業所を構えて

います。 

ISACAの製品とサービス 

会員： 

ISACA会員になると会員だけの特典を利用でき、認定試験、セミナー、受験対策資料など、ISACA製

品の割引が受けられます。 

リソース： 

最新の研究、ガイダンス、標準についてのエキスパートの意見、ベストプラクティス、最新トレンド

をご覧ください。 

トレーニング： 

世界的に評価の高い ISACAのトレーニングと認定プログラムは、自信を高め、職場の改革とキャリア

アップに役立ちます。 

Cybersecurity NexusTM（CSX） 

専門知識を強化キャリアを推進 ISACAトレーニングソリューションは学習者のニーズや目標に対応し

ており、学習方法と利用のしやすさの点で優れています。 

COBIT 2019®  

企業の ITガバナンスの調整と規模の最適化に役立つ、ISACA の実績あるフレームワーク。 

  

https://cmmiinstitute.com/
https://www.isaca.org/membership
https://www.isaca.org/membership/membership-benefits
https://www.isaca.org/resources
https://www.isaca.org/resources
https://www.isaca.org/resources
https://www.isaca.org/training-and-events
https://cybersecurity.isaca.org/csx-nexus
https://cybersecurity.isaca.org/csx-nexus
https://www.isaca.org/resources/cobit
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認定プログラム  

• COBIT 2019 Foundations 

• COBIT 2019 Design and Implementation 

• Implementing the NIST Cybersecurity Framework Using COBIT 2019 

• IT Risk Fundamentals 

• Certificate of Cloud Auditing Knowledge 

• Cybersecurity Audit  

• CSX Technical Foundations  

• Cybersecurity Fundamentals 

認定プログラム 

  

  

 

 

 

CDPSE® - 技術専門家を対象に、信頼を構築しデ

ータプライバシーを推進するプライバシー技術

プラットフォームや製品を設計する “Privacy by 

Design” 概念導入の能力を評価する認定試験。 

 

 

倫理規定 

ISACAでは会員や資格保有者のプロフェッショナルまたは個人としての行動規範となる職業倫理規定

を定めています。 

• 会員および認定された者は、ISACA の倫理規定を遵守する必要があります。 

• これに準拠しない場合は調査が行われ、最終的に懲戒処分となる場合があります。 

 

  

CGEIT® - 2007 年

以来 8,500 人以上

を認定 

CRISC® - 2010 年

以来 28,000 人以

上を認定 

 

 

CSXサイバーセキュリティプラクティショナー - 

サイバーセキュリティに関する技術的なスキルと

能力を証明したいプロフェッショナル向けの中級

レベルの認定  

CISA® - 1978 年

以来 160,000 人

以上を認定 

• 公認情報シス

テムリスク管

理者

（Certified in 

Risk and 
Information 
Systems 

Control™

（CRISC

™））- 2010

年以来

25,000人を

認定  

 

CISM® - 2003 年

以来 50,000 人以

上を認定 

 

https://www.isaca.org/credentialing/cobit/cobit-foundation
https://www.isaca.org/credentialing/cobit/cobit-design-and-implementation
https://www.isaca.org/credentialing/cobit/implementing-the-nist-cybersecurity-framework--using-cobit-2019
https://www.isaca.org/credentialing/it-risk-fundamentals-certificate
https://www.isaca.org/credentialing/certificate-of-cloud-auditing-knowledge
https://www.isaca.org/credentialing/cybersecurity%20audit%20certificate
https://www.isaca.org/credentialing/cybersecurity/csx-technical-foundations-certificate
https://www.isaca.org/credentialing/cybersecurity/csx-fundamentals-certificate
http://www.isaca.org/CERTIFICATION/Pages/default.aspx
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer
https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics
https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit
https://www.isaca.org/credentialing/crisc
https://www.isaca.org/credentialing/csx-p
https://www.isaca.org/credentialing/csx-p
https://www.isaca.org/credentialing/cisa
https://www.isaca.org/credentialing/cism
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1.2 - ISACA 認定プログラムの概要 

以下の情報は、このガイドで扱う 5 つの ISACA認定の概要を示しています。 

 

 
 

 
  

説明 

IT/情報システム監査人、

コントロール、アシュア

ランス、および情報セキ

ュリティの専門家向け。 

ITリスクマネジメント、

そして、情報システムコ

ントロールの設計、導

入、監視、保守の専門家

向け。 

企業の情報セキュリ 

ティ機能を管理、設計、

監督、評価する担当者 

向け。 

認定は、企業の ITガバ

ナンスの原則と実践に関

する知識を持ち、実務を

行ってきた幅広い専門家

の資格です。 

技術レベルにおけるデー

タプライバシーのガバナ

ンス、アーキテクチャ、

ライフサイクルの経験者

向け。 

必要な実務経験 

情報システム/IT 監査、 

コントロール、アシュア

ランスまたはセキュリテ

ィで 5年以上の実務経験

を持つこと。 

最大 3年間の実務経験の

免除の適用が可能です。 

ITリスクマネジメント

と情報システムコントロ

ールで 3 年以上の実務経

験を持つこと。 

適用可能な免除期間や代

替条件はありません。 

情報セキュリティ管理で

5年以上の実務経験を持

つこと。 

最大 2年間の免除の適用

が可能です。 

アドバイザーや監督の役

割、または企業での IT

関連のガバナンスのサポ

ートで 5 年以上の経験を

持つこと。 

最大 1年間の実務経験に

よる免除の適用が可能 

です。 

データプライバシーガバ

ナンス、プライバシーア

ーキテクチャ、及び/も

しくは、データライフサ

イクル作業における 3 年

以上の実務経験。 

適用可能な免除期間や代

替条件はありません。 

ドメイン（%） 

ドメイン 1 – 情報シス 

テム監査のプロセス

（21%） 

ドメイン 2 – ITガバナ 

ンスと ITマネジメント

（17%） 

ドメイン 3 – 情報システ

ムの調達、開発、導入

（12%） 

ドメイン 4 – 情報システ

ムの運用とビジネスレジ

リエンス（23%） 

ドメイン 5 – 情報資産の

保護（27%） 

ドメイン 1 – ITリスク識

別（27%） 

ドメイン 2 – ITリスクア

セスメント（28%） 

ドメイン 3 – リスク対応

及び軽減（23%） 

ドメイン 4 - リスクとコ

ントロールの監視及び報

告（22%） 

ドメイン 1 – 情報セ 

キュリティガバナンス

（24%） 

ドメイン 2 – 情報リスク

の管理（30%） 

ドメイン 3 – 情報セキュ

リティプログラムの開発

と管理（27%） 

ドメイン 4 – 情報セキュ

リティインシデント管理

（19%） 

ドメイン 1 – 企業の IT

ガバナンス（40%） 

ドメイン 2 – ITリソース

（15%） 

ドメイン 3 – 利益の実現

（26%） 

ドメイン 4 – リスク最適

化（19%） 

ドメイン 1 – プライバシ

ーガバナンス（34%） 

ドメイン 2 – プライバ 

シーアーキテクチャ

（36%） 

ドメイン 3 – データライ

フサイクル（30%） 

試験言語 

中国語（繁体字） 

中国語（簡体字） 

英語 フランス語 

ドイツ語 ヘブライ語 

イタリア語 日本語 

韓国語 スペイン語 

トルコ語  
 

中国語（簡体字） 

英語 

スペイン語 

中国語（簡体字） 

英語 

日本語 

スペイン語 

中国語（簡体字） 

英語 

英語 

所要時間 
4時間（240分）、 

150の多肢選択方式の 

問題 

4時間（240分）、 

150の多肢選択方式の 

問題 

4時間（240分）、 

150の多肢選択方式の 

問題 

4時間（240分）、 

150の多肢選択方式の 

問題 

3.5時間（210分）、

120の多肢選択方式の 

問題 
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受験料 

受験料は、試験登録時の会員ステータスに応じて異なります。 

• ISACA会員：US $575 

• ISACA非会員：US $760 

受験料は払い戻し不可で譲渡できません。 

リソース 

以下は、ISACA 認定試験について、受験者の役に立つリンクとリソースです。 

CISA資格 

• CISA 試験内容の概要 

• CISA 試験への準備 

• CISA 試験に関する情報 

• CISA アプリケーション要件 

• CISA 保守要件 

CRISC 資格 

• CRISC試験内容の概要 

• CRISC試験への準備 

• CRISC試験に関する情報 

• CRISCアプリケーション要件 

• CRISC保守要件 

CISM 資格  

• CISM試験内容の概要 

• CISM試験への準備 

• CISM試験に関する情報 

• CISMアプリケーション要件 

• CISM保守要件 

CGEIT 資格  

• CGEIT試験内容の概要 

• CGEIT試験への準備 

• CGEIT試験に関する情報 

• CGEITアプリケーション要件 

• CGEIT保守要件 

CDPSE 資格  

• CDPSE 試験内容の概要 

• CDPSE 試験への準備 

• CDPSE 試験に関する情報 

• CDPSE アプリケーション要件 

• CDPSE 保守要件  

https://www.isaca.org/credentialing/cisa
https://www.isaca.org/credentialing/cisa
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/cisa-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/cisa-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/prepare-for-the-cisa-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/prepare-for-the-cisa-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/cisa-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/cisa-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/get-cisa-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/get-cisa-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/maintain-cisa-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/maintain-cisa-certification
https://www.isaca.org/credentialing/crisc
https://www.isaca.org/credentialing/crisc
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/crisc-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/crisc-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/prepare-for-the-crisc-exam
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/prepare-for-the-crisc-exam
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/crisc-exam
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/crisc-exam
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/get-crisc-certified
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/get-crisc-certified
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/maintain-crisc-certification
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/maintain-crisc-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cism
https://www.isaca.org/credentialing/cism
https://www.isaca.org/credentialing/cism/cism-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/cism/cism-job-practice-areas
https://www.isaca.org/credentialing/cism/prepare-for-the-cism-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cism/prepare-for-the-cism-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cism/cism-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cism/cism-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cism/get-cism-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cism/get-cism-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cism/maintain-cism-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cism/maintain-cism-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/cgeit-exam-content-outline
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/cgeit-exam-content-outline
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/prepare-for-the-cgeit-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/prepare-for-the-cgeit-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/cgeit-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/cgeit-exam
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/get-cgeit-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/get-cgeit-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/maintain-cgeit-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/maintain-cgeit-certification
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/cdpse-exam-content-outline
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/cdpse-exam-content-outline
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/prepare-for-the-cdpse-exam
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/prepare-for-the-cdpse-exam
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/cdpse-exam
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/cdpse-exam
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/get-cdpse-certified
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/get-cdpse-certified
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/maintain-cdpse-certification
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/maintain-cdpse-certification
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セクション II - 試験の登録と予約 

セクション トピック ページ 

2.1 登録する前に  6 

2.2 試験に登録する 6 

2.3 受験予約 9 

2.1 - 登録する前に 

ISACA認定試験はコンピュータを使用し、世界各地の認可された PSI試験会場で実施されます。試験

登録は継続するため、受験者はいつでも登録でき制限はありません。受験者は受験料を支払って 48 時

間後から試験の予約を行えます。 

登録すると、受験者は 12か月間の受験資格が得られます。つまり、登録日から 12か月間（365日）、

試験を受けることができます。試験の予約と受験の前に、受験料をすべて支払う必要があることにご

注意ください。 

予約した試験を受けなかったり、試験の時間に 15 分以上遅れたりなど、12 か月間の受験可能

期間に試験を受けなかった場合、受験資格がなくなり、受験料は払い戻しできません。 

2.2 - 試験に登録する 

以下の手順に従い、オンラインで試験登録を行ってください。 

ステップ 操作 

1. 認定試験を選択します：CISA | CRISC | CISM | CGEIT | CDPSE 

2. ログインするかアカウントを作成します。 

注：アカウント作成時の氏名は、試験日に提示する政府発行の身分証明書に記載し

た氏名と同じになるようにしてください。有効な身分証明書については、試験日の

規則を参照してください。 

試験に登録する前に、お近くの PSI試験会場に空きがあることを確認してください。 

3 登録プロセスを完了します 

試験登録プロセス中に、ISACA 試験受験の利用規約への同意を求められます（付録 A）。これには本

受験者ガイドに記載の試験の管理運営、認定基準、試験結果発表が含まれます。 

オンライン登録の手順については、登録方法ガイドを参照してください。 

受験料をすべて支払うまで、試験の予約はできません。受験料は払い戻し不可で譲渡できま

せん。 

  

https://www.isaca.org/credentialing/cisa/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/cism/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/plan-and-register
https://isacaavailability.psiexams.com/
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/general/credentialing-registration-guide_eng_0220.pdf
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登録の確認 

試験登録および支払の後、1営業日以内に予約通知 Eメールが届きます。 

予約通知 Eメールには、試験予約のスケジュール情報が表示されます。 

特別措置受験への登録 

特別な試験措置を受けるには、登録手続き時に要求し、試験を予約する前に ISACA の承認を得る必要

があります。 

特別措置受験をご希望の方は、次の手順に従ってください。 

ステップ 操作 

1. 試験登録プロセスで、特別措置要求フィールドに印をつけてください。 

2. 特別措置申請書を印刷します。 

3. ISACA特別措置申請書に必要事項を記入します。 

注：申請書は受験者およびその担当医療専門家が記入する必要があります。 

4. support.isaca.orgから ISACAにフォームを送信してください。 

特別措置の申請は、受験料をすべて払い終えるまで、検討されません。申請はすべて、ご希望

の試験日の 4 週間前までに ISACA に送付する必要があり、その 1 回の試験にのみ有効です。 

  

https://www.isaca.org/credentialing/special-accommodations-for-isaca-exams
https://isaca.force.com/support/s/contactsupport
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登録の変更 

受験者が申請する 3つの共通の登録変更があります。以下の表を参照してください。 

変更タイプ ステップ  

氏名 1. www.isaca.org/myisaca にログインします。  

2. 「MY ISACA PROFILE（マイ ISACA プロフィール）」をクリックし 

ます。 

3. 必要であれば変更を行います。 

4. 保存をクリックして閉じます。 

試験言語 1. https://www.isaca.org/myisaca/certifications にログインします。 

2. 「Re-Schedule or Cancel Exam（予約変更または試験取消）」をクリ

ックして、PSI の予約ページに進みます。 

3. 画面上の指示に従って試験予約をスケジュールします。予約ガイドに予

約および予約変更に関する説明があります。 

注：試験言語を変更する必要がある場合は、試験予約も変更する必要があ
ります。詳細については予約変更をご覧ください。 

試験タイプ ISACAサポートに電子メール（support.isaca.org）またはお電話 

（1-847-660-5505）ですぐにお問い合わせください。 

すべての変更申請は、受験を予約した試験の 48時間前までに完了する必要があります。 

 

受験同意書 

試験センターで試験を開始する前に、オンラインで ISACA の受験同意書に署名することが求められま

す。受験同意書は登録および試験日の前に事前確認用に、このガイドの最後のページ（付録 B）に記

載されています。 

  

http://www.isaca.org/myisaca
https://www.isaca.org/myisaca/certifications
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/general/credentialing-exam-scheduling-guide_eng_v0409.pdf
https://support.isaca.org/
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2.3 - 受験予約 

受験資格 

試験を予約・受験するには、受験資格が必要です。受験資格は、試験登録により得られ、12 か月間

（365 日間）有効です。 

試験を予約し受ける前に、試験登録と支払いを済ませる必要があります。受験料は払い戻し不可で譲

渡もできません。 

12 か月間の受験資格期間中に受験予約して受験しないと、受験料を放棄することになります。

資格の繰り越しや延期は認められません。 

受験予約 

受験予約を行うには、5 つの重要なステップがあります。受験予約を行う前に、支払いを済ませる必要

があります。 

ステップ 操作 

1. ISACA アカウントにログインします。 

2. 「Certification & CPE Management（認定および CPE管理）」をクリックします。 

3. 「Schedule Your Exam（受験を予約）」または「Visit Exam Website（試験ウェ

ブサイトにアクセス）」をクリックすると、PSIダッシュボードが開き、受験の予

約を行えます。 

4. PSIダッシュボードで「Schedule Exam（受験予約）」をクリックします。 

5. 以下の手順に従います。 

• 試験言語を選択します。 

• 国とタイムゾーンを入力します。 

• カレンダー上で受験可能な日時を選択します。 

• 「Continue（続行）」をクリックします。 

• 予約の詳細を確認し、「Continue（続行）」をクリックします。 

受験予約の確認を通知する確認メールが no-reply@psiexams.com から送られてきます。予約に関する

詳細は予約ガイドをご覧ください。  

予約変更 

当初予約した試験から 48 時間以上前であれば、同じ受験資格期間内で予約を変更できます。 

予約した試験から 48 時間以内の場合は、受験する必要があります。受験しないと受験料を 

放棄することになります。予約変更を行うには：ISACA アカウントにログインし、上記と同じ

手順を実行します。 

試験会場の緊急閉鎖  

悪天候または緊急事態により、予定された試験を中止せざるを得ない場合があります。この場合、 

PSIは電話または Eメールにて受験者への連絡を試みます。ただし ISACAとしては、受験者自らが

www.psiexams.comをご覧になり、試験会場が閉鎖されていないかを確認されることをお勧めします。

会場が閉鎖された場合、その試験は再度日程が組まれ、追加料金はかかりません。 

  

http://www.isaca.org/myisaca
http://www.isaca.org/myisaca
mailto:no-reply@psiexams.com
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/general/credentialing-exam-scheduling-guide_eng_v0409.pdf
http://www.isaca.org/myisaca
http://www.isaca.org/myisaca
http://www.psiexams.com/
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セクション III - 試験準備 

試験準備セクションでは、試験準備のプロセス、試験日の規則、試験の実施方法について説明します。 

セクション トピック ページ 

3.1 試験の準備をする 10 

3.2 試験日の規則 12 

3.3 試験の管理運営 14 

 

3.1 - 試験の準備をする 

試験準備 

ISACAの多様な試験準備リソースには、グループトレーニング、自分のペースで進められるトレーニ

ング、そして各国語の試験教材があり、認定試験の準備に役立てられます。 

試験問題 

試験の問題は、実務知識と、一般概念及び基準の応用力を試験することを目的に作成されています。

すべての問題に、一つの解答があります。 

• 各問題は、問題文と回答の選択肢で構成されています。 

• 正しい解答あるいは最適な解答を選択肢から選んでください。 

• 試験問題は、質問または記述の穴埋めの形式になります。 

シナリオが記載されていることもあります。通常、このような問題には状況の説明があり、受験者は

提供された情報に基づいて 2 つ以上の問題に解答します。 

試験問題の種類とその開発方法の詳細については、「項目記述ガイド」を参照してください。 

試験のヒント 

• 各問題を慎重に読んでください。試験の問題では、条件により、例えば最も有りうる、または

最も当てはまる適切な解答を選択しなければならないこともあります。 

• 各質問を注意深く読み、誤りであると分かっている選択肢を消去し、もっとも適切な選択肢を

選んでください。 

• 試験端末へのログイン後、試験開始前に、試験の受け方について説明があります。重要な情報

を聞き逃さないように、注意して説明を聞いてください。 

• すべての質問に解答するようにしてください。 

• 不正解であってもペナルティはありません。成績は正解した総問題数でのみ計算されるので、

未解答の問題がないようにしてください。 

• 時間を管理してください。試験の所要時間は 4時間です。全問解答できるように、ペースを調

整してください。 

  

https://www.isaca.org/training-and-events
https://www.isaca.org/credentialing/write-an-exam-question
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試験会場に到着する前に  

以下を行い、試験日の前に準備ができていることを確認してください： 

• 試験会場の住所を探し、開始時刻を確認します。 

• 試験会場への経路を地図上で確認します。 

• 試験の開始時間の 15 分前に到着するように計画します。 

• 所持品を保管する方法を計画します 

* 詳細は、18 ページの試験日の規則を参照してください。 

身分証明書の提示  

試験会場に入場するには、有効な身分証明書（ID）を提示する必要があります。有効な身分証明書は、

受験者の名前（予約通知 Eメールに表示された名前）および受験者の写真を含んでいる、現行の政府

発行の身分証明書でなければなりません。 

• 受験者の名前（ISACAからの予約通知 Eメールに表示された名前） 

• 受験者の署名 

• 受験者の写真 

すべての情報は、単一の身分証明書によって証明されなければなりません（コピーや手描きは認めら

れません）。 

有効な身分証明書を持たない受験者は受験することができず、受験料は払い戻しされません。 

 

有効な身分証明書  

有効な身分証明書には以下があります。 

• 運転免許証 

• 州の身分証明書（運転免許証以外） 

• パスポート 

• パスポートカード 

• 軍人身分証明書 

• グリーンカード 

• 外国人登録証明書 

• 永住者カード  

• 国の IDカード 

試験会場側は確認のため、追加の身分証明書の提示を求める権利を有します。受験者の身元に

関して疑いがある場合、受験は拒否され、ISACAに通知されます。これは無連絡欠席と見なさ

れ、受験料は没収されます。試験をやりなおすには、再登録して受験料をもう一度支払う必要

があります。 
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3.2 - 試験日の規則 

試験規則は、試験中に使用が認められる物品に関するガイドラインを提供します。試験規則は、 

PSI試験会場および PSI試験キオスクで実施される試験に適用されます。 

禁止品 

試験会場に以下のものを持ち込むことは禁止されます： 

• 参考資料、白紙の用紙、メモ帳、または言語辞書 

• 電卓 

• あらゆる種類の通信、監視用または録画用機器： 

o 携帯電話 

o タブレット 

o スマートウォッチまたはスマートグラス 

o モバイル機器  

• ハンドバッグ、財布、またはブリーフケースを含むあらゆる種類の手荷物 

• 武器 

• 煙草製品 

• 飲食品 

• 訪問者 

試験実施中に受験者がこのような通信用、監視用、または記録用機器を持っていることが確認

された場合、受験は無効となり、直ちに試験会場から退去するように求められます。 

私物の保管 

試験会場に持ち込む所持品は、ロッカー等の指定された場所に保管するようにします。試験を完了し

て提出するまで、所持品にアクセスすることはできません。 

認められない行動 

試験を無効にするような行動は避けてください。また、容認できない行動は受験者の受験同意書にも

記載されています（付録 B）。 

• 迷惑行為 

• メモ、紙片、その他の方法を用いて他の受験者を手伝うまたは手伝いを受けること 

• 代理受験をしようとすること 

• 通信用、監視用、または記録用機器（これには、携帯電話、タブレット、スマートグラス、

スマートウォッチ、携帯端末などが含まれますが、この限りではありません）を試験会場に

持ち込むこと 

• 試験問題や解答、または試験に含まれているその他の情報（これらは ISACAの機密情報です）

を第三者と共有しようとすること（これには、試験後に試験問題を共有する行為も含まれます） 

• 許可を得ずに試験会場を離れること（このような状態で受験者が会場や部屋を離れた場合は、

再び試験会場または部屋に戻ることはできません） 

• 試験終了前に所持品保管エリアにある持ち物にアクセスすること  
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個人的にやむを得ない事情 

個人的にやむを得ない原因で予約した試験に出席できない受験者は、予約を変更することが可能であ

り、受験料を放棄する必要はありません。 

ステップ 操作 

1. 予約の 72 時間以内に PSI*に連絡します。 

2. 欠席の理由を確認するために PSIに文書を提出します。 

*PSIの連絡先情報： 

国 電話番号 

米国フリーダイヤル +1-855-768-1150 

米国フリーダイヤル以外 +1 888-847-6180（内線 6779） 

英国フリーダイヤル  0-808-189-3101 

中国 400-120-0377 

インドフリーダイヤル  000-800-100-4052 

日本フリーダイヤル 0800-888-3037 

 

個人的にやむを得ない事情の例 文書が必要です 

個人的な病気 医師の診断書、緊急治療室への入室許可など、 

• 免許を持つ医師による署名と受診の日付の記載が必要と

なります。 

• 医師免許を持つ医師による連絡先情報も記載する必要が

あります。 

• 病気や緊急の事情の詳細は記入する必要はありません

が、受験者が試験を受けるべきではないことを医師が示

す必要があります。 

直近の家族の死亡： 

• 配偶者 

• 子供/扶養家族 

• 親 

• 祖父母  

• 兄弟姉妹 

死亡した日付と、死亡者の氏名、死亡者との関係を記入する

必要があります。 

交通事故 警察の調書、整備業者またはレッカー業者の領収書（日付と

連絡先情報を含む）が必要です。 

要請が拒否された場合、受験者は再度申込みを行い、受験料を全額支払う必要があります。 
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試験会場を離れる場合 

受験者が試験会場を離れる際は、試験官の許可を得る必要があります。 

離れる理由： 行く先： 

緊急事態  • 試験は一時的に停止されます 

• 緊急時であると確認されたら、試験は終了します 

施設を利用するには • チェックアウトしてチェックインする必要があります。 

• 会場を離れている間、試験時間を止めたり、時間を延長したり
はできません。 

結果 

試験日の規則に違反したり、何らかの不正行為を行ったりした場合、次のようなことが起こります： 

• 失格または資格剥奪 

• 試験の無効化 

• ISACA会員資格と、現在取得しているすべての認定の取り消し 

• ISACA試験受験の禁止  

3.3 - CISA 試験の管理運営 

PSIの試験を行う場所は、試験会場またはオンラインリモート試験（監督付）のいずれかです。 

PSI試験会場 

 

あなたの試験は、他試験の受験者と一緒に、同室内で試験管理される場合があります。ある程度のノ
イズが予想され、正常とみなされることに注意してください。 

オンラインリモート試験監督 

ISACAでは現在、オンラインリモート試験監督によるご自宅での受験を選択可能です。この方法が今
後も継続するかどうかはまだ確定しておらず、いつでも中止になる可能性があります。この方法での
受験を希望される場合は事前にリモート試験監督ガイドをお読みください。  

試験会場に

進む 

現地の試験官

が受験者の身

元を確認する 

 
 

現地の試験官

が受験者に座

席を割り当 

 

てる 

 
 

現地で監督さ

れた試験を受

ける 

 
 

https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/general/remote-proctoring-guide.pdf
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セクション IV - 試験後 

試験後セクションでは、試験の採点と認定申請について説明します。 

セクション  トピック ページ 

4.1 試験の採点 15 

4.2 再受験ポリシー 16 

4.3 試験後のフィードバック 16 

4.4 認定 17 

4.1 - 試験の採点 

得点の通知期日 

試験の完了直後に、暫定的な試験結果を画面上で確認することができます。公式な得点は Eメールで送信

され、10営業日以内にオンラインで入手できます。合格すると、認定の申請方法の詳細が表示されます。 

1. Eメール通知：プロフィールに記載されているメールアドレスに送信されます  

2. オンライン結果：「MyISACA」>「Certifications & CPE Management（認定および CPE管理）」

ページで確認できます。 

3. 試験の得点は、電話または FAXで提供されません 

4. 問題別の結果を提供することはできません 

採点基準 

受験者の得点は段階評価スコアで通知されます。段階評価スコアは受験者の試験における実際の得点

を共通の基準に変換したものです。段階評価の目的は、試験の異なるバージョン間で、結果を同じ基

準で報告できるようにすることです。これによって、異なるバージョンを比較でき公平性が保たれま

す。ISACA は評価スコアに 200 点〜800 点の共通基準を使用しています。最低スコア、合格スコア、

最高スコアについては下記をご確認ください。  

• 800点というスコアは、すべての問題に正しく解答した完璧なスコアを表します。 

• 200点というスコアは、最低スコアを表し、正しく解答した問題数が最少であったことを示し

ます。 

• 試験に合格するための最低合格基準としては、450点以上のスコアを取得する必要があります。 

• 合格点を得た受験者は、他の要件がすべて満たされていれば、これにより資格申請することが

できます（詳細については「認定資格を取得するには」のセクションを参照してください）。 

再採点の申請 

採点手続きの完全性と妥当性を確信していますが、受験者が希望する場合、再採点を申請することが

できます。再採点は PSIが行います。 

試験結果が公開されてから 30 日以内に、サポートページから書面による再採点申請を提出する必要が

あります。 

• 30 日を過ぎると、採点のやり直しの要請は受け付けられません。 

• すべての請求には、受験者の名前、ISACA ID番号及び Eメールアドレスが必要です。 

• 請求の際には、1 回ごとに US $75 の手数料がかかります。 

  

https://support.isaca.org/
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4.2 - 再受験ポリシー 

ISACAの認定試験の整合性を保護するため、ISACA は以下の再受験ポリシーを導入しました。 

1. 個人は 12 ヵ月の期間内に、合格するまで 4回試験を受けることができます。1 回目の受験で合

格しなかった受験者は、1 回目の試験から 12 ヵ月以内に、全部であと 3 回再試験を受けること

ができます。受験者は受験する各回ごとに登録料を全額支払う必要があります。 

つまり： 

受験し、不合格になった後（1 回目の受験）： 

• 再受験 1（2 回目の受験）：1 回目の受験から 30日間あける必要があります。 

• 再受験 2（3 回目の受験）：2 回目の受験から 90日間あける必要があります。 

• 再受験 3（4 回目の受験）：3 回目の受験から 90日間あける必要があります。 

2. 試験に合格した受験者は、5年間の申請期間の間、同じ試験を受験できません。 

3. 認定取得者は、認定を保持している間、同じ認定試験を受けることができません。 

4.3 - 試験後のフィードバック 

試験完了後、試験後の調査でフィードバックを提供する機会が与えられます。皆様からのフィード 

バックは、試験体験と試験の品質を向上させるために使用します。 

試験の管理運営に関する懸念事項  

ISACA（support.isaca.org）に試験終了後 48 時間以内に連絡して、試験日に関する問題、試験会場の

状況、試験内容を含む、試験の運営管理に関するコメントや懸念事項を提出することができます。 

ステップ 操作 

1. ISACAサポートに連絡します。 

2. 連絡する際には、 

• ISACA ID番号 

• 試験地一覧表 

• 試験の日時  

• 懸念事項に関する詳細な情報 

3. ISACAは正式なスコアレポートの発表前に、試験日の問

題と会場の懸念事項に関するコメントを確認します。 

ISACAは、問題の更新に基づいてスコアを再発行することはありません。各分野の専門家は、

将来の試験を改善するためにこれらのコメントを使用します。 

  

https://support.isaca.org/
https://support.isaca.org/
https://support.isaca.org/
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4.4 - 認定 

認定資格を取得するには 

ISACA認定試験を受験し合格することが、認定資格取得の最初のステップです。認定資格を取得する

には、まず以下の要件を満たすことが必要です。 

ステップ 操作 

1.  認定試験に合格すること。 

2.  US $50の申請手数料を支払うこと。 

3.  実務経験の要件を証明するための申請書を提出します。 

4.  職業倫理規程を遵守すること。 

5.  継続的専門職教育プログラムを遵守すること。 

受験者は合格後 5 年以内に資格申請をしなければいけません。 

認定資格取得に関する詳細については、下記でその他のリソースをご覧いただけます。 

 

1. 認定試験合格: CISA | CISM | CGEIT | CRISC | CDPSE 

 

2. US $50 の申請手数料を支払い: CISA | CISM | CGEIT | CRISC | CDPSE 

 

3. 資格申請書の提出: CISA | CISM | CGEIT | CRISC | CDPSE 

 

4. ISACA 職業倫理規程の遵守 

 

5. 継続的専門教育（CPE）ポリシーの遵守: CISA | CISM | CGEIT | CRISC | CDPSE 

 

6. 情報システム監査基準の遵守（CISA のみ） 

  

https://www.isaca.org/credentialing/cisa/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/cism/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/plan-and-register
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/plan-and-register
https://www.isaca.org/bookstore/certification-related-products/cisa_app
https://www.isaca.org/bookstore/certification-related-products/cism_app
https://www.isaca.org/bookstore/certification-related-products/cgeit_app
https://www.isaca.org/bookstore/certification-related-products/crisc_app
https://www.isaca.org/bookstore/certification-related-products/cdpse_pf
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/get-cisa-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cism/get-cism-certified
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/get-cgeit-certified
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/get-crisc-certified
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/get-cdpse-certified
https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics
https://www.isaca.org/credentialing/code-of-professional-ethics
https://www.isaca.org/credentialing/cisa/maintain-cisa-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cism/maintain-cism-certification
https://www.isaca.org/credentialing/cgeit/maintain-cgeit-certification
https://www.isaca.org/credentialing/crisc/maintain-crisc-certification
https://www.isaca.org/credentialing/certified-data-privacy-solutions-engineer/maintain-cdpse-certification
https://www.isaca.org/bookstore/audit-control-and-security-essentials/itaf
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認定資格取得をお勧めする理由 

ISACA認定は世界中で受け入れられ認識されています。ISACA認定は、試験の合格と、仕事の功績、

そして学習経験を組み合わせることで受験者の信頼性を高めます。これはキャリアを進む上で必要なこ

とです。認定資格を取得すると、企業の価値を高める資質を持っていることを雇用主に証明できます。

実際、世界中で多くの企業や政府機関で ISACA認定資格が求められたり、認識されたりしています。 

独立した調査では、ISACA の認定は IT専門家が取得できる中でも最も見返りが大きく影響力の大きい

IT認定資格とされています。ISACA 認定の取得と維持 

• 潜在的な能力の向上 

• 採用プロセスへの組み込み 

• 専門家としての信頼性と評価を強化 

ANSI認定プログラム  

• ISACA資格は ANSI認定を受けています。 

• ANSI（American National Standards Institute; 米国規格協会）は、CISA、CRISC、CISM、及び

CGEIT認定プログラムに対して ISO/IEC 17024：2012（人材に対する認証システムを運営する

団体のための一般的要件）の認証を与えています。 

• ANSI による認定は、ISACA の手順が公開性、調和、コンセンサス、適正手続のため必須要件

を満たしていることを意味しています。 

• この認定を受けることにより、ISACA は、CISA、CRISC、CISM及び CGEIT資格保持者に世

界中で素晴らしい職業的機会がもたらされると考えております。 

ANSI認定プログラム 

個人認定 0694 

ISO/IEC 17024 

CISA、CISM、CGEIT、及び CRISCプログラムの認定 

ISO/IEC 17024:2012 の認証を更新 

• 非営利民間団体である ANSI は、サードパーティの製品、システム、および専門家として機能

を果たすために、他の組織を認定しています。 

• ISO/IEC 17024 は、特定の要件に対して個人を認定する組織が従うべき必要条件を指定してい

ます。 

ANSIでは、ISO/IEC 17024 を「資格認証コミュニティの世界標準化の促進、各国間の流動性の向上、

公共の安全性の強化及び消費者の保護の推進に大きな役割を担っている」として評しています。 
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付録 A 

ISACA 認定試験利用規約 

 

1. （1）私は、『ISACA認定試験ガイド』に記載されている ISACA試験の管理運営、ISACAの 

職業倫理規定、認定基準、方針と手続き、および試験結果発表を含む条項について読み同意し 

ます。 

2. 私は、提出した情報に虚偽、誤解をまねく内容がある場合、または試験に関する規定や方針、

手続きに違反した場合、失格となりスコアは無効になること、また、将来の受験禁止や認定申

請の禁止を含むその他適切と考えられる処置を ISACA がとることについて、理解しています。

私は認定試験の受験者として、私が申し立てた訴えに対して私は単独で責任を負い、関連する

費用を負担することを、理解しています。 

3. 私は、ISACA による作為または不作為、および試験登録に関する作為または不作為に起因する

苦情や請求、損害について、ISACA とその幹部職、管理職、試験監督会員、職員、代行機関、

そして ISACAの関連会社、および ISACA の支部およびライセンサーは一切の責任を負わない

ことを同意します。 

4. 私は、ISACA試験に関する合否の最終決定権は ISACAのみにあることを理解しています。また、

私は、法律の要求があれば、ISACAが私の ISACA試験の合格をその地方支店に通知すること、

また、関連関係者に私の試験結果を通知することを理解しています。 

5. 私は、試験の登録または ISACA 試験に関係する訴訟について、米国イリノイ州クック郡巡回裁

判所に申し立てるものとし、米国イリノイ州法に従って判決を受けることに同意します。 

6. ISACA試験を受験する上で、私は、ISACA が実施する試験に関するすべての内容（問題、解

答、例題など、試験に出題または記載されているあらゆる情報を含むが、これらに限らない）

について、ISACA に帰属すること、および ISACAの機密情報であること（まとめて「機密情

報」という）を理解し同意いたします。私は、ISACA が所有する機密情報について、常に、そ

の機密を保持することに同意します。また私は、ISACA が所有する機密情報に対する機密保持

を私が守らなかった場合、試験の無効、認定証書の失効および/または訴訟を含む、ISACA によ

る懲戒処分やその他の不利益を受ける可能性があることを理解しています。特に、試験の問題、

答え合わせ、試験の構成等について、フォーラムやメディア（電子メール、および Facebook、

LinkedIn などのソーシャルメディアのフォーラムなど）の種類を問わず、その内容を誰かと議

論や共有、または誰かに公開してはならないことを理解しています。 

7. 私は、ISACA のプライバシーポリシー内に記載の項目を除いて、私の情報が認定申請その他の

目的のために使用されることを理解しています。認定を受けた場合は、ISACA から電子バッジ

が送られます。 

8. 以下に署名をすることにより、記入された住所または電話番号に ISACA が連絡を取ること

を許可するものとします。さらに、ここに記入した情報が本物で、正確であることを表明す

るものとします。この願書に記入された情報の ISACA の使用目的についての詳細は、

www.isaca.org/privacy-policyのプライバシーポリシーをご覧ください。 

  

http://www.isaca.org/privacy-policy
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付録 B 

受験同意書 

これは、受験者と ISACAの間の法的同意書です。試験を受験する場合、受験者はこの同意書に同意するものと

し、ISACA/PSI 試験への参加において、以下の条件に従うことに同意したとみなします。受験者が、以下に記載

される条件に同意しない、または同意できない場合、これらの条件に同意せず、試験を続けられません。本同意

書の条件を受け入れられない場合は、試験開始前に会場から退出するように求められます。私は ISACA/PSIの法

的同意書を読み、この ISACA試験の内容が独占所有権を有する極秘情報であり、以下に記載された条件で受験

することに同意します： 

• 私は以下に同意します： 

- 試験室内にいる間、私は自分の学習教材、メモ、メモ帳、携帯電話、録音機器、その他の電子機器を

所持しません。 

- 私は、試験室内から、いかなる形でも試験の問題や解答を持ち出したり、コピー、写真撮影はしま 

せん。 

- 私は、この ISACAの試験前・試験中・試験後に、ISACA試験問題や問題の一部を、直接的か間接的

かを問わず、他者に売ったり、使用させたり、拡散したり、交換したり、譲渡したり、コメントまた

は議論をすることはしません。これには、オンラインフォーラムやメディア（電子メール、Facebook、

LinkedIn、オンラインコミュニティ、その他のソーシャルメディアアプリケーションなど）で ISACA

の試験の形式や質問についての解答や考え方、試験問題の公開や共有が含まれます。 

- 私は、ISACA試験の受験時、許可されていない学習教材やメモの使用を含む支援を与えたり、受け

取ったりしません。 

- 私は、トイレを使用する必要があるときは、試験官に通知します。試験終了前に試験会場から出るこ

とが禁止されていることを理解しています。 

- ISACAまたは試験代行機関は、試験の不正および違反を監視するために、ISACA試験の結果および

試験データを調査する権利があります。 

- ISACAは、独自の裁量で、ISACA試験の実施前、実施中、または実施後において、試験官の観察、

統計分析、他の手段を通じて、私が共謀、規律を乱す行為または他の容認できない行動をとったと、

ISACAまたは試験代行機関が判断した場合、試験の受験を拒否する権利、受験を中止する権利、 

試験のスコア受領を不適格とする権利、を留保します。 

- ISACA試験の内容（ISACA試験の内容を含むがこれに限定されない）の不正な受領、保有、保持、

コピーまたは開示は、ISACA試験の機密性に違反しており、懲罰、または民事・刑事罰などの訴

訟、試験成績の無効化、現在保持している ISACA会員資格および ISACA資格の取り消しにつながる

可能性があります。 

- ISACAが、試験結果の妥当性を問う合理的な根拠があれば、ISACAは試験結果を無効にする権利を

留保します。 

この試験を受験するにあたり、私は上記の ISACA/PSI受験同意書を読み、理解し、遵守することに同意し、記載

された条件に従い ISACA試験を受験することに同意します。 

注：受験者がこの ISACA/PSI受験同意書の条件に同意することを拒否した場合、試験官は、試験を受ける権利が

ないことを受験者に通知します。PSIと ISACAの本部にその情報が連絡されます。この書類は、受験者ファイル

の一部として永久的に保存されます。 

すべての CISA、CRISC、CGEIT、CISMおよび CDPSEの試験項目は、ISACAが所有権と著作権を保持します。 

© 2003-Present, ISACA. 無断複写・転載を禁じます。 


