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一般社団法人ＩＴ資産管理評価認定協会 (SAMAC : Association of 
Standardization for IT Asset Management Assessment & Certification) とは、
IT資産管理・ソフトウェア資産管理の正しい普及促進を目的とし、2010年12月1日に設立さ
れた非営利型一般社団法人です。

当協会では、企業や公共団体等の組織においてIT資産管理（ITAM)・ソフトウェア資産管理
(SAM) がどの程度導入されているかを評価（成熟度評価）するための事業を行います。

また、この評価基準につきましては、ISO/IEC19770 もしくはそれに関連する JIS 規格に準じ
た評価基準を SAMAC により開発、利用します。

同時に ITAM・SAM の体制構築を支援する事業者やコンサルタント向けのトレーニング・認定基
準等の提供、認定および認定管理等の開発などを行い、市場にて提供されるITAM・SAM 関
連サービスの品質維持向上並びに均質化に努めてまいります。

上記の他、ITAM・SAMの正しい普及促進のため、必要とされる各種事業、教育啓蒙活動を行
います。
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企業、公共機関等の組織体においてITの利用範囲の広がり
は、その重要度と共に急速に進んでいる。ITが組織体にお
ける中枢業務に組み込まれ、またあらゆる現場業務におい
て組織の構成員がITに関わりつつある現状において、情報
漏えい対策を含むITセキュリティの確立、投資対効果を最
大化するための標準化推進、組織存続の根幹にかかわるコ
ンプライアンス維持についても、その重要性は年々高まり
つつある。

ソフトウェア資産管理（SAM）は、上記の全てに密接に関
わるだけではなく、それを実現させるための基本構造とも
なるプロセスであり、企業・公共機関等におけるSAMへの
関心、期待値も近年非常に大きくなりつつあると言える。

しかしながら、SAMという定義そのものに始まり、そのプ
ロセスや実現レベル等についても認識は様々であり、現状
統一性および一般性に欠けると言わざるを得ない。現在
SAMに関するISO19770/JISの規格は存在するが、その正
しい解釈と運用がされていない事例も散見され、顧客に提
供されているSAMサービスのレベルについても非常に大き
な違いが見られている。

この状況の主たる要因としては、SAM導入について正しく
理解している人材の不足、SAM導入に関する品質を保つ組
織を評価、認定する仕組みの不在という点があり、同時に
企業や公共機関等の組織体における適切なSAM成熟度認証
が行われる構造もまた存在していない。

SAMの定義の元としては、単にソフトウェア資産の管理に
留まらず、知的財産としての無形資産の管理、運用に繋が
るものである。ソフトウェアという知的財産をどのように
正しく管理するかというものがSAMであり、特にはエネル
ギーや主要鉱物資源が限定される地域での経済的地位の維
持向上のためには、いかに価値ある知的財産を多く生み出
していくかが鍵と言われるが、生み出した知的財産を正し
く管理利用を行う必要性も同程度あると言える。

とはいえ現状、一般的知的財産管理としては特許管理、意
匠管理や商標管理を中心として行われ、ソフトウェア資産
管理についてはその広がり傾向は見られるものの、上記に
述べた統一性、一般性のみならず浸透度においても未熟な
状態である。

設立者一同はこの現状を鑑み、一般社団法人ソフトウェア
資産管理評価認定協会（SAMAC）の設立を発案し、左記協
会がISO/IEC19770もしくはそれに関連するJIS規格に準じ
たソフトウェア資産管理を普及させ、特には企業、公共機
関等の組織体においてその中心となる業務プロセスにSAM
が正しく組み込まれることを目的とし、その目的に資する
ため、次の事業を行う。

1.ソフトウェア資産管理の成熟度評価資格者の認定育成事
業、2.ソフトウェア資産管理の成熟度評価資格組織の認定
事業、3.ソフトウェア資産管理の成熟度認評価規準の策定、
4.組織に対するソフトウェア資産管理の成熟度定事業、5.
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業。

注 : CSCは、現在「公認ITAMコンサルタント(CITAM)」 に変更しています。
CSCCは、現在「公認ITAMコンサルタント事業者（C-CITAM）」 に変更しています。
一般社団法人ソフトウェア資産管理評価認定協会（SAMAC）は、現在、
一般社団法人IT資産管理評価認定協会（SAMAC） に変更しています。
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1. ソフトウェア資産管理・IT資産管理の成熟度評価資格者(CITAM)の認定育成事業

i. CITAM認定基準の作成、テスト、および認定

ii. CITAM向けトレーニングコースの作成、および提供

iii. CITAM認定証の発行管理

iv. CITAM向けITAM関連最新情報の発信

v. MCITAM（成熟度評価マスター・構築マスター・運用改善マスター）認定

2. ソフトウェア資産管理・IT資産管理の成熟度評価資格組織(C-CITAM)の認定事業

i. C-CITAM認定基準の作成、評価および認定

ii. C-CITAM認定証の発行管理

iii. C-CITAM品質の維持管理

iv. C-CITAM向けITAM関連最新情報の発信

3. ソフトウェア資産管理・IT資産管理の成熟度評価規準の策定

i. EC1ISO/I9770もしくはそれに関連するJIS規格に準じたIT資産管理の成熟度評価基準の作成、維持、更新

4. 組織に対するソフトウェア資産管理・IT資産管理の成熟度認定事業

i. ISO/IEC19770もしくはそれに関連するJIS規格に準じたIT資産管理の成熟度評価支援、および認証

5. ライセンスマネージャ資格者(CLM)の認定事業

i. CLM認定基準の作成、テスト、および認定

ii. CLMミーティングの実施

6. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

＊2021年1月CSCはCITAMに移行しました。
なお、CSCは2021年7月をもって廃止しました。
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一般社団法人ＩＴ資産管理評価認定協会 (SAMAC)

ITAM成熟度評
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*成熟度評価を行う CITAM はコンサルティングを行う CITAM と同一人物であることは不可

ITAM成熟度評価にCITAM,C-CITAM のコンサルが必須ということではな
い。

成熟度認証

CLM認定基準
の開発・提供

CLM
公認ライセンス
マネージャー
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組織名 役割 資格 補足

理事会
・本協会の業務執行の決定
・理事の職務の執行の監督
・理事長、副理事長の選定及び解職 等

・SAMAC総本会員または
SAMAC総本会員5名以上の推
薦をうけた総本会員外役員
・社員総会出席者の過半数の
承認

-

SAMAC総会 ・社員総会への提案 等 ・SAMAC総本会員 -

WG
運営委員会

・SAMACの活動に当たり、各種の活動 方針
やガイドライン等を定めるためにワーキング グ
ループ (WG)の新規設置・解散、並びに各WG
の活動内容の情報交換等、WGの運営全般に関
する意志決定を行う 等

・各WG リーダー(本会員)お
よびオブザーバー

・委員長は理事長とする。
・オブザーバーは議決権はなし
・WGの新規設置は、WGリー
ダー候補が申請し、WG運営委
員会の過半数の承認を得ること

WG
(ワーキング グループ)

・本協会の活動に当たり、各種の活動方針やガ
イドライン等を定める。

・SAMAC会員
・WG リーダーの承認

-

TF
（タスクフォース）

・当団体において必要と思われる活動を実施す
る場合に、理事会が運営母体となり設置される
組織体

・WG運営員会の過半数によ
る承認もしくは既存のWGか
ら引き継ぐ場合理事会の決定

・リーダーは理事長あるいは理
事会で選出された者とする。

定例会 ・各WGの進捗報告とその他議題の提起・共有
・SAMAC総本会員
・個人会員

-



Copyright © 2023 SAMAC All Rights Reserved. 

種別 役割 資格 特典 補足

本会員

・SAMACが提供する管理基準・評価規準、SAM BIBLE等、
ITAM・SAMを推進するためのツールの普及促進を行う。
・ITAM・SAMに関連する有用な情報を提供する。
・半期に一度、販売するソフトウェアのアップデート情報
を提供する。
・SAMAC総会への出席

本協会の目的に賛同し、
左記の役割を積極的に実
行する、団体または個人。
理事会の承認を得ること。

・SAMAC理事会議事録の開示。
・総会における議決権。
・各種委員会への参加。
・CITAM認定試験トレーニングへの優先
予約期間の提供（各回2名分予定）。
・SAMAC活動内容の提供。
・ソフトウェア辞書の優待価格での利用。

・年会費
25 万円

賛助会員
・SAMACが提供する管理基準・評価規準、SAM BIBLE等、
ITAM・SAMを推進するためのツールの普及促進を行う。
・ITAM・SAMに関連する有用な情報を提供する。

・SAMAC活動内容の提供。
・ソフトウェア辞書の利用。
・各種委員会への参加。

・年会費
10 万円

詳細はSAMAC HPの会員募集のページよ
り、
「SAMAC構成員のベネフィット」をご参
照ください。

・年会費
10 万円ユーザー

本会員

・SAMACが提供する管理基準・評価規準、SAM BIBLE等、
ITAM・SAMを推進するためのツールの普及促進を行う。
・ITAM・SAMに関連するユーザーとしての知見を提供す
る。
・SAMAC総会への出席

個人会員
・SAMACが提供する管理基準・評価規準、SAM BIBLE等、
ITAM・SAMを推進するためのツールの普及促進を行う。
・ITAM・SAMに関連する有用な情報を提供する。

詳細はSAMAC HPの会員募集のページよ
り、
「SAMAC構成員のベネフィット」をご参
照ください。

・年会費
３ 万円

特別会員
・相互の団体の発展のために、必要に応じたセミナーへの
講師派遣や、各会員への案内を行う。

相互に認めた任意団体を
含む各種団体の所属会員
であること。

・SAMACセミナーの優先案内および有料
セミナーの優待割引。

-

オブザーバー
・SAMACの活動を円滑に進めるために有用な情報を提供
する。

ITAM・SAM の有識者、
団体等。
総本会員の過半数の推薦
を得ること。

- -

https://www.samac.or.jp/docs/new_members.pdf
https://www.samac.or.jp/docs/new_members.pdf
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➢理事長

➢田村 仁一 （みのり監査法人）

➢副理事長

➢中井 史郎 （横河レンタ・リース株式会社）

➢常務理事

➢篠田 仁太郎（株式会社クロスビート）

➢理事（五十音順）

➢清家 一樹 （株式会社日立製作所）

➢高橋 快昇 （合同会社ＩＴアセットマネジメント研究所）

➢田中 寿一 （株式会社内田洋行）

➢森田 聡子 （NECキャピタルソリューション株式会社）

➢監事

➢島田 篤 （デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社）
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◆ BSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス
◆元 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）高取 敏夫 氏
◆元 エフ・ホフマン ラ ロシュ社

ソフトウェア資産管理マネージャー George Arezina 氏

※五十音順

◆一般社団法人ソフトウェア協会
◆一般社団法人日本クラウドセキュリティアライアンス

◆富士通株式会社

◆株式会社アイキューブドシステムズ
◆合同会社ＩＴアセットマネジメント研究所

◆株式会社アイセルネットワークス
◆アイ・ムーヴ株式会社
◆株式会社あおぞら銀行
◆株式会社インターコム
◆ウチダエスコ株式会社
◆ウチダスペクトラム株式会社
◆株式会社内田洋行
◆AJS株式会社
◆エイチ・シー・ネットワークス株式会社
◆ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ株式会社
◆SCSK株式会社
◆NECキャピタルソリューション株式会社
◆NTTテクノクロス株式会社
◆エムオーテックス株式会社
◆近鉄情報システム株式会社
◆株式会社クロスビート
◆株式会社コア
◆株式会社JALインフォテック
◆情報技術開発株式会社
◆Sky株式会社

◆住友電工情報システム株式会社
◆ディーアールエス株式会社
◆株式会社ディー・オー・エス
◆デロイトトーマツサイバー合同会社
◆株式会社トクヤマ
◆株式会社パスコ

（右へ続く）

◆株式会社日立システムズ
◆株式会社日立製作所
◆株式会社ピーエスシー
◆三菱重工業株式会社
◆三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
◆三菱電機エンジニアリング株式会社 名古屋事業所
◆みのり監査法人
◆ユニインフォーメーション株式会社

◆USU合同会社
◆横河レンタ・リース株式会社
◆株式会社ラクソル



CITAM SWG

ライセンスセミ
ナー SWG

理
事
会

総
会

WG運営委員会

管理基準/評価
基準策定 WG

資格認定
基準策定 WG

研修WG

ISOをベースとしたソフトウェア管理基
準、およびそれを基にした評価規準の
策定

CITAM・C-CITAM を認定するため
の基準の策定

CLM SWG

CITAM認定のための研修、および試
験教材などの策定

CLM 認定のための研修、および試験
教材などの策定

★みのり監査法人
株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社

株式会社内田洋行

★株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社
みのり監査法人

★株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社
ユニインフォーメーション株式会社
みのり監査法人

★デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社
株式会社クロスビート

ITAM World 
WG

SAMAC主催ITAM Worldの企
画・実施後援の検討等

田村仁一
篠田仁太郎
島田篤

田中寿一

篠田仁太郎
島田篤

田村仁一

篠田仁太郎
島田篤

鈴木実季
田村仁一

★横河レンタ・リース株式会社
株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社

NECキャピタルソリューション株式会社
デロイト トーマツ サイバー合同会社

中井史郎
篠田仁太郎
島田篤
森田聡子
劉品琳

S
A
M
A
C

脆弱性データベー
ス検討 WG SAMACソフトウェア辞書に関すること、

およびソフトウェア辞書とIPA_JVN脆
弱性対策機械処理基盤の連携

★株式会社ディー・オー・エス
合同会社ＩＴアセットマネジメント研究所
独立行政法人情報処理推進機構
NECキャピタルソリューション株式会社

嶋野至剛
髙橋快昇
寺田真敏
森田聡子

★デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社
株式会社クロスビート

島田篤

篠田仁太郎

SAMAC主催ライセンスセミナーの企
画・実施、検討等

「研修」という形でIT資産管理・ライセ
ンスに関する様々な最新情報を提供

★株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション
合同会社
みのり監査法人

篠田仁太郎
島田篤

田村仁一



★エムオーテックス株式会社
株式会社テクノ菱和
リアムス株式会社
株式会社ラクソル
Sky株式会社
エムオーテックス株式会社
株式会社クロスビート
株式会社日立製作所
一般社団法人IT資産管理評価認定協会

JIS化検討WG
ISO/IEC 19770-2、19770-3
に関連したタグ仕様の検討とタグ
ツールの開発

★SC7 WG21主査
合同会社ＩＴアセットマネジメント研究所
株式会社クロスビート
デロイト トーマツ コーポレート ソリューション

合同会社
エムオーテックス株式会社
情報マネジメントシステム認定センター
みのり監査法人
独立行政法人情報処理推進機構
Sky 株式会社

クラウド・
サービス管理

WG
名称変更し『クラウド・サービス管理
WG』として活動を開始しています

事務局長：刀根 伸行

★ワーキングリーダー

髙橋快昇
篠田仁太郎
島田篤

神明彦
高取敏夫
田村仁一
寺田真敏
松田之次

PR-Marketing
WG

SAMACの認知度を向上させ、適
切なIT資産管理を普及するための
企画・実施、検討等

事務局

★Sky株式会社
りアムス株式会社
株式会社日立製作所
株式会社クロスビート
アイ・ムーヴ株式会社
株式会社内田洋行
有限責任あずさ監査法人
アイ・ムーヴ株式会社

金井孝三
片貝和人
川合智海
篠田仁太郎
平良勇二
田中寿一
塚田栄作
與那覇雅人

神明彦
網倉麻古
片貝和人
加藤尚
金井孝三
笹山真実子
篠田仁太郎
清家一樹
刀根伸行

フォーラム検討
WG CITAMやユーザー参加型の仕組み

を持つことで SAMACやCITAMの
認知度を向上させ適切なITAMを
広めていくこと

★アイ・ムーヴ株式会社 平良 勇二
株式会社クロスビート 篠田仁太郎
アイ・ムーヴ株式会社 與那覇雅人

辞書WG
SAMACが提供するソフトウェア辞
書の見直し・改善を図っていくWG
です。納品された辞書の精査や辞
書登録情報の修正、辞書項目の
追加などを実施、検討しています。

★株式会社クロスビート
SCSK Minoriソリューションズ株式会社
SCSK Minoriソリューションズ株式会社
株式株式会社クロスビート
株式会社日立製作所
Sky株式会社
エムオーテックス株式会社
エムオーテックス株式会社

篠田仁太郎
今枝香
大惠傑
小野美由紀
清家 一樹
高岡康
松村周也
松村達也
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