
全ての社会人に必要なITの知識を学習するのが、「ITパス

ポート」です。この資格は国家資格であり、認知度も高い資
格となります。
この資格を取得するにあたって、企業とITの関連性について
学習をしていきます。

学習内容にはＩＴ関連については、もちろんですが、経営に
関することや、今話題のセキュリティの内容なども含まれて
おり、企業とITについてのつながりから、ITに関する基本的な

知識まで幅広く身に付くので、得た知識をすぐに職場などで
活かすことができます。
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ＩＴビギナーズセミナー （公開セミナー）

共通キャリア・フレームワーク 技術者向け試験 利用者向け試験

レベル4
高度な

知識・技能
高度試験

（複数の専門区分）

レベル3
応用的

知識・技能
応用情報

技術者試験

レベル2
基本的

知識・技能
基本情報

技術者試験
情報セキュリティ
マネジメント試
験

レベル1
職業人に共通に

求められる基礎知識
ITパスポート

試験

● 情報処理技術者試験

ス
キ
ル
ア
ッ
プ

１．ＩＴパスポート試験について （1）概要

★試験終了後、画面上に採点結果が表示されます。

★合格者には、後日合格証書が送られてきます。

①試験の
位置づけ

経済産業省が実施する「情報処理技術者試験」の一
区分であり，職業人として誰もが備えておくべき，情報
技術に関する基礎的な知識を測る国家試験である。

②受験料 5,700円（支払いはクレジット、コンビニ、バウチャーから）

③試験時間 120分（2時間） 時間帯は会場により異なる

・小問形式（ア・イ・ウ・エから一つを選択する問題）

④問題形式
と出題方式

★注意：中問形式の問題（一つの状況設定に対し、複数

の視点から知識・理解を問う問題）は平成28年3月以降廃止

となりました。現在は小問形式のみです。

・パソコンを用いて試験をおこなうCBT（Computer

Based Testing）方式。電卓使用不可。

⑤出題数 ・小問形式の問題: 100問

⑥分野別
出題数

3つの分野から出題・・・・・・【出題数】

●ストラテジ系(経営全般)・・【35問程度】

●マネジメント系（IT管理）・・【20問程度】

●テクノロジ系（IT技術）・・・【45問程度】

⑦合格基準

次の（1）、（2）の両方を満たした場合、合格とする。

1 総合評価点： 600点以上／1000点満点

2 分野別評価点：3つの分野ごとに満点の30％以上

（2）出 題 範 囲 （3 分野 9 つの大分類 23 の中分類）

★出題範囲は広いので，計画的な学習が必要ですね。

★分野ごとに合格基準評価点が定められていますので，すべての分野をまんべんなく学習しておきましょう。

分野 大分類 中分類 主な出題ポイント

ス
ト
ラ
テ
ジ
系

企業と法務 1 企業活動
（1）ストラテジ(経営全般)【出題率約35％】

●企業が情報化を行うのは，経営資源を有効に活用し、
効果的な経営を行うためです。よって，組織形態やヒトの
活用，経営管理手法に関する知識が問われます。また、
効果的な経営を行うためのデータ分析や意思決定手法
の 利用に関する知識が問われます。

●昨今では利益の追求のみならず，企業が果たすべき
「社会的責任(CSR)」も重要視されており，企業倫理等に
関する問題も多く出題されています。
●企業が守るべき規範や，情報システムを活用する上で
守るべき法律に関する知識が問われます。特にセキュリ
ティ関連法規の出題比率が高くなっています。

●ビジネスシーンにおけるIT活用についてが問われます。
★シラバスVer.4.0に対応した技術要素（AI，ビッグデータ，
IoT など）に関する問題の出題数が多くなっています。
●経営戦略に基づいたシステム戦略や，システム化計画
の立案などのシステム企画に関する知識が問われま
す。

2法 務

経営戦略 3 経営戦略マネジメント

4 技術戦略マネジメント

5 ビジネスインダストリ

システム戦略 6 システム戦略

7 システム企画

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系

開発支援 8 システム開発技術 （2）マネジメント(IT管理) 【出題率約20％】

●システム開発と運用の支援を行うために，システム開発
の流れや技法，運用・保守に関する知識が問われます。
●システム開発は「プロジェクト」であり，プロジェクトには納
期やコストなどの制約条件があります。プロジェクト管理に
必要な様々な知識や技術が問われます。
●ITサービスの品質を高めるための「サービスマネジメン
ト」について，設計や運用のプロセスが問われます。

9 ソフトウェア開発管理技術

プロジェクトマネジメント 10 プロジェクトマネジメント

サービスマネジメント 11 サービスマネジメント

12 システム監査

テ
ク
ノ
ロ
ジ
系

基礎理論 13 基礎理論 （3）テクノロジ(IT技術) 【出題率約45％】

●基礎的な用語・概念などの知識や、論理的な思考能力
が問われます。
●利用する情報機器及びシステムを把握するために，コン
ピュータのハードウェアやソフトウェア，システム構成要素
についての基礎知識が問われます。

●マルチメディア，データベース（ビッグデータを含む），ネッ
トワーク，セキュリティなど，IT社会を生きる上で欠かせな
い 技術要素に関する知識が問われます。
●身近な情報システムの安全な利用を行うために必要な
知識が問われます。（不正アクセスの手口，ウイルス対策，
暗号化，内部不正対策など。）

★セキュリティ関連の内容は特に出題数が多いです。

14 アルゴリズムとプログラミング

コンピュータシステム 15 コンピュータ構成要素

16 システム構成要素

17 ソフトウェア

18 ハードウェア

技術要素 19 ヒューマンインタフェース

20 マルチメディア

21 データベース

22 ネットワーク

23 セキュリティ
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（3）本試験問題にチャレンジ！

●ITパスポート試験

ストラテジ系
問 1…令和元年 10月公開問題 問 18・・・・・・・・・・・・・・・・〔e-ビジネス ： 単語選択〕

銀行などの預金者の資産を，AIが自動的に運用するサービスを提供するなど，金融業

においてIT 技術を活用して，これまでにない革新的なサービスを開拓する取組を示す用

語はどれか。

ア FA イ FinTech ウ OA エ シェアリングエコノミー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問 2…令和元年 10月公開問題 問 21・・・・・・・・・・・〔ビジネスシステム ： 説明選択〕

ディープラーニングに関する記述として，最も適切なものはどれか。

ア 営業，マーケティング，アフタサービスなどの顧客に関わる部門間で情報や業務の

流れを統合する仕組み

イ コンピュータなどのディジタル機器，通信ネットワークを利用して実施される教育，学

習，研修の形態

ウ 組織内の各個人がもつ知識やノウハウを組織全体で共有し，有効活用する仕組み

エ 大量のデータを人間の脳神経回路を模したモデルで解析することによって，コンピュ

ータ自体がデータの特徴を抽出，学習する技術

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マネジメント系

問 3…令和元年 10月公開問題 問 43・・・・・・・・・・・〔サービスサポート ： 記述選択〕

AIを利用したチャットボットに関する事例として，最も適切なものはどれか。

ア あらゆる物がインターネットを介してつながることによって，外出先でスマートデバイ

スから自宅のエアコンのスイッチを入れることなどができるようになる。

イ コンピュータが様々な動物の画像を大量に認識して学習することによって，犬と猫の

画像が判別できるようになる。

ウ 商品の操作方法などの質問を書き込むと，詳しい知識をもった人が回答や助言を

投稿してくれる。

エ 商品の販売サイトで，利用者が求める商品の機能などを入力すると，その内容に応

じて推奨する商品をコンピュータが会話型で紹介してくれる。

テクノロジ系
問4…令和元年10月公開問題 問 63・・・・・・〔ネットワーク応用 ： 複数の記述選択〕

チェーンメールの特徴として，適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a. グループ内の連絡や情報共有目的で利用される。

b. ネットワークやサーバに，無駄な負荷をかける。

c. 返信に対する返信を，お互いに何度も繰り返す。

d. 本文中に，多数への転送を煽(あお)る文言が記されている。

ア a，c イ a，d ウ b，c エ b，d

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問 5…令和元年 10月公開問題 問 81・・・・・・・・・・・〔ネットワーク方式 ： 単語選択〕

IoT システム向けに使われる無線ネットワークであり，一般的な電池で数年以上の運

用が可能な省電力性と，最大で数十kmの通信が可能な広域性を有するものはどれか。

ア LPWA イ MDM ウ SDN エ WPA2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問6…令和元年 10月公開問題 問 82・・・・・・・・・・・・〔離散数学＜基礎理論 ： 事例〕

次の体系をもつ電話番号において，80 億個の番号を創出したい。番号の最低限必

要な桁数は幾つか。ここで，桁数には"020"を含むこととする。

ア 11 イ 12 ウ 13 エ 14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注： CBT 方式で実施される IT パスポート試験では、問題がランダムに出題されるので、受

験者全員が同じ問題を解くのではありませんが、問題の当たりはずれによって不公平になら

ないよう、難易度に依存しない評価点がコンピュータによって算出されるようになっています。

★ITパスポートの本試験問題は，

年に 2 回（4月と 10 月）に 100 問ずつ

Web サイト上で公開されています。
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（4）ITパスポート試験の統計情報（過去６か月分）

★合格率などの統計情報は、実施月の翌月中旬にWebサイト上で公開されます。

応募者数 受験者数 合格者数 合格率

令和元年 9月 10,083 8,891 4,729 53.2％

令和元年 10月 8,365 7,402 3,920 53.0％

令和元年 11月 9,326 8,226 4,373 53.2％

令和元年 12月 12,282 10,835 5,636 52.0％

令和 2年 1月 9,969 8,738 4,750 54.4％

令和 2年 2月 11,382 10,027 5,364 53.5％

過去 6か月間の集計 61,407 54,119 28,772 53.2％

（5）CBT 方式の試験について

IT パスポート試験は CBT 方式が採用されており、受験者が都合のよい日時・会場

を選択して受験することができます。受験申込みは、試験前日の午前中まで可能であ

り、採点結果は試験終了直後に画面上で確認できます。（受験申込みから試験結果

確認までが迅速に行えます。）

受験申込みは、受験日の 3か月前から行えます。

試験会場、試験会場ごとの試験開催日時、申込方法等の詳細については、

IPA の「IT パスポート試験」の専用サイト（以下、専用サイト）をご覧ください。

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html

◆ITパスポート試験に関する問合せ：03-6204-2098（ITパスポートコールセンター）

●受験申込み～受験までのおおまかな流れ（CBT）

① 利用者登録： 専用サイトより、利用者 IDと電子メールアドレスの登録を行います。→  

初回ログイン後、パスワードを変更し、個人情報等の入力を行います。

② 申込み： 受験料の支払方法がクレジットカード、バウチャーの場合は受験日前日の
午前中までに、コンビニの場合は受験日の 5 日前までに、専用サイトで試験会場、

試験日、時間帯を指定・予約し、受験番号、利用者 ID、確認コード等が記された「確

認票」を印刷しておきます。 〔試験会場、試験日、時間帯は、予約を行った後でも、

試験日の 3日前までなら変更可能です。〕

③ 試験当日： 「確認票（又は受験番号・利用者 ID、確認コードをメモしたもの）」と「身

分証明書」を持参して試験会場へ行き、受付に提示します。 〔身分証明書は顔写

真付きの本人であることを証明できるもの（パスポート、運転免許証、マイナンバー

個人番号カード[顔写真付き]、外国人登録証など）です。〕

受付の指示に従い、ロッカーに荷物を入れ、コンピュータルームに入室。指定された

座席に着席し、ログインします。

●ITパスポート試験の専用サイトで，CBT の疑似体験しておこう！

CBT方式の試験は、従来のマークシート試験とは実施方法が大きく異なるため、

専用サイトでは、受験の前に受験画面や操作方法を体験・確認できるようにすることを目

的として、「ITパスポート試験疑似体験用ソフトウェア」を公開しています。

このソフトウェアは下記ページからダウンロードできます。

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/trial_examapp.html

★ダウンロード方法↓

試験申込みページ「https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html」の左側の

項目一覧から CBT疑似体験ソフトウェアをクリックしてダウンロード。

または、試験申込みページのタブ見出し「受験案内」をポイント

→ CBT疑似体験ソフトウェアをクリックしてダウンロード。

★受験前に必ず疑似体験しておきましょう！

*********操作画面の見本*******************************************

①ログイン画面
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 ログイン後に注意事項と操作説明（複数ページ）が表示されます。

 「試験開始」ボタンをクリックすると、試験開始となり、残り時間が表示されます。

②問題画面

 文字の表示倍率等を変更することができます。

 「表計算ソフトの機能・用語（IT パスポート用）」を表示して確認できます。

 問題はストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の順に出題されます。

 問題文を読み、解答欄の「ア、イ、ウ、エ」のうちの一つをクリックして選択します。

 「次の問へ」をクリックすると、次の問へ移動します。100 問目の場合は問 1 へ移

動します。

 「前の問へ」をクリックすると、前の問へ移動します。

 後で見直したい問題には、チェックボックス「後で見直すためにチェックする」

をクリックしておくと、画面左下の「解答状況」欄に印が付きます。

 画面左下の「解答状況」欄では、問 1～100 までスクロールして表示できま

す。問番号をダブルクリックすると、選択した問題にすばやく移動できます。

 「解答見直し」ボタンで、解答一覧を表示できます。

 画面右下の「試験終了」をクリックすると、解答を終了して採点に移ります。

 採点が終了すると、総合評価点・分野別評価点が表示されます。

★その他： 電卓は使用できません。試験時間中には、机上に用意されたメモ用

紙にメモをとることができます（このメモは持ち帰ることはできません）。

解答見直しボタン

表示倍率を変
更できます。

表計算の仕様を表
示できます。



お申込みはコチラ

お問い合わせ：西南学院大学生協
092－841-2400

https://pro.form-mailer.jp/fms/81fd991d193195

https://pro.form-mailer.jp/fms/81fd991d193195
https://pro.form-mailer.jp/fms/81fd991d193195

