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はじめに

「ITパスポート試験に一発で合格する」

本書は、
この目標を持つ皆さんにとって

最良の試験対策本であることのみを目的に
企画・構成されています。

まずは立ち読みで、中身を確認してください。

本書の特徴
１．初心者でも挫折しないよう、とことん丁寧に解説
２．繰り返し出題される頻出の過去問を掲載
３．効率よく学べるように紙面を工夫
４．万全の読者サポートを用意
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私はみなさんに、この本を買ったことを後悔してほしくありません。
願わくば「この本で試験に合格できた！」「この本で勉強して良かった！」と
思ってほしい。

だから、そのためにできることはすべてやろうと決めました。

ITパスポート試験を徹底的に研究し、
「ITパスポート試験に一発合格するには何が必要か」を考えました。
そして、必要なものをすべて、この本に詰め込みました。

資格試験に「100％」はありません。
合格する人もいれば、不合格になる人もいます。
ましてや、ITパスポート試験は国家試験です。
それは十分に承知しています。

それでも次のように言わせてください。

本書をしっかりと読み進めていただければ、
ITパスポート試験に合格できます、と。

このようにいうと「それは誇大表現ではないか」と
訝
いぶか

しがる人も多いと思います。
その気持ちは十分わかります。私自身も誇大表現は嫌いです。
ですから、このような「大げさな言葉」でみなさんを騙

だま

すつもりはありません。

これは私の“決意”です。

私は、一人でも多くの人が「合格」する日まで、
本書を通じて全力でサポートします。

ここで、本書の特徴を簡単に紹介するので、
まずは、その内容を確認してみてください。
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本書の目的はただ１つ
　本書には目的があります。それは、

　　ITパスポート試験に一発合格するために必要な
　　情報とテクニックを提供すること

本書はこの目的を果たすために企画・制作されました。
細かい工夫やこだわりもたくさん詰まっているのですが、
ここでは本書の４つの大きな特徴を解説します。

１．初心者でも挫折しないよう、とことん丁寧に解説
　本書では、これから学ぶ人でも安心して読み進められるよう、豊富なイ
ラストや具体例を用いて、とにかくやさしく解説しています。専門用語の
解説も、できるだけかみ砕いて、丁寧に解説しています。ですから、エン
ジニア経験がない人や、コンピュータ用語に苦手意識のある人もどうか安
心して本書を読み進めてください。新社会人の方々も、学生の方々も大歓
迎です。

２．繰り返し出題される頻出の過去問を掲載
　ITパスポート試験には「似た問題が何度も出題される」という特徴があり
ます。このため、筆者は過去問題の出題傾向を徹底的に研究しています。
そして、そこで得た知見や経験を元にして、得点に直結する効果的な過去
問を厳選して掲載しています。そのため、本書に掲載されている過去問を
習得しておくだけでも、かなりの点数をとれると思います。
　過去問を繰り返し解くことが、ITパスポートに一発合格するための最短
ルートです。
　本書の序章では、本書の過去問の使い方や、独立行政法人 情報処理推進
機構（ITパスポート試験の実施団体）が公開している過去問の取得方法など
も紹介しているので、併せて活用してください。
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３．効率よく学べるように紙面を工夫
　ひと昔前、ほんの20年ほど前でしょうか。筆者がまだ学生であった頃は
いわゆる「根性論」が当たり前のように存在していました。学校でも、家庭
でも、社会でも「気合があれば乗り越えられる」。そのような風潮がありま
した。例えば次のような風景です。

・人の10倍勉強しろ。そうすれば、第一志望校に合格できる！
・1回読んで覚えられなければ、100回読め。徹夜で勉強しろ！
・炎天下の中で1000本ノックだ。水なんか飲むな！

　現在、上記のような学習方法や練習方法の多くは「科学的」に否定されて
おり、すでに多くの学校や会社では行われていません。勉強もスポーツも
科学です。より効率的な方法を知り、それを積極的に取り入れた者が勝つ
世界です。
　本書では本書執筆時点で効果的といわれている、さまざまな学習方法を
取り入れています。具体的には次のような学習方法を取り入れています。

・ 公式のシラバス（試験範囲）に準拠し、ITパスポート試験に必要な情報の
みを簡潔に、わかりやすく解説（試験に不要な情報は解説しない）

・１つの項目を人間の集中力が続く20～ 30分程度で読み切れる分量で構成
・解説（インプット）と過去問（アウトプット）を交互にバランスよく掲載
・学習のポイントを明確にし、重要な用語とそうでない用語を区別
・理解と暗記を同時進行できるよう、文字が消える赤シートを採用
・より効率よく解説を理解するために「午前中の学習」を推奨
・より効率よく暗記するために「寝る前10分の学習」を推奨

　なお、本書で紹介している学習方法のすべてが、すべての人に効果的で
あるとは限りません。人にはそれぞれに個性があるので、ある人にとって
は効果的なものであっても、他の人にはまったく当てはまらないような場
合もあります。そのため、上記については、あくまでも気軽なアドバイス
だと思っていただき、みなさん自身が「私にとってよさそうだな、使えそう
だな」というものを選んでください。同時に「私には向いてない」というも
のは無視してください。そうしていただくことが、筆者の望みです。
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　また、試験学習においては定期的にリフレッシュして「脳を休ませること」
も大切です。みなさん自身のタイミングで気持ちを切り替えることで、モ
チベーションを維持することができます。この点もぜひ覚えておいてくだ
さい。

４．万全の読者サポートを用意
　本書では、みなさんの学習状況に応じて、全力でサポートします。以下の
本書のサポートサイトでは、みなさんからの質問も受け付けています。もし、
本書の学習途中に何か疑問点や質問が生じたら、どうか遠慮なく、お問合せ
ください。疑問点や不明点のない状態で試験に挑むことが大切です。

本書のサポートサイト  http://it-pass.jp

　なお、上記のサポートサイトでは過去のQ&AやITパスポート試験の統計
データなども公開しているので、一度は覗いてみてください。

「シラバス」とは、ITパスポート試験の出題範囲を詳細化し、知識の幅と深さを体系
的に整理・明確化した「ITパスポート試験における知識の細目」です。シラバスは、
ITパスポート試験の実施・運営団体である、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
が策定し、公開している公式の文書です。

● ITパスポート試験 シラバス
URL  https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/syllabus_ip_ver6_0.pdf
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xii

　本書は、「ITパスポート試験に一発合格すること」のみを目的に企画・構成され
ています。読者のみなさんが最少の労力で確実に合格できるよう、紙面にさまざま
な工夫をしています。

❶イメージ図 各項目では最初に、その項目で扱うテーマのイメージ図を掲載しています。
この図を見ることで、各項目の概念を簡単につかむことができます。

❷色文字 本書では重要度に応じて、４種類の文字を使っています。通常の文字、黒い
太字、茶色の太字、そして、赤シートで消える赤文字です。茶色の文字と赤
文字は特に重要です。

❸学習の
　ポイント

ITパスポート試験に効率よく合格するための方法や学習方法、解説中のテー
マに関連した情報を掲載しています。

❹試験には
　コレが出る！

ITパスポート試験によく出題される、最重要用語や問題傾向を掲載していま
す。この項目の内容は必ず習得してください。

❺もう少し
　詳しく！

解説中のテーマをより深く、本質的に理解するための情報を掲載しています。

❻解説イラスト 重要な用語や概念を解説する際には、必ず概念図を掲載しています。図を見
ることで、より深く理解できます。

本書の使い方

第11章　ハードウェア

目から入力して、口で出力する
視力検査では、円が欠けている方向を目で読
み取り、頭で考えて、口で答えます。コン
ピュータの処理の流れも、基本的にはこれと
同じです。

　コンピュータが情報を処理する順序と、人間が情報を処理する順序は、意外なほ
どよく似ています。人間は多くの情報を五感（目、耳、鼻、口、皮膚）から読み取り、
脳で考えて、口などで処理結果を伝えます。この一連の流れは、入力→演算→出力
と考えることができます。
　コンピュータが情報を処理する順序も、基本的には同じです。キーボードから入
力された命令を処理し、ディスプレイやプリンタを使って処理結果を表示します。

コンピュータの部品や機器には役割がある
　コンピュータはさまざまな部品で構成され、また、いろいろな周辺機器が接続さ
れますが、それらには必ず何らかの役割が割り当てられています。そして、それら
は大きく「演算」「制御」「記憶」「入力」「出力」の５つに分類できます。

５つの役割
上記で解説した５つの役割そのものが、ITパスポート試験で直接問われることはほとんどあ
りません。そのため、この５つの用語を暗記する必要はありません。ただし、問題文や解答
選択肢のなかにたびたび登場する用語なので、用語の意味は理解しておいてください。特に
「演算」と「制御」は混同しがちなので、しっかりと違いを把握しておくことが大切です。

コンピュータの5つの役割11-02
Lesson ■ 仮想記憶管理

　仮想記憶管理とは、その名のとおり、「仮想記憶」を制御・管理することです。
　仮想記憶とは、補助記憶装置（p.308）の一部を、まるで主記憶装置であるかのよ
うに扱う技術です。仮想記憶を使用すれば、実際に搭載されている主記憶装置の容
量を超えるようなプログラムも扱えるようになります。

（４）データ管理
　ここまでにOSの３つの機能を解説してきました。最後の１つは「データ管理」で
す。データ管理とは、コンピュータが処理するデータを管理する機能です。具体的
には、ファイルシステムやバックアップなどの機能があります。
　これらの機能はITパスポート試験において非常に重要な機能なので、次項で改め
て解説します。

・ジョブ管理では処理時間を求める計算問題が出る。本章巻末の過去問題を参照
・ マルチタスクとは、1台のPCで、複数のアプリケーションプログラムを少しずつ互
い違いに並行して実行するOSの機能

・ 仮想記憶の目的は、主記憶の容量よりも大きなメモリを必要とするプログラムも実行
できるようにすること

B
バイオス

IOS（Basic Input Output System）とは、PCの初期設定を行うソフトウェアです。PCに電源を入
れると、OSよりも先にBIOSが起動します。BIOSがPCに接続されている周辺機器の初期設定を行っ
た後で、OSを起動します。ITパスポート試験では「BIOSはいつ起動するのか」が問われます。答え
は「PCの電源が入った直後（OSやアプリケーションよりも先）」です。

● BIOSが起動するタイミング

もう少し詳しく！ BIOS

第
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●❶

●❷

●❸

●❹

●❺

●❻
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　各章には必ず『出る順！ 過去問＆完全解説』を掲載しています。ここに掲載して
いる過去問は、ITパスポート試験に過去何度も出題されている頻出の過去問ばかり
です。各項目を読み終えたら、必ず一度はチャレンジしてください。

ITパスポート試験では、ある問題の不正解選択肢が、他の問題を解く際に役立つことがありま
す。このため、不正解選択肢の内容を理解することはとても重要です。正解だけを見るのでは
なく、不正解選択についても「なぜこの項目は不正解なのか」を確認するようにしてください。

❼問題 独立行政法人情報処理推進機構（ITパスポート試験の実施団体）が公開してい
る過去問のなかから、ITパスポート試験に頻出の過去問を厳選して掲載して
います。

❽解答 解答は問題が掲載されているページの最下部ですぐに確認できます。赤シー
トを使えば、解答を隠しながら問題にチャレンジできます。

❾解説 解説ページでは、各問題について詳しく解説しています。正解だけでなく、
不正解選択肢についても解説しています。
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複数のハードディスクに同じ内容を書き込み、信頼性を向上させる方式はどれか。 
 （平成24年度）

ア．ストライピング イ．フラグメンテーション
ウ．マルチコア エ．ミラーリング

デュアルシステムの特徴を説明したものはどれか。 （平成28年度）

ア． 同じ処理を行うシステムを二重に用意し、処理結果を照合することで処理の正し
さを確認する方式であり、一方に故障が発生したら、故障したシステムを切り離
して処理を続行する。

イ． 同じ装置を2台使用することで、シンプレックスシステムに対し、処理能力を2倍
に向上させることができる。

ウ． オンライン処理を行う現用系システムと、バッチ処理などを行いながら待機させ
る待機系のシステムを用意し、現用系に障害が発生した場合は待機系に切り替え、
オンライン処理を起動してサービスを続行する。

エ． 複数の装置を直列に接続し、それらの間で機能ごとに負荷を分散するように構成
しているので、処理能力は高いが、各機能を担当する装置のうちどれか一つでも
故障するとサービスが提供できなくなる。

シンクライアントの特徴として、適切なものはどれか。 （平成22年度）

ア．端末内にデータが残らないので、情報漏えい対策として注目されている。
イ．データが複数のディスクに分散配置されるので、可用性が高い。
ウ． ネットワーク上で、複数のサービスを利用する際に、最初に１回だけ認証を受け
ればすべてのサービスを利用できるので、利便性が高い。

エ．パスワードに加えて指紋や虹彩による認証を行うので機密性が高い。

MTBFが600時間、MTTRが12時間である場合、稼働率はおおよそ幾らか。 （平成24年度）

ア．0.02　　　イ．0.20　　　ウ．0.88　　　エ．0.98

問題
10-1

問題
10-2

問題
10-3  

問題
10-4  

問題10-1  エ　 問題10-2  ア　 問題10-3  ア　 問題10-4  エ

図１のように稼働率0.9の装置Aを２台並列に接続し、稼働率0.8の装置Bをその後に
直列に接続したシステムがある。このシステムを図２のように装置Aを１台にした場
合、システムの稼働率は図１に比べて幾ら低下するか。ここで、図１の装置Aはどち
らか一方が稼働していれば正常稼働とみなす。なお、稼働率は小数第３位を四捨五入
した値とする。 （平成25年度）

 

図1図1

装置A

装置A

装置B

図2図2

装置B装置A

ア．0.07　　　イ．0.09　　　ウ．0.1　　　エ．0.45

ベンチマークテストに関する記述として、適切なものはどれか。 （平成29年度）

ア． システム内部処理構造とは無関係に、入力と出力だけに着目して、様々な入力条
件に対して仕様どおりの出力結果が得られるかどうかを試験する。

イ． システム内部の処理構造に着目して、分岐条件や反復条件などを網羅したテスト
ケースを設定して、処理が意図したとおりに動作するかどうかを試験する。

ウ． システムを設計する前に、作成するシステムの動作を数学的なモデルにし、疑似
プログラムを用いて動作を模擬することで性能を予測する。

エ． 標準的な処理を設定して実際にコンピュータ上で動作させて、処理に掛かった時
間などの情報を取得して性能を評価する。

解答・解説
エ　　複数のハードディスクに同じデータを書き込むのは「ミラーリング」です。RAIDの
レベル1です。

ア． ストライピングとは、複数のハードディスクにデータを分散して書き込む方法です。
RAID のレベル0です。

イ． フラグメンテーションとは、ハードディスクドライブ（HDD）へのファイルの書き換
えで起こる「ファイルの断片化」です。またフラグメンテーションを解消することを
デフラグメンテーション（デフラグ）といいます。

ウ．マルチコアとは、複数のコアを持つCPUです。

問題
10-5  

問題
10-6

問題10-5  ア　 問題10-6  エ

解答
10-1

出る順！過去問＆完全解説
解答・解説はp.297参照

●❼

●❽

●❾



xiv

　本書の巻末には『寝る前10分＆試験直前に効果的！ 重要用語を総復習！』と題し
て、ITパスポート試験において特に重要な解説を一挙に掲載しています。ぜひ毎日
寝る直前やスキマ時間に復習してください。試験直前の復習にも効果的です。

10重要用語 本文中に掲載している重要用語のなかから、最重要なもののみを厳選して一
覧形式で掲載しています。重要な箇所は赤シートで消えるので、暗記する際
に便利です。

 暗記は寝る前が効果的
資格試験の勉強や受験勉強の有名なテクニックの１つに「暗記ものは寝る直前が効果的」と
いうものがあります。これは人間の脳の仕組みに由来する学習テクニックです。人間の脳は
睡眠中にその日に学習した内容（脳にインプットされた情報）を整理し、記憶に定着させてい
るといわれています。このため、効率よく暗記するには、寝る前（10分～ 30分前程度）に勉
強するのが良いのです。
なお、「しっかりと睡眠をとること」も大切です。ITパスポート試験は一夜漬けで合格できる
ような試験ではないので、寝る前10分の暗記タイムを活用しながら、日々しっかりと睡眠を
とり、脳を休めるようにしてください。

1章
・経営理念とは、企業の存在意義
・ビジョンとは、会社が目指す将来の姿
・経営戦略とは、ビジョンを実現するための具体的な行
動計画
・株主総会は株式会社の最高意思決定機関
・株主総会で決めることは「取締役の選任」「監査役の選
任」「会社の合併、分割、解散」の３つ
・CSRとは、企業の社会的責任
・グリーンITとは、ITを使用する際の環境保護
・ ダイバーシティとは、人種、性別、年齢、国籍などの
多様性を受け入れて、さまざまな人材を活用すること
で生産性を高めようとする考え方
・OJTとは、業務の実践を通じた教育訓練
・Off-JTとは、仕事を離れて行われる教育訓練
・PDCAは、経営管理をPlan→Do→Check→Actの繰
り返しで行う管理手法
・BCMとは、災害が起きても事業を継続するための経
営手法
・BCPとは、BCMのなかで策定する計画
・職能別組織：業務を専門的な機能に分けて、各機能を
単位として構成する組織
・ 事業部制組織：製品別、顧客別、地域別などを単位と
して、事業の利益責任をもつように構成する組織
・マトリックス組織：社員が職能部門と事業部門の両方
に所属する組織
・プロジェクト組織：各部門から専門家を集めて結成す
る一時的な組織
・CEO：経営の最高責任者
・CIO：情報システムを統括する最高責任者
・ パレート図：棒グラフと折れ線グラフを組み合わせた
グラフ。最も重要なデータが横軸の左端に記載される
ため、重要な項目を一目で確認できる
・ABC分析：重要度でランク付けする
・レーダチャート：全体のバランスを見る
・散布図：相関関係は「正の相関」「負の相関」「相関なし」
の３つ
・回帰分析：過去を分析して、将来を予測する
・ブレーンストーミング：複数人のアイディアを出し合
う
・ディシジョンツリー：行動を決定するまでの条件
・親和図法：集めたアイデアをグループ化する
・売上総利益 ＝ 売上高 － 売上原価
・営業利益 ＝ 売上総利益 － 販管費
・経常利益 ＝ 営業利益 ＋ 営業外収益 － 営業外費用
・当期純利益 ＝ すべての利益から、すべての費用を引
いた金額
・ROEとは、自己資本に対して、どれだけの利益を出
したかを表す指標である

1章 2章
・著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生する
（役所などへの申請は不要）
・ 著作権法は、本、音楽、映画、美術作品、取扱説明書、
プログラム、データベースを保護する
・プログラム言語、アルゴリズム、プロトコルは、著作
権法では保護されない
・高度な発明に与えらる権利：特許権
・高度でない考案に与えられる権利：実用新案権
・デザインに与えられる権利：意匠権
・マークに与えられる権利：商標権
・ITを活用したビジネスモデルに与えられる権利：ビジ
ネスモデル特許
・ビジネスモデル特許を保護する法律：特許法
・不正競争防止法：営業秘密を保護する法律
・クロスライセンス：権利者同士がお互いに使用を許諾
すること
・サイバーセキュリティ基本法：サイバー攻撃から国を
守るための基本理念を定めた法律
・不正アクセス禁止法：不正なアクセスを禁止する法律
・ なりすましによるアクセス：他人のIDとパスワードを
不正利用して、コンピュータにアクセスすること

・ セキュリティホールからのアクセス：セキュリティ
ホールを悪用して、コンピュータにアクセスすること

・労働基準法とは、労働時間、休憩時間、休暇など、労
働条件の最低基準を定めた法律
・コンプライアンスとは、次の3つを守ることである
　　・法令：法律や条例など
　　・社内ルール：業務マニュアルなど
　　・ 企業倫理：業務上守らなければいけない道徳や

規範など
　また、具体的な活動には次の３つがある
　　・業務マニュアルを作る
　　・内部通報の仕組みを作る
　　・社員を教育する
・個人情報とは、個人を特定できる情報である
・個人情報の具体例は、氏名と住所、社員名と役職、個
人が識別できる映像や音声
・個人情報は目的以外には使わない
・本人の同意なしに第三者に渡さない
・ただし、生命の危険があるときは第三者に渡してよい
・さらに、目的達成のための業務委託先は第三者には当
たらない
・コーポレートガバナンスとは、利害関係者が経営を監
視する仕組みである
・公益通報者保護法は、内部告発者を保護する法律
・システム管理基準とは、情報システム戦略を立案し、
リスクをコントロールするための実践規範である
・JANコードは、商品を区別するためのコードである
・ JANコードは、メーカコードと商品アイテムコード、

2章

寝る前10分＆試験直前に効果的! 重要用語を総復習!
チェックディジットから構成される

・JANコードよりも多くの情報を表現できる規格にQR
コードがある
・ISO 9000シリーズ：品質マネジメントシステム
・ISO 14000シリーズ：環境マネジメントシステム
・ISO 27000シリーズ：情報セキュリティマネジメン
トシステム

3章
・SWOT分析を行うと自社を取り巻く経営環境を把握で
きます。
・SWOT分析における内部環境とは、自社の努力で変え
られる項目
・SWOT分析における外部環境とは、自社ではコント
ロールできない項目
・PPMの縦軸は市場成長率、横軸は市場占有率
・花形と問題児には投資を続け、金のなる木と負け犬に
は追加投資は不要
・コアコンピタンスとは、競合他社が簡単に真似できな
いスキルや技術である
・チャレンジャはリーダの商品やサービスと差別化する
・フォロワはリーダの成功事例を真似する
・ニッチャはリーダが無視するような小さな市場で戦う
・M&Aとは、会社を買収・合併すること
・TOBとは、株の買い付け（企業買収）を公表して行う
こと
・MBOとは、経営陣が自社を買収すること
・アライアンスとは、企業同士が提携すること
・マーケティングミックスの4Pとは「Product」「Price」
「Place」「Promotion」
・RFM分析とは、優良顧客を見つけるための分析手法
・ オピニオンリーダとは、新しく出た商品をいち早く買
い、その感想を友達やSNSなどに広める消費者。イノ
ベータ理論のアーリーアダプタと同じ

・ BSCとは、「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」
の４つの視点から業績評価を行う手法である

・ CSF（重要成功要因）とは、戦略目標を達成するため
に必要となる具体的な要因である
・KPI（重要業績評価指標）とは、戦略目標の達成状況を
表す指標である
・バリューエンジニアリングとは、「機能の向上」、また
は「コストの削減」によって商品の価値を高める手法
・ERP ：社内の経営資源を一元管理
・CRM ：顧客情報を一元管理
・SCM ：社外も含めて製品情報を一元管理
・SFA ：営業ノウハウを一元管理（次章で解説）
これら４つのシステムは管理する情報が重なる部分も
多いのですが、だからこそ、差異を把握しておけば得
点につなげることができます。
・ERPとは、経営資源を統合的に管理する手法である
・CRMとは、顧客との良好な関係を築くことで長期的
な利益を得る手法である
・SCMとは、調達・生産・販売などのプロセス全体の
最適化を行う手法である

3章

4章
・ MOTとは、イノベーション（技術革新）と経営戦略や
ビジネスを結び付けようとする考え方

・ ロードマップは、技術開発戦略のために作成する（経
営者も理解する必要がある）。横軸に時間、縦軸に技
術を配置する

・RFID関連の設問では「RFIDを使ったビジネスシステ
ムの具体例」が問われる。例えば、定期券、電子マネー、
社員証、学生証など
・SFA（営業支援システム）とは、営業情報を一元化して、
効率的に営業活動を行うための支援システムである
・CAD ：コンピュータを使って設計図を描くシステム
・ CAM ：設計図面のデータを元にして、工作機械を操
作するためのプログラムを作成するシステム

・コンカレントエンジニアリングの目的は「開発期間の
短縮」である
・受注生産方式とは、顧客からの注文を受けてから生産
を開始する生産方式
・見込生産方式とは、生産開始時の計画に基づいて見込
み数量を生産する生産方式
・JIT生産方式とは、必要な物を、必要なときに、必要
な量だけ生産する方式
・リードタイムとは、所要時間
・不良率とは、欠陥のある製品の割合
・歩留り率とは、欠陥のない製品の割合
・ あまり売れない商品でも、その種類が多くなると、大
きな売上になることを「ロングテール」という

・ 企業対個人取引：BtoC（例：オンラインショップ、
オンラインモール、インターネットバンキング、イン
ターネットトレーディング）

・企業間取引：BtoB（例：電子マーケットプレース）
・個人対個人取引：CtoC（例：電子オークション）
・ SEOとは、検索エンジンの検索結果の上位に自身の
ウェブサイトが表示されるようにさまざまな対策を行
うこと

・クレジットカード：後払いで支払うことができるカー
ド
・デビットカード：即時引き落としのカード
・ 組込みシステムとは、特定の機能を実現するシステム
である（ハードウェア＋ソフトウェア）

・組込みソフトウェアとは、特定の機能を実現するため
のソフトウェアである

5章
・ 情報システム戦略を立案する際は「あるべき姿」を明
確にしたうえで、全体最適を考え、経営戦略に基づい
て計画を立てる必要がある

・ EA（エンタープライズアーキテクチャ）は、企業や政
府など、大きな組織の情報システムを最適化するため
の手法である

・DFD（データフロー図）とは、業務プロセスの「デー
タの流れ」を表す図である
・BPRとは、業務プロセスを抜本的に再設計する手法
・BPMとは、業務プロセスを継続的に改善する手法

4章

5章

●10
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ITパスポート試験の概要と
効果的な学習方法

ここでは、ITパスポート試験がどのような試験であるのか、また、ど
のようにしたら受験できるのかを解説します。試験に合格するには、
その試験のことを正しく把握しておくことが大切です。
また、試験の特徴を踏まえた、効果的な学習方法も紹介します。

序章
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　ITパスポート試験は、情報処理推進機構（IPA）が実施し、経済産業省が認定する
日本の国家試験です。
　ITパスポート試験の公式サイトでは、ITパスポート試験を次のように定義してい
ます。

ITパスポート試験とは、ITを利活用するすべての社会人・学生が備えておくべ
きITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験

出所  『ITパスポート試験（公式サイト）』（https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/）

　「国家試験」と聞くと、とても難しい資格試験のように感じる人も多いと思いま
すが安心してください。きちんと事前に試験勉強をすれば、一発で合格できます
（合格率は平均50％）。しかし、だからといって甘く見てはいけません。「勉強しな
くても合格できる」ほど簡単な試験ではありません。試験の内容や出題傾向などを
把握したうえで、しっかりと試験対策をすることが大切です。

きちんと試験対策をすることが大切！
ITパスポート試験には、出題傾向があります。そのため、その出題傾向を把握したうえで、
効率よく勉強していくことが重要です。本書では、出題傾向を踏まえて各項目を解説して
います。

受験資格と試験の概要
　ITパスポート試験には、受験資格（年齢・性別・学歴・国籍・受験に必要な資格
など）はありません。誰でも受験できます。
　実際、ITパスポート試験に応募した人の総数は124万人を超えており、そのうち、
社会人が66％、学生が34％となっています。また、社会人のうち、IT企業に勤め
ている人が33％、非IT企業に勤めている人が67％となっています※。
※ 出所  https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/result.html

ITパスポート試験とは00-01
Lesson
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　このことからも、ITパスポート試験が、IT企業に勤める専門的なエンジニアだけ
でなく、広く社会人全般・学生全般に向けた国家試験であることがわかります。
　経済産業省がITパスポート試験を実施する目的は、この試験の学習を通じて、す
べての受験者に、現代社会で活躍するために必要なITの基礎知識を身に付けてもら
うことです。
　このように、ITパスポート試験は、とても意義のある試験なので、みなさんも途
中で挫折することなく、ぜひ合格を勝ち取ってください。筆者もみなさん全員が合
格できるよう、本書を通じて全力でサポートしていきます。

ITパスポート試験の概要
　ITパスポート試験に合格するためには、試験の概要を把握しておくことが大切で
す。下表を見て、ITパスポート試験がどのような試験なのか確認してください。

● ITパスポート試験の概要

概　要 説　明
受験資格 なし（誰でも受験可能）
受験料 7,500円（税込）
試験会場 全国47都道府県の計119か所
実施時期 ほぼ毎日（受験可能日は試験会場によって異なる）

● ITパスポート試験の受験案内と合格基準

試験内容 説　明
試験形式 CBT方式※1（コンピュータを使った試験）
試験時間 120分
出題数 100問
出題形式 四肢択一式（４つの選択肢から正解を１つ選ぶ）
合格基準 以下の２つの条件を両方とも満たすこと

＜条件①＞
全体で60％以上に正解すること

＜条件②＞
各分野でそれぞれ30％以上に正解すること※2

　　・ストラテジ系分野：30％以上
　　・マネジメント系分野：30%以上
　　・テクノロジ系分野：30%以上

合格率 58.8％（2020年4月～ 2021年3月）
※1  身体の不自由等によりCBT方式で受験できない人は、春期（4月）と

秋期（10月）の年2回、ペーパ方式によって受験できます。
※2  ITパスポート試験の出題内容は大きく「ストラテジ系」「マネジメント

系」「テクノロジ系」の３つの分野に分類されます。p.6で詳しく解説
します。
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CBT方式とは
　ITパスポート試験で採用されているCBT方式（Computer Based Testing方式）と
は、コンピュータを利用して実施する試験方式です。受験者は、ディスプレイに表
示された問題に対して、マウスを使って解答します。

● CBTの画面例

ここにチェック
を入れておく
と、後で簡単に
見直すことがで
きる

「後で見直すためにチェックする」機能を活用しよう！
各設問の下部に「後で見直すためにチェックする」のチェックボックスがあります。ここに
チェックを入れておくと、他の問題を解き終わった後に、この問題にすぐに戻ることができ
ます。ITパスポート試験では、１つの問題に時間をかけすぎると時間が足りなくなってしま
うので「悩んだら、チェックを入れて、いったん先に進む」ことをおすすめします。

事前に体験しておこう！
ITパスポート試験の公式サイトでは、実際の試験画面の操作手順や疑似体験ソフトウェアが
公開されています。まだ一度も受験したことがない人は事前にCBTの操作方法などを確認し
ておくことを強くお勧めします。

● CBT操作説明
URL  https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/examination/trial.html

● CBT疑似体験ソフトウェア
URL  https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/trial_examapp.html
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受験の申込み方法
　ITパスポート試験を受験するには、以下のITパスポート試験の公式サイトから
「受験申込み」ボタンをクリックし、表示される内容に沿って受験申込みをします。

● ITパスポート試験の公式サイト

［受験申込み］を
クリックする

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

　ITパスポート試験の内容や、受験申込みに関して不明な点があったら、以下の
コールセンターに電話、またはEメールで問い合わせできます。

● ITパスポート試験　コールセンター
TEL：03-6204-2098
Eメール：call-center@cbt.jitec.ipa.go.jp
問合せ時間：8:00 ～ 19:00（年始年末等の休業日を除く）

ITパスポート試験は、国家試験である「情報処理技術者試験」（https://www.jitec.ipa.go.jp/）のうち
の一区分です（全部で13種類の試験があります）。情報処理技術者試験には、より上位の資格試験が
用意されているので、ITパスポートに合格した後には、上位の資格試験にチャレンジするのも良い
と思います。

ITパスポート試験と情報処理技術者試験
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試験に出題される問題00-02
Lesson

出題範囲（シラバス）と出題傾向
　ITパスポート試験に出題される問題は、大きく次の３つの分野に分類されてお
り、分野ごとに出題される問題数や試験問題に出題傾向があります。

● ITパスポート試験に出題される問題の分野

分　野 説　明
ストラテジ系 経営者の仕事に関する内容。ストラテジとは「戦略」のこと。この分野からは、企業活動

や法務、経営戦略、システム戦略などに関する問題が出題される
マネジメント系 管理職の仕事に関する内容。この分野からは、開発技術やプロジェクトマネジメント、

サービスマネジメントなどに関する問題が出題される
テクノロジ系 コンピュータの仕組みに関する内容。この分野からは、コンピュータの基礎理論やコン

ピュータシステム、技術要素（データベースやセキュリティなど）に関する問題が出題さ
れる

● 分野ごとの出題内容（公式のシラバスの内容）

分　野 説　明
ストラテジ系 ・企業と法務

・経営戦略
・システム戦略

マネジメント系 ・開発技術
・プロジェクトマネジメント
・サービスマネジメント（システム監査など）

テクノロジ系 ・基礎理論（アルゴリズム、プログラミングなど）
・コンピュータシステム（ソフトウェア、ハードウェアなど）
・技術要素（データベース、セキュリティなど）

出所  https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/syllabus_ip_ver6_0.pdf

　まずは「ITパスポート試験では、テクノロジ系以外のことも出題される」という
ことを覚えておいてください。ITパスポート試験が情報処理技術者試験の一区分で
あることから、「ITパスポート試験＝テクノロジ関係の試験」という風に思ってい
る人が多いのですが、これは誤りです。
　次ページの図は過去問題の出題数を分野別に記載したグラフです。過去問題の傾
向を分析すると、「テクノロジ系以外のことも出る」ではなく、「テクノロジ系以外
の問題のほうが多く出題される」ことがわかります。ITパスポート試験では法務、
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00-02　試験に出題される問題 
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財務、マネジメントといった、一見するとITには関係なさそうなこともたくさん出
題されます。

● 分野別の出題数

企業活動
法務

経営戦略マネジメント
技術戦略マネジメント
ビジネスインダストリ

システム戦略
システム企画

システム開発技術
ソフトウェア開発管理技術
プロジェクトマネジメント
サービスマネジメント

システム監査
基礎理論

アルゴリズムとプログラミング
コンピュータ構成要素
システム構成要素
ソフトウェア
ハードウェア
情報デザイン
情報メディア
データベース
ネットワーク
セキュリティ

0 50 100 150 350300200 250
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　上のグラフを見ると、昨今急速に重要度が増している「セキュリティ」に関する
問題が突出して多く出題されていることに加え、「企業活動」や「法務」に関する問
題が多く出題されていることがわかります。
　ITパスポート試験に効率よく、最短で合格するためには、こういった出題傾向を
把握しておくことが大切です。ITパスポート試験の出題範囲はとても広いため、無
策のまま、ただひたすらに暗記していく勉強方法は効率がよいとはいえません。

ITパスポート試験の出題数は100問ですが（p.3）、合否判定の総合評価は92問で行い、残りの8問は
今後出題する問題を評価するために使われます。つまり、おおよそ10問に1問は見たこともない用
語が出題されます。そういった用語を見たら「これは採点されない問題だな」という気持ちで割り
切って、次の問題に進んでください。

100問中8問は捨て問題？
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　本書は、ITパスポート試験に、短期間で一発合格するための試験対策本です。こ
こでは、本書をより効率よく使うための方法や、一発合格を達成するための効果的
な勉強方法を解説します。

まずは軽い気持ちで一回通読する
　資格試験に挑戦するとき、多くの人は新たな気持ちで学習を開始します。中には
「１ページ目からしっかりと暗記していくぞ」と気合十分な人もいると思います。
しかし、そのような学習方法はあまりお勧めしません。
　なぜなら、先述したようにITパスポートの試験範囲（シラバス）は非常に広範囲
にわたるため、どうしても得意なところと、不得意なところが生じるからです。わ
からないところに執着しすぎると、学習につまずいたり、途中で挫折したりしま
す。本書に掲載されている内容はどれも重要なものばかりではありますが、すべて
の内容を完璧に覚える必要はありません。ITパスポート試験の合格基準は60％で
す。100点満点をとる必要はありません。このことをぜひ覚えておいてください。
そして、まずは軽い気持ちで一回通読してください。章末に掲載している過去問も
最初のうちは「腕試し」くらいの気持ちで気軽に解いてください。
　スラスラと読めて理解できるところと、少しわかりづらいところがあると思いま
すが、気にする必要はありません。わからないところは後から再度読めばよいので
す。まずは一回通読して、ITパスポート試験の全体像を把握することが大切です。

すべてを完璧に理解する必要はない
ITパスポート試験の出題範囲（シラバス）は非常に広範囲であるため、すべての内容を完璧
に理解しようとすると挫折します。問題は四択問題なので、まずは軽い気持ちで読み通すこ
とからはじめてください。

スキマ時間と「寝る前の10分」を活用する
　ITパスポート試験に一発で合格するために必要な知識は、本書を一読するだけで

効果的な学習方法00-03
Lesson
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はなかなか定着しません。いったん読み終えたら２回目、３回目の通読に入ります。
　２回目以降は、１回目に理解できなかった内容を覚えるようにします。本書は、
スキマ時間に学習しやすいよう、１つの項目（節）を20分～ 30分ほどで読み切れ
る分量に抑えています。通勤・通学の途中や、ちょっとした待ち時間などを活用し
て、「暇があれば本書を開く」ようにしてください。最初のうちはなかなか覚えら
れなかったことも、二度三度と読むうちに自ずと記憶に定着していきます。
　また、用語の暗記に関しては「寝る前の10分」に復習することをお勧めします。
人間の脳は寝ている間に記憶を定着させるため、寝る前の数十分は、試験学習者に
とっては非常に大切な時間です。本書巻末に『試験直前＆寝る前10分の確認リス
ト』（p.527）を用意しているので、寝る前に時間を決めて復習してみてください。

頻出の過去問を解く
　ITパスポート試験では、過去に出題された問題と似た問題が何度も繰り返し出題
されます。このため、頻出の過去問題を解くことが、一発合格への最短ルートで
す。本書では特に出題頻度の高い過去問題を厳選して掲載しているので、時間の許
す限り、過去問題に取り組んでください。脳科学的にも、インプット（読む学習）
よりもアウトプット（過去問題の解答）のほうが記憶への定着が強固であるといわ
れています。ITパスポート試験の過去問題は、ITパスポート試験の公式サイトから
入手できます。ダウンロードして利用してください。

● ITパスポート試験の過去問題
URL  https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/openinfo/questions.html

　また、先述した『CBT疑似体験ソフトウェア』（p.4）を使って、実際の試験さな
がらに、数年分の過去問題を解くこともお勧めします。このソフトウェアを使って
おけば、試験当日にCBTの操作方法がわからなくなって試験時間を無駄にするこ
ともなくなります。

過去問を解くことの大切さ
ITパスポート試験の試験勉強において、過去問題を解くことは非常に重要です。まずは本書
に掲載されている最重要のものから解きはじめ、ある程度正解できるようになったら、公式
サイトに公開されている過去問題や本書が提供している過去問を解いてください。教科書を
読むだけではなかなか試験の感覚はつかめません。教科書と過去問題をバランスよく取り入
れることが大切です。
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モチベーションを維持することが大切
　ITパスポート試験を受験する学習者の最大の難関は「モチベーションを維持する
こと」です。モチベーションを失ってしまったら、受験すらしないかもしれません。
これは非常にもったいないことです。本書をここまで読み進めている人の多くは、
現時点では「さくっと一発で合格してやる」と考えていると思います。その思いを
絶やさないことが実は一番大切です。
　ITパスポート試験に合格するために、明晰な頭脳や秀でた才能などは一切必要あ
りません。モチベーションを維持し続けることができれば、必ず合格できます。

試験当日の心得
　最後に「試験当日に読むだけで確実に得点がアップする秘策」をお伝えします。

■ 長時間悩まず、便利な「後で見直す」機能を活用する
　ITパスポート試験では、ある問題や解答選択肢のなかに、別の問題を解くための
ヒントが書かれていることがあります。そのため、わからない問題があった場合
は、長い時間悩まずに、CBTの「後で見直すためにチェックをする」にチェックを
入れて次の問題に進んでください。後でまとめて見直すと意外と解ける問題がある
ものです。

■ 消去法も戦略の１つ
　正解の選択肢を見つける方法は２つあります。１つは正解を見つけることです。
もう１つは「不正解を３つ見つけること」です。ITパスポート試験では、不正解の
選択肢に架空の用語や架空の技術といった、デタラメの情報が記載されることはほ
とんどありません。そのため、問題の正解がわからなくても、それ以外の選択肢の
内容を理解できれば、確実に正答率を上げることができます。不正解を２つ見つけ
ることができれば、二者択一問題になります。正解の選択肢がわからない場合は、
不正解の選択肢を探してみてください。

■ 解答するのに時間がかかる「計算問題」はいったん飛ばす
　ITパスポート試験では「計算問題」が約10問、出題されます。計算問題の内容を
見て、解答に時間がかかりそうだなと思ったら「後で見直すためにチェックをする」
機能にチェックを入れて（p.4）、次の問題に進むことをお勧めします。計算問題に
悪戦苦闘して時間を取られてしまい、最後の問題までたどりつけなかったという事
態は絶対に避けるべきです。「最後の問題まで解ききる」ことが、ITパスポートに
一発合格するうえでは非常に重要です。このことはぜひ覚えておいてください。
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第 1 章　第 1 章 

第

章　

企
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活
動

1企業活動

ITパスポート試験に合格するには、コンピュータの知識だけでなく、
経営戦略やマーケティング、財務、法務といった、経営全般に関す
る基本的な考え方をきちんと理解しておくことが必要です。この点
を念頭において本章を読み進めてください。

第 1 章

●試験範囲全体における本章の位置づけ
分　野 大分類

ストラテジ系 企業と法務
経営戦略
システム戦略

マネジメント系 開発技術
プロジェクトマネジメント
サービスマネジメント

テクノロジ系 基礎理論
コンピュータシステム
技術要素

公式のシラバス（出題範囲）に記載されている内容（一部抜粋）

●  企業活動や経営管理に関する基本的な考え方
●  身近な業務を分析し、課題を解決する手法
●  業務を把握する際のビジュアル表現
●  会計と財務の基本的な考え方
出所  https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/syllabus_ip_ver6_0.pdf
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経営者は船長だ！
現代の経営者は、大航海時代の
船長と同じです。出資者（株主）
からお金を集めて事業を行い、
利益が出たら、そのうちの一部
を出資者に還元（払い戻し）し、
また一方では事業をさらに拡大
していきます。

　「この本は、情報処理技術者試験の１つであるITパスポート試験の試験対策本な
のに、なぜ第１章の内容が“企業活動”なのか」と疑問に感じた人も多いと思います。
実際、「ITパスポート試験ではコンピュータのことが主に出題される」と思ってい
る人が非常に多いです。
　しかし、ITパスポート試験では意外なことに、コンピュータ（テクノロジ）に関
する問題は半分も出題されません。半分以上の問題では「会社や経営、業務に関す
ること」が問われます（p.7）。
　では、なぜ情報処理技術者試験の１つであるにも関わらず、コンピュータのこと
ではなく、経営や業務に関する内容が問われるのでしょうか。
　その理由は明確です。ITパスポート試験が問う最大のテーマが「会社の役に立つ
システムを作るための知識を持っているかどうか」だからです。単にシステムを作
るだけなら、コンピュータ（テクノロジ）の知識だけで作ることができますが、「会
社の役に立つシステム」を作るには、会社の仕組みを理解しておく必要があります。
そのため、ITパスポート試験ではコンピュータ技術のことを重要視しながらも、ス
トラテジ（社長の仕事）とマネジメント（管理職の仕事）の知識が多く出題されるの
です。このことはぜひ覚えておいてください。

　それでは、ITパスポート試験の勉強をはじめていきましょう。本書では、ITパス

株式会社と経営理念　01-01
Lesson
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01-01　株式会社と経営理念　　

第

章　

企
業
活
動

1

ポート試験の公式のシラバス（出題範囲）に従い、より根本的、かつ重要なところ
から１つずつ丁寧に解説していきます。最初は「株式会社の仕組み」です。

株式会社の仕組み
　会社は日々、商品やサービスを作り、それをお客さんに売ることでお金を稼いで
います。このような会社の営みを企業活動といいます。
　日本の会社の形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の４種類があ
りますが、その多くは株式会社です。そのため、ITパスポート試験では株式会社に
関する問題がよく出題されます。

株式会社とは
　株式会社とは、株主にお金を出してもらって事業を運営する会社です。世界で最
初の株式会社は大航海時代の1602年に設立された「オランダ東インド株式会社」で
す。
　大航海時代では、インドにある胡

こ

椒
しょう

がとても高価でした。胡椒をヨーロッパに持
ち帰れば、大金を手に入れることができました。しかし当時は、ヨーロッパからイ
ンドへ行くのはとても大変な時代です。いくつもの危険が伴いますし、多くのお金
も必要です（船の購入費や船員への給料など）。探検家が事前に必要なお金を自分
の力だけで稼ぐことなどできません。
　そこで探検家は、複数のお金持ちに出資してもらって船を買い、船員を雇って航
海に出ていました。そして、探検家が無事に胡椒を持って帰ってくることができた
際には、出資者たちは「出資した金額」に応じて利益を受け取りました。これが、
400年以上経った現代でも変わらない株式会社の基本的な仕組みです。

● 株式会社の基本的な仕組み
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株式会社を構成する３つの登場人物
　それでは話を現代に戻していきましょう。まず、船を買うお金を集め、船員を雇
い、実際に航海に出て指揮をとる探検家のことを「経営者」と呼びます。船員は現
代では「社員」です。
　探検家は出資者に対して、お金を出してもらったことを証明するために証明書を
渡します。この証明書が株式であり、株式を持っている人のことを「株主」といい
ます。この３者が株式会社を構成する基本的な登場人物です。

経営理念は「会社の存在意義」
　経営理念とは、会社の運営方針を決定するための「最も基本的、かつ大切な指針」
です。経営者は経営理念に従って企業を運営し、会社に関するあらゆることは、経
営理念に沿って決められます。
　みなさんはこれから「ストラテジ」や「マネジメント」などの分野についても学習
を進めていきますが、それらの知識はすべて経営理念につながっています。ビジョ
ンを定めるときも（p.15）、経営戦略を立てるときも（p.15）、システム開発を計画
するときも（p.203）、常に、必ず、それらの内容が経営理念に合致しているかを考
えることが必要です。
　また、経営理念に反する活動はすべて誤りであると判断されます。なぜなら、経
営理念と異なる企業活動をしてしまうと、会社が目指すべき方向とは異なる方向に
進んでしまうからです。このことから、経営理念は「会社の存在意義」と表現され
ることもあります。
　このように、経営理念は会社経営において非常に重要な用語であるため、ITパス
ポート試験でも頻繁に出題されています。

経営理念

ビジョン

経営戦略
別名ストラテジ。
試験3大分野の1つ

● 経営理念はすべての企業活動の指針である
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01-01　株式会社と経営理念　　

第

章　

企
業
活
動

1

　このように、経営理念は経営者や社員が日々の業務で迷った際の「判断基準」に
なります。経営陣、および社員全員が「経営理念」という道標（コンパス）に従って
行動することによってはじめて、会社は正しい方向に向かって進むことができま
す。経営理念はとても重要な指針なのです。
　多くの会社は経営理念を持っており、そしてそれを公表しています。例えば、通
信販売大手アマゾン社の経営理念は「地球上で最もお客様を大切にする企業である
こと」です。

ビジョンと経営戦略
　上記のように経営理念はとても大切ですが、それだけでは企業は運営できませ
ん。経営理念を指針としたビジョンと経営戦略が必要です。
　ビジョンとは、会社が目指す将来の姿です。そして経営戦略とは、ビジョンを実
現するための具体的な行動計画です。実務の多くは、経営戦略に従って行われま
す。

・経営理念とは、企業の存在意義
・ビジョンとは、会社が目指す将来の姿
・経営戦略とは、ビジョンを実現するための具体的な行動計画

ITパスポート試験では経営戦略が重要！？
ITパスポート試験の試験概要でも解説しましたが、ITパスポート試験の出題範囲は大きく「ス
トラテジ系」「マネジメント系」「テクノロジ系」の３分野に分かれています（p.6）。このうち
の１つである「ストラテジ系」とは、まさしく経営戦略（ストラテジ）に関する内容です。つ
まり、本章から第5章までのストラテジ系分野の解説章では「経営戦略」のことを中心に学び
ます。この点はぜひ覚えておいてください。
このように、「今学んでいることは、試験全体の中においてどのような位置づけのものなのか」
や「あの用語とこの用語はどのような関係にあるのか」といった視点を持ちながら学習を進
めると、いち早く全体像を把握することができます。
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利益を出すだけでは 
ダメ
企業活動の目的は「利益を出
すこと」ですが、現代のよう
に一企業の影響力が非常に大
きい世の中では、利益のみの
追求ではなく、社会や環境に
配慮した企業活動が求められ
ます。

株主総会とは
　株
かぶ

主
ぬし

総
そう

会
かい

とは、株主が集まる会議です。株主とは「会社にお金を出資している人」
です。

● 株主総会

企業の責任01-02
Lesson
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01-02　企業の責任　

第
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1

　株主は自らが経営を行う代わりに、経営のプロである経営者に会社の運営を任せ
ます。しかし、だからといって経営者が自由に会社を運営できるわけではありませ
ん。経営者は株主の意向に沿って会社を運営することが必要です。その「株主の意
向」を決める場が株主総会です。このことから、ITパスポート試験では、株主総会
のことを「株式会社の最高意思決定機関」と説明する場合があります。

会社には社会的な責任がある
　企業活動の目的の１つは「利益の追求」ですが、一方で、企業が利益のみを追求
すると、公害や偽装など、社会に悪影響を及ぼすこともあります。そのため企業に
は、お金儲けのことだけでなく、社会貢献や環境保護などの「社会的責任」を考え、
それを実行していくことが求められます。このような、企業における社会的責任の
ことを「C

シーエスアール

SR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）」といいま
す。この用語はよく出題されるので必ず覚えておいてください。
　ITパスポート試験で頻繁に出題されるCSRの関連用語は以下の4つです。

用語 説　明
グリーンIT CSRの1つ。地球環境に優しいITのこと。ITを使って社会の省エネを推進し、環境

を保護していくという考え方。消費電力を抑えた省エネ型のサーバの開発や、資
料をなるべく印刷せずに、ディスプレイで閲覧することもグリーンITの１つ

ダイバーシティ
（多様性）

CSRの1つ。人種、性別、年齢、国籍などの「多様性」を受け入れて、さまざまな
人材を活用することで生産性を高めようとする考え方。一例として「女性の活躍の
場を広げる」などが挙げられる

ソーシャルビジネス 子育てや介護、環境問題といった社会的課題を、ビジネスの手法を活用して解決
していく企業活動のこと

S
エスディジーズ

D G s 持続可能な世界を実現するための17の国際目標。例えば「貧困をなくそう」や「質
の高い教育をみんなに」「住み続けられる街づくり」などがある。Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）の略

● CSRの関連用語

CSRに取り組む企業については、その事業内容が「社会的課題の解決」である必要はありません。社
会的課題とは関係のない事業を行うなかでCSRに取り組むことができます。一方、ソーシャルビジ
ネスを行う企業の事業内容は「社会的課題の解決」であることが必要です。

CSRとソーシャルビジネスの違い
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グリーンITと農業
グリーンITの問題では「ITによる農業の効率化」のような内容の選択肢が含まれていること
がありますが、この選択肢は誤答なので注意してください。ITによる農業の効率化は「スマー
ト農業」と呼ばれる取り組みの１つです。これはグリーンITではありません。グリーンITの
目的はあくまでも「ITを使った環境保護」です。
ちなみに、ITパスポート試験は、経済産業省が認定する国家試験なので、経済産業省が「世
に広めたい」と思っている用語が出題される傾向にあります。「グリーンIT」は経済産業省い
ち推しのキーワードの1つなので、ここ数年はよく出題されています。必ず覚えておいてくだ
さい。

・株主総会とは、株式会社の最高意思決定機関
・CSRとは、企業の社会的責任
・グリーンITとは、ITを使った環境保護
・ ダイバーシティとは、人種、性別、年齢、国籍などの多様性を受け入れて、さまざま
な人材を活用することで生産性を高めようとする考え方

・ ソーシャルビジネスとは、子育てや介護、環境問題などの社会的課題を、ビジネスの
手法を活用して解決していく企業活動

・SDGsとは、持続可能な世界を実現するための17の国際目標

ステークホルダ
ステークホルダ（Stakeholder）とは、企業と利害関係にある人です。具体的には、従業員、株
主、取引先、消費者、行政機関、地域社会などです。一見すると、地域社会は会社とは利害
関係がないように思えますが、あなたの家の近所に突然、工場ができて交通渋滞が起きたり、
公害が起こったりすれば、それは立派な「害」になりますし、同様に、大型商業施設ができて
利便性が高まれば「利」だと思うでしょう。このため、地域社会もステークホルダに含まれま
す。企業はすべてのステークホルダに利益をもたらすように行動する必要があります。
ITパスポート試験では「ステークホルダ」という用語の意味が問われたり、問題文のなかに
記述されたりするので必ず覚えておいてください。
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Lesson　Lesson　

第
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動

1

４大経営資源
「ヒト」「モノ」「カネ」「情
報」を４大経営資源といい
ます。経営資源には限りが
あるので、どの事業にどれ
だけ資源を投下するかを管
理する必要があります。

　経営資源とは、企業がライバル会社との激しい競争に勝ち抜くために使う資源で
す。一般的に「ヒト」「モノ」「カネ」「情報（チエ）」を４大経営資源といいます。企
業はこれら４つの経営資源を活用して、競争を勝ち抜いていく必要があります。

HRM（人的資源管理）
　H
エイチアールエム

RM（Human Resource Management：人的資源管理）とは、ヒトを経営資源
の１つと考え、人的資源を有効活用することです。
　ヒトとその他の３つの経営資源（モノ、カネ、情報）との最大の違いは、訓練や
教育で価値を高めることができるところにあります。

OJTとOff-JT
　O
オージェイティ

JT（On the Job Training）とは、実際の業務を通じた教育訓練です。つまり、
実現場で行うトレーニングです。多くの場合、指導者は上司や先輩社員になります。
　O

オ フ

ff-J
ジェイティ

T（Off the Job Training）とは、仕事を離れて行われる教育訓練です。例
えば、セミナーへ参加してスキルを向上することは、実務を通したトレーニングで
はないので、Off-JTです。多くの企業はOJTとOff-JTの両方を使っています。

経営資源　01-03
Lesson
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● OJTとOff-JT

e-ラーニングとアダプティブラーニング
　教育訓練には他に、e-ラーニングやアダプティブラーニングという方法もあり
ます。
　e-ラーニングとは、パソコンやインターネットなどのITを使った学習方法です。
指導者や講師と直接会って研修をしないため、移動時間やコストを削減できます。
　アダプティブラーニングとは、生徒（受講者）一人ひとりの習熟度や苦手分野に
応じて、その生徒に最も適した学習内容を提供する教育手法です。これまでも、教
師（講師）の感覚や経験によって生徒ごとに指導方法を変えるケースはありました
が、アダプティブラーニングではITを用いることで、客観的なデータに基づいて学
習の最適化を行うことができます。Adaptiveとは「適応」という意味です。

HRMのうち、AI（p.125）やIoT（p.147）といったITを活用する手法のことを「HRテック」といいます。
Human Resource（人的資源）とTechnology（技術）を合わせた造語です。他にも、〇〇テックとい
う用語には「Finテック」（Finance：金融）や「Edテック」（Education：教育）などがあります。HRテッ
クの具体例として出題されるのが、上記のe-ラーニングとアダプティブラーニングです。

HRテック（HRTech）

・OJTとは、業務の実践を通じた教育訓練
・Off-JTとは、仕事を離れて行われる教育訓練
・HRテックとは、HRMのうち、AIやIoTといったITを活用する手法
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1

ヒトの配置
ヒトが集まると組織になりま
す。組織は「ヒトをどのよう
に配置するか」を決める必要
があります。配置方法によっ
て仕事の作業効率が大きく変
わります。

５つの組織形態
　４つある経営資源のうちの１つであるヒトの集まりを「経営組織」といいます。
現代社会には、企業の大きさや業種ごとに、さまざまな形態の経営組織があります。
　経営組織の形態のことを「組織形態」といいます。ここでは、ITパスポート試験に
よく出題される５つの組織形態と、それらを束ねる経営陣の役職名を解説します。

組織形態 経営陣の役職名
（１）職能別組織
（２）事業部制組織
（３）マトリックス組織
（４）プロジェクト組織
（５）持株会社

（１）CEO
（２）CIO

● ５つの組織形態と、それらを束ねる経営陣の役職名

試験では「組織形態の図」が出る！
ITパスポート試験では、組織形態の問題が「文字」ではなく「図」で出題されます。それぞれの
組織形態の図の特徴をしっかりと把握し、他の組織形態と区別できるようになってください。

経営組織　01-04
Lesson
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（１）職能別組織
　職能別組織とは、業務を専門的な機能に分けて、各
機能を単位として構成する組織です。
　会社には物を作ったり（開発・製造）、物を売ったり
（営業）、その売上を計算したり（経理・総務）する機能
が必要ですが、そういったすべての機能を社員一人ひ
とりが行うと非効率です。
　そこで、仕事の種類で部門を分けて、社員を配置し
ます。社員は配属された部門の機能だけを専門的に行
います。職能別組織のメリットは、社員の専門性を生
かせることです。人にはそれぞれ得意なことがありま
す（プログラミングが得意な人、お金の計算が得意な人など）。そういった業務内
容で組織を編成できるので、作業効率が上がります。
　なお、職能別組織のことを「機能別組織」と呼ぶ場合もあります。

（２）事業部制組織
　事業部制組織とは、事業部を単位
として構成する組織です。中小企業
の場合は１企業１事業であることが
多いのですが、規模の大きい企業で
は複数の事業を持つ場合がありま
す。そのような場合に、職能別組織
の１つ上に「事業部」という階層を
増やして事業部制組織にすることが
あります。
　ところで、ここでいう「事業」と
は何でしょうか。多くの人が“なん
となく”この言葉の意味を理解して
いると思いますが、ITパスポート試験ではこの「事業」という言葉が次のように明
確に定義されています。

・ 事業とは、複数の業務のこと
・業務とは、手作業とシステムのこと
・ システムとは、ハードウェアとソフトウェアのこと。ハードウェアはパソ
コンなど手で触れるもの、ソフトウェアはスマホの中のアプリなど手で実
際に触れないもの

● 職能別組織

● 事業部制組織
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01-04　経営組織　　
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事業
業務

業務 業務
手作業 システム

システム

ハード
ウェア

ソフト
ウェア業務

● 事業と業務、システムの関係

用語の定義を確認しよう！
上記のITパスポート特有の定義を知っているか否かで各問題の正答率が大きく変わるので、
必ず覚えておいてください。例えば、試験作成者が「業務」という用語を使う場合、その用語
は暗黙的に「手作業」と「システム」を指すことであると受験者に伝えていることになります。

　ITパスポート試験では、事業部制組織を他の組織形態と区別する問題がよく出題
されます。事業部制組織と他の組織を見分けるポイントは以下の2つです。

・事業を「製品別」「顧客別」「地域別」で分ける
・利益責任がある
　職能別組織では事業が１つしかないので、経営者が意思決定を行います。一方、
事業部制組織では事業が複数あるため、すべての意思決定を経営者一人が行うこと
ができません。そのため、意思決定権を事業部に持たせます。
　ただし、意思決定権を渡したのに赤字ばかり出されては困ります。そこで、事業
部制組織には意思決定権とともに「利益責任」を負わせます。この点が事業部制組
織の最大の特徴です。この２つの特徴
を覚えておいてください。

（３）マトリックス組織
　マトリックス組織とは、社員が職能部
門と事業部門の両方に所属する組織で
す。この組織形態は、職能別組織と事業
部制組織を組み合わせたような組織形態
です。マトリックス組織では職能別組織
と事業部制組織の両方のメリットを享受

職能部門
事業部門 総務

国内事業部

海外事業部

営業 開発

● マトリックス組織
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できます。ITパスポート試験では「マトリックス組織では、社員が職能別と事業部の
両方に所属する」という説明で出題されることがあります。
　なお、マトリックス組織と事業部制組織の明確な違いは「所属部署数」です。例え
ば、マトリックス組織では社員は「国内事業部」と「営業部」の2つの部署に所属しま
すが、事業部制組織では社員は「国内事業の営業部」という1つの部署に所属します。
このため、事業部制組織では「国内事業の営業部」と「海外事業の営業部」は同じ職
能でありながら接点が少ないために、ノウハウの共有がしにくいなどのデメリット
がありますが、マトリックス組織ではこのデメリットを改善できます。

（４）プロジェクト組織
プロジェクト組織とは、ある問題を解決するために各

部門から専門家を集めて結成する一時的な組織です。
　プロジェクト組織はサッカーの日本代表のイメージで
す。各チームから、そのプロジェクトに適した人材を選
抜してプロジェクトチームを作ります。

（５）持株会社
持
もち

株
かぶ

会社とは、子会社の株式を保有する親会社のことです。よく「○○ホール
ディングス」という名前の会社がありますが、こういった名前の会社の多くは持株
会社です。組織を持株会社にすると、企業の買収や合併がしやすくなります。これ
が、組織を持株会社にすることの最大のメリットの１つです。

● 持株会社

総務 営業 開発

プロジェクト

● プロジェクト組織
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01-04　経営組織　　
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経営陣の役職名
　ITパスポート試験では組織を束ねる経営陣の役職名もよく出題されます。中でも
「CIO」は頻出の用語です。

役職名 説　明

C
シーイーオー

EO
（最高経営責任者）

業務（p.22）の最終的な責任を負う役職。一般的には、経営者（社長）を指す。
「Chief Executive Officer」の略語

C
シーアイオー

IO
（最高情報責任者）

企業の４大経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報）の１つである「情報」に関する仕事
を担当する役職。CIOの主たる業務は情報システムの統括。「Chief Information 
Officer」の略語

● 経営陣の役職名

・職能別組織：業務を専門的な機能に分けて、各機能を単位として構成する組織
・ 事業部制組織：製品別、顧客別、地域別などを単位として、事業の利益責任をもつよ
うに構成する組織

・マトリックス組織：社員が職能部門と事業部門の両方に所属する組織
・プロジェクト組織：各部門から専門家を集めて結成する一時的な組織
・持株会社：子会社の株式を保有する親会社
・CEO ：経営の最高責任者
・CIO ：情報システムを統括する最高責任者

 集中学習よりも、分散学習
勉強の方法は人それぞれです。毎日コツコツやるタイプの人もいれば、週末に十数時間、ま
とめてするタイプの人もいます。前者の学習方法を「分散学習」、後者の学習方法を「集中学
習」といいます。みなさんにとって、どちらの学習方法のほうが適しているかは一概にはい
えないのですが、ある実験によると、分散学習よりも、集中学習のほうが「覚えたことを忘
れやすい」という結果があります。つまり、同じ20時間勉強する場合でも、「平日はまったく
勉強せず、土日に10時間ずつ勉強する」という集中学習よりも、「平日は毎日2時間、週末は5
時間勉強する」という分散学習のほうが効果的である可能性が高いのです。このため、ITパス
ポート試験のように、数週間～数カ月にわたって学習を続けるような資格試験の勉強をする
場合は、集中学習よりも、分散学習のほうをおすすめします。一度、検討してみてください。
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経営理念を説明したものはどれか。 （平成21年度）

ア． 企業が活動する際に指針となる基本的な考え方であり、企業の存在意義や価値観
などを示したもの

イ． 企業が競争優位性を構築するために活用する資源であり、一般的に人・物・金・
情報で分類されるもの

ウ． 企業の将来の方向を示したビジョンを具現化するための意思決定計画であり、長
期・中期・短期の別に策定されるもの

エ． 企業のもつ個性、固有の企業らしさのことで社風とも呼ばれ、長年の企業活動の
中で生み出され定着してきたもの

CSRの説明として、最も適切なものはどれか。 （平成22年度）

ア． 企業が他社の経営の仕方や業務プロセスを分析し、優れた点を学び、取り入れよ
うとする手法

イ． 企業活動において経済的成長だけでなく、環境や社会からの要請に対し、責任を
果たすことが、企業価値の向上につながるという考え方

ウ．企業の経営者が持つ権力が正しく行使されるように経営者を牽（けん）制する制度
エ． 他社がまねのできない自社ならではの価値を提供する技術やスキルなど、企業の

中核となる能力

性別、年齢、国籍、経験などが個人ごとに異なるような多様性を示す言葉として、適
切なものはどれか。 （平成30年度）

ア．グラスシーリング
イ．ダイバーシティ
ウ．ホワイトカラーエグゼンプション
エ．ワークライフバランス

現在担当している業務の実践を通じて、業務の遂行に必要な技術や知識を習得させる
教育訓練の手法はどれか。 （平成27年度）

ア．CDP　　　イ．e-ラーニング　　　ウ．Off-JT　　　エ．OJT

問題
1-1

問題
1-2

問題
1-3

問題
1-4

問題1-1  ア 問題1- 2 イ 問題1-3 イ　 問題1-4  エ

出る順！過去問＆完全解説
解答・解説はp.28参照
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1

出る順！過去問＆完全解説

企業の人事機能の向上や、働き方改革を実現することなどを目的として、人事評価や
人材採用などの人事関連業務に、AIやIoTといったITを活用する手法を表す用語とし
て、最も適切なものはどれか。 （令和3年度）

ア．e-ラーニング  イ．FinTech
ウ．HRTech  エ．コンピテンシ

PCやサーバ、ネットワークなどの情報通信機器の省エネや資源の有効利用だけでな
く、それらの機器を利用することによって社会の省エネを推進し、環境を保護してい
くという考え方はどれか。 （平成22年度）

ア．エコファーム  イ．環境アセスメント
ウ．グリーンIT  エ．ゼロエミッション

図によって表される企業の組織形態はどれか。 （平成28年度）

ア．事業部制組織  イ．社内ベンチャ組織
ウ．職能別組織  エ．マトリックス組織

事業部制組織を説明したものはどれか。 （平成25年度）

ア． 構成員が自己の専門とする職能部門と特定の事業を遂行する部門の両方に所属す
る組織である

イ． 購買・生産・販売・財務などの仕事の性質によって部門を編成した組織である
ウ． 特定の課題のもとに各部門から専門家を集めて編成し、期間と目標を定めて活動

する一時的かつ柔軟な組織である
エ． 利益責任と業務遂行に必要な職能を、製品別、顧客別又は地域別にもつことに

よって、自己完結的な経営活動が展開できる組織である

経営幹部の役職のうち、情報システムを統括する最高責任者はどれか。 （平成26年度）

ア．CEO　　　イ．CFO　　　ウ．CIO　　　エ．COO

問題
1-5

問題
1-6

問題
1-7

問題
1-8

問題
1-9

問題1-5  ウ　 問題1-6 ウ　 問題1-7 ウ　 問題1-8  エ　 問題1-9  ウ
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国連が中心となり、持続可能な世界を実現するために設定した17のゴールから成る国
際的な開発目標はどれか。 （令和2年度）

ア．COP21　　　イ．SDGs　　　ウ．UNESCO　　　エ．WHO

解答・解説
ア　　経営理念に関する問題では、選択肢中から「存在意義」というキーワードを探すこ
とがポイントです。イは「人・物・金・情報」というキーワードから経営資源の説明であ
ると判断します。ウは経営計画の説明です。エは企業文化の説明です。

イ　　CSRに限らず、英語の略語を見たら、最初に「それが何の略語か」を考えます。
CSRは「Corporate Social Responsibility」の略語です。Responsibilityを「責任」と和訳
できれば、「責任」というキーワードが含まれている選択肢イが正解だとわかります。ア
はベンチマーキングの説明です。ウはコーポレートガバナンスの説明です。エはコアコン
ピタンスの説明です。

イ　　人種、性別、年齢、国籍などの「多様性」を受け入れて、さまざまな人材を活用す
ることで生産性を高めようとする考え方をダイバーシティといいます。

ア． グラスシーリングとは、昇進をはばむ「見えない天井」を比喩する言葉です。
ウ． ホワイトカラーエグゼンプションとは、事務労働者（ホワイトカラー）への報酬を、

働いた時間ではなく、成果で決める制度です。
エ． ワークライフバランスとは、仕事の時間と私生活の時間の調和に取り組むことです。

エ　　OJTは「On the Job Training」（業務上でのトレーニング）の略です。つまり「業務
の実践を通じた訓練」だとわかります。

ア． CDP（Career Development Program：経歴開発プログラム）は、企業が従業員の
キャリアを伸ばすために、その従業員の適正や希望に合わせて、研修や配属先を決
め、長期的な視野で人材を育成する方法です。

イ．e-ラーニングは、PCやインターネットなどのITを使った学習です。
ウ． Off-JTは、実際の業務から離れて行われる研修やセミナーなどによる訓練です。OJT
とOff-JTはいつもセットで登場するので、区別できるようにしておいてください。

問題
1-10

問題1-10  イ

解答
1-1

解答
1-2

解答
1-3

解答
1-4
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出る順！過去問＆完全解説

ウ　　人事関連業務においてAIやIoTといったITを活用する手法のことを「HRTech」とい
います。

ア． e-ラーニングとは、パソコンやインターネットなどのITを使った学習方法です。
イ． FinTechとは、金融とITを融合したサービスのことです。
エ． コンピテンシとは、仕事において高い成果を出す人に共通する行動特性です。

ウ　　グリーンITとは「地球環境に優しいIT」のことです。今回の問題ではひっかけの選
択肢はありませんでしたが、グリーンIT関連の問題では「スマート農業」という不正解選
択肢が登場することがあるので気をつけてください。スマート農業とは「農業にITを活用
すること」を指します。

ア． エコファームとは、環境保全型農業のことです。
イ． 環境アセスメントとは、環境影響評価のことです。
エ． ゼロエミッションとは、廃棄物をゼロにすることを目的とする運動のことです。

ウ　　図を見ると社長の下に直接、業務部門があるので「職能別組織」です。社長の下に
事業部門がある場合は「事業部制組織」になります。

エ　　「利益責任」と「製品別、顧客別、地域別」という２つのキーワードから、選択肢エ
が事業部制組織を説明したものであると判断できます。

ウ　　「情報システム」の「情報」を「Information」と英訳できれば正解がCIOであると判断
できます。CEOは「Chief Executive Officer：最高経営責任者」、CFOは「Chief Financial 
Officer：最高財務責任者」、COOは「Chief Operating Officer：最高執行責任者」です。

イ　　持続可能な世界を実現するための17つの国際目標のことを、SDGsといいます。

ア． COP21とは、国連気候変動枠組み条約第21締約国会議（COP21）で採択された、地
球温暖化対策のための国際ルールです。

ウ． UNESCOとは、教育、科学、文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類の福祉の
促進を目的とした国際連合の専門機関です。

エ． WHOとは、すべての人々が可能な最高の健康水準に到達することを目的とした国際
連合の専門機関です。

解答
1-5

解答
1-6

解答
1-7

解答
1-8

解答
1-9

解答
1-10
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グラフを使い分ける
世の中にはさまざまな種類のグラフがあ
ります。経営者は最適なグラフを使い分
けて、業務を分析し、計画を立てます。

　経営者は、数学的・科学的に裏付けのある分析ツール（道具）を使って、合理的
に経営判断を行います。ITパスポート試験では、そのツールの特徴や使い方が出題
されます。ここでは試験によく出題される用語を中心に解説していきます。

パレート図とABC分析
　パレート図とは、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたグラフです（次ページ
の図を参照）。棒グラフではデータを大きい順に左から並べ、かつ、折れ線グラフ
では各データの累積比率（％）を表します。この図を使うことで、最も重要なデー
タ（件数が多いデータ）を一目で確認できます。
　また、A

エービーシー

BC分析とは、データをパレート図で表し、「データの重要度」に応じて、
データを３つのグループにランク分けする分析手法です。
　次ページの例では、累積比率がおよそ0～ 70%になる「傷」と「ゆがみ」をAグ
ループに、「そり」「異物混入」「ひび割れ」をBグループに、「色むら」「強度不足」を
Cグループに分類しています。このように、不良品となった原因の数をABC分析す
ることで、優先的に改善すべき問題を洗い出すことができます。

業務分析と業務計画　01-05
Lesson
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ゆ
が
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ゆ
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200

100

300
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100

累積比率

パレート図 ABC分析

傷 そ
り
異
物
混
入

ひ
び
割
れ

色
む
ら

強
度
不
足

棒グラフ

折れ線グラフ

件数 累積比率

重要度でランク付け

A CB

90%

70%

● パレート図と、パレート図を用いたABC分析の例

ヒストグラムとレーダチャート
ヒストグラムとは、データをいくつかの区間に分けて、その区間ごとのデータの

数を棒グラフで表したグラフです。一般的な棒グラフとの違いは、棒グラフの横軸
が独立した項目であるのに対して、ヒストグラムの横軸は連続した項目になるとこ
ろです。
　一方、レーダチャートとは、複数のデータをクモの巣のような放射状に表した図
です。レーダチャートを使うとデータ全体のバランスを見ることができます。

● ヒストグラムとレーダチャート

件数

300

200

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
得点

ヒストグラム レーダチャート

横軸をいくつかの
区間に分ける

国語100

80

60

40
20
0

数学

点数

英語

理科社会

多角形
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散布図と回帰分析
　散

さん

布
ぷ

図
ず

とは、２種類のデータの関係性を表す図です。散布図を使うと、２つの
データの間にどのような関係性があるか（相関関係）を確認できます。
　回

かい

帰
き

分析とは、「回帰直線」（散布図内の点が多く集まっている所に引いた直線）
を使って、過去のデータがどのような原因によって引き起こされているのか分析
し、将来を予測する手法です。２種類のデータに相関関係があれば、将来も高い確
率でその相関関係が当てはまるだろうと予測できます。例えば、ビールの売上は暑
い夏に伸びます。つまり、ビールの販売量と気温には「正の相関」があるといえま
す。

体重

身長
正の相関

学力

ゲーム時間
負の相関

学力

身長
相関なし

2種類のデータ

● 散布図を用いた回帰分析

　なお、ITパスポート試験では、散布図のことが、とにかくよく出題されます。必
ず覚えておいてください。

・ パレート図：棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたグラフ。最も重要なデータが横
軸の左端に記載されるため、重要な項目を一目で確認できる

・ABC分析：重要度で3つのグループにランク分けする
・レーダチャート：放射状の図
・散布図：相関関係は「正の相関」「負の相関」「相関なし」の３つ
・回帰分析：過去を分析して、将来を予測する
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アイディアは質より量
経営者は「問題を解決するための意思決
定」をできるだけ正確に、かつ効率的に行
うことが必要です。ITパスポート試験で
は、この意思決定を行うための手法もよ
く出題されます。

　経営者は業務分析の結果をもとにして、さまざまな意思決定と問題解決を行い、
会社を運営しています。

意思を決定するための手法
　経営者が意思決定を行うには将来を予測する必要があります。そこで利用するの
が期待値です。

期待値
　期待値とは、文字どおり「期待される値」であり、確率的に決まる平均値です。
ITパスポート試験では「期待値の計算方法」がかなり頻繁に出題されるので、ぜひ
習得しておいてください。計算式そのものはシンプルです。
　ここでは、サイコロを用いて期待値の計算方法を説明します。サイコロには１か
ら６までの数字が書かれており、どの面も1/6の確率で出ます。

サイコロの目 1 2 3 4 5 6
確率 1

6
1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

● サイコロの目と確率

経営者の意思決定と
問題解決手法01-06

Lesson
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　期待値は「値」と「確率」をかけ算し、その後、すべての組合せをたし算して求め
ます。つまり、次のように計算できます。

　(1×⅙)＋（2×⅙）＋（3×⅙）＋（4×⅙）＋（5×⅙）＋（6×⅙）= 3.5

　上記の計算式より、サイコロの目の期待値は「3.5」になります。

問題を解決するための手法
　ITパスポート試験のシラバス（出題範囲）には、問題を解決するための手法とし
て、「ブレーンストーミング」が明記されています。

ブレーンストーミング
　ブレーンストーミングとは、複数人で集まってアイディアを出し合う方法です。
出したアイディアはグループ分けして、整理し体系化します。有益なアイディアは
経営戦略に取り込んだり、問題解決の打ち手とします。
　ブレーンストーミングのルールは次の4つです。

・批判禁止（他人のアイディアの批判は禁止）
・質より量（アイディアは質よりも量のほうが大切）
・自由奔放（自由奔放なアイディア大歓迎）
・便乗OK（他人のアイディアに便乗してもよい）
　上記の4つのルールを守ることで、参加者は思いつくままに発想でき、斬新で画
期的なアイディアを出すことができます。ブレーンストーミングはITパスポート試
験に最頻出の用語の１つです。必ず覚えておいてください。

・ブレーンストーミング：複数人でアイディアを出し合う
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利益を出すことが最大の目的
ここからは４大経営資源の１つである
「カネ」について学習します（残り３つは、
ヒト、モノ、情報）。会社の最大の目的
は、何といっても「お金儲け」です。

　ITパスポート試験では「損
そん

益
えき

分
ぶん

岐
き

点
てん

」に関する問題が必ずといっていいほど出題
されるので、習得しておけばかなりの確率で得点することが可能です。しかし、損
益分岐点に関する問題には大きな難点があります。それは、これらの問題が計算問
題として出題されるという点にあります。
　ITパスポート試験に出題される問題は、大きく「用語の意味を問う問題」と「計算
問題」の２つに大別されます。そして残念ながら、損益分岐点に関する問題は計算
問題として出題されます。
　このため、「とにかく計算が苦手！」という人は、本項はいったん後回しにして、
先に進むというのも、効率よく学習を進めるための１つの手段だと思います。

計算が苦手な人は後回しにしても良い！
ITパスポート試験では、さまざまなジャンルから、いろいろな形式の問題が出題されます。
そして、満点を取らなくても合格できます（p.3）。そのため、第１章から順番に読み進めて、
すべてを理解していく必要はありません。「あ、この章の内容は苦手だな」と感じたら、とり
あえず、斜め読みをしつつ次の章へ歩みを進めることが大切です。そのほうが、途中で断念
することよりもずっと良い判断です。

損益分岐点　01-07
Lesson
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基本的な会計用語と損益分岐点
　世の中には「働けば働くほど損をする仕事」も存在します。そのような悲しい仕
事をしないためにも損益分岐点という考え方を学んでおきましょう。

５つの会計用語
　会社で働くようになると、「売上」や「利益」などの会計に関する用語をよく耳に
するようになります。ITパスポート試験でもこれらの用語が問題文や選択肢の中で
頻繁に登場します。まずは次の基本的な５つの用語を理解してください。

用　語 説　明
売上 商品やサービスを販売して得た金額
費用 商品やサービスを売るために必要になる金額。例えば、材料費、家賃、従業員への給

料など。費用は「変動費」と「固定費」に分類される
変動費 販売数に比例して増える費用。材料費など。なお、売上に占める変動費の割合のこと

を「変動費率」という（変動費÷売上）
固定費 販売数に関係なく必ず発生する費用。家賃や人件費など
利益 売上から費用を差し引いた金額

● ５つの会計用語

損益分岐点とは
　会社にとっては、売上よりも利益のほうが重要です。なぜなら、売上が１兆円
あったとしても、費用がそれ以上であれば、利益はマイナスとなり、赤字になって
しまうからです。そこで重要になるのが「損益分岐点」です。
　損益分岐点とは、売上の額と費用の額が等しくなる売上高（販売個数）です。グ
ラフで考えると「売上の線と費用の線が交わる点」といえます。

金額

損益分岐点

損益分岐点

黒字
費用

売上

赤字

金額

費用変動費

固定費
販売
個数

販売
個数

金額
売上

売上 費用
販売
個数

● 「売上＝費用」→損益分岐点
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　例えば、あるケーキ屋さんを例に考えると、ケーキが売れるごとに損失は小さく
なり、ある点（販売個数）を境目にして、利益がプラスに転じます。この点が損益
分岐点です。このため、別の言い方をすると「損益分岐点とは、利益が0円になる
売上高（販売個数）」ともいえます。

ITパスポート試験では「損益分岐点を求める問題」が必ずといっていいほど頻繁に出題
される。

損益分岐点の計算方法
　ここでは、あるケーキ屋さんを例に、損益分岐点の計算方法を解説します。１つ
ずつ丁寧に解説していくので、「計算は苦手…」という人も、安心して読み進めて
みてください。ケーキ屋さんの前提条件は次のとおりです。

・ケーキの値段：300円
・変動費（１個あたり）：100円
・固定費（ひと月あたり）：50万円

売上の直線を求める
　最初に「売上の直線」を表す方程式を求めます。直線の方程式は、

　　y＝ax＋b

で表されます（aは傾き、bは切片です）。売上の直線の傾きはケーキの値段（300円/
個）です。なぜなら、ケーキが１個売れるごとに300円の売上になるからです。ま
た、切片は0円です。なぜなら、ケーキの販売個数が0個のときは売上も0円だから
です。この傾きと切片を上記の方程式に当てはめると「売上の直線」は次の式にな
ります。

　　y＝300x＋0

　この売上の直線をグラフで表すと次のようになります。
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金額
売上 y＝300x

1個

300円

販売個数

● 売上の直線

費用の直線
　続いて「費用の直線」の式を考えます。費用の直線の傾きは変動費（100円/個）で
す。なぜなら、ケーキを１個売るごとに100円の変動費がかかるからです。
　また、切片は固定費（50万円）です。なぜなら、ケーキの販売個数が０個であっ
ても固定費は必要だからです。この傾きと切片を上記の方程式に当てはめると「費
用の直線」は次の式になります。

　　y＝100x＋500,000

　この費用の直線をグラフで表すと次のようになります。

金額
費用 y＝100x＋500,000

500,000

販売個数

1個
100円

● 費用の直線

連立方程式の解き方
　最後に、これまでに求めた２つの式を連立方程式にしてx（販売個数）とy（売上
高）を求めれば、損益分岐点を求めることができます。
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（１）y＝300x
（２）y＝100x＋500,000

よって、

（３）300x＝100x＋500,000
 200x＝500,000
 x＝2,500

これより、

（４）y＝300×2,500
 y＝750,000

　上記の計算式より、このケーキ屋さんの損益分岐点は、販売個数が2,500個で、
売上高が 750,000円のところであると判断できます。

金額
y＝300x

y＝100x＋500,000

500,000
750,000

販売個数
2,500 個

● 売上と費用の直線（交点が損益分岐点）

損益分岐点の求め方を理解することが大切！
実際のITパスポート試験では、損益分岐点ではなく、変動費や、利益を求める問題も出題さ
れますが、上記の「売上の直線」と「費用の直線」の２つの直線の求め方さえ理解しておけば、
何が問われても答えを算出できます。
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経営者の成績表
小学生や中学生のときにもらった通知表
や成績表と同じように、経営者にも成績
表があります。それを「財務諸表」といい
ます。財務諸表を見ると会社の状態がよ
くわかります。

財務諸表と３つの書類
　財

ざい

務
む

諸
しょ

表
ひょう

とは、ステークホルダ（利害関係者：p.18）に対して、経営成績を報告
するための書類です。財務諸表を見れば、その会社の状態や、その会社が行ってい
る経営活動の内容などを知ることができます。つまり、「財務諸表を見れば、会社
の健康状態がわかる」ということもできます。
　なお、「財務諸表」という名前の書類があるわけではありません。財務諸表とは、
次の３つの書類の総称です。

・貸
たいしゃくたいしょうひょう

借対照表（会社の全財産が記載された表）
・損

そんえきけいさんしょ

益計算書（会社の利益が記載された書類）
・キャッシュフロー計算書（会社の現金の出し入れが記録された書類）

日本の会計基準では、財務諸表には、上記の３つの書類に加え、「株主資本等変動計算書」も含みま
すが、この書類はITパスポート試験には出題されないので説明を割愛します。

財務諸表は全部で4つ

財務諸表と６つの利益　01-08
Lesson
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貸借対照表とは
　貸
たいしゃくたいしょうひょう

借対照表とは、簡単にいうと「ある時点の会社の全財産が記載された表」です。
貸借対照表を見ると、ある時点での会社の資産、負債、純資産がわかります。

資産

現金   50
売掛金   30
商品   20

負債

短期借入金   10
買掛金   20

純資産

資本金   40
利益剰余金   30

負債・純資産合計 100資産合計 100

貸借対照表

釣り合う

（単位：百万円）

他
人
資
本
自
己
資
本

● 貸借対照表

　上図を見るとわかるように、貸借対照表では、左側の「資産」の金額と、右側の
「負債」と「純資産」の合計金額が必ず同額になります。このように、左右の値が釣
り合う（バランスする）ことから、貸借対照表は英語では「バランスシート（Balance 
Sheet：B/S）」といいます。
　貸借対照表の左側の資産の部を「総資産」といいます。また、右上の負債の部を
「他人資本」といい、右下の純資産の部を「自己資本」といいます。さらに、「他人
資本」と「自己資本」を合わせて「総資本」といいます。
　総資産は「会社が持っている全財産」です。また、他人資本は「返済が必要なお
金」、自己資本は「返済する必要がないお金」です。
　ITパスポート試験では「自己資本」に関する問題が頻出です。自己資本は「返済す
る必要のないお金」なので、企業の体力の目安となる重要な項目です。
　自己資本に関する問題では「資本金の位置」「自己資本比率」「自己資本利益率
（ROE）」の3つが問われます。ここでは「資本金の位置」と「自己資本比率」につい
て解説します。「自己資本利益率（ROE）」についてはp.47で詳しく説明します。

資本金の位置
　ITパスポート試験では「資本金が貸借対照表のどこに記載されるか」が出題され
ます。資本金は、株主が会社に出資した金額です。純資産に分類されます。
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自己資本比率
　自

じ こ し ほ ん ひ り つ

己資本比率とは、総資本に対する自己資本の割合です。簡単にいうと「会社に
あるお金のうちの、自分のお金の割合」です。自己資本比率が高ければ借金が少な
く、自己資本比率が低ければ借金が多いといえます。
　自己資本比率は、以下の式で計算します。

　　自己資本比率（%）＝ ×100自己資本
総資本

　自己資本とは「純資産の部」の金額です。また、総資本とは「負債の部」（他人資
本）と「純資産の部」（自己資本）の金額の合計です。そのため、左図の場合は、自
己資本は70（40＋30）、総資本は100なので、自己資本比率は70%になります。

・資本金は、貸借対照表の純資産の部に分類される
・自己資本比率とは、自己資本÷総資本×100

損益計算書とは
　損益計算書とは、会社の利益が書かれた書類です。損益計算書の目的は「会社が
どんな方法でお金を稼いだかを明らかにすること」です。つまり、損益計算書を見
ると、今年の利益が、本業で稼いだものなのか、副業で稼いだものなのかなどを確
認できます。
　株主（p.14）は大切なお金を会社に預けているので、経営者の実績や手腕をチェッ
クする必要があります。会社が本業で儲かっているならば、その経営者は有能だと
いえますが、自社ビルを売却して一時的に現金を手に入れただけでは、その経営者
が有能だとはいえません。重要なのは、「今現在、利益が出ているか否か」ではな
く、「その利益がどのようにして生み出されたのか」なのです。
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● 損益計算書

売上高 100
売上原価 30
売上総利益 70
販売費及び一般管理費 20
営業利益 50
営業外収益 5
営業外費用 15
経常利益 40
特別利益 5
特別損失 10
税引前当期純利益 35
法人税等 10
当期純利益 25

（単位：百万円）

損益計算書

本業の儲け

本業と副業を合わせた儲け

最終的な儲け

損益計算書の各項目
　損益計算書は、前項で解説した「損益分岐点の計算問題」と同様に、ITパスポー
ト試験で最も出題される可能性が高い用語の１つです。このため、ここをきちんと
押さえておくことで確実に得点につなげることができます。
　ただし、難易度が他の項目と比べてやや高めであることが難点です。上図を見る
とわかるとおり、損益計算書には13もの用語があります。会計や経理に慣れてい
ない人にとって、これらの用語とその意味を全部覚えるのは大変です。
　そこで、これまでの実際の試験での出題傾向や用語の重要度を考慮し、まずは
「利益に関する項目」から覚えることを提案します。一度にすべてを覚えようとす
るのではなく、出題頻度の高いものから順番に覚えていってください。

ITパスポート試験では「損益計算書に記載される用語の意味」が必ずといっていいほど
頻繁に出題される。中でも、利益に関する項目である「売上総利益」「営業利益」「経常
利益」「当期純利益」が最重要
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科　目 説　明 参考例
売上高 商品を売って得た金額 100万円
売上原価 商品を作るための費用（≒変動費） 30万円
★売上総利益 売上高－売上原価。粗利益ともいう。この項目を見ると「商品力」を知る

ことができる
70万円

販売費
及び一般管理費

商品を販売・管理するための費用（≒固定費）。略して「販管費」ともいう 20万円

★営業利益 売上総利益－販管費。本業で稼いだ利益。「営業＝本業」と考えるとわか
りやすい。この項目を見ると「その会社の本業の競争力」がわかる

50万円

営業外収益 本業以外で稼いだ収益。例えば、利息の受け取りや株の売却益などによ
る収益

5万円

営業外費用 本業以外でかかった費用。例えば、利息の支払いや株の売却損などの費用 15万円
★経常利益 営業利益＋営業外収益－営業外費用。この項目を見ると、「本業と副業を

合わせた会社全体の競争力」を知ることができる
40万円

特別利益 臨時の利益。例えば、自社ビルを売って得たお金など 5万円
特別損失 臨時の損失。例えば、地震や、火災などの損害や、裁判などで発生する

損失
10万円

税引前当期純利益 税金を引く前の会社の利益 35万円
法人税等 税金を払うための費用 10万円
★当期純利益 すべての利益から、すべての費用を差し引いた金額 25万円

● 損益計算書の項目（★マークがついているものが最重要用語）

・売上総利益 ＝ 売上高 － 売上原価
・営業利益 ＝ 売上総利益 － 販管費
・経常利益 ＝ 営業利益 ＋ 営業外収益 － 営業外費用
・当期純利益 ＝ すべての利益から、すべての費用を引いた金額

営業と営業外、経常と特別
・営業とは「本業」、営業外とは「副業」のこと
・経常とは「通常時」という意味で、毎年発生する利益のこと
・特別とは「臨時」という意味で、一時的に発生する利益・費用のこと
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売上高
100 売上

総利益
70

売上原価
30

営業利益
50 経常利益

40
税引前
当期純利益
35 当期純利益

25

販管費
20

営業外損益10 特別損益  5

法人税等
10

● 損益計算書に記載されている5つの利益の関係

先ほど、費用は「変動費」と「固定費」の２つに大別されると説明しましたが（p.36）、損益計算書では
費用を「売上原価」「販管費」「営業外費用」「特別損失」「法人税等」の５つに分けて記載します。これは、
会社の成績を正確に分析するためには費用を５つに分類する必要があるからです。

損益計算書の５つの費用

キャッシュフロー計算書とは
　キャッシュフロー計算書とは、会社の一定期間の現金収支を明らかにした書類で
す。キャッシュとは「現金」、フローは「流入、流出」という意味です。
   キャッシュフロー計算書を見ると、損益計算書からは判断できない会社のリスク
を見つけることができます。

黒字なのに倒産！？
　世の中には、損益計算書では利益が出ているのに倒産してしまう会社がありま
す。これを「黒字倒産」といいます。
　なぜこのようなことが起こるのかというと、多くの会社は、企業活動において発
生する金銭のやり取りをその場その場では行わず、後日（翌月末など）に授受する方
式で運営しているからです（このような未回収の代金のことを「売

うりかけきん

掛金」といいます）。
　つまり、商品は売れているので、損益計算書上は利益として計上されているので
すが、実際にその代金を回収するまでの間に借金の返済が行えず、資金が不足して
しまい、会社が倒産することがあるのです（黒字倒産）。
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黒字倒産のリスクはキャッシュフロー計算書で見つける
　黒字倒産のリスクは、損益計算書では発見できません。なぜなら、実際に売上が
あれば、たとえそれが未回収（売掛金）であったとしても、損益計算書では利益と
して記載されるからです。
　そこで登場するのが「キャッシュフロー計算書」です。キャッシュフロー計算書
には、利益ではなく、「会社に現金がどのくらい残っているのか」を記載するので、
黒字倒産のリスクを見つけられます。

キャッシュフロー計算書の読み方
　キャッシュフロー計算書の使い方の一例としては、借

かり

入
いれ

金
きん

（会社の借金）が増え
た分から、株主への配当金の支払額を引いて、残る現金を計算することなどがあり
ます（下図を参照）。
　借入金とは銀行などから借り入れた金額です。お金を借りると、会社には現金が
入るのでプラスになります。また、配当金は株主に還元するお金です。お金を株主
に渡すため（会社から現金が流出するため）、マイナスになります。

キャッシュフロー計算書
（単位：百万円）

Ⅰ．営業活動によるキャッシュフロー
    税引前当期純利益 10
    減価償却費 6
    売上債権の減少 4
    法人税等の支払い -3

 営業活動によるキャッシュフロー（①） 17

Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー
    固定資産の購入 -5
    有価証券の売却 3

 投資活動によるキャッシュフロー（②） -2

Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー
    借入金の増加 8
    配当金の支払い -2

 財務活動によるキャッシュフロー（③） 6

Ⅳ．現金及び現金同等物の増加額（①＋②＋③＝④） 21

Ⅴ．現金及び現金同等物期首残高（⑤） 48

Ⅵ．現金及び現金同等物期末残高（④＋⑤） 69

● キャッシュフロー計算書
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　キャッシュフロー計算書では、現金の出入りを次の３つに分類して計算します。

区　分 説　明
営業活動による
キャッシュフロー

本業に関わるお金の残高を計算する。この残高がプラスであれば本業が好調、マイナ
スであれば不調

投資活動による
キャッシュフロー

設備投資や、株・債券の売買後の残高を計算する。この残高がプラスであれば、株や
債券の売却額が新規投資額を上回っていると判断でき、この残高がマイナスであれ
ば、会社が将来の成長のために積極的に投資を行っていることがわかる

財務活動による
キャッシュフロー

資金調達に関わるお金の残高（お金の貸し借り後の残高）を計算する。この残高がプラ
スであれば、資金調達をしていることがわかり、残高がマイナスであれば、借りたお
金を返していることがわかる

● キャッシュフロー計算書の３つの区分

・ キャッシュフロー計算書：現金の出入りを「営業活動」「投資活動」「財務活動」の３つ
に分類して計算する

ROE（自己資本利益率）
　R
アールオーイー

OE（Return On Equity：自己資本利益率）とは、会社が株主から集めたお金で
どれだけの利益を上げたのかを表す指標です。株主にとっては「ROEは大きいほど
得」といえます。ROEは次の計算式で算出します。

　　ROE（％）＝ ×100当期純利益
自己資本

　当期純利益は、損益計算書に記載されている「会社の最終的な利益」です（p.43）。
自己資本は「株主から預かっているお金の総額」です（厳密には会社のこれまでの儲
けである利益剰余金も含みます）。
　例えば、当期純利益が１億円で、自己資本が10億円の場合、ROEは10％になり
ます（1÷10×100＝10％）。これは、株主が会社に100万円を預けたらその10%
の10万円の利益が得られることを表します。

・ROEとは、自己資本に対して、どれだけの利益を出したかを表す指標である
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ABC分析の事例として、適切なものはどれか。 （令和3年度）

ア．顧客の消費行動を、時代、年齢、世代の三つの観点から分析する。
イ．自社の商品を、売上高の高い順に三つのグループに分類して分析する。
ウ．マーケティング環境を、顧客、競合、自社の三つの観点から分析する。
エ．リピート顧客を、最新購買日、購買頻度、購買金額の三つの観点から分析する。

パレート図の説明として、適切なものはどれか。 （平成23年度）

ア． 作業を矢線で、作業の始点／終点を丸印で示して、それらを順次左から右へとつ
なぎ、作業の開始から終了までの流れを表現した図

イ．二次元データの値を縦軸と横軸の座標値としてプロットした図
ウ． 分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示し、重ねて総件

数に対する比率の累積和を折れ線グラフで示した図
エ．放射状に伸びた数値軸上の値を線で結んだ多角形の図

２種類のデータの関係性を表すことを目的として用いるものはどれか。 （平成24年度）

ア．決定表　　　イ．散布図　　　ウ．特性要因図　　　エ．パレート図

クラスの学生の８科目の成績をそれぞれ５段階で評価した。クラスの平均点と学生の
成績の比較や、科目間の成績のバランスを評価するために用いるグラフとして、最も
適切なものはどれか。 （平成25年度）

ア．円グラフ　　イ．散布図　　ウ．パレート図　　エ．レーダチャート

ブレーンストーミングの進め方のうち、適切なものはどれか。 （平成30年度）

ア．自由奔放なアイディアは控え、実現可能なアイディアの提出を求める。
イ．他のメンバの案に便乗した改善案が出ても、とがめずに進める。
ウ．メンバから出される意見の中で、テーマに適したものを選択しながら進める。
エ．量よりも質の高いアイディアを追求するために、アイディアの批判を奨励する。

問題
1-11

問題
1-12

問題
1-13

問題
1-14

問題
1-15

問題1-11  イ　 問題1-12  ウ　 問題1-13  イ　 問題1-14  エ　 問題1-15  イ

出る順！過去問＆完全解説
解答・解説はp.50参照
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出る順！過去問＆完全解説

損益計算書に記載されるA～ E の５つの利益のうち、Cに当てはまるものはどれか。 
 （平成22年度）

売上高 100

売上原価 75

A 25

販売費及び一般管理費 10

B 15

営業外収益 3

営業外費用 7

C 11

特別損失 2

D 9

法人税・住民税及び事業税 3

E 6

 単位　百万円

ア．売上総利益　　　イ．営業利益　　　ウ．経常利益　　　エ．当期純利益

貸借対照表から求められる、自己資本比率は何%か。 （平成30年度）

資産の部 負債の部

流動資産合計 100 流動負債合計 160

固定資産合計 500 固定負債合計 200

純資産の部 

株主資本 240

 単位　百万円

ア．40　　　イ．80　　　ウ．125　　　エ．150

問題
1-16

問題
1-17

問題1-16  ウ　 問題1-17  ア
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製品Aの生産及び販売に必要な固定費は年間3,000万円である。製品Aの単価が２万
円、生産及び販売に掛かる１個当たりの変動費が5,000円であるとき、製品Aの損益
分岐点における販売個数は何個か。 （平成25年度）

ア．1,500　　　イ．2,000　　　ウ．4,000　　　エ．6,000

ROE（Return On Equity）を説明したものはどれか。 （平成25年度）

ア． 株主だけでなく、債権者も含めた資金提供者の立場から、企業が所有している資
産全体の収益性を表す指標

イ． 株主の立場から、企業が、どれだけ資本コストを上回る利益を生み出したかを表
す指標

ウ．現在の株価が、前期実績又は今期予想の1株当たり利益の何倍かを表す指標
エ．自己資本に対して、どれだけの利益を生み出したかを表す指標

財務諸表のうち、 “営業活動”、 “投資活動”、 “財務活動” の三つの活動区分に分けて表す
ものはどれか。 （平成22年度）

ア．キャッシュフロー計算書　　　　イ．損益計算書
ウ．貸借対照表　　　　　　　　　　エ．有価証券報告書

解答・解説
イ　　ABC分析とは、データをパレート図で表し、「データの重要度」に応じて、データ
を３つのグループにランク分けする分析手法です。ABC分析で着目するデータの例とし
ては、「不良品の数」や「売上高」などがあります。選択肢の中で「売上高」という１つの
データの重要度でグループを３つに分けているのはイのみです。

ア．コホート分析の事例です。
ウ．3C分析の事例です。
エ．RFM分析の事例です。

問題
1-18

問題
1-19

問題
1-20

問題1-18  イ　 問題1-19  エ　 問題1-20  ア

解答
1-11
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出る順！過去問＆完全解説

ウ　　実際のグラフが描かれていれば簡単ですが、この問題では文章を解読してパレート
図を見つけなければならないため、難易度が高いです。パレート図の特徴は、１つの図内
に「件数の棒グラフ」と「比率の折れ線グラフ」の両方が含まれている点です。このことか
ら選択肢ウが解答であると判断できます。

ア．アローダイアグラムの説明です（p.244を参照）。
イ． 散布図の説明です。「二次元データ」を「２種類のデータ」と読み替えることで散布図
と判断します。

エ．レーダチャートの説明です。レーダチャートのキーワードは「放射状」です。

イ　　「２種類のデータの関係性」というキーワードから散布図と判断できます。

ア． 決定表（Decision Table）は、上段に条件、下段にその条件に対する結果をまとめた
表です。

ウ． 特性要因図は、品質に影響を与える事項の関係を整理する際に使う、魚の骨の形に似
た図です。

エ． パレート図は、「件数の棒グラフ」と「比率の折れ線グラフ」の両方で構成される図で
す。

エ　　複数のデータをクモの巣のような放射状に表した図をレーダチャートといいます。
レーダチャートを使うとデータ全体のバランスを見ることができます。

ア．円グラフは、個々のデータの大きさを、円における割合で表すグラフです。
イ．散布図は、２種類のデータの関係性を表す図です。
ウ．パレート図は、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたグラフです。

イ　　ブレーンストーミングの4大ルールは「他人のアイディアの批判は禁止」「アイディ
アは質よりも量」「自由奔放なアイディア大歓迎」「他人のアイディアに便乗してもよい」で
す。
便乗してもよいので「イ」が正解です。

ア．自由奔放なアイディアを控えているので誤りです。
ウ． テーマに適していないアイディアを取捨選択して、量より質を重視しているので誤り
です。

エ．批判を奨励しているので誤りです。

ウ　　Aは売上総利益、Bは営業利益、Cは経常利益、Dは税引前当期純利益、Eは当期純
利益です。この問題はITパスポート試験に頻出なので、この５つの利益は必ず覚えておい
てください。

解答
1-12

解答
1-13

解答
1-14

解答
1-10
解答
1-15

解答
1-16
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ア　　自己資本比率は次の計算式で求めます。

自己資本比率（％）= 自己資本総資本  × 100

自己資本は「純資産の部」の金額なので240、総資本は「負債の部」と「純資産の部」を合計
した金額なので600です。よって自己資本比率は40%になります。

自己資本比率（％）= 240600  × 100=40％

イ　　今回の問題では、情報をまとめると次のようになります。

単価：2万円 ／ 固定費：3,000万円 ／ 変動費：0.5万円
損益分岐点の販売個数：？

まずは売上の直線を書きます。製品Aが1つ売れるごとに2万円の売上になるので、売上を
表す方程式は「y＝2x」です。
次に固定費を加えた変動費の直線を書きます。固定費は3,000万円、変動費は製品が１つ
売れるごとに0.5万円かかるので、固定費を加えた費用の方程式は「y＝0.5x＋3,000」にな
ります。上記の２つの方程式を解くことで求めることができます。
「y＝2x」と「y＝0.5x＋3,000」より、

2x＝0.5x＋3,000
1.5x＝3,000

よって、x＝2,000となり、y＝2xより、y＝4,000になります。正解は「2,000個」となり
ます。なお、損益分岐点の売上高は「4,000万円」です。

エ　　設問中の「利益」は当期純利益のことです。ROEは「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100」
で表されます。

ア．ROA（Return On Assets：総資本利益率）の説明です。
イ．ROI（Return On Investment：投資利益率）の説明です。
ウ．PER（Price Earnings Ratio：株価収益率）の説明です。

ア　　財務諸表とは、主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の３つ
です。このうち現金の出入りを３つに分類して計算した書類がキャッシュフロー計算書で
す。

イ．損益計算書とは、会社の利益が記載された書類です。
ウ．貸借対照表とは、会社の全財産が記載された表です。
エ． 有価証券報告書とは、上場している会社に開示が義務付けられた、事業内容が記載さ
れた書類です。

解答
1-17

解答
1-18

解答
1-19

解答
1-20
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数字・記号
10進数 ･･････････････････････････････288

16進数 ･･････････････････････････････288

2進数 ･･･････････････････････････････288

2段階認証 ･･･････････････････････････520

2要素認証 ･･･････････････････････････519

3C分析 ･････････････････････････････101

3つの壁 ･････････････････････････････509

4C ･･････････････････････････････････101

4P ･･････････････････････････････････100

5G ･･････････････････････････････････451

A・B・C
ABC分析 ･････････････････････････････30

AI（Artifi cial Intelligence） ･･････････････125

AND ････････････････････････････････296

Android ･･････････････････････････････390

APIエコノミー ･････････････････････････119

BCM（Business Continuity Management）
･･･････････････････････････････273, 274

BI（Business Intelligence） ･････････････178

BIOS（Basic Input Output System） ･････392

BLE（Bluetooth Low Energy） ･･････････470

Bluetooth ････････････････････････････383

Blu-ray Disc ･････････････････････････372

BPC（Business Continuity Plan） ･･･273, 274

BPM（Business Process Management）
･･･････････････････････････････163, 164

BPMN（Business Process Modeling 
Notation） ･･････････････････････････162

BPR（Business Process Reengineering）
･･･････････････････････････････････163

BSC（Balanced Scoredard） ･･･････････108

Business Strategy ･････････････････････91

CA（Certifi cation Authority） ･･･････････505

CAD（Computer Aided Design） ････････135

CAM（Computer Aided Manufacturing）
･･･････････････････････････････････135

CEO（Chief Executive Offi  cer） ･･････････25

CGM（Consumer Generated Media） ････144

CIM（Computer Integrated Manufacturing）
･･･････････････････････････････････138

CIO（Chief Information Offi  cer） ･････････25

cookie ･･･････････････････････････････468

Corporate Strategy ････････････････････91

CPU（Central Processing Unit） ････････366

CRM（Customer Relationship 
Management） ･･････････････････････111

CSF（Critical Success Factors） ･･･････109

CSR（Corporate Social Responsibility）
････････････････････････････････････17

CSS（Cascading Style Sheets） ････････310

D・E・F
DaaS（Desktop as a Service） ･････････171

DevOps ･････････････････････････････227

DFD（Data Flow Diagram） ････････････160

DHCP（Dynamic Host Confi guration 
Protocol） ･･････････････････････････464

DMZ（DeMilitarized Zone） ････････････511

DNS（Domain Name System） ･････････459
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