
「DX検定™」（日本イノベーション融合学会＊ITBT®検定）について
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DX知識力のレベル認定が出来る「DX検定™」
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2020年1月から「DX検定™」（ITBTⓇ検定）に刷新 （NEW）
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いま世界の先端技術・先端ビジネスモデル用語が爆発的に増加している

DX時代に求められる、IT先端技術/ビジネスのトレンド用語

シンギュラリティ

ロボット技術

自動運転

ジェスチャーインターフェース

顔認証システム

ブロックチェーン

デジタルトランスフォーメーション

インダストリー4.0

フィンテック

人工光合成

データ駆動型社会

RPA

クラウドERP

BPMシステム

AIスピーカ

ドローン

UBER

Amazon Webサービス

機械学習サービス

IBM Watson

コルタナ

google 翻訳

Siri

テンソルフロー

ニューラルネットワーク

深層学習フレームワーク

機械学習

エッジコンピューティング
IoTデバイス

IoTプラットフォーム

CPS

エルゴノミクス

ビッグデータ解析

アナリティクス

Hadoop

MapReduce

データマイニング

アジャイル開発

DevOps

サーバーレス コンテナ型仮想化

dockerHub

セキュリティーチップ

5Gネットワーク

ランサムウェア

量子暗号化

LPWA

デザイン思考
量子アニーリングマシーン

「DX＝IT×ビジネスイノベーション」
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「DX検定™（日本イノベーション融合学会＊ITBTⓇ検定）」概要
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検定名 「DX検定™（日本イノベーション融合学会＊ITBTⓇ）」検定

受検の概要

対象者：個人の受検と企業申し込みの社員など。 検定後に学会の検定サイトで全体の
結果を発表。認定者には学会の検定委員会承認の「認定証」が 発行されます。
また、DX人財のリテラシーレベルが全国平均と比較して分野別に理解できます。
※企業の人材のDXレベルでの組織分析オプションも提供可能。

試験概要
６０分間で１２０問の知識問題（多肢選択式）出題。
Ｗｅｂ受検 ＰＣ、タブレットでの受検が可能

出題問題
最新IT技術分野・ビジネストレンド分野全般の必須知識項目から出題
推奨参考図書はWebサイトで案内

受検料
6,600円（税込）
（検定サイトから、①法人申し込みでの事前受付、②個人申し込み）
※学割：3,300円(税込) ※学生割引の適用は、学校経由での団体申込みとなります。

開催日
年２回実施（１月、７月にWeb開催）
※別途企業団体検定の個別日程調整も可能（50名以上から）

検定結果
発表予定

検定実施日の1カ月後

申込・詳細URL： https://www.nextet.net/kentei/test/index.html
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「DX検定™」試験結果サンプル例

以下は、個人向けに提供される試験結果イメージです！
企業・法人向けには、オプションにて企業平均及び個人結果一覧を別途提供が可能です。

（※組織分析オプションも可能です）

検定結果画面（Web画面）
検定認定証（ダウンロード、印刷可） 検定レベル認定ステッカー



「DX検定™」（ITBTⓇ検定）における「DX人財」とは
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ＤＸ人財 概要

イノベーション経営人財 経営にITを利活用し、イノベーション、デジタルビジネスを実践する経営者/専門家

イノベーションリーダー人財 経営変革プロジェクトを推進・実施するイノベーションリーダー

デジタル技術人財 イノベーションプロジェクトでデジタル技術を活用し、価値創造を実現する技術者

IT人財 IT技術を基盤としたプロジェクトでIT先端技術を実装する技術者

ビジネス人財 現場において、IT先端技術でビジネス問題解決に従事する担当者または管理者

• 左図は、ITと経営の融合領域を拡大させることにより、
デジタルトランスフォーメーション時代においてＤＸ人
財の能力アップをさせることを表しています。

• ＤＸ人財は、IT分野の方がビジネス（経営）分野
の重要性を理解し、ビジネス分野の方がIT先端技術
の必要性を理解する、すなわち「ITと経営の融合領
域」の中に位置づけられます。

• 経営者から現場の担当者まで、IT先端技術を理解
しビジネス問題の解決にあたり、新たな製品・サービス
の開発にIT先端技術を利活用するビジネス環境を
想定しています。このようなビジネス環境で、ＤＸ人
財 （①～⑤）がどのように位置づけられるかを右の
図中に示しています。
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DX人財の能力アップ

①

②

③

④

⑤

ＤＸ人財
①イノベーション経営人財
②イノベーションリーダー人財
③デジタル技術人財
④ＩＴ人財
⑤ビジネス人財

ＩＴ分野 ビジネス分野ＩＴと経営の融合領域
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ＤＸ人財に求められるITBTスコア（DX人財基礎知識レベル）

※上記の学習目標(ITBTスコア)は、今後のＩＴＢＴ検定試験結果をもとに、検定委員会にて改定する可能性があります。

【ITBT検定の学習目標】 (Ver.1.1)

400 500 600 700 800~1000

イノベーション経営人財

イノベーションリーダー人財

デジタル技術人財

IT人財

ビジネス人財

レベル1
（430~569）

レベル1
（410~509）

レベル1
（440~529）

レベル1
（410~499）

レベル1
（400~499）

レベル2
（570~669）

レベル2
（510~639）

レベル2
（530~639）

レベル2
（500~569）

レベル2
（500~569）

レベル3
（670~749）

レベル3
（640~699）

レベル3
（640~699）

レベル3
（570~649）

レベル3
（570~649）

レベル4
（750~1000）

レベル4
（700~1000）

レベル4
（700~1000）

レベル4
（650~1000）

レベル4
（650~1000）

ITBT総合スコア
人財タイプ

• ＤＸ人財™のレベル感としては、4つのレベルを設定しました。
• また、各人財毎の学習目標として「ITBTスコア」を下表にまとめています。求められるITBTスコアは、ITBT知識につ

いて学習した後の目標です。学習せずに受検した時のITBTスコアは現状把握に留まります。

禁無断転載



IPAが定義したDX推進人材像と比較した、 「DX検定™」 （ITBTⓇ検定）での推奨レベル
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出典：独立行政法人情報処理推進機構 「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」（2019年5月17日）

850ポイント以上
（プロフェッショナルレベル）
(CDOは900ポイント以上)

800ポイント以上
（プロフェッショナルレベル）

800ポイント以上
（プロフェッショナルレベル）

750ポイント以上
（エキスパートレベル）

700ポイント以上
（エキスパートレベル）

650ポイント以上
（スタンダードレベル）

「DX検定™」レベル
※「IFSJ＊ITBTⓇ検定(DX検定™)」委員会

で検討中の推奨人財レベル（参考）
IPA定義

DX推進人財像（例）

[IPA・DX推進人財像定義との認定レベル・ITBTスコア対応表]
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「DX検定™」の企業における活用方法・効果

◆「DX検定™」の活用 →※各企業の日程・ニーズに合わせた個別実施もご相談承ります

＜法人としての活用方法＞

・ 新入社員の社員研修の一部として活用できる

（これからの新入社員のデジタルビジネスでの必須知識）

・ 全社員に必要な次代のデジタルビジネス全般の基礎知識習得として活用できる

・ デジタルビジネスに関するプロジェクトメンバーの選抜ツールとして活用できる

・ DX推進人財の発見・レベル把握・育成ツールとして

＜個人としての活用方法＞

・ デジタルトランスフォーメーション時代の基礎知識の理解度を把握できる

・ 現状の知識レベルを把握し、足りない知識要素を見つけ出すことができる

・ 今後のスキルアップすべき領域を明確にし、学習を開始する契機にすることができる

◆ 「DX検定™」のDX人財育成に関する特長

➢ ITとBT領域に関する全体知識理解度の見える化ができる！

➢ 組織全体の知識理解度の見える化ができる！（※オプション：企業の組織分析を実施）

➢ DX人財に向いた人の発見とDX人財資質の強化ができる！
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第５回「DX検定™（日本イノベーション融合学会＊ITBTⓇ検定）」開催概要

検定名 「DX検定™（日本イノベーション融合学会＊ITBTⓇ）」検定

受検の概要

対象者：個人の受検と企業申し込みの社員など。 検定後に学会の検定サイトで全体の
結果を発表。認定者には学会の検定委員会承認の「認定証」が 発行されます。
また、DX人財のリテラシーレベルが全国平均と比較して分野別に理解できます。
※企業の人材のDXレベルでの組織分析オプションも提供可能。

試験概要
６０分間で１２０問の知識問題（多肢選択式）出題。
Ｗｅｂ受検 ＰＣ、タブレットでの受検が可能

出題問題
最新IT技術分野・ビジネストレンド分野全般の必須知識項目から出題
推奨参考図書はWebサイトで案内

受検料
6,600円（税込）
（検定サイトから、①法人申し込みでの事前受付、②個人申し込み）
※学割：3,300円(税込) ※学生割引の適用は、学校経由での団体申込みとなります。

第４回開催日

（法人) 2020年7月16日（木） 13:20～14:20（当日13：00よりログイン可能）
（個人) 2020年7月19日（日） 13:20～14:20（当日13：00よりログイン可能）
年２回実施（１月、７月にWeb開催）
※別途企業団体検定の個別日程調整も可能（50名以上から）

申込期間
（法人）2020年4月20日（月）～2020年7月8日（水）
（個人）2020年4月20日（月）～2020年7月8日（水）

検定結果
発表予定

検定実施日の1カ月後
※2020年8月下旬を予定

申込・詳細URL： https://www.nextet.net/kentei/test/index.html
（ＤＸ人財のリテラシー可視化検定）


