2021 年度からインターネット経由での試験に変わります！

申込期間

試験期間

受験料（税込）

第 30 回

（金）
6 月 28 日（月）〜7 月 30 日（金） 7 月 14 日（水）〜8 月 6 日

第 31 回

11 月 1 日（月）〜12 月 6 日（月） 11 月 15 日（月）〜12 月 13 日（月）

5,500 円

※CBT 方式のスケジュール等については、東京商工会議所検定試験ウェブサイトをご確認ください。

eco 検定（環境社会検定試験）
® とは

eco 検定受験のメリット

環境と社会を考える 人 のために

あらゆるビジネスシーンで役に立つ！

eco 検定は、環境に関する幅広い知識を礎とし環境問題に積極的に取り

価格や品質に加え、環境や社会に配慮した製品・サービスであるかが、企

組む「人づくり」と、環境と経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を

業間の取引や消費者の購買活動において重要な選定基準のひとつとなっ

目指しています。ステークホルダーの環境意識の高まりを受け、企業の

ています。eco 検定の知識を身に付けることで、取引先や顧客にビジネス

SDGs への取組みや ESG 投資は、拡大しています。また、環境負荷の低減

と環境の関係を的確に説明し、理解を得られる提案力を身に付けること

を目的に企業活動のバリューチェーンが見直され、関連するサプライ

ができます。

ヤーへの影響が大きくなる流れも進んでいます。環境や社会に配慮した
製品やサービスの展開にあたり、環境や社会とビジネスの関係を的確に
理解し、その知識を活かせる人材の育成が重要になっています。

企業イメージ向上に！
統合報告書や CSR レポート、環境報告書に eco 検定の取組みや合格者
数を記載することで、自社の環境活動を対外的にアピールできます。

eco 検定の特長
1

多様化・複雑化する環境問題を幅広く体系的に学べる

社員のレベルアップに！

2

SDGs を理解するための環境基本知識が学べる

企業が一体となって SDGs に取り組むためには、全社員の環境意識の底

3

環境教育の入門編として、多様な業種・職種の方々が受験している

上げが必要です。eco 検定の導入により、社内全体で環境に対するマイン
ドが高まり、社員の自主的な行動を促すことにつながります。

eco 検定と SDGs の関係
環境と経済を両立させた「持続可能な社会づくり」を目指す eco 検定と、
SDGs が目指すベクトルは同じと言えます。

VO

eco 検定の学習を通じ「持続可能な社会」と自社のビジネ
スの接点を見出すためのヒントを得ることができます。

IC

E 大和ハウス工業株式会社
代表取締役社長
芳井 敬一さん

世界で ESG（環境・社会・ガバナンス）が重視

試験概要

される中、これらの観点から中長期的な視野で
経営を推進することは非常に重要です。特に、世

■IBT（Internet Based Test・インターネット経由での試験）

界的な気候変動や異常気象の頻発により、人々の安全・安心な

※受験者のコンピュータで受験いただく方式です。
■受験資格：試験当日において、日本国内に居住している方に限ります。
■制限時間 90 分

※別に試験開始前に本人確認、説明等約 20 分

■出題範囲：公式テキスト（改訂 8 版）の知識と、それを理解した上での
応用力を問います。基本的に公式テキストに準じますが、最
近の時事問題についても出題します。

金融・保険業 2.3%
卸売業 3.4%
情報通信・
ソフトウェア業 3.5%
サービス業 5.5%

業種

2021 年 3 月末時点では当社グループの eco 検定合格者数は
2019 年度試験結果

（人）

受験者 実受験者 合格者 合格率
第26回 14,113 13,098 8,504 64.9%

製造業
学生
9.0% 小売業 15.8%
14.5%

スとなる知識を得るために非常に有効な手段と考えています。

に eco 検定合格者を 15,000 名にする」という目標を掲げ、

その他 3.8%

建設業
29.1%

があります。eco 検定は多様かつ複雑な環境問題に関するベー

環境への意識啓発や人財育成などに努めています。
「2021 年度

受験者データ
（2019 年度）

運輸業 2.1%

に取り組むには、まず環境・社会の課題を的確に理解する必要

そのため、当社では 2015 年から eco 検定の受験を推進し、

■100 点満点とし、70 点以上をもって合格とします。

飲食・宿泊業 1.9%

た責任でもあります。
企業がこうした社会課題に「正対」し、事業を通じてその解決

■多肢選択式

公務・団体 1.0%
電気・ガス・水道業 1.6%

くらしが脅かされており、環境問題への対応は企業に課せられ

第27回 17,590 16,104 13,268 82.4%
合計

11,818 名となりました。
今後も、当社は eco 検定を通じて環境問題に積極的に取り組
む「人づくり」と、環境と企業収益を両立した「持続可能な社会づ
くり」を目指していきます。
※2021 年５月末日現在

31,703 29,202 21,772 74.6%

不動産業 6.6%

主

催

東京商工会議所・各地商工会議所
環境社会検定試験

eco 検定 は東京商工会議所の登録商標です。

東商検定 IBT（インターネット経由での試験）申込〜受験の流れ
1

使用機器と
受験環境の確認

●受験申込前に使用機器
と受 験 環 境それぞれ の
要件を満たしていること
を必ず確認
●要件を満たしていない場
合は、
受験できません。
※詳細は以下およびウェブ
サイトをご確認ください。

3

2 お申込み
●申込サイトに希望の受験
日時、受験者情報、支払
情報を入力
●申 込 完了 後、申 込 完了
メールが届く
※ 受験票は発行いたしま
せん。

受験前の事前
確認、準備

4 受験

●ウェブサイトで使用機器、
受験環境、試験当日の流
れ、受験にあたっての注
意事項等を改めて必ず確
認、準備
●マイページにログインし、
登録情報を確認（相違が
あれば修正）

●受験サイトにアクセスし、
メ ー ル アドレ ス と パ ス
ワードでログイン
●web カメラを通じた本
人確認を行い、試験開始
●試験中は web カメラを
通じてリアルタイムに監
視し、不正行為を防止

5 結果発表
●試験終了後、即時採点さ
れた結果が画面に表示
される
●成績レポートの表示、印
刷が可能
●希望者のみ１枚 550 円
（税込）で購入ページより
合格証購入可

使用機器（受験者にて準備が必要です）
■インターネットに接続されたコンピュータ（PC）

■ヘッドセットの一部ではないコンピュータの内部カメラまたは web カメラ

＜推奨 OS＞Windows10 最新版、MacOS 最新版
＜推奨ブラウザ＞GoogleChrome 最新版
＜推奨ネットワーク環境 > 上り下りともに 2Mbps 以上の速度
※タブレットやスマートフォンでの受験はできません。
※ブラウザ以外のアプリケーションは使用不可。

※タブレットやスマートフォンをカメラとして使用することはできません。

■コンピュータの内部または外部のスピーカー

■ヘッドセットの一部ではないコンピュータの内部または外部のマイク
※ヘッドセットやイヤホンは使用不可。

■マウスまたはコンピュータに付属するタッチパッド等
■（BATIC のみ）キーボード

受験環境（以下の全ての条件を満たす受験環境を準備してください）
■待機開始から試験終了までの間、カメラに他の人が映り込まない、かつ、
マイクに他の人の声が入らないように間隔や空間を確保すること
※カメラに他の人が映り込んだ場合やマイクに他の人の声が入った場合は、失格と
なります。

■使用機器は机の上などに設置すること
■受験者の周辺（机の上を含む）には、所定の持ち物や受験上の配慮申請で
使用が許可された物以外の物が置かれていないこと

■カメラで受験者の動作や身分証明書、受験環境などが確認できるように
適切な照明を点灯すること
■カメラで試験中の映像（受験者の上半身、身分証明書、背景映像など）を録画
し、マイクで音声を録音することから、他者のプライバシーを侵害する可能
性がある物などが録画、録音されないようにすること
※公園、
インターネットカフェ、
レストランなどの公共スペースでは受験できません。
※海外からの受験はできません。

※家財などの撤去は不要

持ち物
■身分証明書
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、第三者機関発行で原則とし
て氏名、生年月日、顔写真が揃って確認できるもの）

※電子媒体やコピーは不可。
※試験当日に身分証明書の記載に基づき本人確認を実施いたします。
申込登録の際は身分証明書記載の氏名で登録してください。
※身分証明書の提示がない場合や条件を満たす身分証明書の提示がない場合は、受験
できません。

その他・留意事項
■障がいおよび健康上の理由により特別な配慮を必要とする場合は、ウェブ
サイトをご確認の上、受験申込前に配慮申請を行ってください。
■使用機器と受験環境それぞれの要件を満たしていることを必ず確認してく
ださい。要件を満たしていない場合は、受験できません。

■試験委員による本人確認開始から試験終了まで常に受験者ご本人の上半身
（正面を向いて顔と耳と肩が明瞭に判別できる）をカメラで録画し、マイク
で音声を録音できない場合は、受験できない、もしくは、失格となります。
■その他、受験にあたっての注意事項、禁止事項について、ウェブサイトを必
ずご確認ください。

使用機器や受験環境
などの準備が困難な場合

お問合せ

2023 年までの経過措置として、使用機器や受験環境などの準備が困難な方を対象に、2023 年度まで CBT（全国約 280 会場の
テストセンターに設置のコンピューターでの試験）を別途実施します。詳細はウェブサイトからご確認ください。
【申込方法・種類】インターネット受付・個人申込のみ

東京商工会議所 検定センター

☎ 03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く 10:00 〜 18:00）
https://www.kentei.org
※間違い電話が多くなっております。おかけ間違いのないよう、電話番号をお確かめください。
※お電話は対応品質向上のため、録音させていただいております。

※受験料の他に CBT 利用料 2,200 円（税込）が別途発生します。

東京商工会議所
検定試験情報
ウェブサイト

東商検定 IBT
詳細・受験申込
ウェブサイト

