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１ 序
ISTQB パートナープログラムはソフトウェアテスト技術者の認定に対して明確な支持を
表明している組織を認定するものです。
ISTQB は、そのような組織との関係を更に向上させるために、パートナーシップ・スキー
ムを提供します。プログラムは４つのパートナーシップレベル（Silver、Gold、
Platinum、Global）から成ります。パートナーシップレベルは各認定技術者に付与される
認定ポイント数の合計値によって決まります（詳細は「５ ISTQB パートナープログラム
のポイントシステム」を参照）
。

1.1 注記
この文書は ISTQB パートナープログラムに関しての主なルールを示しています。
ISTQB は 6 ヶ月前に告知をするという条件でパートナーシップのルールを変更する
権利を有します。

２ パートナーが得られるパートナープログラムの特典
ISTQB パートナープログラムが提供する主な特典は下記の通りです。
⚫

ISTQB パートナープログラムロゴをパートナーのウェブサイトや販促材（名刺
を含む）に使用できます。

⚫

ISTQB のウェブサイトにパートナー名をそのロゴ、ロケーション、URL、パー
トナーシップレベルなどとともに掲載いたします。

⚫

ISTQB により認定された各国のメンバーボード（日本国内では JSTQB）のウ
ェブサイトにパートナーの情報を掲載します。

⚫

新しいシラバスのアルファバージョンを受け取り、そのレビューに参加できま
す。

⚫

各国のメンバーボードが提供する各国独自の特典を受けることができます。例
えば認定試験料金の割引や奨励金の適用、各国のメンバーボードが提供するイ
ベントへ参加できます（JSTQB では現在検討中）
。

３ 適合する組織
組織は、一定人数以上の ISTQB 認定試験に合格した従業員もしくは作業時間の 70％以上
を組織で働く外部のテスト技術者もしくはコンサルタントがいれば、ISTQB パートナーに
なることができます。ISTQB 教育プロバイダも同様です。

ご注意：パートナープログラムは組織内の法人にのみ適用できます。パートナーシップ登
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録は ISTQB 認定試験を提供している JSTQB によって管理されます。

組織はその法人を有する国でパートナーシップを申請し、認定されれば ISTQB のウェブ
サイトで組織名、組織のロゴ、国名、パートナーシップレベルなどの情報を公開します。
パートナーは ISTQB ウェブサイトへのリンクを使って ISTQB パートナーであることを他
国でも公開可能です。JSTQB はパートナーに対してパートナーシップ締結時に契約書の
発行が可能です。

４ パートナーシップレベル
ISTQB のパートナーは申請時点の組織の累積された認定ポイント（後述）を基に特定のパ
ートナーシップレベルに認定されます。
パートナーシップレベルは４つあり、必要な認定ポイント数と付帯条件は下記の通りで
す：
★ Silver － 5 認定ポイント
★ Gold － 14 認定ポイント + 最低 1 名の AL 認定者
★ Platinum － 30 認定ポイント + 最低 3 名の AL 認定者
★ Global （下記参照）
Global レベルを得るためには、少なくとも２つの異なる国に跨り 1 つ以上の Platinum パ
ートナーシップレベルと２つ以上の Gold パートナーシップレベルを有する組織が必要で
す。

いずれかのレベルを達成すると以下のものを発行します。
⚫ ISTQB パートナープログラム認定通知書
⚫ ISTQB パートナープログラム認定書
⚫ パートナーのウェブサイトや販促材（名刺を含む）として使用できる ISTQB
パートナーロゴ
⚫ 契約書（特に発行されないこともある）
これらの文書は１年間のみ有効であり、JSTQB により送付されます。ただし Global レベ
ルに関しては JSTQB では取り扱っておりません。直接 ISTQB にお問い合わせくださ
い。

５ ISTQB パートナープログラムのポイントシステム
認定ポイントは ISTQB 認定試験に合格したテスト技術者に認定に応じ下記のように付与
します。
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★ FL 認定者： 1 ポイント
★ AL 認定者： 各 ISTQB AL(AL-TM, AL-TA, AL-TTA)毎に３ポイント
★ EL 認定者： 各 ISTQB EL 毎に５ポイント

組織に属する認定者の認定ポイントの総計が組織の認定ポイントとなり、その値に応じて
パートナーシップレベルが決まります。

5.1 パートナーシップレベルの例
5.1.1 Silver パートナーシップ
例１：5 名の FL 合格者を有する組織の場合：

5 名の FL 合格者： 1X5=5 ポイント
合計数=5 ポイント
組織は ISTQB パートナーシップ Silver レベルとなります。

例２：１名の AL-TM 合格者と 1 名の FL 合格者を有する組織の場合：
１名の FL 合格者：1X1=1 ポイント
１名の AL-TM 合格者：(1+3)X1=4 ポイント
合計数＝5 ポイント
組織は ISTQB パートナーシップ Silver レベルとなります。

5.1.2 Gold パートナーシップ
例３：6 名の FL 合格者と 2 名の AL-TM 合格者を有する組織の場合：
6 名の FL 合格者：1X6＝6 ポイント
2 名の AL-TM 合格者：(1+3)=8 ポイント
合計数=14 ポイント
組織は ISTQB パートナーシップ Gold レベルとなります。
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例４：14 名の FL 合格者を有している組織の場合：
1X14 =14 ポイント
合計数=14 ポイント
ポイント数は規定値に達していますが、AL 認定者が 1 人もいないため、ISTQB パート
ナーシップ Gold レベルではなく、Silver レベルとなります。

5.1.3 Platinum パートナーシップ
例５：10 名の FL 合格者、2 名の AL-TM 合格者、更に 3 名の AL-TA と AL-TTA の
両方の合格者を有している組織の場合：
10 名の FL 合格者：1X10=10 ポイント
2 名の AL-TM 合格者：(1+3)X2=8 ポイント
3 名の AL-TA と AL-TTA 合格者：(1+3+3)X3=21 ポイント
合計数=39 ポイント
組織は ISTQB パートナーシップ Platinum レベルとなります。

例６：10 名の FL 合格者、そして AL-TM、AL-TA, AL-TTA の合格者をそれぞれ 2
名有している組織の場合：
10 名の FL 合格者：1X10=10 ポイント
2 名の AL-TM 合格者：(1+3)X2=8 ポイント
2 名の AL-TA 合格者：(1+3)X2=8 ポイント
2 名の AL-TTA 合格者：(1+3)X2=8 ポイント
合計数=34 ポイント
組織は ISTQB パートナーシップ Platinum レベルとなります。
組織は ISTQB パートナーシップ Platinum レベルに適合である。

６ パートナープログラムの有効期間
ISTQB パートナープログラムの有効期間は１年です。
パートナーシップを１年延長するための継続申請を行う際には、パートナー料金の一部に
対して 30％割引を受けることができます（詳細は「10.3 ISTQB パートナーシップ料金」
を参照）
。
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組織が現レベルの有効期間中に上位レベルに適合となった場合、有効期間終了前にアップ
グレードを申請できます。この時、下記にご注意ください。
⚫

新レベルのパートナー料金から、現パートナーシップ料金の残額を差し引い
た額をお支払いください（パートナー料金とパートナーシップ料金について
は「10. ISTQB パートナー料金」を参照）
。

⚫

新しい 1 年間の有効期間はアップグレードの認定時点から開始します。

アップグレードに伴い特典も更新されます（パートナーロゴのアップグレード、ウェブサ
イトに掲載するパートナーシップレベルの更新など）。

パートナーが有効期間中にパートナーシップを終了させたい場合、パートナープログラム
を管理している JSTQB に連絡しパートナーシップの中断を要求する必要があります。
JSTQB はその要求を処理し ISTQB はそのウェブサイト及びパートナープログラムデータ
ベースの更新を行います。
ただし、中断に際してパートナー料金は返還いたしませんのでご注意ください。
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７パートナープログラムのロゴ
＊当然ながら当該パートナー期間のみ使用が認められます
ISTQB パートナープログラムではパートナーに対して組織のウェブサイトや他の販促材
（名刺を含む）にパートナープログラムロゴを提供いたします。それぞれのレベルに対応
したロゴは下記の通りです。

名刺用ロゴは下記の通りです（当該レベルであればいずれも使用可能です）
。
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８ ISTQB パートナープログラム取得の方法
ISTQB パートナープログラム取得の方法(抜粋)を示します。

8.1 プログラムへの新規登録申請
申請者は「ISTQB パートナープログラム新規登録／継続申請書」に必要事項を記入し、
適合性審査のために JSTQB にご提出ください。この時申請者は組織内で働いている認定
者の識別リスト（認定番号、認定レベル、認定書を発行した各国委員会名 (たとえば
JSTQB）)を申請書とともに JSTQB に提出します。
JSTQB は申請書を受領したら「ISTQB パートナープログラム申請受領書」を送付し、申
請書の詳細と適合性を確認します。
パートナーシップに適合する場合、JSTQB は適合するパートナーシップレベルとパート
ナー料金の支払い情報を記した「ISTQB パートナープログラム適合通知書」を申請者に送
付します（パートナーシップに不適合場合、JSTQB は「ISTQB パートナープログラム不
適合通知書」を申請者に送付します）
。
パートナーシップに適合した場合、申請者は適合通知書の発行から 2 ヶ月以内にパートナ
ー料金をお支払いください。何らかの理由で申請を中止したい場合は JSTQB にその旨を
通知してください。
JSTQB はパートナー料金を受領したら「ISTQB パートナープログラム認定通知書」を送
付し、後日「ISTQB パートナープログラム認定書」を送付します。JSTQB は、そのウェ
ブサイトに申請者を掲載し ISTQB に認定登録とそのウェブサイトへの掲載を依頼しま
す。

8.2 パートナーシップの更新
パートナープログラムは 1 年間有効です。期間終了の 2 ヶ月前から継続のための更新が可
能です。有効期限は更新日から１年となります。
パートナーシップレベルのアップグレードを希望する場合、有効期限前にアップグレード
を申請できます。
いずれの場合も申請者は「ISTQB パートナープログラム新規登録／継続申請書」に必要
事項を記入し最新の認定テスト技術者リストと共に、適合性審査のために JSTQB にご提
出ください。
以降のお手続きは 8.1 と同様です。

注意：新規登録あるいはアップグレードの申請時に申請したパートナーシップ条件を満た
さない場合、申請者には「パートナープログラム不適合通知書」が送付されます。その場
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合、パートナーシップレベルを下げて再申請し直すか申請を止めることができます。後者
の場合でもその旨を JSTQB にご連絡ください。

8.3

Global パートナーシップのプロセス

上記のお手続きは、Global パートナーシップレベルの申請に対しても同様です。
主な違いは下記の通りです。
１）申請者は少なくとも２つ国に跨り少なくとも１つの Platinum パートナーシップレ
ベルと２つの Gold パートナーシップレベルを有する組織を持つ必要があります。
２）少なくとも３組織のパートナーシップ有効期限が確認されます。
３）申請者は世界一律の追加料金を支払わなければなりません。
４）申請先は ISTQB となります。

Global パートナーは認定書そして ISTQB Global Partner ロゴを受け取り、それらを販促
材（名刺を含む）として使用することができます。

8.4 パートナーシップの中断
有効期間中にパートナーシップを終了させたい場合、契約した JSTQB に連絡し、パート
ナーシップを中止することおよび、その理由を説明してください。
JSTQB は受領した場合、ISTQB に対して登録抹消を依頼します。
この場合、パートナー料金は返還いたしません。

９ 関連文書
ISTQB パートナープログラムへの申請及び JSTQB から送付する文書は下記の通りです。
１） ISTQB パートナープログラム新規登録／継続申請書：パートナープログラムに新
規登録、継続もしくはパートナーシップレベルのアップグレードを申請する際に使用し
ます。
２） ISTQB パートナープログラム確認書：JSTQB が「ISTQB パートナープログラム
新規登録／継続申請書申込書」を受理したときに発行します。
３） ISTQB パートナープログラム適合通知書：JSTQB が適合性チェックを終了し申
請されたパートナーシップレベルに適合していることを申請者へ通知する際に発行し
ます。この中にはパートナー料金の支払いに関する情報も含まれます。
４）

ISTQB パートナープログラム不適合通知書: JSTQB が適合性チェックの結果、申

請内容に偽りがある場合やパートナーシップレベル要件を満たしていない場合に発行
します。また適合通知書の発行から 2 ヶ月以内にパートナー料金が入金されなかった
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場合にも発行します。
５） ISTQB パートナープログラム認定通知書:申請内容が適合し、パートナー料金の入
金が確認されて申請者がパートナーと認定された際に JSTQB が発行します。
６） ISTQB パートナープログラム認定書: 正式な認定書として「パートナープログラ
ム認定通知書」の発行後に JSTQB または ISTQB より発行します。

10

ISTQB パートナー料金

10.1 ２種類の料金
パートナー料金は下記の 2 種類の料金から成ります。
⚫

登録料金

⚫

パートナーシップ料金

登録料金、およびパートナーシップ料金はいずれも年額で、パートナープログラムに新規
登録、毎年の継続もしくはパートナーシップレベルのグレードアップを申請するときに支
払う必要があります。

10.2 登録料金
登録料金はパートナーシップレベルによらず一律 15,000 円（税抜き）です。

10.3 パートナーシップ料金
パートナーシップ料金はパートナーシップレベルにより下記の通りです(いずれも税抜き価
格)。
Silver :

40,000 円

Gold :

80,000 円

Platinum : 160,000 円
Global :

300,000 円（追加料金）

ただし 2 年目以降の継続を申請する場合はパートナーシップ料金が３０％割引されます
（この適用は 1 年間同じレベルでの継続が見込める場合のみに適用されます。期の切り替
わり時にアップグレードを同時に行う場合にも適用されますが、期間中のアップグレード
には適用されません。
）

10.4 期間中のアップグレード
現在のパートナーシップの有効期間中により高いパートナーシップレベルにアップグレー
ドを希望し、適合した場合は、パートナー料金から現パートナーシップ料金の残額が減額
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されます。
例：
9 か月前に Silver パートナーとなった組織が Gold パートナーにアップグレードを申請す
る場合、残期間が３カ月なのでパートナーシップ料金 40,000X3/12 = 10,000 円が減額さ
れ、パートナー料金は 15,000+80,000－10,000 = 85,000 円となります。

以上
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