
第8回 24%

第1回 9% 第2回 5%

第3回 3%

第4回 4%

第5回 6%

第6回 18%

第7回 31%

20代 67%

10代 1%
50代 4%

40代 9%

30代 19%

関東・甲信越 
55%

北海道 2%東北 3%

中部 14%

四国・沖縄  
3%

中国・山陰 4%

近畿 19%

その他 7%

中学生 0%

社会人 21%

高校生 5%

短・大学生 18%20代 81% 専門学校生 47%

無回答 2%

その他 11%

社会人 41%

専門学校生 25%

短・大学生 18%

高校生 2%

無回答 3%

10代 3%女 34% 男 66%

関東・甲信越 
44%

女 25% 男 75%

北海道 3%東北 5%

中部 12%

50代 1% 60代 0%

40代 4%

30代 11%

無回答 0%

3級合格年度別 

MIDI検定3級試験合格者男女比 MIDI検定3級試験合格者地域別  
 

MIDI検定3級試験合格者年代別 MIDI検定3級試験合格者職業別 

MIDI検定2級1次試験合格者男女比 MIDI検定2級1次試験合格者地域別 MIDI検定2級1次試験合格者年代別 MIDI検定2級1次試験合格者職業別 

四国 1%

中国・山陰  
5%

九州・沖縄  
9% 近畿 21%
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MIDI検定試験実施結果報告
平成17年12月4日（日）全国81会場にて「第8回MIDI検定3級」「第7回MIDI検定2級1次（筆記）」を実施しました。
また同日、同一試験問題にて中華人民共和国においても「第2回MIDI検定試験3級」を実施しましたので、
あわせて報告いたします。

主催：社団法人音楽電子事業協会　　協力：日本シンセサイザー・プログラマー協会

●東京・関東地区
アイデックス・ミュージック・アカデミー
音響技術専門学校
神奈川情報文化専門学校
菅原学園　専門学校デジタルアーツ東京
代官山音楽院
東京工科大学
東京スクールオブミュージック専門学校
東京スクールオブミュージック専門学校　渋谷
日本工学院専門学校
日本工学院八王子専門学校
日本電子専門学校
パンスクールオブミュージック
音楽学校メーザー・ハウス
ヤマハ音楽院
専門学校東京ビジュアルアーツ
東放学園専門学校東放ミュージックカレッジ
横浜デジタルアーツ専門学校
国立音楽院
アカデミー・オブ・ミュージック Hits Village New York

● 島村楽器全国32会場
札幌パルコ店
釧路イオン店
仙台イービーンズ店
郡山アティ店
太田イオン店
宇都宮パルコ店

水戸マイム店
大宮ロフト店
新所沢パルコ店
新宿PePe店
八王子店
津田沼パルコ店

千葉パルコ店
成田イオン店
川崎ルフロン店
横浜ビブレ店
新潟ビルボードプレイス店
金沢ラブロ片町店

松本パルコ店
名古屋パルコ店
奈良店
京都カナート店
神戸三宮ビブレ店
泉南イオン店

岡山ロッツ店
広島パルコ店
福岡イムズ店
熊本パルコ店
大分フォーラス店
アミュプラザ長崎店

宮崎イオン店
アミュプラザ鹿児島店

全国協力校・試験会場

●新潟地区
新潟会計ビジネス専門学校
●東海地区
大垣女子短期大学
名古屋音楽大学
名古屋芸術大学
専門学校名古屋ビジュアルアーツ
リュウケイミュージックネット
コンピュータ総合学園HAL
●大阪・関西地区
神戸山手短期大学
キャットミュージックカレッジﾞ専門学校
株式会社JEUGIA三条本店
コンピューターミュージッククラブ Dee
コンピュータ総合学園神戸電子専門学校
ビジュアルアーツ専門学校大阪
ヤマハ音楽院大阪
ヤマハ神戸店
●岡山地区
くらしき作陽大学

●広島地区
広島コンピュータ専門学校
広島工業大学専門学校
● 四国地区
愛媛電子ビジネス専門学校
ヤマハミュージック瀬戸内
●北陸地区
金沢科学技術専門学校
アイビー学院　アイビーテクノカレッジ
●東北地区
菅原学園 専門学校デジタルアーツ仙台
日本コンピュータ学園・東北電子専門学校
専門学校日本ビジネススクール仙台校
●福岡地区
専門学校九州ビジュアルアーツ
福岡マルチメディア専門学校
福岡スクールオブミュージック専門学校
●札幌地区
札幌音楽学園札幌サウンドアート専門学校
札幌琴似工業高等学校

●MIDI検定3級試験合格者分析　受験申込者：1469名（うちWEBからの申込み257名） 合格者：1056名（合格率　71.9%）

●MIDI検定2級1次試験合格者分析　受験申込者：429名（うちWEBからの申込み111名） 合格者：189名（合格率　44.1%）

●第7回MIDI検定2級2次試験（平成18年2月実施）受験申込者の3級合格年度

2級実技試験2級実技試験
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MIDIライセンサー カンファレンス開催
「MIDIライセンサーカンファレンス」が2005年11月

25日（金）～26日（土）の2日間に亘り、大阪アップルス

トア2Fシアターにおいて開催されました。

この企画は、2級ライセンサーとMIDI検定委員との

情報交換と意見交換及び2級ライセンサー同士の交流

促進を目的に企画されたもので、初めての試みとなり

ます。今回は、西日本地区のライセンサー17名とMIDI

検定委員（大浜和史委員長、ヤマハ（株）近藤諭弘副委

員長、ローランド（株）花本真二副委員長）にAMEI事

務局が参加しての実施となりました。

参加されたライセンサーは、指導者（音楽教室講師、

専門学校講師）52%、音楽制作に関わっている人35%

で、参加者の90%はMIDI検定指導者講座を受講済みと

いったプロフィールでした。様々な意見交換の中で、

MIDI検定2級指導者認定講座に対する要望や、将来的

に1級を含めてのライセンスの体系はどうなるのかと

いった事など、AMEIからの情報提供への期待度が読

み取れ、今後の展開へ向けた貴重な時間となりました。

参加者同士の意見交換の時間を充分とる事ができ

なかったことが反省としてあげられますが、次回以降

はこの反省を充分に生かして改善したいと思います。

次回は、今年度秋に東日本地区の2級ライセンサー

を対象に、東京での実施を予定しています。

中国におけるMIDI検定3級試験実施報告
f r o m  C h i n a

中国の音楽電子工業会、中国デジタル音楽学院および中音公司が連携し、2004年に初めて中国でMIDI検定

3級試験を実施し、成功裏に終わりました。翌2005年には、「Centrmus U」と称して中国全土10都市でMIDI

検定試験の教育と実習を1年かけて展開し、マーケティングと教育活動を通して更に多くの学生に対してMIDI

検定試験を認知させた結果、多数の受験者で実施出来ました。

去る2005年12月には全国7都市で3級検定試験を実施し、学生の間で非常に大きな反響を得ることが出来ま

したので、概要をご報告します。
中音公司 Liu Qiang Qiang氏報 告

第2回 MIDI検定3級試験　実施概要
実施期日：2005年12月4日（日）

●試験会場および人数比率
・杭州（Hangzhou） 33%

・北京（Beijing） 20%

・無錫（Wuxi） 15%

・成都（Chengdu） 14%

・瀋陽（Shenyang） 12%

・天津（Tianjin） 5%

・温州（Wenzhou） 1%

●合格者数
223名（合格率88.5%）

受験者数252名／応募者数258名

●受験者の割合
・男性46%、女性54%

・学生　 87人（34%）、

社会人 75人（30%）、

その他 90人（36%）




