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1 システム要件 

コンピュータが次のシステム要件を満たしている必要があります。 

 Windows® 11、Windows® 10（Windows 10S は非対応）、Windows® 8.1、Windows® 8。

注）ExamShield Microsoft Store 版は、Windows 10 バージョン 17763 以降のみ利用可能 

 インターネット エクスプローラ バージョン 10 以降 

 デュアルコア 2.4GHz 以上の CPU (4 GB の RAM を使用) 

 4Mbps 以上のアクティブなフルタイム/ブロードバンドインターネット接続 

 画面解像度 1024 x 768 以上の 16 ビット モニタ (13 インチ以上)を使用 

 高解像度の場合には、1920x1080 程度へ解像度を受験前に変更してあること 

 キーボードとマウス、または他のポインティング デバイスを使用 

 Web カメラ (埋め込みまたは外部)。プロクター（試験監督官）が指示した時に、部屋の全体を見せ

るために）デバイスを回転できること 

 以下の音声入出力の環境 

o 言語試験以外（例、ITIL®/PRINCE2®/PRINCE2®Agile/PC DevOps®等）：内蔵または外部

のマイクとスピーカー 

o ランゲージサート言語試験： マイク付きヘッドセット 

 印刷が必要な試験のみプリンターの使用が可能（ITIL 試験にはプリンターは使用不可） 
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2 試験の準備 

 

オンライン・プロクタリング試験には、ウェブサイトでの受験予約が必要です。 

 ウェブサイトでの登録案内 https://peoplecert.jp/olp.html 

 ウェブサイトでの登録方法 https://peoplecert.jp/olp_reg.html 

 試験を開始する前にオンライン・プロクターが本人確認書類（身分証明書）を確認する必要がある

ため、有効な本人確認書類が手元にある必要があります。 

 

上記の試験言語を日本語とすることで、日本人は有効期限内のパスポート、マイナンバーカード、

都道府県発行の運転免許証が本人確認書類としてパスポートの代替として追加されます。また、上

記のパスポート、運転免許証、マイナンバーカードを保有していない場合には、例外規則が適用さ

れる場合があります。詳しくは、以下の本人確認書類について、ご参照ください。 

本人確認書類の案内： https://peoplecert.jp/olp_pid.html 

 

 試験中前に VMware、仮想 PC、仮想ボックス、サンドボックスなどの仮想化ソフトウェアを無効に

します。試験のセキュリティ上の理由から、ExamShield は仮想化ソフトウェアを実行できません。

また、Web ブラウザ、チャット、デスクトップ、共有、メール クライアント アプリケーションな

ど、試験プロセスに影響を与える可能性のあるアプリケーションも終了する必要があります。 

 日本の携帯番号の場合には、国識別番号+81 を付加した携帯電話番号（例：+81-90-1234-xxxx）が

、受験者のピープルサートアカウント上の個人のプロファイル（Profile）情報に入力されているこ

とを確認します。 

 

試験当日は、以下を必ずご確認ください。 

 試験予約時に利用した写真付き身分証明書を用意している。 

 パソコン（またはウェブカメラ）を 360 度回転させて部屋を見せることができる。 

 試験セッションを通して部屋の中に受験者一人しかいない。 

 部屋には背景雑音がない。 

 部屋には十分な照明があり、ウェブカメラへの逆光になっていない。 

 机は整頓されており、書類、本、辞書、メモ等は許可されていないことを知っている。 

注意： 試験監督の日本語対応と日本語での本人確認書類を利用される場合には、試験予約

時の選択事項である試験監督言語 Japanese(日本語)としてください。 
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 ノートを取るための空白の紙の使用は、語学のスピーキング試験でのみ許可されている。プロクタ

ーによりテストの最後に画面の前で書類を破るように指示がある。 

 リスニングとスピーキング部分に必要なヘッドセットを用意している。 

 携帯電話は、サイレントモードに設定し、利用できる状態にしておく。（プロクターまたはカスタ

マーサービスが、技術的な問題が発生した場合に連絡します。） 

 

注意事項: 

 試験セッション中は休憩できません。 

 周りから部屋内が見えるガラスの壁のある個室は許可されていません。 

 ドアを背にして、ウェブカメラを通して試験監督が受験者を見ることができる位置で受験してくだ

さい。 

 16 歳未満の受験者： 親権者は、試験当日、オリエンテーションに同席して LanguageCert の個人情

報保護方針および利用規約に従って、試験の録画に同意する必要があります。 

 ExamShield のインストールまたは実行に問題が発生した場合は、ExamShield をアンチウイルスと

ファイアウォールのホワイトリストに追加し、上記の手順を繰り返してください。これを行う方法

については、ウイルス対策/ファイアウォールのベンダーに問い合わせてください。 

 企業ネットワークはサービス提供に影響を与える可能性があります。IT 部門に相談することをお勧

めします。 

 試験終了後、ExamShield をアンインストールすることを強くお勧めします。別の試験を受ける予定

の場合は、ExamShield を再インストールする方法の手順を記載した新しい URL リンクが表示され

ます。 

 予約した日時と試験専用の作成された ExamShield バージョンをインストールする必要があります

。コンピュータに既にインストールされている ExamShield の古いバージョンを使用しようとする

と、最新バージョンに更新するよう求めるエラーが表示されます。 

 

 

オリエンテーションのプロセスで求められること：  

試験開始時に試験監督に接続すると、プロクターがアップロードされた身分証明書を確認して、写

真つきの身分証明書を提示するよう求めることがあります。 写真付き身分証明書の提示を求められ

た場合は、ウェブカメラにかざして本人確認を行ってください。 「テスト当日」の写真が、試験結
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果報告書（SoR）用に撮影されます。 次に、プロクターからウェブカメラを部屋の中でゆっくりと

動かして、部屋のすべての壁と自分の作業スペースを映すよう求められます。 机の上にメモやその

他の制限された物がある場合は、試験開始前にそれらを取り除くように指示されます。 また、携帯

電話・携帯端末や鏡でパソコンのモニターを表示するよう求められることもあります。 確認が終わ

ると、プロクターは携帯電話が手の届かないところに置かれていることを確認します。 
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3 ExamShield（エクザムシールド）の導入（インストール） 

 

試験時間の 24 時間前に準備してください。 

 

ステップ 1: 「ExamShield」をインストールします 

 

「ExamShield」をダウンロードするための URL リンクを含む電子メールが試験の 24 時間前に送信されます 

 

 コンピュータで実行中のすべてのアプリケー

ションを閉じる 

 仮想化ソフトウェアを無効にする 

 

 

PeopleCert 登録メールと「Accept and Install」に

含 ま れ る URL リ ン ク を ク リ ッ ク し て

ExamShield アプリケーションをセットアップしま

す。 

 

 

 

 

 

「保存/実行」 をクリックします。インストールが

自動的に開始され、完了するまでに数分かかる場合

があります。 
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インストールが完了すると、新しいウィンドウ

が表示されます。ピープルサートアカウントで

登録したユーザーネーム（電子メールアドレ

ス）とパスワードを入力してください（環境に

よっては既に電子メールアドレスを入力してい

る場合もあります）「CHECK SYSTEM (シス

テム確認)」を選択して完 了後に、「TAKE 

EXAM（試験を受ける）」だけで済みますので

ご注意ください。スケジュールされた予定に最

も近い試験が表示され、「CHECK SYSTEM (

システム確認)」に進むだけで、試験を受ける

ことができます。 

 

試験の資格の下に、試験へのカウントダウンタイマーが表示されます。 

 

 「CALL」 ボタンを押すと、カスタマーサービスに問い合わせができる電話番号が再び表示されます。 

「CHAT」 ボタンを押すと、カスタマーサービスに連絡できるチャットが再び表示されます。 

 

「CHECK SYSTEM」をクリックして、システムが「ExamShield」の要件を満たしていることを確認します。

受験直前の技術的な問題を回避するために、試験の予定時間の 24 時間前には確認作業を行ってください。 

互換性テストは、次の 4 つの部分で構成されます。 

 システムの整合性(System Integrity) 

 オーディオ(Audio) 

 カメラ(Camera) 

 インターネット接続(Internet Connection) 

  

 システムの整合性（System Integrity） 

システム整合性は、オペレーティング システム

の準拠を 「ExamShield」アプリケーション要

件 (OS バージョンやディスクの空き容量など) 

でチェックします。 
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 オーディオ（Audio） 

音声を確認するには、「オーディオテストを開

始」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクは次の 10 秒間録音を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ExamShield」は、録音を再生します。10 秒

間の再生の終了後、あなたの声がはっきりと聞

こえる場合は、「YES（はい）」を選択して次

のチェックに進みます。ない場合は、「NO（い

いえ）」を選択して、オーディオテストを再度

実行します。 
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 カメラ（Camera） 

カメラが機能していることを確認するために、

画面パネルで自分自身を見ることができるかど

うかを確認します。カメラの設定を編集するに

は、「カメラ」 ドロップダウンメニューの横に

ある設定ボタンを選択します。 

 

 

 

 

各チェックを完了すると、メッセージとして画

面に、チェックに「成功」または「失敗」が表

示されるか、または「警告」通知が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

「失敗」の場合、詳細なエラー情報と可能な回

避策が表示されます。 

「再度チェック」をクリックして再試行してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

警告の場合は、警告の右側にある矢印をクリッ

クして詳細を表示します。 
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各ステップの正常なチェックの後、スケジュー

ルされた試験の開始時間に 10 分未満であれば

、「START EXAM（試験開始）」ボタンをクリ

ックすることができます。 

 

それ以外の場合は、アプリケーションを終了し

、試験の予定時間の 10 分前にもう一度起動す

ることをお勧めします。 

 

 

 

画面下部の「試験ガイドライン（Exam 

Guidelines）」URL リンクをクリックすると、

オンライン試験の受験試験に求められるガイド

ライン情報が表示されます。 
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試験の 10 分前までに完了してください 

 

ステップ 2: 「ExamShield」にログインします 

 

デスクトップから ExamShield アイコンをダブ

ルクリックし、ログインするには「TAKE 

EXAM (試験を受ける)」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

試験を続行するために他のアプリケーションを

閉じる必要がある場合は、ポップアップメッセ

ージが表示されます。 

受験のためには、ExamShield 以外の全てのア

プリケーションを閉じる必要があります。 

 

ステップ 3: セルフオンボーディング 

ウィザードにより、プロクターに接続され、試

験を開始する方法が案内されます。 

 

1. NDA（機密保持条項） に同意する 

機密保持契約と利用規約を読んだら、「NEXT 

(次へ)」をクリックして同意し、テストを進め

ます。 

 

条件に同意せず、テストを終了する場合は、「

END EXAM（試験の終了）」 をクリックしま

す。利用条件に同意しない限り、テストを続行

することはできません。 
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2. 試験の手順を読む 

次の手順に進む前に、この試験と手順情報をよ

く読んでください。バーを下にスクロールして

、残りの手順を読んでください。 

 

 

 

 

3. 試験チュートリアルを表示する 

試験環境と動作を理解するために簡単なチュー

トリアルをお読みください。次の方法について

お知らせします。 

 設問間を移動する 

 設問にフラグを立てる 

 試験を終わらせる 

 試験環境の画面を拡大または縮小する 

 ネットワーク切断の場合にリフレッシュし

てログインする方法を知る 

 チャットを通じてプロクターと会話する 

チュートリアルをナビゲートするには、灰色の

領域の右側と左側にあるオレンジ色の矢印を使

用してください。 

 

4. 試験規則を確認する 

すべてのルールを確認し、すべてのルールを読

み、承認したことを確認します(バーを下にスク

ロールしてください)。 

 

5. 本人確認書類（Personal ID）をスキャンする 

本人確認書類をアップロードするか、カメラを

利用して写真を撮って PeopleCert が個人情報

を照合確認できるようにします。 

日本国籍の受験者については、パスポート、運

転免許証、マイナンバーカードが本人確認書類

として使用できるのに加えて、上記の３つの本
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人確認書類が用意できない受検者向けに、2021

年９月以降いくつかの例外規則が付加されまし

た。詳しくは、以下のサイトをご参照くださ

い。https://peoplecert.jp/olp_pid.html 

 

 

アップロードする場合は、「参照」を選択して 

ID の画像を探します。 

 

ID のスナップショットを撮るために「

CAPTURE」を選択します。明瞭で読みやすい

画像イメージ（スナップショット）が撮影され

ていることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

「CAPTURE」の場合は、撮影した画像を選択

するか、別のものを撮影します。またはキャン

セルすることができます。 

スナップショットの明瞭さに満足していない場

合は、その時点で満足できた画像で一時的に前

に進み、プロクターと接続した後、プロクター

によい方法があるかどうか相談できます。 

 

 

6. プロクターに接続する 

上記の手順を完了したら、「LET’S GO」をクリ

ックして、プロクターに接続します。 
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ログインすると、次のコントロールパネルが開きます。 

 

右側の Many2Many Control Panel が表示されてい

れば、セッションに正常に参加したことを示しま

す。赤い矢印ボタンをクリックすると、コントロー

ルパネルを最小化できます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

LanguageCert の言語試験の場合 – PeopleCert 試験は、次のページに進んでください。 

 

ステップ 4: オンラインプロクターがセッションに参加します(1) 

 

ご注意:スピーキング試験の場合、インターロケーター（対話者）は試験監督の役割も担います。 

 

次の手順を実行するように指示されます。 

 オーディオとビデオのパフォーマンスを確認する 

 必要に応じてカメラに ID を表示する 

 あなたの部屋(3600 カメラの回転)とあなたの机を表示する 

注：個人情報が確認されます。情報のいずれかが間違っている場合は、オンラインプロクターに連

絡してください。 

注；オンラインプロクターは、試験を開始できる状態を確認すると試験を開始するように知らせま

す! 

プロクターからの指示がある場合のみ、「次へ」 をクリックして続行します。 

 

注意事項: 

 プロクターの判断に基づいて、部屋のチェックとボディチェックが必要な場合があります。したが

って、受験者は耳と髪周辺をカメラに近づけて「詳細な表示（Close up view）」を提供し、スカー

フ、帽子、ターバンなどを取り除くするように要求される場合があります。 

 オンラインプロクターは、試験全体をライブで監視し、試験セッションを通してサポートを必要と

する場合に備えています。そのため、セッション中はマイクをオンにしておく必要があります。試
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験中に通信が失われた場合、オンラインプロクターはプロセスを停止します。接続が再確立される

と、停止した時間から試験を続行できるようになります。 

 試験セッションは、品質と監査の目的で動画音声が記録されます。 
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PeopleCert 提供の試験 （例、ITIL4, PRINCE2, DevOps, Scrum, LeanSixSigma 等） 

 

ステップ 4:  オンラインプロクターがセッションに参加します  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 オーディオとビデオのパフォーマンスを確認 

 カメラに身分証明書の提示  

 部屋内の確認(ノートブック内のカメラで 3600 回転とデスクの上の表示) 

 オンラインプロクターが画面を共有  

注：個人情報が確認されます。個人情報のいずれかが正しくない場合は、オンライ

ンプロクターに連絡してください。  

注：受験者の全ての受験環境が確認できると、オンラインプロクターが試験を開始

するように指示します。 

 

オンラインプロクターから指示があった場合には、試験を受験する「次へ」をク

リックします。 

 

注意事項:受験中の試験セッションは全て録画録音されています。オンラインプロクターは、支援が

必要な場合に備えて、試験セッションを通してオンラインで準備しています。また、セッション中

はマイクをオンにする必要があります。万が一、試験中に通信が失われた場合、オンラインプロク

このチェックインの際に、英語の会話では不安な場合には、チャット

（CHAT）機能を利用して、「Japanese, please」とタイプしていただくこと

で、機械翻訳または日本人により日本語での対応が可能になります。 
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ターはプロセスを停止します。接続が再確立されると、停止した時間から試験を継続できるように

なります。  

   

ステップ 5:  試験を開始します   

試験を開始する前に、情報をよく読んでください。   

 リーンシックスシグマ(Lean Six Sigma)試験を受けている場合は、「印刷

シナリオ」ボタンをクリックしてヘルプファイルを印刷することができま

す。   

注意: Acrobat の読み取りプログラムは、PDF ファイル(または他の PDF 

リーダー)を表示する必要があります。 

  

 

 「Start Exam (試験開始)」をクリックします。  

  

 

  

ステップ 6:  設問に答えます 

左側のメニューには、すべての設問番号が表示されま

す。設問番号をクリックすると、その時点の設問から

次の設問に移動できます。現在解答中の設問が強調表

示されます。  
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シナリオを必要とする試験を受ける場合は、右上

隅にある「Open scenario in window(シナリオ

をウィンドウで開く)」ボタンをクリックして、

試験内の電子フォームで開くオプションもあり

ます。  

リーンシックスシグマ試験を受けている場合は

、WebATES の電卓を使用するオプションがあります。 

設問に戻るには、左側の設問番号の横にあるボタンをチェックしてフラグを立てることができ

ます。 

フラグを解除するには、メニューボタンをクリック解除します。複数の設問にフラグを設定でき

ます。 

  

  

設問に答える場合は、四角で囲まれた解答をクリ

ックします。別の選択肢をクリックすると、解答

を変更できます。設問は何度でも時間内であれば

確認できます。  

受験の規定時間が終了する 15 分前に、ポップアップ・メッ

セージが表示されます。  

   

  

ステップ 7:  試験を終了します  

  

試験を完了したら、右のメニューで「End Exam (試験の終了)」 

をクリックします。試験を終了す

ると、解答は自動的に提出され、
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それ以降は変更を加えることができません。未解答の設問は、誤りとして記録さ

れます。未解答の設問がある場合は、ポップアップ・メッセージで通知されます

。   

ポップアップ・メッセージを確認することで試験を終了するができます。 

 

  

ステップ 8:  アンケートに答えます  

  

簡単な満足度調査に回答し、試験経験に関する

フィードバックを当社へ提供するか、スキップ

して試験結果に進むよう求められます。  

 

ステップ ９:  結果を取得します  

 

試験結果レポートが表示されますが、表示される試験

結果は 暫定的なものであり、PeopleCert による検証

の対象となります。最終結果は、後日、ピープルサー

トアカウントより取得可能になります。  

  

「Print (印刷)」ボタンをクリックしてレポー

トを印刷するか、または 「Export (エクスポ

ート)」をクリックして HTML ファイルとし

て保存します。  

  

オンラインプロクターが、試験セッションが

正常に終了したことを確認すると、使用した

スクラッチペーパーやシナリオを破棄して ExamShield から終了するように求められます。 
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ExamSheild をアンインストールして下さい。ExamShield は受験する全ての試験で異なるバー

ジョンをインストールする必要があります。他の日程日時の試験には利用できません。   

  

 

 

変更歴 

 

# 変更点 日付 

01.5 -  

01.51 稼働 Windows OS 変更 (Windows 7 廃止) 2021/06/03 

01.52 画面解像度の記載追加 

本人確認書類の追加 

本人確認書類の例外規定 

2021/08/31 
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