
 

 

PeopleCert Online Proctoring ‒ P-OLP  (オンライン・プロクタリング試験) 
ピープルサートが提供する全ての研修資格試験は、利便性の向上のために会社や自宅から受験できる
オンライン・プロクタリング*１を提供しています。*１： プロクタリングとは試験監督を意味します。 

 

OLPは、以下の方を対象としています。 
Ü 社員や受講生に試験を確実に受けさせたい方 
Ü スケジュールが多忙な方 
Ü 自分の慣れた環境で再受験したい方 
Ü 自宅や会社から受験したい方 
Ü 試験会場から遠方にお住みの方 
Ü 受験したい気分の時に受験したい方 

 

P-OLP 概要 
Ü 一般的なコンピュータ環境からカメラ、マイク、スピ

ーカを使用して、試験監督官の監督下で試験を実施し
ます。試験監督官は、システムを利用して受験者の挙
動や対応を記録して試験が正常に実施されたことを確
認します。 

Ü OLP試験で提供される試験は、認定教育機関と試験
会場で提供される試験と同じ難易度の試験となり、基
本的に同じ試験です。 

Ü 試験監督官は、単純な英語での対応またはチャットメッセージで英語または日本語自動機械翻訳で指示を行います。 

Ü 試験結果は、大半の試験で即時に暫定結果が表示されますが、各種検査／確認とアルゴリズムの結果、最終的な試験
結果は数日後から10日以内に連絡されます。 
 

申し込み前の事前準備： 
Ü システム要件を満たしていること（受験者環境により必ずしも受験が可能とは限りません） 
Ü 期間有効なパスポート、または運転免許証と複数のアルファベットで氏名が記載されている本人を証明できるもの 
Ü システム上に仮想化ソフトがインストレーションされていないこと 
Ü ピープルサートの受験者情報に携帯番号が記入されていること 
Ü 試験にシナリオ等の印刷配布物がある場合には、プリンターが稼働すること、（但し、ITIL 関連の試験の場合に

は、プリンターは必要ありません。） 
 

注意事項： 
Ü 受験開始時から受験終了まで受験者一人しか部屋に立ち入ることはできません（個室） 
Ü バックグラウンドでの雑音や声が聞こえる個室では受験ができません 
Ü 個室は適度の光度が確保される必要があり、受験者の顔や動きが見えるように設定されている必要があります。 
Ü 机の上または周囲には、本、紙、ノートなどの物があってはいけません。公式指定本の持ち込みが可能なオープン試

験は除きます。（ITIL と DEVOPS試験は、印刷された辞書を持ち込みすることが許されています。） 
Ü スピーカーとマイクはヘッドセット以外に設定すること。受験中のヘッドセットは禁止されています。 
Ü スマートフォン／携帯はサイレントモードにして、電源は切らないこと。試験監督官から携帯へ電話をすることがあ

ります。 
Ü 試験終了後には、Exam Shield は全てアンインストール（削除）することを強く推奨します。 
Ü 企業や組織内のLANを利用する場合、またはウィルス・ソフト各種設定により利用できない場合があります。 

P -OLP システム要件 
共通システム要件：  
þ カメラとマイク付Windows またはMac 端末 
þ キーボードとマウス等の操作機材 
þ スピーカーとマイクロフォン（試験開始前本人確認時
のみ使用） 

þ 常時接続型インタネット（４Mbps 以上） 

Windows 環境： 
þ Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, 
Windows® 7  

þ CPU: Dual-core 2.4GHz 以上 RAM: 4GB 以上 
þ 16-bit monitor (at least 15”) with screen 
resolution 1024 x 768 or higher  

Mac 端末： 
þ macOS Yosemite (10.10), El Capitan (10.11), 
Sierra (10.12) , High Sierra (10.13) or macOS 
Mojave (10.14)  

þ Mac compatible web camera and microphone (for 
Mac and Mac Pro)  

 



 

 
 

OLP 試験の受験の流れ: 
試験開始1時間以上前―所要時間約3分から２５分： 試験管理ソフトExamShield のインストレーション 

受験１０分前： ExamShield へのログイン（最終環境確認） 

受験開始： 受験の準備と受付の開始（規則の確認、本人確認書類のスキャン、チャットパネルのスタート） 

試験監督官との最終確認と受付（システム、受験試験、本人確認等をカメラ対面で行います） 

試験の開始 

受験 

試験の終了 

サーベイ（調査票）の記入 

試験結果の暫定報告（最終結果は後日発表されます） 

 

よくある質問 
 

Q１ OLP試験は不正が行いやすいのではないですか？ 
ピープルサートでは不正受験防止のために、カメラ、
マイク、システムのアルゴリズム等を利用して不正を
摘発できるようにしています。受験に必要な動作以外
をできるだけしないようにご協力ください。 

Q２ ラップトップ PC（MacBook）の内蔵カメラと内蔵
スピーカでも利用できますか？ 
はい。問題なく利用できます。 

Q３ 試験代金の支払い手段はどんな手段がありますか？ 
認定教育機関によって異なりますが、ピープルサート
の WEB ではクレジットカード支払いのみになります。 

Q４ バウチャーによるOLP試験は可能ですか？ 
企業がバウチャーを認定教育機関または試験機関か
ら一括購入して社員に配布することが可能です。受験
者はバウチャーに紐づく試験を受験することが可能
です。 

Q５ 試験の事前条件として他の資格の認定が必要とある
のですが、OLPでも必要ですか？ 
はい。予約システムで事前に受講証または認定証をア
ップロードして照合された場合のみ OLP の受験が可
能です。または、受験ができることもありますが、事
前要件を満たさないと合格証の発行が一時停止され

ます。 

Q６ 予約後、システムへアクセスして受験者側のシステ
ムの問題で受験できない場合にはどうなりますか？ 
カスタマーサービスまたはjapan@peoplecert.orgへ
ご連絡ください。 

Q７ 英語に自信がないのですが大丈夫ですか？ 
ゆっくりと単純な単語でのガイダンスを行います。ま
た、ヒヤリングが難しい場合にはチャットパネルを通
じて文章で説明しますので、単純な英語の理解力があ
れば問題ありません。 

Q８ 本人確認のIDの表記の英語氏名と受験システム上の
表記が異なっているのですが？ 
婚姻などで氏名の変更があった場合には、カスタマー
サービス宛にメールで変更事由を記載の上、ご連絡く
ださい。また、変更を証明する資料（戸籍謄本）等を
マイ・アカウントからアップロードしてください。当
社から指示案内を送付いたします。 
 
 
 
 

 
注意： 会社の業務ネットワークでインタネットへの接続を制限している場所、またはウィールス対策などのセキュリティで端末
の利用が極度に制限されている PCからは利用ができないことがあります。 
 

お問い合わせ先：  japan@peoplecert.org または日本の担当者までご連絡ください。 
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今日の変化を続けるデジタル時代において、ほとんどの
企業・組織がその運営方法を変えようとしています。変
更の必要性が生じている背景は次の通りです：

  増加する顧客のニーズと期待
  新たな競合他社の台頭による既存業界の崩壊
  今日のデジタル環境に通用しない従来のプロセス
  ペースの速い市場における変化を支えきれない企   
  業文化
変革が必要であっても、実行に移すことは容易ではあり
ません。

AgileSHIFTの対象者：
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リード.   変化.   変革.    

AgileSHIFTによる 
エンタープライズ 
 アジリティ文化の熟成
AgileSHIFTは、AXELOS（グローバル ベスト プラクティス 

プロバイダ）の最新の認定資格です。包括的な観点で、
AgileSHIFTはエンタープライズ アジリティ文化の熟成に
シンプルなフレームワークを採用し、組織変革のサポー
トに焦点を当てます。

ディスタラプティブで競争の激しい市場での成功を確実
にするために設計され、AgileSHIFTは顧客からの高まる
ニーズや期待、競合他社からのプレッシャー、および従
来のプロセスに対する企業・組織の前向きな対応をサ
ポートします。

AgileSHIFTによる上記の点の達成方法：   

 組織全体が変化・変革の必要性を積極的に受け入 
 れることを奨励
   組織変革に取り組んでいる組織にとってのエンター      
 プライズ アジリティ文化の有益性を具体化

   一般的なアジャイル方式、およびエンタープライズ  

 アジリティとの関連性の概要を提供  

 組織やチームが採用・定着させることが可能なシン 
 プルなアジャイルフレームワークを提供

変革を実現する人材 (Change enablers) : ビジネス変革に積
極的に取り組むリーダーや個人で、次のような人を指します。
変革型マネージャー
チェンジマネージャー
コーチまたはインフルエンサー
プロダクトマネジメント、ポートフォリオマネジメント（プ
ロジェクトマネジメントオフィス）、財務、人事、法務、営業、
およびマーケティング部門の管理職従事者

AgileSHIFT認定資格を
取得する理由：
組織変革の必要性に対する認識と理解
アジャイル方式およびリーン方式を活用し、これらの原則が
活用可能
迅速性のある組織文化の形成・熟成
目的に応じて調整可能なフレームワークで組織変革を達成

AgileSHIFTと他のアジャイル方式
アジャイル方式と関連資格（リーンやカンバン）は、従来、ITとソフ
トウェアデリバリーに焦点を当てていましたが、AgileSHIFTはアジ
ャイル方式の価値観と考え方を組織全体に適用します。
AgileSHIFTとPRINCE2 Agile®:  PRINCE2 Agileは、アジャイ
ルの文脈におけるプロジェクトマネジメントに関してガイダンス
を提供します。一方、AgileSHIFTは、プロジェクトマネジメント オフ
ィスだけでなく、組織全体とその組織文化に焦点を当てる点に置
いて異なっています。
AgileSHIFTとMSP®:  Managing Successful Programmes 

(MSP®) は、プログラムマネジメントにおけるフレームワーク並
びに原則とプロセスを提供し、大きく複雑な変化を管理可能な相
互関連した可視化したプロジェクトに転換させます。AgileSHIFT

は、ディスタラプションや組織変革にとってのエンタープライズ ア
ジリティの必要性を探り明確化します。AgileSHIFTは、プロセスよ
りもこの変化を実現させる文化や考え方を重視します。

PeopleCertはプロフェッショナルスキルの評価、および認定におけるグローバルリーダーで
す。多国籍企業や政府機関省庁と提携して試験を開発し提供しています。PeopleCertは世界
200カ国にわたり25言語で最新鋭の評価テクノロジーを使った試験を提供し、学びを通して
それぞれの可能性を最大限に発揮し、目標を達成するための支援をしています。

PeopleCert - ピープルサートについて
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ィスだけでなく、組織全体とその組織文化に焦点を当てる点に置
いて異なっています。
AgileSHIFTとMSP®:  Managing Successful Programmes 

(MSP®) は、プログラムマネジメントにおけるフレームワーク並
びに原則とプロセスを提供し、大きく複雑な変化を管理可能な相
互関連した可視化したプロジェクトに転換させます。AgileSHIFT

は、ディスタラプションや組織変革にとってのエンタープライズ ア
ジリティの必要性を探り明確化します。AgileSHIFTは、プロセスよ
りもこの変化を実現させる文化や考え方を重視します。

PeopleCertはプロフェッショナルスキルの評価、および認定におけるグローバルリーダーで
す。多国籍企業や政府機関省庁と提携して試験を開発し提供しています。PeopleCertは世界
200カ国にわたり25言語で最新鋭の評価テクノロジーを使った試験を提供し、学びを通して
それぞれの可能性を最大限に発揮し、目標を達成するための支援をしています。

PeopleCert - ピープルサートについて
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