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。

P -OLP システム要件

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

þ カメラとマイク付 Windows または Mac 端末

Ü

自分の慣れた環境で再受験したい方

þ キーボードとマウス等の操作機材

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

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）

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

共通システム要件：

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)

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。
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プルなアジャイルフレームワークを提供
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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