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Ⅰ．受験にあたっての注意事項 

1．受験にあたっては、本マニュアルを事前に必ずお読み下さい。 

 

2．受験票に記載の「受験者様専用ページ」をご確認頂き、ご理解の上、受験ください

ますようお願い申し上げます。 

 

3．受験における注意事項につきましては、ホームページ記載の受験上の注意事項の

内容においてご説明しております。そちらをご確認の上、受験くださいますようお

願い申し上げます。 

 

4.受験環境について下記をご確認にいただき、適切な受験環境をご用意ください。 

4-1.受験可能な場所 

会社、学校、自宅、知人宅等、どこでも、インターネット環境が整備されていれ

ば受験することが可能です。 

ただし、試験中は他の人と話したり、接触したりすることはできませんので、で

きるだけ静かな場所、他の人と接触しない場所をお選びください。 

 

4-2.パソコン・インターネットブラウザ（インターネット閲覧ソフト）・ウェブカ

メラ・マイク・スピーカーなどについて 

・デスクトップパソコン、ノートパソコンの何れでも受験可能です。 

・スマートフォンやタブレットでは受験できません。 

・インターネットブラウザは Google Chrome、Edge、safari をご用意ください。 

・Internet Explorerでは不具合が発生しますので使用禁止としています。 

※推奨環境：Google Chrome 

・ウェブカメラとマイクをご用意ください。ウェブカメラは PC に内蔵の物で構

いません。受験者様のお顔が映るような角度に調整してください。内臓のカメ

ラがない場合は、外付けカメラのご用意をお願いします。 

  ※マイクにつきまして試験中、受験者に発声を求めることはございません。

不正防止の観点から設置をお願いしています。 
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Ⅱ．2023 年 4 月 14日まで：受験の用意 

事前に試験を始めるためのパソコンの準備を行って下さい。 

2023年 4月 14日(金)までに「動作確認サイト」で動作確認を行って下さい。 

 

「サステナ経営検定動作確認サイト」 

https://www.joho-gakushu.jp/wbt/number/csr.php 

 

1. メールの送受信やインターネットサイトの検索閲覧ができるかなどインターネ

ットの接続を確認して下さい。 

 

2. ウェブカメラが正常に動作するかの確認を上記の「サステナ経営検定動作確認サ

イト」で動作確認を行って下さい。当日に、カメラが映らない、使用するカメラ

と異なるカメラ（アウトカメラなど）が認識されてしまうことなどが無いように、

設定を確認して下さい。 

 

3. 試験説明はライブ配信で行われますので、スピーカーが必要です。 

 

4. 試験の実施には以下のいずれかのウェブブラウザ（インターネット閲覧ソフト）

をご利用下さい。 

 

【対応 OS】Windows10・Windows11・MacOS11 

【対応ブラウザ】 Apple Safari 最新版・Google Chrome 最新版・Microsoft Edge 最新版 

※ Microsoft Internet Explorer は本システムに対応しておりません。不具合により、失格

となってしまいますので、利用しないで下さい。利用環境に適応していない場合、試験シ

ステムが作動せず、受験できませんのでご注意下さい。 

https://www.joho-gakushu.jp/wbt/number/csr.php


5 

 

※ YouTube を問題なく見られる程度のインターネット回線とカメラ付きパソコンが必要で

す。 

※ ウェブカメラ・マイクが付いていない、または正常に作動しないパソコンでは受験でき

ません。 

※ スマートフォン・タブレットでは受験できません。 

※ ウェブカメラで受験者本人の上半身（正面を向いて本人の肩から上、頭頂部まで顔や輪

郭がはっきりと判別できる）の映像を撮影することができない場合は受験できません。 

※ いずれのブラウザもトラブルを防ぐため、最新版にアップデートをして下さい。 

※ 上記ブラウザでもご利用の環境によっては、正常に動作しない場合がございますので、

事前の動作確認は必ず実施して下さい。 

※ Windows版 Safari は試験システムが正常に動作しません。他のブラウザをご利用下さい。 

 

5. 本人確認のための証明写真の撮影を行って下さい。撮影方法は次ページ以降を

確認下さい。 

 

Ⅲ．受験システムへのログインと写真撮影(4 月 14 日まで) 

2023年 4月 3日(月)頃、ログイン IDの情報が記載された「受験票」をご登録のメー

ルアドレスに配信します。 

  

１．受験票に記載の URLから、オンライン試験システムへアクセスして下さい。 

 

２．オンライン試験システムにアクセスしたら、受験票に記載の受験番号（受験者 ID）

およびパスワードを入力し、ログインして下さい。 

 

 

３．ログインすると試験メニューが表示されます。画面左上の受験番号、お名前が間違
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いないことを確認し、ウェブカメラ、マイク、スピーカーの用意ができましたら、

「受験」のボタンをクリックして進んで下さい。 

 

 

４．ログインの際、画面左上にマイク及びカメラの利用許可を確認する下記のウインド

ウが表示されましたら、「許可」をクリックして下さい。（以前に同サイトで許可を

していると、再度表示されないことがございます。） 

 

 

 

５．画面の右上にウェブカメラの映す映像のプレビュー画面が現れます。 

ウェブカメラが正常に動作していることを確認して下さい。 

試験中、ここにウェブカメラの映す映像が表示されていない場合、失格となりま

す。 
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６．本人確認のための証明写真の撮影を行います。 

「撮影する」ボタンがシャッターとなりますので、カメラを正面に設置し、正面に

向かい「撮影する」をクリックして写真を撮って下さい。この場合のカメラは通

常角でも広角でも、どちらでもかまいません。撮影は何回でも可能ですので、お

顔がはっきりと大きく映るように撮影して下さい。 

※写真アップロード後の再撮影は出来ません。ご注意下さい。 

 

 

撮影が終了しましたら、「撮影する」ボタンの右にある「アップロード」ボタンをクリ

ックします。 

写真のアップロードが完了しますと、本番の試験の動画配信画面が表示され、試験開催

時に、受験上の注意などが表示されます。 
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7．ブラウザの「×」ボタンで終了して下さい。 

  



9 

 

Ⅳ．試験当日 

１．受験票等に記載の URL から、オンライン試験システムへアクセスしてログイ

ンして下さい。ログイン方法は「Ⅲ．受験システムへのログインと写真撮影」をご

確認下さい。 

※早い時間からログインしたままになっていると、試験説明の動画が始まらない

場合がございます。 

※2 級では 9：20 より前、3 級は 10：20 より前ログインされた場合は、ログイン

必ず一度、画面上部のブラウザの更新ボタン「↻」をクリックして画面を更新して

下さい。 

 

2．パソコンに内蔵されているカメラを起動し、受験生の顔が映る所に調整して下

さい。 
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Ⅴ．試験説明の開始 

１．試験説明の開始 

通信状況により映像が開始するお時間に若干の誤差が生じることがございます。 

なお、試験開始時間を過ぎても試験説明が始まらない場合は、画面上部のブラウザ

の更新ボタン「↻」をクリックして下さい。 

試験説明では、禁止事項などをご案内致しますので、漏れの無いようお聞き下さい。 

 

 

試験説明の終わりに「認証コード」のアナウンスがございます。アナウンスがあったら、

「認証コード」を入力して試験開始のアナウンスをお待ち下さい。 

「試験開始」の合図がありましたら直ちに「試験開始」ボタンを押して下さい。 

開始のアナウンスから 1分が過ぎても「試験開始」ボタンが押されない場合は、失格と

なります。 

 

※試験開始３０分前より「受験上の注意」を音楽とともに配信しております。音楽が聞

こえない場合は、音量の確認、画面上部のブラウザの更新ボタン「↻」をクリックして

画面を更新などを試して下さい。 
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Ⅵ．試験の実施 

１．「試験開始」ボタンを押すと、試験問題の第 1問が表示され、試験時間の残り時間が

画面中央の上部に表示されます。 

 

２．問題形式はそれぞれ、2級：4択の選択式 25問+記述式 2問、3級：4択の選択式が

40問で出題されます。 

選択式問題では、問題とともに表示されるア～エの選択ボタンを押し、解答します。選

択肢の右側の枠内に、選択した記号が表示されます。誤った選択肢のボタンを押した後

も、他のボタンを押すことで選択を変更することができます。 

 

 

３．解答の選択が終わりましたら、「次の問題へ」ボタンを押すと次の問題へ進みます。

なお、選択肢を選択しないで、つまり解答しないで「次の問題へ」を押して次の問題へ

移動することも可能です。 

同様に「前の問題へ」のボタンを押すことで、ひとつ前の問題に移動できます。 
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４．試験画面の最下部には、「解答状況確認表」があります。こちらの表は、解答済の

問題番号は灰色、未解答の問題番号は白色で表示されます。見直しなどで解答していな

い問題がある場合は、任意の問題番号をクリックすることで、該当の問題に移動するこ

とができます。 

 

 

５．試験システムには、「見直し」の機能がございます。解答欄右側の「見直し」のチ

ェックボックスにチェックを入れることで、改めて確認したい問題にチェックを付

けることができます。 

 

 

６．チェックを付けた問題は、「解答状況確認表」に赤色で表示されますので、見直し

時にすぐに見つけて移動することができます。 
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7．オンライン・ライブ検定の試験中の行動基準は、「受験者様専用ページ」に記載の受験

上の注意等を必ずご確認下さい。 

 

8．試験終了後に、机に顔を突っ伏して寝てしまったり、横になって寝ていて、頭や髪の

毛のみしか撮影されず、受験者の本人確認ができなくなることがあります。この場合も

離席と同様に失格としていますのでご注意下さい。 

 

9．試験の解答終了後に、不真面目な態度や行動を取った場合、失格とすることがありま

すのでご了承下さい。 

 

10．ウェブカメラが正常に動作していない、または一定時間カメラが作動していない場

合、協会は受験者の行動が掌握できませんので、問題漏洩防止の観点から、受験者本人

の同意なく、試験時間途中で失格扱いとさせていただくことがございます。受験中はウ

ェブカメラが正常に作動しているかについて注意して下さるようお願いいたします。 

 

11．試験時間が終了しますと、終了画面へ自動的に移動いたします。終了画面では、合否

発表の日程などのご案内をご覧頂くための動画がございますので、再生してご覧下さ

い。終了のご案内をご覧頂きましたら、試験はすべて終了となります。終了のご案内に

従って、ブラウザを閉じて試験を終了して下さい。 

 

  

 

 

  



14 

 

Ⅶ．記述式試験の解答方法について 

１．記述式、論述問題の解答は問題文の下にある、入力用の枠内にポインターでクリックす

るとカーソルが表示され、入力が開始できます。 

 

 

 

２．記述式、論述問題の解答欄は最初、一行の表示サイズですが、解答欄右下をマウスでク

リック＆ドラッグして頂くことで解答欄のサイズを大きくすることが可能ですので、

必要に応じて解答欄のサイズを調整して下さい。 

 

 

 

 

３．試験中にパソコンの突然のフリーズなどが発生すると、入力した文字データがなくなっ

てしまう可能性がございます。そのため、記述問題入力欄の下に保存ボタンを用意して

おります。 

適宜、「途中保存」ボタンをクリックして保存して下さい。 
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Ⅷ．途中退出について 

制限時間前にすべての問題の解答が終わり、試験終了をご希望の場合は試験問題の最終ペ

ージにございます「終了ボタン」により、試験を途中退出することができます。 

途中退出した場合は、再度のログインは出来ません。お気をつけ下さい。 

注意事項を確認した上で、①確認のチェックボックスにチェックを入れ、②③「終了する」

ボタンを 2 回押して終了してください。 

       

 

試験時間が終了しますと、終了画面へ自動的に移動いたします。 

終了画面では、終了のご案内の動画がございますので、再生してご覧下さい。 

 

Ⅸ．禁止事項・免責事項等について 

１．試験中の受験者の動作を１０〜２０秒間隔でサーバに送信して保存します。 

 試験中に不正行為を行ったことが判明した場合、或いは、不正と疑わしい行為が 

 判明した場合は失格となります。 

 

 ２．ウェブカメラ、マイクが正常に動作していない場合は失格とします。 

 試験中の画面右上に、本人の顔が写っていない場合や、データが送信されていない場合

は失格となります。画面右上に写っていない場合や試験途中に映らなくなった場合は、

試験中でも、お問い合わせセンターへお電話ください。その場合の携帯電話のご使用に

つきましては不正行為とみなされませんのでお名前と受験番号をお伝え下さい。 

 

 ３．下記の不正行為・失格となる行為があった場合は失格とします。 

   

 ４．本人の確認不足や怠慢により、受験時間になっても適正に受験システムが動作でき

ない場合は失格となります。動作確認時にご不明な点を解決するようにお願い致しま

す。 

② 

③ 

① 
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 ５．本人の通信設備、パソコンの事情による通信障害や、本人の責により、受験に不具

合が生じた場合の責任は負いかねますので、必ず動作確認を綿密に行って下さい。 

 

 【不正行為・失格となる行為の一覧】 

① 受験登録者以外の者が受験した場合 

② 試験中、受験者が入れ替わった場合 

③ ウェブカメラを使用していない場合 

④ ウェブカメラの映像が正しく送信されていない場合 

⑤ 試験中の受験者の確認、受験者の動作の確認ができない場合 

(寝てしまったりして顔が見えず、本人の確認ができない場合も失格となります) 

⑥ 試験時間終了を待たず途中退出する際、各級試験ページの最終問題の次の「試験終

了ボタン」を押さずに離席した場合 

⑦ オンライン検定試験システム以外のページを閲覧した場合 

⑧ オンライン検定試験システム以外のアプリケーションを開いた場合 

⑨ 試験の説明や試験に関わる画面や内容を保存する、またはそれを疑われる行為を行

った場合 

⑩ 試験中に他人と会話した場合(受験者が話していない場合も含む) 

⑪ 試験中に、他の人が、無言であっても、受験者に近寄った場合 

⑫ 試験中に携帯電話及びその他の電子機器を使用した場合（ただし、試験中のトラブ

ルにより事務局へ連絡をする場合を除く） 

⑬ 試験前の説明で指定されたもの以外(本、参考書、辞書、他)を出していた場合。た

だし、自己採点用の最大 A4 サイズの白紙 1 枚と鉛筆またはシャープペンシル、消

しゴムの持ち込みは可とます。  

⑭ 受験者の目に触れる位置に、試験内容に関連する掲示物が貼付または置いてあった

場合 

⑮ 試験中に飲食をした場合。ただし、試験中の水分補給として、水のペットボトル 1

本（最大 500ml まで）の持ち込みは可とします。 

⑯ 試験中に喫煙をした場合 

⑰ その他、不正行為を疑われる行為、オンライン試験におけるその他の禁止事項に該

当した場合 

 

 ※上記⑫で、試験中に携帯電話の使用を禁じていますが、トラブルが発生して、試験

の続行に支障がある場合は、この限りではありません。 

 受験票メールに記載の電話番号までお電話ください。 


