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教職員・学生向け

認定試験実施ガイド

• 事前準備（ つの学習方法） ・・・

• 試験を実施する

 アカウント（ ユーザー ）の作成と試験開始 ・・・

 テストツールの説明 ・・・

 試験を終了する ・・・

 試験結果を確認する ・・・

• オンライン認定証へのアクセス ・・・

• アカウント（ ユーザー ）のみを作成する ・・・

• メールアドレス変更方法 ・・・

• 設定の参考 ・・・

認定試験を実施する際の注意点

 すべての 認定試験は、オンラインで行われます。

 必要な や試験時間、及び試験構成は、

ソリッドワークス・ジャパン（株）ホームページ上の試験一覧のリンク をクリックすると、確認することができます。

 試験実施前に アカウント（ ユーザー ）の作成と、

をダウンロードする必要があります。

 既に アカウント（ ユーザー ）をお持ちで

学校ドメイン以外のメールアドレスで登録されている場合は、学校ドメインのメールアドレスに変更が必要です。

（参照 ）

 再試験を受ける場合は復習期間として、 日以上（一部の試験は 日以上）を空ける必要があります。

 受験時に必要な環境（ ソフトウェア、または へのアクセス）は

受験者ご自身でご準備いただく必要があります。事前学習や受験のためのライセンス貸出はありません。

 サンプルテストや試験対策ワークブック、試験内容に関するご質問、

及び試験結果に関するお問い合わせはお受けしていません。

https://www.solidworks.com/ja/solution/edu_JPN/SW_Certification


認定試験

事前準備（ つの学習方法）

チュートリアル
起動画面右上 より、自習ツールが利用できます。

に関するデモやテクニカルコンテンツ、テクニカル など、

製品に関連したあらゆる情報が集約されており、

ご自身のペースで についての知識やスキルを深めることができます。

 ユーザー登録（無料）が必要です。

登録方法は、こちら（登録時の画面切り替えに時間がかかる場合があります。）

 ではじまるシリアル をお持ちの場合は、ユーザー登録時に同シリアル をご入力ください。

カテゴリ

チェックを入れて学習を開始

https://my.solidworks.com/
http://cad.weblike.jp/3d-solidworks/SWJ_files/edu_JPN/MySolidWorks_for_Students-JPN.pdf
https://my.solidworks.com/


認定試験 対策ワークブック

教育版をお使いの先生方、学生の皆さんには、

試験対策ワークブック（ 版）、及び モデルファイルを無償で提供しています。

教育版をお買い求めいただいた販売代理店宛にご依頼ください。

 （初級試験）

 （上級試験）

オンラインサンプルテスト

ダウロード可能な ドキュメントで実際の試験と同じように試験前の環境や

問題なく試験が実行されるかを確認するのに役立ちます。

 事前に アカウントの作成が必要です。

 サンプルテストを実施する際は、バウチャーコードは不要です。

 ご利用可能なサンプルテストは、 （初級試験）、 （上級試験） のみです。

サンプルテストの起動方法

次ページ以降の アカウント（ ユーザー ）作成後、

当手順書の でサンプルテストが表示されます。

※既にアカウントをお持ちの場合は、 を起動し、ログインします。

※ オンラインサンプルテストは合格するまでご利用いただけます。

※ サンプルテストの認定証は発行されません。

上級・上級専門試験のサンプルテスト

各試験のリンク をクリックすると、

一部の専門試験のサンプルテストを確認することが出来ます。

https://www.solidworks.com/ja/solution/edu_JPN/SW_Certification


にアクセスします。

「 」 をクリックします。

画面左下に表示される をクリックし、開く をクリックします。

テストツールをインストールするためのライセンス契約を確認し、同意する をクリックします。

認定試験

アカウント（ ユーザー ）の作成と試験開始

https://3dexperience.virtualtester.com/#home


テストツール「 」 はデスクトップにインストールされます。

インストール先を確認し、変更する場合は参照 から指定し、インストールを開始します。

インストールが実行されます。

終了したら完了 ボタンをクリックします。



次の画面でアプリケーション言語を選択し、続行 します。

この資料では、日本語を選択した場合の説明をします。

アカウント（ ユーザー ）をお持ちの場合は、

私は既に ユーザー とパスワードをもっています。を選び、 に進んでください。

 アカウント（ ユーザー ）が学校ドメイン以外のメールアドレスで

登録されている場合は、学校ドメインのメールアドレスに変更しておく必要があります。

（参照 ）

アカウント（ ユーザー ）をお持ちでない場合は、

私は ユーザー を持っていません。 を選び、受験者情報を登録します。

半角英数字

で入力

合格者リストに名前が表示されてもよい場合は、

□ をクリックして✓を表示

確認の為、

パスワードを再入力

学校ドメインのメールアドレス

または

学校から配布されたメールアドレス

を入力してください。

ここで登録したメールアドレスは、

卒業直前に個人のメールアドレスに

変更（ ）しておきましょう。

卒業後も取得した資格の合格証を

ご自分のアカウントから

発行することが可能になります。

 ここで入力した情報は、認定証に表示されます。

正確な学校名を入力してください。

 登録したメールアドレスとパスワードは控えておきましょう。



登録したメールアドレスが検証されます。

から届いたメールを確認します。

（件名 ）

メールを開き、 をクリックしてメールアドレスを有効化します。

※ この作業は、 時間以内 に実行する必要があります。

パスワードを入力して、続行 します。

※ メールアドレスの有効化をしていない場合、以下のメッセージが表示され、

先に進むことはきませんのでご注意ください。

メールの有効化に成功すると、

このように表示されます。



受験する認定試験の製品名（ブランド）を選択します。

表示されている試験名が自分が受験する試験であることを確認します。

受験する試験名が表示されていない場合は、お持ちの （バウチャー）を入力してください。

（デスクトップ版） （クラウド版）



受験する言を選択し、試験開始 をクリックします。

（この段階ではまだ試験は開始されません。）

試験問題がダウンロードされます。



使用許諾契約を確認し、同意 します。

（同意がない場合、受験は出来ません。）

試験開始 をクリックすると、試験が開始されます。



バウチャーコードを送信すると、試験開始のプロンプトになります。

入力したバウチャーコードがトラッキング可能なバウチャー（ ）の場合は、

試験結果が試験監督（バウチャーを与えた教官）に共有される旨、確認メッセージが表示されます。

を選択すると、言語選択の画面に進み、試験が開始されます。



• を使用してモデリングしてください。

• 認定試験は選択形式の問題と入力形式の問題があります。

• それぞれ解答をクリックまたはキーボードで入力して下さい。

認定試験

試験を実施する テストツールの説明

問題文

参照モデル図

• カーソルを図に合わせると画面左上に

が表示されます。

• 画面を拡大

ドラッグでモデルを動かせます。

• 画面を縮小

• 初期サイズに戻る

それぞれの図をクリック

解答をキーボードで入力

（半角）

次の問題へ各問題の配点、等入力隅の解答をリセット

前の問題へ 残り時間を表示



• 試験は、試験終了のメッセージが表示され、試験終了時間になると自動的に終了されます。

• それ以前に完了し、試験を終了したい場合は前画面の下部にある をクリックし、
試験終了 をクリックすることで終了することも可能です。

全ての問題の配点と、

解答済みかどうかの確認が可能

認定試験

試験を実施する 試験を終了する



• 試験終了後、その場で合否の確認と、得意なトピック、勉強が必要なトピックを確認できます。

• 結果確認後、終了 をクリックして終了します。

おめでとうございます！合格です。あなたの得点は 満点中の 点でした
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認定試験

試験を実施する 試験結果を確認する



• 試験終了後、 にアクセスすることで

 認定証・ロゴデータのダウンロード、出力（合格者）

 試験結果の確認

 パスワードの変更等

が可能です。

• 認定証を発行する試験を選択すると、右側にダウンロードリンクや コードが表示されます。

認定試験

オンライン認定証へのアクセス

• 試験（ ）をクリックすると、試験の合否結果を確認することができます。

試験名をクリックすると、カテゴリ別の正解率グラフが下に表示されます。

https://3dexperience.virtualtester.com/


下記の にアクセスします。

「 アカウントを作成する」 をクリックします。

受験者情報を入力します。

認定試験

アカウント（ ユーザー ）のみを作成する

表記言語の変更

変更されない場合は再クリックすると、画面がリフレッシュされます。

半角英数字 で入力

 ここで入力した情報は、認定証に表示されます。

正確な学校名を入力してください。

合格者リストに名前が表示されてもよい場合は、

□ をクリックして✓を表示

ここで登録したメールアドレスは、

卒業直前に個人のメールアドレスに

変更（ ）しておきましょう。

卒業後も取得した資格の合格証を

ご自分のアカウントから

発行することが可能になります。

学校ドメインのメールアドレス

または

学校から配布されたメールアドレス

を入力してください。

https://3dexperience.virtualtester.com/#home


登録したメールアドレスの受信メールを確認します。

件名

にログインします。

ログイン画面が表示されない場合は、

にアクセスし、画面右上の から

上記ログイン画面を表示させてください。

リンクをクリック

登録したメールアドレス

を入力

臨時のパスワードをメールからコピー & ペースト

https://3dexperience.virtualtester.com/#home


臨時で発行されたパスワードをご自分の設定に変更します。

設定（ ）をクリックし、メールアドレスを入力の上、マイ・アカウント情報に入ります。

新しいパスワードを入力します。

以下の画面が表示されたら、

アカウント（ ユーザー ）の設定は、完了です。

パスワードを入力



認定試験

メールアドレスの変更方法

にアクセスします。

設定（ ）をクリックし、メールアドレスを入力の上、マイ・アカウント情報に入ります。

新しいメールアドレスを入力します。

パスワードを入力

https://3dexperience.virtualtester.com/#home


新しいメールアドレスに届いたメール（件名 ）を開きます。

既存メールアドレス→新しいメールアドレスに変更されたことを確認できたら

メールを有効化（ ）します。

次の画面が表示されたら、メールアドレスの変更は完了です。

既存のメールアドレス 新しいメールアドレス

新しいメールアドレス



設定の参考

オンラインディレクトリへのリスト：

認定資格者をワールドワイドで検索 することが可能です。

検索結果として、ご自分の名前を公開してもよい場合は、「はい」 に変更してください。

（操作方法：①にて 「認定ユーザー」 をクリックし、「資格の種類」、「国」 を選択）

オプトインメール：

また、テストサーバーから何かしら情報があった場合に

メール（英語）が登録したメールアドレス宛てに届いてもよい場合は 「はい」 に変更してください。

のリンクを掲載すると、

上で 認定試験を取得していることが表示されます。

認定試験の登録などに関するお問い合わせ先

※ メールには必ず学校名、学部・学科名、ご氏名を明記してください。

※ サンプルテストや試験対策ワークブック、試験内容に関するご質問、

及び試験結果に関するお問い合わせはお受けしていません。

mailto:cswa@solidworks.co.jp

