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【Academic団体管理者様向け】
GPSシステム 団体情報管理画面

画面操作マニュアル



画面名称

事前確認事項

団体情報管理画面　システム概要 －

GPSのお申し込み～受検～受検結果取得の流れ －

システム利用環境について －

共通画面

団体情報管理画面へログインを行う 管理画面ログイン

ホーム画面について トップページ・管理者メニュー

パスワード変更を行う PW変更画面

団体情報管理画面からログアウトを行う －

団体登録情報の確認、団体管理者情報の検索／編集／登録を行う

団体登録情報の確認を行う 団体詳細画面

団体ユーザー情報の登録を行う 団体ユーザー登録・編集画面

団体ユーザー情報の検索を行う 団体ユーザー一覧画面

団体ユーザー情報の編集／削除を行う 団体ユーザー登録・編集画面

工程 枝番

分類番号 工程名称

ー 目次 (団体情報管理画面) 
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画面名称工程 枝番

分類番号 工程名称

ー 目次 (団体情報管理画面) 

テスト案件情報の検索／確認、メールテンプレートの検索、編集を行う

テスト案件情報の検索、確認を行う テスト案件一覧画面

テスト案件内容の確認／編集（運用担当者やメールテンプレートの紐付け）を行う テスト案件登録・編集画面

メールテンプレート情報の検索を行う メールテンプレート一覧画面

メールテンプレート情報の編集を行う メールテンプレート編集画面

受検者情報の一括登録／検索／削除／個別登録／更新を行う

受検者情報の一括登録/変更/削除を行う 受検者一括登録・更新画面

受検者情報の個別登録を行う 受検者登録・編集画面

受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う 受検者検索・受検結果取得画面

受検者情報の編集／個別削除を行う 受検者登録・編集画面

受検者情報の編集～障がい者対応～ 受検者一括登録・編集画面

受検状況の検索、科目別受検ステータスの確認を行う

受検実施状況の検索を行う 科目別受検ステータス一覧画面

科目別受検ステータスの詳細内容確認を行う 科目別受検ステータス確認画面

送信済みメール情報の検索／詳細確認を行う

送信済みメール情報の検索を行う メール送信一覧画面

送信済みメール情報の詳細内容の確認を行う メール送信確認画面

メールの送信予約のキャンセル・修正／再送信を行う メール送信一覧画面
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画面名称工程 枝番

分類番号 工程名称

ー 目次 (団体情報管理画面) 

受検者数情報の確認を行う

登録数・受検者数情報の検索／詳細内容の確認を行う 登録数・受検者数一覧画面、登録数・受検者数詳細画面

受検結果(成績・スコア)の確認、受検結果データのダウンロードを行う

受検者単位での個人結果レポートのダウンロードを行う 受検者検索・受検結果取得画面

受検者検索・受検結果取得画面

テスト案件の集計データ/受検者リストのダウンロードを行う テスト案件一覧画面

合算処理データのダウンロードを行う 特別集計結果取得画面

受検者に対してメールを作成・送付する
（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行）

8 1

2

3

4

7 1



印刷日：

■前提

本マニュアルについては、GPS団体登録申込書提出から受検結果取得までの流れ、ならびに、団体管理者様がご利用いただくGPSシステムの団体情報管理画面の操作方法について記載しています。

■システム概要

団体情報管理画面は、GPSシステムを利用する団体情報や、団体管理者情報の登録/管理、テスト案件情報の登録/管理、受検者情報の登録/管理の各種管理や

受検する受検者の一括登録、成績情報のダウンロードなどが実施できます。

また、受検者に対してのメール送信や未受検者に対しての受検督促メール送信なども実施することができます。

2023/2/14 9:56

利用可能者
分類番号 工程名称

事前確認① 団体情報管理画面　システム概要 全ユーザー



印刷日：

スケジュール 実施内容
団体担当者様 主催者（ベネッセｉ-キャリア）

テスト実施 ◆実施・運営ならびにPC環境の確認
2カ月前 ・実施形態および学内ネットワークの利用が可能かどうかを確認のうえ、

（目安） 　実施の運営方法・スケジュールをご提案させていただいます。

テスト実施16日前 ◆GPSシステムに、団体様・管理者様の情報を登録　

※既に団体登録がされている場合は、専用申込書のご提出はいりません。
・専用の申込書（紙）へご記入後、ベネッセｉ-キャリアへ提出いただきます。

・ベネッセｉ-キャリアにてGPSシステムへ登録完了後、

　団体運用者様にはGPSシステム利用のID、パスワードがメールにて送信されますので、

　GPSシステムにログインを実施し、登録情報に誤りが無いか、ご確認ください。

　（申込書提出からID発番まで最大10日間かかる場合があります。お早目にご提出ください）

◆GPSシステムに、テスト実施情報を登録
・専用の申込書（データフォーマット）へご記入後、ベネッセｉ-キャリアへ提出いただきます。

・ベネッセｉ-キャリアにてGPSシステムへ登録完了後、

　団体運用者様向けにテスト登録完了連絡をメールにて実施しますので、

　テスト案件の内容について登録情報に誤りが無いか、ご確認ください。

・自学で独自の設問を追加される場合は、独自設問依頼書（データ）を

　ベネッセｉ-キャリアへ提出いただき、アンケート情報を登録いたします。

◆受検者情報を団体様にてGPSシステムにご登録
テスト実施5日前 ・ベネッセｉ-キャリアで用意している登録用フォーマットにてご登録いただきます。

（推奨） ・受検者確定次第、都度GPSシステムへのご登録も可能です。

◆受検者に、GPSの受検をご案内
・受検に必要な情報（URL、受検者ID、パスワード、受検可能期間）をご案内します。

・メールアドレス登録のある受検者様には、GPSシステムから自動配信メールが送付されます。

テスト実施開始日

～終了日 ◆GPSの受検実施
・受検期間中に受検者が受検を実施します。

◆個人結果レポートの確認
・受検者は、個人結果レポートの確認が可能です。

・管理者様は、各受検者の個人結果レポートの確認のほか、テスト案件単位での

　集計データについてダウンロードが可能です。

2023/2/14 9:56

利用可能者
分類番号 工程名称

事前確認② GPSのお申し込み～受検～受検結果取得の流れ 全ユーザー

団体登録申込書提出

団体情報登録

テスト申込書提出

テスト案件情報登録

独自設問依頼書提出
独自設問情報登録

受検者確定

受検者リスト登録
受検者へ

受検のご案内

受検

成績取得

請求

実施・運営ヒアリングシー

ト／PC環境チェックシー

ト
内容確認



印刷日：

■概要
GPSシステムを利用するにあたっての、各種利用環境について記載します。

保障外の環境では正常に動作しない可能性がございますので、確認の上、利用を行ってください。

■動作環境について

GPSシステムの団体情報管理画面を利用する上での動作環境について以下をご確認ください。

項目 動作環境

ＯＳ Windows 8.1/10/11

MacOS10.12(Sierra)

MacOS10.13(HighSierra)

MacOS10.14(Mojave)

MacOS10.15(Catalina)

ブラウザ Microsoft Edge、Chrome、Safari

2023/2/14 9:56

利用可能者
分類番号 工程名称

事前確認③ システム利用環境について 全ユーザー



印刷日：

■概要

団体登録申込書提出によって、発番された「ログインID」と「パスワード」を用いて、団体情報管理画面へのログインを行います。
「ログインID」と「パスワード」については、アカウント発番時に送付される自動配信メールにて確認することができますので、「ログインID」と「パスワード」をご確認の上、対応ください。

※ログイン時に規定回数以上、ログインに失敗した場合は「アカウントロック」が実施されますので、「ログインID」、「パスワード」の入力についてはご注意ください。

※400日間パスワードの更新が確認できない場合は、セキュリティの観点からアカウントを停止させていただきます。
　アカウントを停止させていいただく10日前に、お知らせのメールをお送りいたします。
　パスワードの更新方法は「1-3_パスワード変更を行う」をご参照ください。

≪アカウント停止のお知らせメール≫

■画面操作方法

①以下のＵＲＬより、各団体に対応した団体情報管理画面のログインページにアクセスします。

https://www.gps-cbt.com/gps-web-back/back/login/login-index?customerId=●●●●●●●●

※URLについては、アカウント申請時に配信された「【GPS】利用登録完了のお知らせ（ID通知)」のメールに記載されております。

※URLの最後の「●●●●●●●●」の部分が各団体に対応した値になりますので、「【GPS】利用登録完了のお知らせ（ID通知)」メールに記載されているURLからアクセスしてください。

1-1 団体情報管理画面へログインを行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者

https://www.gps-cbt.com/gps-web-back/back/login/login-index?customerId=●●●●●●●●


②ログイン画面が表示されますので、「ログインID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押下します。

※認証情報が正しくない場合、以下のようなエラーが発生します。 ▼エラーメッセージ別エラー原因

ログインIDまたはパスワードを確認してください

ご使用のIPアドレスからの接続は、許可されていません。

アカウントがロックされています

原因

・規定回数以上のログイン失敗などにより、対象アカウン
トがロックされているため、アカウントのロック解除が必
要

・登録されているグローバルIPと一致していない。

・ログインID、パスワードが登録情報と不一致
・アカウントの利用ステータスが「利用不可」

エラーメッセージ



③ログインOKの場合は、以下のトップページが表示されます。

■アカウントロック、アカウント停止について

　アカウントロック、アカウント停止が発生した場合は、下記GPS法人お客様センターへ解除のご依頼を行ってください。

　ただし、団体管理者が設定されている団体の場合は、「2-4_団体ユーザー情報の編集／削除を行う」を参照ください。

　※ご自身以外に団体管理者がいないなどの場合は、「法人お客様センター」への

 「アカウントロック解除」「アカウント停止の解除」のご依頼いただく必要がありますので、以下の窓口までご連絡ください。

【連絡先】

　GPS法人お客様センター

　メールアドレス：gps.service@benesse-i-career.co.jp

【必要事項】

　・ログインID

　・氏名

　・所属部門

mailto:gps.service@benesse-i-career.co.jp


印刷日：

■概要

ログインが完了すると、ホーム画面が表示されます。
ホーム画面については、利用内容に応じた各画面のメニューを選択できたり、パスワードの変更などを実施することができます。

■各画面への遷移について

画面左端のメニューバーにある各機能分類を選択することで、各画面へ画面遷移することができます。

初期表示としては各機能分類が表示されていて、それを選択することで個別の各画面名が表示されて、希望する画面に遷移することができるようになります。

1-2 ホーム画面について ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



■各画面機能の概要について

メニュー名 画面遷移先 概要（遷移先画面で対応できること）

ホーム 管理画面のホーム画面 ログイン後のTOPページ

団体ユーザー様用画面操作マニュアル、受検者様用操作マニュアル、受検者リスト作成ツールなどのダウンロードが実施可能

受検者・受検管理 受検者一括登録・更新画面 受検者データの一括登録、一括登録/更新/削除用のCSVデータ作成ツールダウンロード、

受検者データの一括変更、一括削除が実施可能、テスト案件に紐付く「受検者csv」のデータダウンロードが実施可能

「学部学科csv」のデータダウンロードが実施可能。

受検者登録（Academic）画面 受検者情報の個人ごとの新規登録

受検者検索・受検結果取得画面 受検者情報を用いた登録済み受検者情報の検索

受検者情報の修正／削除

個人結果レポート、個人結果レポート（記述）のダウンロード

督促メール、フリーメール作成／送信

科目別受検ステータス一覧画面 テスト実施状況を用いた受検者情報の検索、

各個人の受検実施状況の参照、受検ステータスロック解除

科目別の受検ステータス一覧csvのダウンロード

テスト案件一覧画面 テスト案件情報の検索、参照、修正

受検者リストcsv、基礎集計と受検者データのダウンロード

特別集計結果取得画面 合算処理データのダウンロード

団体管理 団体詳細画面 登録されている団体情報の参照

団体ユーザー登録画面 団体ユーザーの新規登録

※団体管理者のみの機能です ※登録済み団体ユーザー情報の修正は「団体ユーザー一覧画面」経由で対応

団体ユーザー一覧画面 団体ユーザー情報の検索、修正

※団体管理者のみの機能です アカウントロック解除

登録数・受検者数一覧画面 受検者リスト登録者数、結果確定対象者数の状況確認

抽出対象期間中のリスト登録者数・結果確定対象者数

メール管理 メールテンプレート一覧画面 メールテンプレート情報の参照、検索、修正

メール送信一覧画面 受検者向け送信メール検索、配信メール内容確認

メール再送信、送信予約メールの送信予約キャンセル・変更



印刷日：

■概要

ログイン時のパスワードは定期的に変更を行う必要があります。
変更方法については、「ログイン者自身がパスワードを変更する方法」と、ログイン時のパスワードを忘れた場合などで「第三者がパスワードを変更する方法」の2つのケースがありますが、
本ページでは「ログイン者自身がパスワードを変更する方法」について記載します。

※「第三者がパスワードを変更する方法」については、「2-4_団体ユーザー情報の編集／削除を行う」を参照してください。

■画面操作方法

①GPSシステムの画面の右上に記載されている「Menu」を押下すると、詳細内容が表示されますので、「パスワード変更」を押下します。

1-3 パスワード変更を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②パスワード変更画面が表示されますので、「現在のパスワード」、「新しいパスワード」（新しいパスワードの確認入力）について入力を実施し、「パスワード変更」ボタンを押下します。

③入力内容のチェックを実施し、「パスワード変更します。よろしいですか？」のメッセージが再度表示されますので、「OK」を押下します。

　正しくパスワード変更が実施されると、ログイン画面が表示されますので、新しいパスワードで再度ログインを実施してください。



印刷日：

■概要

団体情報管理画面からログアウトを行います。

■画面操作方法

①GPSシステムの画面の右上に記載されている「Menu」を押下すると、詳細内容がが表示されますので、「ログアウト」を押下します。

1-4 団体情報管理画面からログアウトを行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②ログインページが表示されれば、ログアウト完了になります。



印刷日：

■概要

団体登録申込書に記載された団体情報が正しく登録されているか確認を行います。
登録内容に誤りや変更が発生した場合は、担当営業、または、GPS法人お客様窓口までご連絡ください。

■画面操作方法

①メニューから「団体管理」を選択し、遷移先の画面名から「団体詳細」を指定します。

2-1 団体登録情報の確認を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



印刷日：

■概要

GPSシステムの管理者アカウントについて、担当者の追加登録を実施します。

団体登録申込書に記載されている担当者については、主催者側が団体アカウント登録を行いますが、その後、担当者の追加などの必要が発生した場合は団体管理者にて登録を行うことができます。

GPSシステムにユーザー登録が完了すると、登録された担当者向けに「【GPS】利用登録完了のお知らせ（ID通知)」、「【GPS】利用登録完了のお知らせ（PW通知)」が送付されます。

そちらで登録されたID、パスワードを確認ください。

■画面操作方法

①メニューから「団体管理」を選択し、遷移先の画面名から「団体ユーザー編集」を指定します。

2-2 団体ユーザー情報の登録を行う ○ ×

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者

2023/2/14 9:56



②「団体ユーザー編集」画面に遷移したら、追加したい担当者の情報に基づき、各項目欄に必要事項を入力します。

　入力が完了したら、「新規登録」ボタンを押下します。

　※登録内容に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示されますので、該当箇所を修正し、再度、登録を実施してください。

【団体ユーザー編集画面】

【入力項目】

項目名 必須 項目・入力内容説明

ログインID 団体内に同じログインIDが

存在しないかチェックします。

部署名 所属する部署を入力します。

アクセスレベル 団体管理者、団体運用者

※１ のいずれかを選択

姓 漢字姓を入力します

名 漢字名を入力します

メールアドレス 半角英数字で入力します。

利用ステータス 新規登録時は「利用可能」固定

※１　アクセスレベルの違いについて

　アクセスレベルに応じて、テスト案件情報やユーザー情報についての参照可否、修正可否が変わってきます。

　修正可否の詳細については、「2-4 団体ユーザー情報の編集／削除を行う」に記載しています。

-

255

40

40

40

-

○

○

-

-

○

-

○

文字数

255

アクセスレベル

団体ユーザー登録/編集可能

団体ユーザー情報テスト案件情報

団体運用者 一部編集可能
担当のテスト案件のみ参照可能

（紐づけられたテスト案件のみ）

全案件参照可能団体管理者



③新規登録ボタンを押下すると入力内容のチェックを実施し、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが再度表示されますので、「OK」を押下します。

④登録完了したら、登録完了メッセージが表示されるため、登録が完了されたことを確認します。

■登録完了後のシステム処理

GPSシステムログイン用のURL、ユーザーID/PWをお知らせするため、

団体ユーザーの登録が完了すると、「団体ユーザー登録完了ID通知」「団体ユーザー登録完了PW通知」がシステム自動でメール送信されます。

【団体ユーザー登録時　自動配信メール文面】

メールタイトル 【GPS】利用登録完了のお知らせ（ID通知) K-2 メールタイトル 【GPS】利用登録完了のお知らせ（パスワード通知) K-3

宛先 登録された「団体担当者」 宛先 登録された「団体担当者」



印刷日：

■概要

登録済みの「団体ユーザー情報」の確認や、登録情報の修正を実施したい場合に対象者の検索を行うことができます。
また、アカウントロックになってしまった対象者を検索することもできます。

■画面操作方法

①メニューから「団体管理」を選択し、遷移先の画面名から「団体ユーザー一覧」を指定します。

2-3 団体ユーザー情報の検索を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「団体ユーザー一覧」画面に遷移したら、検索したい担当者の情報を入力し、「検索」ボタンを押下します。

　検索項目を指定せずに「検索」ボタンを押下した場合は、現在登録されている担当者が全件検索されます。

【検索項目】

※検索時の注意点※

検索対象者が多い状況では、検索結果表示までに時間がかったり、動作が不安定になることがあります。

検索が時間がかかる、動作が不安定だと感じた場合は、ご利用いただいているブラウザから別のブラウザへの変更をお試しください。

（例．Microsoft Edge　を　chrome　に変更するなど。）

③検索結果が検索条件の下画面に表示されますので、対象の担当者を確認します。

　また、アカウントロックの対象者については、検索結果が色づいて表示されます。

　検索したい担当者が一覧に表示されていない場合、検索条件の項目を減らし、広範囲での条件で再検索を行ってください。

　登録内容の詳細確認や編集を行う場合は、対象のレコードをクリックすると「団体ユーザー編集」画面に遷移することができます。

※団体ユーザー情報の編集については、「2-4_団体ユーザー情報の編集／削除を行う」を参照ください。

アカウントがロックされた担当者に絞りたい場合
に指定します。

―アカウントロック

利用ステータス

メールアドレス

ステータス状況を指定します。

検索値を入力します。部分一致

―

担当者・姓名

ログインＩＤ

検索基準項目名 項目・入力内容説明

検索する担当者のログインＩＤを入力します。

検索値を入力します。

完全一致

部分一致



印刷日：

■概要

検索した団体ユーザー情報の編集、削除を行います。

また、団体ユーザー情報のパスワード情報の変更や、アカウントロック、アカウント停止の解除なども実施することができます。

■画面操作方法（団体ユーザー情報の編集）

①「2-3 団体ユーザー情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、対象のレコードをクリックすると「団体ユーザー編集」画面に遷移することができます。

②団体ユーザー編集画面が表示され、登録されている各項目が表示されますので、項目内容の確認を行うとともに、修正項目について修正を実施します。

　必要項目の修正が完了したら「更新」ボタンを押下して、更新処理を実行します。

※注意事項※

パスワードの変更については、「パスワード変更」項目にて、「する」に✓を実施することで、

「パスワード」、「パスワード再入力」の入力欄が表示されます。

パスワード変更は団体管理者および団体運用者にて対応可能です。

▼パスワード変更チェック無

▼パスワード変更チェック有

○ ×

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者

2-4 団体ユーザー情報の編集／削除を行う



【入力項目】

項目名 必須 項目・入力内容説明

ログインID 団体内に同じログインIDが存在しないかチェックします。

パスワードの変更 パスワードの変更を行う場合にチェックします。

パスワード 「パスワードの変更」にチェックが入っている場合、入力必須です。

パスワード再入力 英大文字/英小文字/数字の混在必須の組み合わせで8-20文字。記号「-」「.」などは不可。 

表示形式：●●●●●(マスキングして表示)

部署名 登録する担当者が所属する部署を入力します。

担当者・姓 登録する担当者の漢字姓を入力します。

担当者・名 登録する担当者の漢字名を入力します。

担当者・メールアドレス 半角英数字で入力します。

利用ステータス 「利用可能」がデフォルト設定になっています。

団体ユーザーＩＤを利用不可にしたい場合に「利用不可」選択します。

「利用不可」の場合、該当ユーザーはＧＰＳシステムにログインできません。

※長期間パスワード変更を行われていない団体ユーザーは、利用ステータスが「利用不可」になります。

「利用可能」を選択していただくと、GPSシステムにログインが可能になります。

アカウントロック アカウントロックがかかっている対象のみ、利用ステータスの下に表示されます。

ロックを解除する場合は「ＯＦＦ」を選択します。

255

―

文字数

20

○

○

△

－ ―

40

255

○

○

40

40

○ ―

○

－

団体管理者
権限

団体運用者
権限

編集可 編集不可

編集可

編集可

パスワード
変更可

編集可 編集可

編集可 編集可

編集不可

パスワード
変更可

編集不可

編集不可

編集不可

編集可

編集可



③登録完了後、パスワード変更を含む団体ユーザー情報の編集だった場合は、「パスワード変更完了のお知らせ（K-４）」メールがシステム自動で送信されます。

■画面操作方法（団体ユーザー情報の削除）

①「2-3 団体ユーザー情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、対象のレコードをクリックすると「団体ユーザー編集」画面に遷移することができます。

②団体ユーザー編集画面が表示されますので、画面の最下部にある「削除」ボタンを押下します。

　※一度削除を実施してしまうと元には戻せませんので、削除処理前に対象の団体ユーザーに間違いが無いか十分に確認を実施した上で、削除の実施を行ってください。



③削除ボタンを押下すると入力内容のチェックを実施し、「削除します。よろしいですか？」のメッセージが再度表示されますので、「OK」を押下します。

④削除されると、検索画面が表示されますので、対象者が削除されたことを確認ください。



印刷日：

■概要

テスト案件申込書の提出後、「テスト案件登録完了メール」がメール配信されます。

メール文中に登録を実施した、「テストコード」、「テスト案件名」が記載されていますので、そちらを元に対象のテスト案件を検索します。

■画面操作方法

①メニューから「受検者・受検管理」を選択し、遷移先の画面名から「テスト案件一覧」を指定します。

3-1 テスト案件情報の検索、確認を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「テスト案件一覧」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

【検索項目】

項目名 検索条件 項目・入力内容説明

テストコード 部分一致 テストコード情報を入力

テストタイプ 完全一致 プルダウンから選択。

顔認証 完全一致 ラジオボタン選択

連携サービス 完全一致 プルダウンから選択。

テスト名 部分一致 テスト名称を入力

受検可能期間　開始日時 － カレンダーから「FROM」と「TO」をそれぞれ選択

from to YYYY-MM-DD hh:mm　形式

受検可能期間　終了日時 － カレンダーから「FROM」と「TO」をそれぞれ選択

from to YYYY-MM-DD hh:mm　形式



③検索ボタンを押下すると、検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

　登録内容の詳細確認を行う場合は、対象のテスト案件のレコードを選択することで、「テスト案件登録・編集」画面に遷移し、登録内容を確認することができます。

　対象テスト案件情報の内容確認/編集については、「3-2_テスト案件内容の確認／編集（運用担当者やメールテンプレートの紐付け）を行う」を参照ください。

※「基礎集計データと受検者データ」のダウンロードについて

　・テストが完了している対象がいた場合は「結果」項目に結果ダウンロードボタンが表示され、結果ダウンロードボタンを押下することで、

　　テスト案件の「基礎集計データと受検者データ」をダウンロードすることができます。

「基礎集計データと受検者データ」のダウンロードについては、「8-3_テスト案件の集計データ/受検者リストのダウンロードを行う」を参照ください。

※「受検者リスト」のダウンロードについて

　・受検者が登録されている場合は、受検者リストの項目にダウンロードボタンが表示されます。

　　リストダウンロードボタンをを押下することで、テスト案件に登録されている受検者情報が記載された「受検者リスト」をダウンロードすることができます。

「受検者リスト」のダウンロードについては、「8-3_テスト案件の集計データ/受検者リストのダウンロードを行う」を参照ください。

（受検者が登録されていない場合、ボタンは表示されません）



印刷日：

■概要

テスト案件の検索を行ったあと、登録されたテスト案件内容の確認を行い、登録内容に誤りが無い確認します。

また、対象のテスト案件について、団体運用者の紐付や、独自で作成したメールテンプレートの紐付けを行うことができます。

■画面操作方法

①「3-1 テスト案件情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、詳細確認したい対象の値を押下します。

3-2 テスト案件内容の確認／編集（運用担当者やメールテンプレートの紐付け）を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②対象のレコードを選択すると「テスト案件登録・編集画面」に遷移され、登録内容を確認することができます。



③ 告知用受検期間from、告知用受検期間to　の変更が可能です。

※受検可能期間fromと受検可能期間toは、団体管理者様、団体運用者様で修正ができません。

　「受検可能期間」＝実際に受検できる期間。

　「告知用受検期間」＝「受検可能期間」の範囲内で、"受検者の方に告知する受検期間"です。

　　　　　　　　　　　「告知用受検期間」は、受検者様へのID/PW通知メールと、マイページに表示されます。

④テスト案件の登録内容に加えて、該当のテスト案件についての「団体運用者の設定」のために「テストコードにひもづける団体運用者の選択」が必要か確認を行います。

　団体運用者の登録されている場合、該当のテスト案件の管理／閲覧する必要があれば、団体運用者の紐付けのためチェックを行います。

※この項目に表示されるのは、団体運用者権限にて団体ユーザー登録された対象のみ表示され、団体管理者権限として登録されている対象は表示されません。

⑤続いて、受検者リスト登録や督促メール送信時に送信するメールテンプレートをカスタマイズした文面で送付したい場合、

　メールテンプレートの該当メールについて選択するとプルダウンリストが表示されるため、カスタマイズしたメールテンプレートに変更します。

　※カスタマイズしたメールテンプレートが存在しない場合は、選択してもプルダウンに表示されません。

変更前

変更後

研修用

【補足】

「団体運用者権限」では「テストコードにひもづける団体運用者の選択」欄で氏名の確認は

できますが、グレーアウトし編集ができません。

団体運用者をテストに紐づけたい場合は、GPS法人お客様センターまでご連絡ください。



⑥変更内容の入力が完了したら、「確認画面へ」ボタンを押下します。

　登録確認用メッセージが表示されますので、手続き内容に誤りがないか確認の上、「OK」ボタンを押下します。

⑦「確認画面へ」ボタンを押下すると、「下記内容で更新します。よろしければ更新ボタンを押してください」という確認画面がでます。

内容に問題がないことを確認し、「更新」ボタンを押します。

⑧更新が完了したら、更新完了メッセージが表示されるため、登録が完了されたことを確認します。

エラーがあると、エラーメッセージが表示されるので、該当項目を

修正し、再度「確認画面へ」ボタンを押します。



※更新後の自動配信メールについて

　テスト案件に団体運用者の紐付けを実施した場合、対象の団体運用者向けに対象のテスト案件の担当者に登録された旨の自動配信メールが送信されます。



印刷日：

■概要

受検者リスト登録時に送信される「受検案内（ログインID通知）メール」など、GPSシステムから自動配信されるメールについては、
主催者側があらかじめ準備しているメールテンプレートの内容を元に送信されますが、団体独自の文言を追加したいなどの場合、メールテンプレートの文章を修正（追記）し、
修正した文言で受検者向けにメールを実施することができます。
ここでは、まず、対象のメールの検索方法について記載します。

■画面操作方法

①メニューから「メール管理」を選択し、遷移先の画面名から「メールテンプレート一覧」を指定します。

3-3 メールテンプレート情報の検索を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「メールテンプレート一覧」画面に遷移したら、検索条件を入力して、検索ボタンを押下します。

③ 検索結果が表示されますので、テンプレート内容の確認/編集を行いたい場合は、対象の「メールテンプレート」の値を選択することで、

「メールテンプレート編集画面」に遷移することができます。

メールテンプレートは、以下の種類があります。

・受検案内(受検用ID通知) Y-1

・受検案内（パスワード通知）Y-2

・受検督促メール Y-4

・フリーメール K-14

※メールテンプレートの編集については、「3-4_メールテンプレート情報の編集を行う」を参照ください。

※送信済みメールの詳細内容の確認方法については、「6-2_送信済みメール情報の詳細内容の確認を行う」を参照ください。



印刷日：

■概要

検索したメールテンプレートについて、メール文面やCCなどの情報について編集や、名前を付けて登録を行うことで団体独自のメール文面を作成することができます。

メール文面の修正は、主催者から送信者に必ず伝える必要のある固定文言の部分については修正することができませんが、

任意の部分に団体独自の文言を追加し、団体独自の文言で自動配信メールを送信することができます。

（例．"別途、団体が独自で作成している「受検時の注意」を読んだ上で対応すること"、"対応方法不明時は●●部△△まで連絡ください"　など）

■画面操作方法

① 「3-3 メールテンプレート情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、対象の「メールテンプレート名」の値をクリックします。

【補足】

フリーメールについては、これまでテンプレートを編集し"名前をつけて登録"することができず、都度作成が必要でしたが、

2022年8月より、「フリーメール　K-14」についても、"名前をつけて登録"することができるようになっております。

○ ○3-4 メールテンプレート情報の編集を行う

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



② 対象のメールの詳細内容が表示されるため、内容の確認を行います。

　併せて、テンプレートメールの文面などを、自団体向けにカスタマイズしたい場合については、編集を行うことができます。

《メールテンプレート名》

検索画面上に表示される名称となりますので、カスタマイズしたメールとわかるように、見分けができるテンプレート名に修正してください。

（例．【●●テスト用文面】受検案内（ログインID通知）Y－１　など。）

《cc、Bcc》

設定したいメールアドレスがある場合は、ご利用ください。

複数のメールアドレスを設定する場合は、「,」で区切ることで設定できます。

《送信者名》

設定が可能です。設定しない場合はデフォルト値の「GPS事務局」となります。

《タイトル》

自動配信メールの件名として表示されますので、わかりやすいタイトルにしてください。

（特に希望が無ければそのままの件名が推奨です。カスタマイズされる場合も"Ｙ-１"などの記号は問い合わせをスムーズにするためにつけていますので

 残しておくことをお薦めします。）

《本文（任意）》

「本文（固定）」文章の上に差し込まれる形で、自動配信メールが作成されます。受信者向けの連絡事項などにご利用ください。

《備考》

メール本文中に表示されない項目になりますので、団体内部用の覚書としてご利用ください。



③メール情報の修正が完了したら、「名前をつけて登録」ボタンを押下します。

④押下すると、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK」を押下します。

⑤正常に登録されると、「登録が完了しました。」のメッセージが表示されます。



■メールテンプレートのカスタマイズした後の対応について

メールテンプレートをカスタマイズした場合は、そのメールを利用したいテスト案件にメールテンプレートを設定する必要があります。

テスト案件一覧画面から、該当のテストを検索し設定してください。

対象テスト案件情報の内容確認/編集については、「3-2_テスト案件内容の確認／編集（運用担当者やメールテンプレートの紐付け）を行う」を参照ください。

■名前を付けて登録した後のメールテンプレートの編集について

　名前を付けて登録したメールテンプレートについては、「更新」ボタンが表示されるようになり、文面を一部のみ修正することができるようになります。

　該当のメールテンプレートがどのテスト案件に紐付いているか、テストコードリストの項目に表示されていますので、複数のテストコードが紐付いているメールテンプレートを修正する場合は、

　紐付いているテストコードに影響が無い文面になっているか確認の上、対応するようにしてください。



印刷日：

■概要

テスト案件の確認を実施した後に、該当のテスト案件に対して、受検者の情報を登録する必要があります。

受検者情報の登録は、複数の受検者を一括で登録する方法と、受検者1人ずつ登録する方法があり、ここでは、複数人の対象者を一括で登録する際の画面操作について記載しています。

なお、受検者情報の一括登録については、受検者リスト作成ツールで作成したCSVデータを元に、GPSシステムに登録を実施します。

CSVデータの登録は1回の登録につき、500件／回の件数制限が発生します。

ツールの操作方法については、受検者リスト作成ツール側に記載されておりますので、ここでの記載は割愛しております。

※受検者リスト作成ツールでは、自動的に500件以内にリストを分割し、複数のリストを作成します。

　その場合は、全てのデータが登録できるように複数回登録作業を実施してください。

※受検者リスト作成ツールでは、受検者情報の一括変更、削除も行うことができます。

■画面操作方法

① メニューから「受検者・受検管理」を選択し、表示される画面名から「受検者一括登録」を指定します。

4-1 受検者情報の一括登録/変更/削除を行う ○ ○
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利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



② 受検者リストデータを作成するために、「受検者リスト作成ツールダウンロード」ボタンを押下して、受検者リスト作成ツールをダウンロードします。

※ダウンロードボタンを押下すると、ブラウザによっては操作確認の画面（"開く"、"保存"、"名前を付けて保存"など、操作を選択する画面）が表示されることがあります。

DLファイルは、任意の場所に保存をしてください。

※「GPS受検者登録リスト生成ツール_A.zip」という圧縮ファイルがダウンロードされます。

　zipファイルを開くと、フォルダ内に「受検者リスト作成ツール_Academic.xls」ファイルが入っていますので、そちらをご利用ください。

ツールの操作方法は、「受検者リスト作成ツール」内に記載されておりますので、そちらをご確認のうえご対応ください。



④ 受検者リストCSVデータの作成後、以下を入力します。

　 ・テスト名（テストコード）：プルダウンより「テスト名（テストコード）」を指定します。

※新しいテストから順に表示されます。（テストコードの連番が大きいものが上に表示されます）

・受検者リストアップロード：「ファイル選択」ボタンを押下して、作成したCSVデータを選択します。

※「同じファイルを2回取り込む」、「複数個作成されたCSVデータの一部のデータの登録を忘れる」など無いように、ご注意ください。

上記入力後、「確認画面へ」ボタンを押下します。

【注意メッセージについて】

「テスト名(テストコード)」欄で実施期間を過ぎたテストコードを選択していると、「確認画面へ」ボタンを押下後に以下の注意メッセージが表示されます。

◆受検者登録を行う場合

実施期間を過ぎたテストコードに受検者登録をしても受検することはできないため、「Cancel」を押し、テストコードの選択し直しを実施してください。

◆受検者情報の更新・削除を行う場合

注意メッセージが表示されますが、このまま操作を続けてください。

※受検者情報の更新＝学籍番号変換、学部・学科情報の更新、備考欄の一括更新など



【エラーメッセージについて】

アップロードを行おうとしている受検者リスト（CSV）データの登録内容に誤りがあった場合、「確認画面へ」ボタンを押下後、エラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ内に表示される該当の個所を修正のうえ、再度「ファイル選択」ボタンで正しいデータを選択し直してください。

※基本、受検者リスト作成ツール側のデータチェックでエラーが検知されるため、対象者の重複登録等以外は発生しない見込みですが、

CSVデータを出力後に誤りが発覚したなどで、ツールから出力されたCSVデータを直接修正し、上書きしたCSVデータを取り込んだ場合はエラーが発生します。

必ず、登録するデータは受検者リスト作成ツールから出力されたままのCSVデータを取り込むようにしてください。



⑤登録内容に問題が無かった場合、「受検者一括登録確認画面」が表示されますので、登録しようとしている内容が正しいか確認を実施します。

　登録を行う受検者リストについて、選択しているファイルが誤っていないか、登録を行うテストコードが誤っていないかなど、必ず再度確認を行うようにしてください。

【団体情報、受検情報部分】

登録を実施しようとしている対象のテスト案件が正しいか、登録しようとしているリストの人数が正しいか確認を行います。

【メールテンプレート情報】

受検者リスト登録によって、自動配信されるメールが正しいか、確認を行います。

通常メールテンプレート情報は通常、「受検案内（ログインID通知）Y-1」と「受検案内（パスワード通知）Y-２」の２種類がメールされます。

※メールテンプレート情報の内容を変更したい場合については、「3-3_メールテンプレート情報の編集を行う」に記載しておりますので、そちらをご確認ください。

【受検案内（ログインID通知）Y-1】 【受検案内（パスワード通知）Y-２】



【メール送信情報】

　自動配信メールの送信方法を指定することができます。

　予約送信の場合については、予約送信日付を指定する必要があります。

【登録受検者一覧】

　受検者リストCSVに記載されている対象者が表示されますので、登録された対象者数、対象者情報が正しいか確認することができます。

　対象者に誤りがあった場合は、再度CSVデータの作成や対象データの指定からやり直してください。



⑥各項目を確認し、誤りが無ければ、「新規登録ボタン」を押下します。

　押下すると、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK」を押下します。

　※登録件数が多い場合については、数分の処理待ちが発生する可能性がありますので、ご了承ください。



⑦正常に登録されると、「受検者一括登録画面」が表示され、「一括登録・更新が完了しました。」のメッセージが表示されます。

【登録後の自動配信メールについて】

　受検者一括登録が実施されると、「受検者ID」と「パスワード」の通知のため、以下の2つのメールが配信されます。

　送信については、登録された受検者に順次処理されます。

【GPS】受検のご案内（ログインID通知）Y-1　※預託 【GPS】受検のご案内（パスワード通知）Y-2　※預託



【登録済受検者データのダウンロード方法について】

①一括変更時、一括削除時のアップロードデータ作成については、登録済みの「受検者CSV」や「学部学科CSV」などのデータをダウンロードする必要があります。

　「受検者一括登録・更新」画面を表示して、「テスト名」を指定した上で、「受検者CSVダウンロード」、「学部学科CSVダウンロード」ボタンを押下します。

　※「学部学科CSV」については、「受検者が入力した学部、学科、学年、入試区分のいずれか」を変更したい場合のみ、ダウンロードが必要。



②ダウンロードボタンを押下すると、対象のテスト案件に登録されている受検者リストおよび学部学科データがダウンロードされますので、任意の場所に保存します。

※ダウンロードの表示は、ご利用の環境によって違いがあります。

【受検者CSV　ダウンロードデータ】

【学部学科CSV　ダウンロードデータ】



印刷日：

■概要

テスト案件の登録を実施した後に、該当のテスト案件に対して、受検者の情報を登録する必要があります。

受検者情報の登録は、複数の受検者を一括で登録する方法と、受検者1人ずつ登録する方法があり、ここでは、1人ずつ登録する際の画面操作について記載しています。

■画面操作方法

①メニューから「受検者・受検管理」を選択し、表示される画面名から「受検者登録（Academic）」を指定します。

○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者

4-2 受検者情報の個別登録を行う ○



②受検者登録・編集画面が表示されたら、必要事項を入力します。

【入力項目】

項目名 必須 項目・入力内容説明

セイ / Last Name 100文字以内

メイ / First Name 100文字以内

受検者ID 半角英数字

※未入力時、自動発行

パスワード 半角英数字　8-20文字

※未入力時、自動発行

メールアドレス ※メール登録が無い場合、

　自動配信メールは送信されません。

生年月日 カレンダーから選択

YYYY-MM-DD　形式

性別 男、女

専攻/コース/クラス -

詳細入試区分 -

学籍番号 -

テキスト問題適用

時間制限解除適用

備考1 -

備考2 -

備考3 -

テスト案件 プルダウン選択

※受検期間内の受検可能なテスト案件のみ表示されます。

メール送信方法 送信しない、即時送信、予約送信

予約送信日付 予約送信時指定

※メール送信方法で「予約送信」を選択した場合のみ、

　必須となります。

障がいのある方の受検について対応する場合に「あ
り」にします。音声・動画問題がテキスト問題に差
し替わります。

-
障がいのある方の受検について対応する場合に「あ
り」にします。

-

-

-

-

○

-

-

-

-

-

-

○

-

-

-

-

-



③必要項目について入力完了後、「新規登録」ボタンを押下します。
　押下すると、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK」を押下します。

④正常に登録されると、「登録が完了しました。」のメッセージが表示されます。

　併せて、自動配信メールとして「利用登録完了ID通知メール」と「利用登録完了PW通知」の２種類がメールされます。

　※メール内容の詳細については、「4-1_受検者情報の一括登録を行う」の「登録後の自動配信メールについて」を参照ください。



印刷日：

■概要

GPSシステムに登録されている受検者情報の確認を行うために、検索条件を指定して対象者の検索を実施します。
また、誤ったテスト案件に対象者を登録してしまった等の際に、受検情報を選択して一括削除を行うことができます。

※　検索された対象者の「受検者情報の編集」や、受検者の「受検結果（個人結果レポート）のダウンロード」については、
 　「4-4_受検者情報の編集／個別削除を行う」、「8-1_受検者単位での個人結果レポートのダウンロードを行う」を参照ください。

※　受検者へのメール作成・送付については、「8-2_受検者に対してメールを作成・送付する（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行）」を参照ください。

■画面操作方法（検索方法）

①メニューから「受検者・受検管理」を選択し、遷移先の画面名から「受検者検索・受検結果取得」を指定します。

4-3 受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う ○ ○
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利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「受検者検索・受検結果取得」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

※検索時の注意点※

検索対象者が多い状況では、検索結果表示までに時間がかったり、動作が不安定になることがあります。

検索が時間がかかる、動作が不安定だと感じた場合は、ご利用いただいているブラウザから別のブラウザへの変更をお試しください。

（例．Microsoft Edge　を　chrome　に変更するなど。）

【受検ステータスについて】

各ステータスで受検状況がわかります。

未受検 受検期間中のテストについて、受検を開始していない状況です。

受検中 受検期間中のテストについて、受検を開始しているが、受検完了していない状況です。

再開
受検期間中のテストについて、受検中にログアウトせずに複数回ブラウザを閉じられるとロックがかかってしまいます。
ロックが解除されていて再度ログインして受検を続きから行える状態が「再開」です。

受検済 受検期間中、受検期間終了後のテストについて、全科目の受検が完了しています。

受検期間外
受検期間外のため受検できない状況です。受検期間中に全科目受検済になっていない場合は、受検期間終了後に「受検期間外」となります。
※ただし、科目のうち「テスト（選択式）」「テスト（記述式）」が受検済となっている場合、スコアは出力されます。

ロック中
受検中に何度かブラウザを閉じられるとアカウントロックがかかる仕様になっています。受検を再開するにはロックの解除が必要です。
受検者様ご本人から、お客様サポートセンター（0120-830-229）にお電話していただく必要があります。



③ 検索ボタンを押下すると、検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

登録内容の詳細確認や編集を行う場合は、対象者の列の値をクリックすることで、「受検者編集」画面に遷移することができます。

※受検者情報の編集や削除については、「4-4_受検者情報の編集／個別削除を行う」を参照ください。

※受検者単位での個人結果レポートのダウンロードについては、「8-1_受検者単位での個人結果レポートのダウンロードを行う」を参照ください。

※「督促メール送信」、「メール作成・送信」、「受検者ID再送信」、「パスワード再発行」については

　「8-2_受検者に対してメールを作成・送付する（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行）」を参照ください。

※注意※

　検索結果については、受検者単位ではなく、受検者のテスト案件単位に検索されます。

　（同一人物が複数テスト案件の登録されていたら、テスト案件の数だけ受検者が表示されます。）



■受検者情報修正後の個人・集団帳票再作成について

受検者情報の変更を加えた場合、「受検者情報修正後の個人・集団帳票再作成」ボタンを押すことで、すでに作成されている帳票データが一度削除され、

個人結果レポートや集計データの再作成が実施されます。

「受検者情報修正後の個人・集団帳票再作成」ボタン押下後、個人結果レポートは随時受検者情報の変更が反映されます。

件数によりますが、遅くとも一時間程度で反映されます。

集計データについては翌日（記述結果の反映版は更にその翌日）のデータ作成となりますので、作成までの間、結果アイコンの表示が一時的になくなります。

集計データの再作成が完了次第、結果項目にダウンロードアイコンが表示され、受験者情報の変更が反映されたデータがダウンロードできるようになります。

■画面操作方法（受検情報の一括削除）

① 誤ったテスト案件に対象者を登録してしまった等の場合に、対象の受検情報を選択し削除を実施することが可能です。

【受検者削除が可能な条件】

　受検情報の削除が行えるタイミングは、受検ステータスが「未受検」の場合のみになります。

　受検者が受検を開始してしまった受検情報については、受検ステータスが「未受検」から変更されるため、削除することができません。

※注意事項※

　検索結果については、受検者単位ではなく、受検者のテスト案件単位に検索されます。

　（同一人物が複数テスト案件の登録されていたら、テスト案件の数だけ表示されます。）

　そのため、受検者名などの情報だけで削除対象行を判断すると、削除対象を誤る可能性があります。

　必ず、対象のテスト案件かを確認した上で、削除対象を決定してください。

「受検者情報修正後の個人・集団帳票再作成」ボタン

を押下すると、確認画面が表示されます。

件数によっては、処理が終わるまでお時間がかかる可能

性がありますので、問題がなければ「OK」を押して、再作

成を行ってください。



削除方法には2通りあります。

《1》個別に削除を行う方法。

検索した結果を元に、削除したい「未受検」の受検情報にチェックいれ、「一括削除」ボタンを押下して削除する。

《2》検索条件を絞ったうえで、「一括削除」ボタンを押下して削除する。

検索条件で「テストコード」、「受検ステータス」を”未受検”にチェックをいれて、検索することで

削除可能な受検者情報（受検ステータスが「未受検」の対象）が検索結果に表示されます。

「一括削除」ボタンを押下すると、対象をまとめて削除可能です。 「一括削除」ボタンを押下すると、確認画面が表示さ

れます。

件数によっては、処理が終わるまでお時間がかかる可

能性がありますので、問題がなければ「OK」を押して、

一括削除を行ってください。



印刷日：

■概要

受検者情報の登録後、パスワードや学籍番号など登録内容について変更を実施したい場合、編集することができます。

また、登録内容の詳細確認や、テスト実施状況の確認、受検者情報の削除なども行うことができます。

■画面操作方法（受検者情報の編集）

① 「4-3_受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う」にて実施した受検者情報の検索結果から、対象の受検者の列の値を選択します。

4-4 受検者情報の編集／個別削除を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②受検者編集画面が表示されたら、変更したい項目を修正します。

　各編集項目については、登録時と同じになっていますので、入力項目については、「4-2」を参照ください。

　また、「アカウントロック」の対象者にのみ、アカウントロックの項目が表示され、ロックを解除する場合は「ＯＦＦ」を選択します。

※アカウントロック時の表示について

OFFにすることでアカウントロックを解除できます。



③必要項目について入力完了後、画面最下部にある「更新」ボタンを押下します。
　押下すると、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK」を押下します。

④正常に登録されると、「登録が完了しました。」のメッセージが表示されます。

　変更後のパスワードについては、自動配信メールとして「【GPS】パスワード再発行完了のお知らせ」が受検者（登録されているメールアドレス宛）に配信されるため、

　そちらで変更内容を確認することができます。

【GPS】パスワード再発行完了のお知らせ



■画面操作方法（受検者情報の確認）

編集画面の下部に、対象のテスト案件の受検状況と各科目ごとの受検状況が表示されますので、受検したテスト案件の受検情報について確認を行います。

受検情報の項目で、テスト案件名やテスト対応など選択している受検者情報の受検ステータスを確認することができます。

また、「科目ごとの受検ステータス」についても確認することができ、「科目ごとの受検ステータス」が全て「未受検」の場合のみ、削除を押して削除することができます。



印刷日：

■概要

2021年度2月より、GPSシステムを改訂し「音声動画問題のテキスト問題への置き換え機能」「時間制限のある問題の制限を解除する機能」を追加し、

障がいのある方の受検について対応を強化をしました。

改訂内容は以下となります。

＜改訂前＞

・文字・画像・動画の大きさの変更機能（５段階）

・表示の白黒反転機能

※上記の変更・反転は、受検者が受検中に操作して変更を行う形

＜改訂後＞

上記既存機能にプラスして

・音声動画問題のテキスト問題への置き換え機能

・時間制限のある問題の制限を解除する機能

※上記の対応は、団体ユーザーが受検者登録時に「受検者ごとに」事前設定する形

※テキスト問題への差し替えを適用される場合は「時間制限解除」もセットしてください。

思考力の問題は全体として45分程度を目安としています。障がいの程度に応じて実施時間を延長頂いても問題ございません。

障がいをお持ちの受検対象者へは、受検者登録後に画面にて設定が必要となります。

（受検者登録については、4-1受検者情報の一括登録/変更/削除を行う　をご参照ください）

障がい者対応についての画面操作方法は下記よりご確認ください。

※障がい者対応以外の受検者情報の編集については、「4-4 受検者情報の編集／個別削除を行う」をご参照ください。

　こちらのページでは、障がい者対応についてのみの記載となります。

4-5 受検者情報の編集～障がい者対応～ ○ ×

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



■画面操作方法（受検者情報の編集）

① 受検者・受検管理＞受検者検索・受検結果取得　画面を開きます。

② 「受検者検索・受検結果取得」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

※検索時の注意点※

検索対象者が多い状況では、検索結果表示までに時間がかったり、動作が不安定になることがあります。

検索が時間がかかる、動作が不安定だと感じた場合は、ご利用いただいているブラウザから別のブラウザへの変更をお試しください。

（例．Microsoft Edge　を　chrome　に変更するなど。）



③ 検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

対象者の列の値をクリックすると、「受検者編集」画面に遷移します。

④ 受検者編集画面が表示されたら、以下項目を変更してください。

・テキスト問題適用：「あり」をチェックすると適用されます。

・時間制限解除適用：「あり」をチェックすると適用されます。

※「テキスト問題適用」をされる場合は「時間制限解除適用」もセットしてください。

　思考力の問題は全体として45分程度を目安としています。障がいの程度に応じて実施時間を延長頂いても問題ございません。

【予備知識】

「テキスト問題適用」、「時間制限解除適用」については、受検ステータスが「受検中」「受検済」以外の時に設定可能です。

受検者登録後、プライオリティ設定前に受検を開始してしまうと、受検ステータスが「受検中」「受検済」などになってしまうので、設定ができません。

その場合は、「受検中」「受検済」になってしまった登録の情報を「無効化、再受検」する必要がありますので、「再受検」ボタンを押してください。

その後、「テキスト問題適用」、「時間制限解除適用」の設定を行ってください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



⑤ 入力完了後、画面最下部にある「更新」ボタンを押下します。

押下すると、「登録します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、「OK」を押下します。

以上で、障がい者対応機能の設定が完了となります。

対象者が複数名の場合は、同様の方法で1名ずつ設定が必要です。



印刷日：

■概要

GPSシステムに登録されている受検者情報の受検実施状況の確認や、ロックとなってしまったテストの受検ステータスの「ロック解除」を行うために、
検索条件を指定して対象者の検索を実施します。

※検索された対象者の詳細情報の確認や、受検ステータスのロック解除については、「5-2_科目別受検ステータスの詳細内容確認を行う」を参照ください。

■画面操作方法（検索方法）

①メニューから「受検者・受検管理」を選択し、遷移先の画面名から「科目別受検ステータス一覧」を指定します。

5-1 受検実施状況の検索を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「科目別受検ステータス一覧」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

【受検ステータス（科目別）について】

各ステータスで科目ごとの受検状況がわかります。「受検期間前」「受検期間中」「受検期間終了後」いずれの場合も同じステータス表示となります。

受検済 全科目の受検が完了しています。

ロック中
受検中に何度かブラウザを閉じられるとアカウントロックがかかる仕様になっています。
ロックの解除には受検者様ご本人から、お客様サポートセンター（0120-830-229）にお電話していただく必要があります。
ただし、受検期間終了後はロック解除後であっても受検を続けることはできません。

未受検 受検を開始していない状況です。

受検中 受検を開始しているが、受検完了していない状況です。

再開
受検期間中のテストについて、受検中にログアウトせずに複数回ブラウザを閉じられるとロックがかかってしまいます。
ロックが解除されているが、再度ログインして受検を再開していない状況です。



③検索ボタンを押下すると、検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

　検索結果については、受検者が受検したテスト単位に1レコードで表示されるのでは無く、受検者が実施するテストの科目ごとに表示される形になります。

　受検実施内容の詳細確認や受検ステータスの変更を行う場合は、対象者の値を選択することで「科目別受検ステータス確認」画面に遷移することができます。

※受検実施状況の詳細内容の確認、受検ステータスの編集については、「5-2_科目別受検ステータスの詳細内容確認を行う」を参照ください。



印刷日：

■概要

「科目別受検ステータス一覧」画面にて検索した受検者科目別受検ステータス情報について詳細の確認を行います。

各受検者のテスト実施状況の詳細内容確認を実施することができます。

※試験ステータスのロック解除については、試験ロック中の対象しか画面表示されません。

　「科目ごとの受検ステータス」がロック中になっている場合、解除はGPS受検者サポートデスクにて承ります。

■画面操作方法

①「5-1_受検実施状況の検索を行う」にて実施した受検者情報の検索結果から、対象の受検者の「受検者名」を選択します。

5-2 科目別受検ステータスの詳細内容確認を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②対象の科目別受検ステータス確認画面が以下のように表示されます。

　受検者情報の内容に誤りがあった場合については、受検者編集画面にて編集することができますので、「4-4_受検者情報の編集／個別削除を行う」を参照して、修正してください。



③テスト実施中の中断などが規定回数以上になると、ログインできなくなり、「受検ステータス（科目別）」が「ロック中」になります。

　ロック中の対象についてのロックの解除をご希望の場合はGPS受検者サポートデスクにご連絡ください。

※GPS受検者サポートデスクのご連絡先は、GPS管理画面のホーム画面から確認可能です。

【受検ステータス　ロック中】



印刷日：

■概要

GPSシステムから自動配信を実施した受検者向けの各種送信メールについて、送信メールの検索、送信内容の確認を実施することができます。

■画面操作方法

①メニューから「メール管理」を選択し、遷移先の画面名から「メール送信一覧」を指定します。

6-1 送信済みメール情報の検索を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「メール送信一覧」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

【検索項目】

項目名 検索条件 項目・入力内容説明

テストコード 完全一致 テストコードを入力

受検者ID 前方一致 メール送信された受検者IDを入力

受検者名 部分一致 メール送信された受検者名を入力

受検者メールアドレス 部分一致 検索実施時点で登録されている受検者のメールアドレスを入力

※送信時点でのメールアドレスではありません。

メール種別 － チェックボックスから該当のメールを選択

登録日時 － カレンダーから「FROM」と「TO」をそれぞれ選択

YYYY-MM-DD hh:mm　形式

送信フラグ － チェックボックスから送信状況を選択

送信日時 － カレンダーから「FROM」と「TO」をそれぞれ選択

YYYY-MM-DD hh:mm　形式



③検索ボタンを押下すると、検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

　検索結果を元に「いつ」、「どのような内容」のメールが「どの受検者」の「どのメールアドレス」に送信されたか確認することができます。

　（ただし、パスワード通知メールについては、安全性の観点から、本文は表示されません。）

　メール文面の詳細内容などを確認を行いたい場合は、対象のレコードの値を選択することで、「メール送信確認画面」に遷移することができます。

　また、送信予約を行っていたメールのキャンセル、送信予約日時の変更、メールの再送を実施することもできます。

※検索については、検索実施時点で登録されている受検者のメールアドレスで検索を実施しますが、検索結果は送信当時のメールアドレスが表示されています。

※送信済みメールの詳細内容の確認方法については、「6-2_送信済みメール情報の詳細内容の確認を行う」を参照ください。

※送信予約を行っていたメールのキャンセル、送信予約日時の変更、メールの再送の方法については、「6-3_メールの送信予約のキャンセル・修正／再送信を行う」を参照ください。



印刷日：

■概要

検索したメール情報について、メール文面などの詳細内容の確認を行います。

■画面操作方法

①「6-1 送信済みメール情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、詳細確認したい対象の値を押下します。

6-2 送信済みメール情報の詳細内容の確認を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②対象のメールの詳細内容が表示されるため、内容を確認を行います。

　確認が終わったら、「戻る」ボタンを押下して、「メール送信一覧」画面に遷移します。

送信日時など送信状況などが記載

されています。

対象者の現在の情報が表示されて

います。

送信した宛先、メール本文など、対

象メールの送信当時の情報が表示

されています。



※注意※

　「利用者登録完了PW通知」メール、「パスワード変更完了」メールについては、パスワード情報管理の関係上、

　パスワードの記載されていた「本文」情報については画面上に表示されません。

パスワード関連のメールについては、パ

スワードを含む本文は表示されない

仕様となっています。



印刷日：

■概要

送信予約中のメールに限り、送信前に「送信予約キャンセル」「送信日時変更」を行うことができます。
また、一度送付したメールを再送することができます。このページではその対応方法を記載しています。

※受検案内（パスワード通知）メールの再送は、こちらの画面から行うことができません。
　受検者よりパスワードが分からないというお問い合わせをいただいた場合は「4-4_受検者情報の編集／個別削除を行う」にてPW変更を行うか、
　「8-2_受検者に対してメールを作成・送付する（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行）」を参照しPW再発行メールを送付してください。

■画面操作方法（メール再送信）

①「6-1 送信済みメール情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、再送信を実施したい対象メールを選択します。

　その後、「再送信」ボタンを押下します。

※再送信されるメールは、一回目に送信された当時のものと同内容のものです。

　お名前やメールアドレス等の情報が変更になっていたとしても、再送信するメールには変更後の情報は反映されません。

　変更後の情報で再送信したい場合は、フリーメールを使用してください。

　使用方法は「8-2_受検者に対してメールを作成・送付する（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行）」をご参照ください。

6-3 メールの送信予約のキャンセル・修正／再送信を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②再送信ボタンを押下すると確認メッセージが表示されますので、OKボタンを押下します。

※パスワード通知メールを再送信しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

③正しく処理されると選択していたメールが再送信されます。

　※再送信については、送信時間指定での送信は行えず、即時送信になります。



■画面操作方法（送信予約キャンセル）

①「6-1 送信済みメール情報の検索を行う」にて実施した検索結果を表示し、送信予約をキャンセルしたい対象メールを選択します。

　その後、送信予約キャンセルボタンを押下します。

※送信約キャンセルについては「送信フラグが未送信」かつ「送信予約日付の指定あり」となっている対象のみ送信予約キャンセルが行えます。

　送信予約日付が無いメールについては、即時送信を行っているためキャンセルや変更をすることはできませんのでご注意ください。

② 「送信予約キャンセル」ボタンを押下すると、確認メッセージが流れるのでOKを押下します。

正しく処理されると、「選択された●件の送信予約キャンセルが完了しました。」というメッセージが表示されます。



③送信予約キャンセルが完了すると送信フラグが「予約キャンセル」に変更されて、送信が停止されます。

■画面操作方法（送信予約変更）

① 「6-2_送信済みメール情報の詳細内容の確認を行う」にて実施した検索結果を表示し、「送信フラグ：未送信」、「送信予約日付あり」の対象を選択し、

「送信予約変更」ボタンを押下します。

※送信予約日付が無いメールについては、即時送信を行っているためキャンセルや変更をすることはできません。

予約キャンセル



② 「送信予約変更」ボタンを押下すると、「メール送信予約変更」画面が表示されるので、修正後の日時を入力しOKを押します。

正しく処理されると、「選択されたデータ●件の送信予約変更が完了しました。」というメッセージが表示されます。

※送信予約変更が正しく処理されると、検索結果の送信予約日時が修正後の日時になっています。



印刷日：

■概要

GPSシステムに登録されているテスト案件について、受検者の登録数や利用状況（受検者数）の確認を行うために、検索条件を指定して対象テスト案件の検索を実施します。

検索を行うことで受検済み対象者数やまだ未実施の対象数の把握などを行うことができます。

■画面操作方法（検索方法）

①メニューから「団体管理」を選択し、表示された画面名から「登録数・受検者数一覧」を指定します。

7-1 登録数・受検者数情報の検索／詳細内容の確認を行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②「登録数・受検者数一覧」画面に遷移したら、検索条件を入力し、「検索ボタン」を押下します。

※抽出対象期間を入力することによって、その期間中の受検者数などが何名発生しているかなどを確認することができます。

③検索ボタンを押下すると、検索ボタンの下に検索結果が表示されます。

　各テスト案件ごとの登録数・受検者数の詳細内容の確認を行う場合は、該当の「テスト」の値を選択することで、「登録数・受検者数詳細」画面に遷移することができます。



④各テスト名を選択すると該当のテスト案件の団体利用情報の詳細が表示されますので、そちらでも確認することができます。

　確認後、「戻る」ボタンを押下すると「登録数・受検者数一覧」画面に遷移されます。



印刷日：

■概要

テスト案件の受検結果について採点処理が完了すると、「受検者検索・受検結果取得」画面から対象者の個人結果レポートをダウンロードすることができます。

個人結果レポートの出力は、「対象者のみの個人結果レポートを出力する方法」と、「複数対象者の個人結果レポートを一括で出力する方法」の２パターンあります。

■画面操作方法（対象者のみの個人結果レポートの出力）

①「受検者検索・受検結果取得」画面にてテスト名、テストコードなどのテスト案件情報を検索条件として指定し、対象者情報の検索を行います。

　※受検者情報の検索の画面操作方法については、「4-3_受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う」を参照ください。

　※受検期間中でのダウンロードの場合、受検完了直後の方の帳票は作成されていない場合がございますので、ご注意ください。

8-1 受検者単位での個人結果レポートのダウンロードを行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②検索結果を表示されたら、結果項目に出力したい帳票ごとに「個人結果レポートダウンロード」、「個人結果レポート（記述）ダウンロード」の2種類が表示されていますので、

必要な帳票に対応するボタンを押下します。

※「個人結果レポート（記述）」については、記述有りのテストの場合のみ出力ボタンが表示されます。

③ボタンを押下すると、データが出力されます。任意の場所に保存をするなど必要に応じてご対応ください。

　※ダウンロードの表示は、ご利用の環境によって違いがあります。



■画面操作方法（複数対象者の個人結果レポートを一括で出力する方法）

①「受検者検索・受検結果取得」画面にてテスト名、テストコードなどのテスト案件情報を検索条件として指定し、対象者情報の検索を行います。

　※受検者情報の検索の画面操作方法については、「4-3_受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う」を参照ください。



② 検索結果が表示されたら、「全件出力」、「チェックしたデータのみ出力」のどちらで出力を実施するか判断します。

「全件出力」を実施したい場合は、「全件」にチェックを行います。

「チェックしたデータのみ出力」を実施したい場合は、「チェックしたデータ」にチェックを行った上で、対象のテスト案件にチェックを行います。

※注意※

「全件」を選択すると、ページを跨いでの検索結果すべてが対象となります。

　

1ページあたりの表示件数を設定できます。

・10件 ・100件 ・1,000件 から選択可能です。

※デフォルト設定は「100件」となっています。

例えば、表示件数「100件」とし、全件数が100件以上ある場合

に、「全件」にチェックを入れて処理を行うと、1ページに表示されて

いる「100件」だけでなく、ページを跨いで全件に処理が行われま

す。



【全件出力の場合】

「全件」のラジオボタンをチェックします。

【チェックしたデータのみ出力の場合】

必ず、「対象者のチェック」と、「チェックしたデータ」を選択するようにしてください。



②出力方法（出力対象）を決定した後は一括出力したいデータに合わせて、「個人結果レポート一括ダウンロード」、「個人結果レポート（記述）一括ダウンロード」を押下します。



③ 一括ダウンロードボタンを押下すると、圧縮データがダウンロードできます。任意の場所に保存をするなど必要に応じてご対応ください。

※「個人結果レポートダウンロード」ボタンであれば「standard.zip」が、「個人結果レポート（記述）ダウンロード」ボタンであれば「description.zip」として、

対象人数分の個人結果データが圧縮された形で抽出されます。

※ダウンロードの表示は、ご利用の環境によって違いがあります。

【個人結果レポートダウンロードを押下された場合のダウンロードデータ】

【個人結果レポート（記述）ダウンロードを押下された場合のダウンロードデータ】



【参考】結果レポートの内容について

　個人結果レポート、個人結果レポート（記述）については、それぞれ以下のような帳票がダウンロードできます。

■個人結果レポート　※前回受検なし

1枚目 2枚目



■個人結果レポート　※前回受検あり

1枚目 2枚目



■個人結果レポート（思考力　記述・論述式問題）　※前回受検なし

1枚目 2枚目



■個人結果レポート（思考力　記述・論述式問題）　※前回受検あり

1枚目 2枚目



印刷日：

■概要

受検が未実施の受検者に対して督促メールを送信したり、連絡用のフリーメールを送信することができます。

また、受検者IDを再送、受検者のパスワード再発行通知の送付が可能です。

■画面操作方法

① 「受検者検索・受検結果取得」画面にて検索条件を指定し、対象者情報の検索を行います。

※受検者情報の検索の画面操作方法については、「4-3_受検者情報の検索／受検情報の一括削除を行う」を参照ください。

※メール送信機能は、「同一テスト案件の対象者」の場合のみ、一括で送信することができるため、テストコード（テスト名）を指定して検索を実施する必要があります。

　（複数のテストコードの対象者が検索結果に表示されている場合、それらの対象者を一括してメールを送信することはできません。）

※督促メールは、受検が完了していない対象者に送付するメールになりますので、「受検ステータス（全科目）」を「未受検」、「受検中」などに指定した上で、

　受検済みの対象者に送付することがないように検索を実施ください。

8-2 受検者に対してメールを作成・送付する（督促メール/フリーメール/受検者ID再送信/パスワード再発行） ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



② 検索結果が表示されたら、全件、または、対象者をチェックした上で送信したいメールのボタンを押下します。

※「全件」を選択した場合、送信対象は表示されている人だけではなく検索結果全員となります。

※複数のテスト案件の受検者を対象にメール送信を実施しようとすると、エラーメッセージが表示されますので、
　テスト案件（テストコード）を指定の上、再度検索をやり直してください。



③メールボタンを押下すると、「メール作成・送信画面」が表示されます。
　

【督促メール送信ボタン押下時】

１）メールテンプレートに「受検督促メール」が選択された状態で画面が開かれますので、本文などメール文面を修正します。

２）メール文面が作成できたら、メール送信方法を選択して、送信ボタンを押下します。

　　※予約送信の場合については、カレンダーボタンから送信日時を指定してください。

３）送信について確認画面が表示されますので、OKを押下し、「送信が完了しました。」のメッセージが表示されたら完了になります。



【メール作成・送信ボタン押下時】

１）メールテンプレートを選択し、メール文面を作成します。

２）メール文面が作成できたら、メール送信方法を選択して、送信ボタンを押下します。

　　※予約送信の場合については、カレンダーボタンから送信日時を指定してください。

３）送信について確認画面が表示されますので、OKを押下し、「送信が完了しました。」のメッセージが表示されたら完了になります。



【受検者ID再送信ボタン押下時】

1） メールテンプレートを選択し、メール文面を作成します。

2） メール文面が作成できたら、メール送信方法を選択して、送信ボタンを押下します。

　※予約送信の場合については、カレンダーボタンから送信日時を指定してください。

3） 送信について確認画面が表示されますので、OKを押下し、「送信が完了しました。」のメッセージが表示されたら完了になります。



【パスワード再発行ボタン押下時】

1） 「パスワード再発行」ボタンを押すと、以下画面が表示されます。

パスワードを「自動発行」にするか、「生年月日（数字8桁）」にするか選択し、OKを押します。

※「自動発行」＝システムにて、ランダムな値でパスワードが再発行されます。

　「生年月日（数字8桁）」＝受検者情報に生年月日が設定されている場合のみ利用できます。

生年月日が設定されていない受検者に対して、選択しようとすると以下のエラーとなります。

2） メール文面を作成します。

テンプレート上は、置き換え文字となっていますが、受検者へ送信

されたメールには、「自動発行」を選択した場合は、ランダムな値で

パスワードが表示されます。

「生年月日（数字8桁）」を選択した場合は、受検者情報に

設定された生年月日が表示されます。



3） メール文面が作成できたら、メール送信方法を選択して、送信ボタンを押下します。

　※予約送信の場合については、カレンダーボタンから送信日時を指定してください。

4） 送信について確認画面が表示されますので、OKを押下し、「送信が完了しました。」のメッセージが表示されたら完了になります。

■メールテンプレート置換表について
「メール作成・送信」画面では、「メールテンプレート置換表」を使用してメール本文を作成します。

メールテンプレート置換表を利用することで、画面上では個人情報を含む受検者に関する情報は読み取ることができない状態です。

実際に受検者にメール送信されると、置き換えられていない本来の情報で表示されますので、メール本文内に記載する情報は

メールテンプレート置換表を利用してご作成ください。

《メールテンプレート置換表》

《「メール作成・送信」画面の本文》

《実際に受検者へ送信されるメール》

受検者のセイ、メイを表す置換文字を利用

⇒受検者の名前でメール送信される。

受検者のログインIDに対応した置換文字を記載

⇒受検者に対応したログインIDでメール送信される。



印刷日：

■概要

受検が終了したテスト案件単位ごとに、偏差値、評価値ごとの人数比、得点比率などが記載された基礎集計データと受検者データをダウンロードすることができます。

また、テスト案件単位に登録されている受検者リストをダウンロードすることができます。

・基礎集計データの出力タイミング 受検可能期間終了日の翌日中に出力されます。

・受検者データの出力タイミング ◆途中経過・・・・・・受検可能期間中の毎週月曜に出力されます。

◆最終版・・・・・・・受検可能期間終了日の翌日中に出力されます。

・成績推移(継続受検者)データの出力タイミング 受検可能期間終了日の翌日中に出力されます。

最新の受検年度を起点とし、受検者個人に紐づいた過去回の成績が存在している場合に出力されます。

そのため、受検者全員が過去回の成績がない（初回受検の）場合は出力されません。

■画面操作方法（基礎集計データと受検者データのダウンロード）

①「テスト案件一覧」画面にてテスト名、テストタイプなどのテスト案件情報を検索条件として指定し、対象テスト案件の検索を行います。

　※テスト案件の検索の画面操作方法については、「3-1_テスト案件情報の検索、確認を行う」を参照ください。

8-3 テスト案件の集計データ/受検者リストのダウンロードを行う ○ ○

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 団体管理者 団体運用者



②検索結果を表示されたら、出力できるテスト案件の結果項目欄にダウンロードボタンが表示されていますので、ボタンを押下します。

③ ダウンロードボタンを押下すると対象のテスト案件に対応した圧縮データが抽出されますので、データを任意の場所に保存します。

※圧縮データ内に保存されている「基礎集計データ」、「受検者データ」、「成績推移(継続受検者)」のエクセルの見方については、各エクセル内に記載されています。

　ご不明点などがございましたら、担当させていただいている営業担当にご連絡ください。

【圧縮データを解凍すると、以下ファイルが確認できます】

※『成績推移(継続受検者)データ』は受検者の過去回の成績がないと出力されません。

　その場合は、基礎集計データと受検者データのみ出力されます。



■画面操作方法（受検者リストのダウンロード）

①「テスト案件一覧」画面にてテスト名、テストタイプなどのテスト案件情報を検索条件として指定し、対象テスト案件の検索を行います。

　※テスト案件の検索の画面操作方法については、「3-1_テスト案件情報の検索、確認を行う」を参照ください。

②検索結果を表示されたら、出力できるテスト案件の受検者リスト項目欄にダウンロードボタンが表示されていますので、ボタンを押下します。

※受検者リスト登録のないテスト案件には、「受検者リスト」のアイコンは表示されません。



③ダウンロードボタンを押下すると、対象のテスト案件に登録されている受検者リストデータが抽出されますので、データを任意の場所に保存します。

　※ダウンロードの表示は、ご利用の環境によって違いがあります。

【ダウンロードデータ】

※ダウンロードされるデータについては、「受検者一括登録・更新」画面にて、テスト名(テストコード)を指定のうえ、「受検者csvダウンロード」ボタンを押下して

　ダウンロードされるデータと同一のものになります。



印刷日：

■概要

合算処理データをダウンロードすることができます。

集計データは直近6年度*分が、最新データ順に表示されます。誤って別のデータをダウンロードしないようご注意ください。

*GPSのGPSの受検年度です。暦日と異なり2月上旬実施の新年度対応期間を境として翌年度になります。

■画面操作方法

①「受検者・受検管理＞特別集計結果取得」画面を開くと、集計データが表示されます。

②出力したいデータのダウンロードボタンを押下します。

③ダウンロードボタンを押下すると、圧縮データが抽出されますので、データを任意の場所に保存します。

※圧縮データ内に保存されているエクセルの見方については、各エクセル内に記載されています。

【ダウンロードデータ】

受検者数の集計データ、成績分布データ（例：ランクAに●人、ランクBに●人…）基礎集計

団体管理者・運用者様の画面では確認いただけません。
法人お客さまセンターより送付させていただきます。

団体管理者様の画面にて確認いただけます。

受検者データ 集計（KJなし）の「受検者データ（KJなし）」とほぼ同じですが、個人情報が含まれます。指
定されたテストとのみの合算データです。

補足出力ファイル 説明

8-4 合算処理データのダウンロードを行う ○ 〇※

※団体運用者は対象外

2023/2/14 9:56

利用可能者

分類番号 工程名称 主催者 団体管理者

XXX_●●大

XXX_●●大

XXX_●●大学

XXX_●●大学


