
オンライン
成績確認サービス

受検者の試験結果を安全かつ迅速に
確認できる無料サービス 

Results Verification Service



新サービスのご紹介

 

*中高生対象の「For Schools」版も含みます

•  A2 Key*
•  B1 Preliminary*
•  B2 First*
•  C1 Advanced
•  C2 Proficiency
•  B1 Business Preliminary
•  B2 Business Vantage
•  C1 Business Higher
•  DELTA Module One

当サービスを使って確認できる
ケンブリッジの試験:

無料の「オンライン成績確認サービス」を使って
ケンブリッジ英語検定の試験結果が信頼できる
ものであることをお確かめください。安全で使い
やすい当サービスをご利用いただくことで、受検
者が申請した試験結果の有効性を確認すること
ができます。

英国ケンブリッジ大学の一部門であり、数百万人
の人々が英語を学び、そのスキルを世界に証明す
ることを支援しています。

ケンブリッジ大学英語検定機構の試験は、有名
大学、企業、省庁など2万5千以上の世界中の機関
により、英語力の証明に活用されています。当機構
の研究に基づく試験は、可能性の扉を開く卓越性
の証です。

ケンブリッジ大学英語検定機構
（Cambridge Assessment English）について



サービスの特徴は:

安全性
承認された機関のみが試験結果を
確認できます。

即時性
申請者の試験結果を迅速かつ容易に
確認することができます。

無料
受検者および確認を必要としている機関は
このサービスをいつでもどこでも無料で
利用できます。

信頼性
ケンブリッジ大学英語検定機構が開発・運営
しています。

アクセス
ウェブベースのサービスで、受検者が指定
したどの機関でも確認サービスを利用でき
ます。

新しくなったのは?

教育・研究機関、企業、政府機関
が、受検者の成績をより効果的
に確認することができるよう、
以下のとおりサービスが充実し
ました。

• 個人単位、グループ単位での成
績確認が可能

• 受検者の成績をカスタマイズ
可能なテンプレートでダウン
ロード

• 試験結果が共有されるとEメー
ルで通知するカスタム・アラー
トを設定

• 貴機関のデータベースと統合
できるAPI機能の利用

• サービスを利用できる一機関
あたりのユーザー登録が複数
名可能に



登録は数分で完了:

1 cambridgeenglish.org/verifiers
を開く

2 ʻRegister nowʼ をクリック

3 基本情報をいくつか入力

4

5 Eメールに記載されたリンクから
パスワードを設定

6 cambridgeenglish.org/verifiers
にログインできる

5営業日以内にあなたのEメー
ルアドレスが確認され、アカウ
ントが登録された旨のメッセー
ジがEメールで送信される

旧サービスをご利用中の機関様へ：
新しい「成績確認サービス」を受け
るためには、改めてご登録いただく
必要があります。恐れ入りますが、
ご協力をお願いいたします。



1.ユーザーの追加設定

 
 

2.  オンラインでの試験結果の共有

 
 

 
 
 

受検者はʼCandidate Resultsʼウェブサイト（受検者
用成績確認ウェウブサイト）にログインし、成績共
有先として選んだ機関に「オンライン成績確認サー
ビス」を通じて成績を共有することができます。
また、選択された機関が「オンライン成績確認サー
ビス」にログインすると、新しい受検者の情報が太
字で示されます。

「受検者用成績確認ウェブサイト」を利用していな
い受検者の場合、結果ステートメントの番号と生
年月日の提供があれば、貴機関は成績の確認をす
ることができます。「受検者を探す」のタブを選ん
で、受検者の詳細を入力して試験の結果を参照し
て下さい。

ご所属の機関を代表して登録を完了した人がア
カウントのPrimary User (プライマリ ユーザー)
となり、必要に応じて追加のユーザーを作成、編
集、削除することができます。

別のユーザーを追加するには、プライマリ ユーザー
が当サービスにログインしてʻYour Organisationʼ
[機関名] から  ʻUsersʼ[ユーザー] のタブを開きます。
'Add Userʼ[ユーザーの追加] を選択し、新しいユー
ザーの詳細を入力します。その後、パスワードを設定
するためのリンクがEメールで送信されます。

「オンライン成績確認サービス」の使い方



該当する受検者名をクリックすると、総合評価
スコアや技能別のスコアなど、試験結果の詳細
が 表 示 さ れ ま す 。受 検 者 が B 2  F i r s t 、 C 1  
Advanced、 C2 Proficiencyを受検した場合に
は、受検当日に撮影された受検者の顔写真も確 
認することができます。

複数の受検者の成績について、詳細を簡単にダ
ウ ン ロ ー ド す る こ と が で き ま す 。は じ め に
チェックボックスを利用して、１名または複数
の受検者を選択します。それからʻDownload  
Optionsʼ [ダウンロードオプション] ボックス
の横にある矢印をクリックしてファイル形式を
選択します。

データファイルでのダウンロードを選択した場
合は、受検者の試験結果について全て詳しく記
載した規定のテンプレートを使用できます。あ
るいは、カスタマイズしたテンプレートを設定
することもできます。
これを行うにはʻDownloadsʼ  [ダウンロード] 
セクションを開いて、 ʻCreate New Templateʼ
[テンプレートの新規作成] を選択します。

またʻDownload History「̓ダウンロード履歴」を
表示して、必要に応じてファイルを再度ダウン
ロードすることもできます。 
 

3. 確認 4. 試験結果のダウンロード

「オンライン成績確認サービス」の使い方



5. Eメール 通知 6. 高度なツール

 

「オンライン成績確認サービス」の使い方

アプリケーション・プログラミング・インター
フェイス (API) 統合を利用して、この確認サー
ビスを貴機関のデータベースに接続すること
で 、ワ ー ク フ ロ ー を 合 理 化 で き ま す 。̒Y o u r  
Organisationʼのページにある 「API」セクショ
ンに移動して、ケンブリッジの「API Developer 
Portal」 にリンクしその先の設定を行ってくだ
さい。

「成績確認サービス」を通じて受検者が成績を共
有した際、Eメール通知を受信するには、「通知」
をオンにする必要があります。これを行うには、
アカウントの右上隅にある自分の名前の横の矢
印をクリックし、̒Email Notificationsʼ [メール
通知] を選択します。̒Editʼ  [編集] ボタンをク
リックして、メール通知の頻度を選択してから
ʻSaveʼ [保存]をクリックしてください。
各機関で複数のユーザーがいる場合、ユーザー
ごとに希望する通知設定を設定する必要があり
ます。
 



Cambridge Assessment English 
The Triangle Building
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8EA
United Kingdom

cambridgeenglish.org

/cambridgeenglish

/cambridgeenglishtv

/cambridgeeng

/cambridgeenglish

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of Cambridge, we help millions 
of people learn English and prove their skills to the world.

For us, learning English is more than just exams and grades. It’s about having the confidence 
to communicate and access a lifetime of enriching experiences and opportunities.

With the right support, learning a language is an exhilarating journey. We’re with you every 
step of the way.

英語学習者を
サポートし、
そのスキルを
世界に証明します

詳しくはこちら:
cambridgeenglish.org/verifiers

私たちの資格と試験は

• 世界中で認定され

• 信頼を置かれ

• CEFR*のレベル達成度を確実に証明し

• 実生活でのコミュニケーションスキルを実証し

• 試験結果は保護されています
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【お問い合わせ】
ケンブリッジ大学英語検定機構
試験開発部門　日本統括
Email: InfoJapan@cambridgeenglishreps.org 
T: 03-3518-8276


