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プログラム一般 

 

概要 

UiPath Certified Professional プログラムは、RPA (Robotic Process Automation) 業界におけ

る市場価値の高い認定資格です。UiPath は、プログラム参加者にプロフェッショナルとしての

最高レベルの倫理にもとづいた行動を義務付け、違反者が不正行為によって不当な利点を得る可

能性を最小限に抑えるため、プロセスとガイドラインを作成しました。 

 

UiPath Certified Professional は価値ある資格であり、達成および維持するには時間と金銭的投

資が必要です。プログラムに関する特定のガイドラインは、プログラム事務局によってレビュー

および承認されています。これらのガイドラインで言及されていない（範囲外の）リクエストに

ついては、ケースバイケースのレビューが実施され、UiPath Certified Professional プログラム

事務局によって判断されます。範囲外のリクエストは、そのリクエストが提出された時点ですべ

て文書化され、UiPath Certified Professional プログラム事務局に報告されます。 

 

認定試験プログラムの公正と高い信頼性を守るため、UiPath は厳格なプロセスに従います。個

人の認定ステータスは機密情報です。個人の進捗レポートに対する個別のリクエストは、UiPath 

Certification Manager - CertMetrics にて受け付けられます。このツールは、合格した試験や

認定ステータスなどの情報を提供し、必要に応じて、受験者がその情報をサードパーティと共有

するプラットフォームを提供します。 

 

Candidate Agreement (受験者規約同意書) 

 

こちらに記載された UiPath Certified Professional Candidate Agreement (「Candidate 

Agreement」) は、UiPath Certified Professional (「プログラム」) のすべての参加者とすべ

ての受験に関する条件を明記するものです。試験を予約する際、受験者は Candidate 

https://www.uipath.com/learning/certification/candidate-agreement
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Agreement の条件に同意し、受験料を支払い、すべての登録情報が正確かつ、受験する本人で

あることを証明する必要があります。これらの条件の不当表示または違反は、UiPath 認定資格

の失効、プログラム参加の一時停止、およびその他の法的措置につながる可能性があります。 

 

テスト環境 

 

UiPath はバリアーフリーをサポートし、すべての方に受験の機会を提供します。受験する地域に

よって、例外的な環境での受験は異なった名称で参照されることがあります。これら調整の目的

は、受験者に公平な受験機会を提供することです。これらの対応によって、試験結果の向上また

は合格が保証されるものではありません。  

 

例外的な環境での受験を希望する場合は、その必要性を certification@uipath.com までご連絡

ください。状況を考慮し、対応が可能であるか判断いたします。この際、ご提供いただいたすべ

ての情報は UiPath プライバシーポリシー に則って扱われます。 

 

資格認定プログラム 

 

UiPath Certified Professional 資格は、指定された試験に合格することによって取得できます。

試験はピアソン VUE のセキュアで監督された環境か遠隔監視 (OnVUE) にて受験可能です。受

験準備を支援するためプラクティス テストも用意されています。 

 

UiPath Certified Professional 資格を取得するには、プログラム事務局から試験に合格した旨の確

認を受け取る必要があります。 

 

UiPath Certified Professional 資格に有効期限はありませんが、時間の経過とともにその価値は低

下します。組織内での役割と職務に応じて、最新バージョンの資格を取得することが求められる場

mailto:certification@uipath.com
https://www.uipath.com/ja/legal/privacy-policy
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合もあります。  

 

資格保持者として、証明とロゴを使用できる期間は、プログラム事務局から試験に合格したとの通

知を受けた時点から始まり、認定された資格が有効である限り継続します。プログラム事務局が試

験プロセスまたは結果に影響する不正行為があったとの確証を得た場合、UiPath はその受験者の

資格を停止する権利を持ち、受験者にその旨を通知するものとします。 

 

資格認定の前提条件 

 

UiPath RPA デベロッパー上級 (UiPath Advanced RPA Developer) 資格に臨む前に、UiPath 

RPA アソシエイト (UiPath Certified RPA Associate) 資格を取得することを推奨しますが、必須

条件ではありません。 

 

試験ガイドライン 

 

試験のセキュリティ 

 

UiPath は認定資格とブランドの信頼性と価値の維持に全力を尽くしています。疑わしい行為に

関係する個人および組織は、すべての参加者の認定資格の価値を損ないます。UiPath Certified 

Professional プログラム事務局は試験のセキュリティとプログラムの完全性を真剣に受け止めて

います。不正行為が認められた場合、断固たる処置がとられます。 

 

試験詐欺には、個人またはグループによる不正行為を通じてテストプロセスと試験スコアに影響

を与えるための行動または試みが含まれます。自発的かどうかにかかわらず、これらの活動に従

事していることが判明した個人または組織は、是正措置の対象となります。  
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UiPath は次の行為を不正行為と定義します:  

• 自身の身元を偽る、別の個人になりすます 

• カンニング、通謀、試験問題を複製する 

• フォーラムや、ソーシャルメディアなどで実際の試験問題を含む情報を検索、取得、使用す

る 

• 試験前、試験中、または試験後、試験内容をそのデータ形式にかかわらず (デジタル、印刷

物、口頭)、複製する、使用する、または共有/公開する 

• 他人に自分の代わりに試験を受けることを要請するまたは許可する 

• UiPath Certified Professional の再受験ポリシーに違反して再受験する 

• 資格認定試験問題の内容を共有/公開する、または配布する。これには他の受験者、同僚、

勉強会などで試験の内容を共有するなどの行為も含まれる。 

• 試験中、許可されていない支援を与えるまたは受ける 

• 携帯電話、携帯コンピューター、ラップトップ、タブレット、電子機器、リムーバブルドラ

イブ、カメラ、その他の撮影/記録機能を要する機材または書き込みが可能なデバイスなど

を所持する、参照する、使用する 

• 試験問題またはプラクティス テスト問題を販売する会社に関する情報を配信する 

• 試験会場のセキュア領域内で、試験官から提供されたスクラッチパッド以外の資料にノート

をとる 

• スコアおよびスコアレポートを改ざんする 

• ウェブ投稿、公式または非公式のスタディグループまたはディスカッショングループ、チャ

ットルーム、学習ガイドを含むがこれらに限定されない手段によって、試験の内容の一部ま

たは全部を販売、公開、表示、共有、または複製する 

• 試験の内容や資料の任意の部分から派生物を作成する 
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• 他者に不当な利益をもたらすことを目的とした、またはそのような結果をもたらす行為に従

事すること 

 

上記の行為が、いつ（試験前、試験中、または試験後）行われたかにかかわらず処分の対象とな

ります。受験者は、資格試験での不正行為を監視するために必要とされる、UiPath または 

UiPath が指定した業者による統計分析に同意したものとみなします。UiPath は、そのような分

析によって不正行為の形跡が認められた場合、さらに調査し、適切な是正措置を講じる権利を留

保します。これらの措置には、受験者本人が試験を受けたことの証明を提出すること、授与され

た証明書の取消、および/または受験者に管理された条件下で試験を再受験することを要求する

ことが含まれますが、この限りではありません。  

 

インターネットで購入、ダウンロードできるプラクティス テスト問題、試験問題と解答は旧バ

ージョンの試験問題や古いプラクティス テストの流用であることが多く、UiPath の知的財産の

侵害であることをご理解ください。前記で説明されたような正規に許可を受けていない資料の使

用も不正行為とみなされます。これらのポリシーを知らなかった場合も、同様の是正措置が取ら

れます。 

 

資格の取消 

 

以下の状況おいて、UiPath は、UiPath の単断で受験者が取得した資格を取り消す、及び一時的

または恒久的に資格認定プログラムから追放する権利を有します: 

 

• Candidate Agreement (受験者規約同意書) またはセキュリティポリシーにて定義された条

件と規約に違反したとみなされた場合 

• UiPath が独自の判断により受験者が UiPath Certified Professional  プログラムまたは資格認

定試験の信頼性、機密性を侵すような行為を犯したとみなした場合 

• セキュリティポリシーに記載された定義に則り、受験にあたり不正行為を犯したと判断され
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た場合 

 

プラクティス テスト 

 

UiPath は、実際の資格試験の受験前にプラクティス テストを受けることを推奨します。プラク

ティス テストは、実際の資格認定試験に出題される設問タイプと出題範囲のサンプルに接する

機会です。プラクティス テストは無料で、インターネットからアクセス可能です。次のような

利点があります: 

 

• 学習する必要があるトピック/分野を認識する 

• 実際の試験に出題されるトピックと設問タイプが分かる 

• 認定試験を受験する準備ができたかどうかの判断基準になる 

 

プラクティス テストの結果にもとづいて学習すべきトピック分野がハイライトされた場合、

UiPath、認可されたトレーニング パートナー、または UiPath 認定試験概要に沿った内容の第

三者が提供するリソースを活用してください。 

 

受験者登録および試験予約 

 

UiPath Certified Professional 試験はピアソン VUE によって配信されています。試験予約に

は、https://www.pearsonvue.co.jp/test-takers.aspx  にて手続きを行ってください。試験予

約時に UiPath Candidate Agreement (UiPath 受験者規約同意書) に同意することが求められ

ます。 

 

プログラムに必要なその他の情報とともに、基本的な人口統計情報（電子メールアドレスは必須

です）を提供するように求められます。次の情報が必要です: 

 

https://www.pearsonvue.co.jp/test-takers.aspx
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• 姓名：受験者登録は、身分証明書に記載されている名前と一致している必要があります。 

• 所属組織名：試験結果が正しくされるトラッキングされるように、所属組織名を入力してく

ださい。 

• 郵送先住所：すべての書面の郵送先となる住所を入力してください。 

• メールアドレス：メールアドレスを入力してください。 

• 連絡先の電話番号 

• 試験番号と試験名 

 

受験料: UiPath RPA アソシエイト資格試験は 日本語版 ￥16,000 (税別)/英語版 $150 (税

別)、UiPath RPA デベロッパー上級資格試験は 日本語版 ￥22,000 (税別)/英語版 $200 (税別)

です。クレジットカード（VISA / マスターカード / アメリカンエクスプレス / JCB カード） 

で支払いが可能です。これらの支払いオプションは、受験する国/地域によって変わります。受

験料が課税対象になる場合もあります。 

 

Academic Alliance パートナー校に在籍するフルタイムの学生は、受験料の 50% が割引されま

す。Academic Alliance パートナーシップの管理者を通じて、UiPath プログラム事務局から割

引バウチャーを取得してください。  

 

重要なお知らせ: ピアソン VUE にて UiPath 資格認定試験を以前に受験したことがある方は、

試験予約時に UiPath 受験者 ID を使用してください。同じ受験者に対し複数のアカウントが作

成されることを防ぎます。 

 

試験ポリシー 

 

受付ポリシー 
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次のポリシーは、受験環境のセキュリティと適切な監視を敷くために役立ちます。 

 

1. 試験会場での受付 

 

予約した時間の 15 分前までに試験会場にお越しください。これにより、必要な受付手続きに要

する時間が確保できます。予約した時間に 15 分以上遅刻した場合、試験を受けていただけない

こともあります。その際、受験料は徴収されます。 

 

氏名、顔写真、署名を含む有効期限内の政府発行の ID の原本 1 点 (コピー不可) の提示を求め

られます。受験予約時に使用した氏名と試験当日に提示する本人確認書類に記載された氏名が正

確に一致する必要があります。必要すべての本人確認書類は、試験を受ける国の政府によって発

行されている必要があります。受験する国の政府によって発行された書類をお持ちでない場合

は、母国のパスポートが必要です。  

 

試験が行われる部屋には、個人の私物は一切持ち込むことができません。この中にはバッグ、試

験の主催団体によって使用が許可されている書籍、ノート、電話、紙類、腕時計、および財布が

含まれます。 

 

2. ONVUE によるリモート試験の配信 

 

リモート試験の配信を行う試験官とのコミュニケーションは、現在日本語と英語に対応していま

す。試験の予約時に「プロクター言語の選択」をする機会があります。日本語が話せる試験官に

よる OnVUE 受験をご希望の場合は、日本語を選択してください。 

 

受験する前 

 

• UiPath のオンライン試験ページで、試験ポリシーと手続き、システム要件、およびシステム
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テストに関する情報をお読みください。 

• 試験日に使用する場所と端末でシステムテストを完了してください。  

• 企業のファイアウォールは、受験の際、問題を起こすことがよくあります。企業のファイア

ウォールのない環境で試験を受けることを検討してください。 

 

次の本人確認要件を確認してください。 

 

現在有効な政府発行の本人確認書類を 1 点提示する用意をしてください。署名と写真を含む政

府発行の本人確認書類が必要です。登録された氏名は政府発行の本人確認書類に記載された氏名

と正確に一致する必要があります。試験予約確認のメールに記載された氏名が、本人確認書類と

一致していることを確認してください。本人確認書類が有効でない場合、試験を受験することは

できません。受験料の払い戻しはできません。 

 

本人確認書類として使用できる例： 

• パスポート 

• 運転免許書 

• ミリタリーID（配偶者と扶養家族を含む） 

• 身分証明書（国または地方） 

• 登録カード（グリーンカード、永住者、ビザなど） 

• オンライン監督試験では、次の本人確認書類は受け付けていません。 

o 更新申請書類を伴った、有効期限が切れた身分証明書 

o 政府発行の身分証明書と政府発行の名前変更文書 

 

試験当日 

 

受付手続きを開始し、必要に応じてトラブルシューティングするため、30 分前にアカウントに
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ログインしてください。予約時間に 15 分以上遅刻した場合、試験を受けることができなくなり

ます。試験料の払い戻しはできません。 

 

周囲に物が置かれていない環境を用意してください。受付手続き中、ウェブキャムを使用して試

験に使用される部屋と卓上のスキャンをするよう求められます。試験官が受験環境の確認を行い

ます。 

 

顔の比較ポリシー 

 

ピアソン VUE は、試験中、本人確認のため顔の比較技術を使用することがあります。受験中、

受験者の顔のイメージを本人確認書類と受付時に所得された顔のイメージと比較します。試験

中、顔の比較技術が使用されることに同意しない方は、ピアソン VUE カスタマーサポートにご

連絡ください。 

 

試験予約変更ポリシー 

 

試験のキャンセル、予約変更は、予約した時間の 48 時間前までにピアソン VUE に連絡する

か、ピアソン VUE のオンライン アカウントにアクセスして手続きを行ってください。予約した

時刻の 48 時間前を過ぎた試験予約はキャンセルできません。既定の日時前に予約が変更されな

かった場合、または予約した時間に受験しなかった場合、試験料を徴収いたします。 

 

キャンセルポリシー 

 

試験のキャンセル、予約変更は、予約した時間の 48 時間前までにピアソン VUE に連絡する

か、ピアソン VUE のオンライン アカウントにアクセスして手続きを行ってください。予約した

時刻の 48 時間前を過ぎた試験予約はキャンセルできません。既定の日時までに予約が変更され

なかった場合、または予約した時間に受験しなかった場合、試験料を徴収いたします。 
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再受験ポリシー 

 

初回受験が不合格だった場合、その後 最低 2 週間は 2 回目の試験を受けることができません。

3 回目以降の受験は、受験の間隔を最低 1 か月間空けてください。受験料は毎回徴収されるこ

とにご注意ください。 
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ロゴ使用に関するガイドライン 

 

プログラムのロゴ 

 

UiPath Certified Professional 資格認定プログラムの参加者は、試験合格後、その認定ロゴと資

格証明書を次の条件に従って使用することを奨励します。 

 

• 使用できるスペースと保持資格の詳細をどの程度表示する必要があるかを考慮し、名刺と会

社の電子メールなどにロゴを単独で、またはプログラムの頭字語と組み合わせて使用する。 

• ロゴは、十分なスペースがあり、他の標識と競合したり、読みやすさや重要性を妨げたりす

る視覚的な混乱がない場所に配置する。 

• 不快感を促すようなコンテンツ（中傷的、スキャンダラス、ポルノ、違法な素材など）のロ

ゴ使用やロゴを使用した派生物を作成しない。 

• グラフィック要素に関連するテキストの比率、フォント、色、要素、またはそれらの配置な

ど、一切ロゴを変更しない。アニメーション、モーフィング、またはその他の方法でその外

観を歪めない。 

• UiPath の書面による許可がない限り、ロゴを一部または全部変更したり、他の商標と組み合

わせたり、他の単語、デザイン、ロゴ、または要素と組み合わせたりしない。 

• ロゴは必ず UiPath が承認した色で表示する。 

• 取得した資格のレベルと称号を示す頭文字は、単独または前述の UiPath Certified 

Professional 資格ロゴと組み合わせて使用できる。 
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プログラムアワードキット 

 

UiPath Certified Professional 認定資格参加者として、資格取得に伴い次のアワードキットが賞

与されます: 

 

認定レベル 

 

 

UiPath RPA アソシエイト (UiRPA: UiPath RPA Associate) 

• 合格通知 

• CertMetrics アカウント アクセス: e-Certificate とデジタル バッジ 

 

UiPath RPA デベロッパー上級 (UiARD：UiPath Advanced RPA Developer) 

• 合格通知 

• CertMetrics アカウント アクセス: e-Certificate とデジタル バッジ 

 

プログラム バッジ 

 

UiPathは、プログラムに対する貢献と成果を認識するためにデジタルバッジを提供しています。

ソーシャルメディアを通じて、プロフェッショナル ネットワークで取得した資格をシェアする

ことをお勧めします。 

 

UIPATH 認定資格の更新 

 

UiPath 認定資格の有効期限はありません。資格のバージョンは定期的に更新される予定です。

新しく、画期的なテクノロジーが導入された場合に更新されます。資格の価値を維持するため、

資格を取得後も、UiPath が新しいバージョンの資格を発表するごとに、新しい試験を受験し最
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新バージョンの資格を取得することをお勧めします。 

 

 

著作権© 2020 UiPath Inc.またはその子会社。すべての権利予約。UiPathおよびその他の商標は、株式会社UiPathまたはその子会社の商標です。

その他の商標は、それぞれの所有者の財産である場合があります。 


