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【 e ラーニングの⽬的 】 

e ラーニングは、インフラ調査⼠講習会の事前学習及び学科試験対策⽤ツールとして作
成されております。 

e ラーニングをすべて終了していない場合でも、座学講習会への出席は可能となりますが、
当⽇の講義は e ラーニングを終了されていることを前提で進めさせていただきます。 
なお、受講期間は、学科試験⽇まで設けておりますので、座学講習会終了後は、学科試験
対策してお役⽴ていただければ幸いです。 

※ メールアドレスを変更されたい⽅は、e ラーニング上の「お問い合わせ」または、返信メー
ル（learn@jandt.or.jp）よりご連絡ください。 
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1. はじめに 

 インフラ調査⼠講習会の事前学習として e ラーニング講習を実施致します。 
 インフラ調査⼠講習会は、e ラーニングの受講終了を前提に講義を⾏いますので、講習会実施⽇までに

e ラーニングの受講の終了をお願い致します。 
 e-mail アドレスについて 

① 申請者 1 名に対し 1 つの e-mail アドレスの登録が必要です。 
② 複数の申請者に対し、同⼀のメールアドレスを登録することはできません。 
③ 登録の e-mail アドレスは会社のアドレス以外にも、個⼈の携帯や PC のアドレスが可能ですが、登

録のメールアドレスに e ラーニングに関するご案内を送付致しますので、迷惑メール対策等をされて
いる場合は、「＠jandt.or.jp」ドメインからのメールを受信できる様に設定をお願い致します。 

 
1.1 動作環境 

 e ラーニングシステムはインターネットが繋がる環境で使⽤可能で、パソコンとタブレット両⽅からの受
講が可能です。但し、OS のバージョンによるので、下記の動作環境の表をご参照ください。 

・ パソコン 
 Windows® Mac® 

OS Windows® 11 64bit (※1) 
Windows® 10 32bitまたは64bit 
(※1) (※2) 

Mac OS® X 10.15以上 

ブラウザ Edge 最新版 ※2 
Firefox 最新版 
Chrome 最新版 
Internet Explorer 11は2022年4月に
非推奨予定 （詳細はこちら） 

Safari 最新版 
Firefox 最新版 
Chrome 最新版 

モニタ 解像度1280 x768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ 
※1 タブレット⽤の UI（キーボードを取り外したときの UI）でのご利⽤は推奨動作環境対象外です。キーボード

を取り付けてご利⽤ください。 
※2 Windows10 Enterprise 版または Education 版をご利⽤の場合、こちらの注意事項をご確認ください。 

 
・ スマートフォン／タブレット 

 Android iPhone/iPad 

OS Android OS 9.0以上 iOS13以上、iPadOS13以上 
※2022年4月にiOS14以上、
iPad OS14以上に変更予定
（詳細はこちら≫） 

ブラウザ Chrome 最新版 Safari 最新版 
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1.2 e ラーニングの概要 

 受講科⽬ 
共通科⽬と専⾨科⽬があります。詳しくは、「3.3 受講科⽬について」で、説明します。 

 受講期間 
講習会への申請が受理された⽅に配信されるメールに記載しております。 
なお、講習会終了後、学科（⼀次）試験までの期間も閲覧することができます。 

 合格基準 
専⾨科⽬の演習問題には合格点が設けられております。演習問題の合格により、その専⾨科⽬の
受講が完了となります。なお、演習問題は、何度でも再チャレンジできます。 

 
1.3 受講の流れ 

 受講の流れを簡潔に下記に⽰します。 

 
 
 
2. ログインと初期設定 

 この章では、ログイン⽅法と初期設定についてご説明します。 
 初回ログインでは、初期設定（メール通知設定、コースの確認など）を⾏います。 

※ メール通知設定とは、e ラーニングシステム上に届いたお知らせメッセージを e-mail にも通知してく
れる機能のこと。 

 
2.1 ログイン⽅法 

① e ラーニングシステムへのログインは、下記ログイン URL ⼜は⼯業会 Web サイトからアクセスするか、
QR コードを読み取ってください。 

※ログイン URL︓https://jandt.platon.jpn.com/ 
※⼯業会 URL︓http://www.jandt.or.jp/ 

 
② ログイン ID とパスワードを⼊⼒し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

※ ログインＩＤ及びパスワードは、申請者本⼈のメールアドレスに配信されます。 
※ パスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画⾯右下にある【パスワードを忘れた⽅はこちら】

から、再発⾏を⾏ってください。 

1.e ラーニングへの初回ログイン 

２. 初期設定（メール通知設定、コースの確認など） 

３.コンテンツの受講 

４.演習問題の受講 

演習問題の合格 
※不合格の場合、再チャレンジ 
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◗ パソコン画⾯                                   ◗  スマートフォン画⾯ 

   
 
 
 
 

2.2 メール通知設定 

③ スマートフォン／タブレットからの場合は、ログインする前に「デスクトップ⽤サイトを表⽰」をクリックし、デ
スクトップ⽤のログイン画⾯を表⽰してください。（図は iPhone での表⽰例です。） 

                
 
 
 
 
 

ここをクリックし， 
右画⾯を表⽰ 

ここをクリックし，デスクトップ
⽤のログイン画⾯を表⽰ 

パスワードを忘れた場合はここをクリック ※パスワードを忘れた場合はここをクリック 

0000-A00-0000 

0000-A00-0000 

0000-A00-0000 
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④ ログイン後、HOME 画⾯上部にある「設定」ボタンをクリックします。 

 
 

⑤ 設定画⾯からメール通知設定を⾏ってください。 

 
 

2.3 受講科⽬の確認 

⑥ HOME 画⾯の「学習」より、記載科⽬が⼀致していることを確認してください。 

 

チェックを⼊れて、「保存する」をクリック 

「設定」をクリック 

ここを確認 

ここを確認 
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⑦ 受講科⽬に不備があった場合は、HOME 画⾯下部にある「お問い合わせ」からお知らせください。 

 
 
 
3. 受講方法 

 コースの受講⽅法は、パソコンとスマートフォン／タブレットで異なります。 
 
3.1 スマートフォン／タブレットでの受講⽅法 

① ログイン後、HOME 画⾯より、コースをタップします。 
② 学習したいコースのタイトルをタップします。 
③ コースに設定されている科⽬のタイトルをタップします。 
④ 受講するコンテンツ【⾒る】ボタンをタップします。 
⑤ 受講完了したら、縦画⾯にして、☒ボタンをクリックし、コンテンツのウィンドウを閉じます。 
⑥ 受講が完了すると受講済みになります。 
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3.2 パソコンでの受講⽅法 

① 学習サイトの上部にある［学習］メニューをクリックします。 
② 学習したい科⽬のバナーをクリックし、コンテンツ⼀覧を表⽰させます。 
③ 受講するコンテンツの【⾒る】ボタンをクリックします。 
④ 選択したコンテンツが表⽰されます。受講完了したらコンテンツのウィンドウを閉じます。 

 
 
3.3 受講科⽬について 

 受講科⽬のコースは、下記の通りです。 
・カテゴリー：インフラ調査士講習会用 

コース 科⽬名 平均学習時間※1 コンテンツ 
共通 
科⽬ 

総説 30 分 ⾳声付動画 
⽬視点検の基礎 
NDIS3418 

70 分 ⾳声付動画 

専⾨ 
科⽬ 

橋梁※2 70 分 ⾳声付動画， 
演習問題（鋼橋編，ｺﾝｸﾘｰﾄ編， 

横断歩道橋) 
トンネル 100 分 ⾳声付動画，演習問題 
付帯施設※3   
 ① 舗装編 80 分 ⾳声付動画，演習問題 
 ② ⼟⼯構造物編 50 分 ⾳声付動画，演習問題 
 ③ 道路附属物編 40 分 ⾳声付動画，演習問題 

 ※1 平均学習時間は、これまでの受講⽣の学習時間の実績を基に平均値を算出しています。（演習問題は
除く。） 

 ※2 橋梁は、鋼橋及びコンクリートの共通科⽬です。また、鋼橋には横断歩道編が含まれます。 
 ※3 付帯施設は、３科⽬（① 舗装，② ⼟⼯構造物，③ 道路附属物）すべての受講で完了となります。 
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3.4 学習画⾯の説明（PC のみ） 

 学習画⾯ 
① 左側にはカテゴリーとカテゴリーに属するコースの⼀覧が表⽰されます。 
② 右側にはコース名とコースに属する科⽬が表⽰されます。科⽬名をクリックするとその科⽬のコンテ

ンツ⼀覧が表⽰されます。 
③ 表⽰順は、受講期限順に並べ替えることも可能です。 
④ 学習状況は、受講中、未受講、完了したコース別に表⽰します。 
⑤ 講座詳細をクリックすると、講座詳細画⾯になります。 

 

 

カテゴリー 

この科⽬の 
コンテンツ⼀覧 

コース名 

科⽬名 
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 講座詳細画⾯ 
① 講座の受講状況がわかります。数字は、（受講済みのコンテンツ数／コースのコンテンツ数）を表

します。 
② 講座に含まれるコンテンツ⼀覧です。 
③ コンテンツの進捗状況です。未着⼿のものは「未受講」、受講途中のものは「受講中」、受講が済

んだものは「受講済」と表⽰され、進捗状況がバーで表⽰されます。 
④ 進捗・得点欄です。コンテンツが講座の場合は、（閲覧枚数／スライド枚数）を表し、テストの

場合は合格時の初回点数及び最⾼得点が表⽰されます。なお、テストの進捗・得点情報は、合
格した際に初めて点数が表⽰されます。 

⑤ 「⾒る」ボタンで、コンテンツを閲覧できます。 

 
 
 

3.5 全講座終了時の対応について 

 受講が全て完了した際の受講完了のお知らせ等は⾏っておりませんので、ご⾃⾝での確認をお願い
致します。 

 学習状況は、学習画⾯の学習状況の受講中、未受講、完了にて確認できます。 
 受講が全て終了している場合は、学習画⾯の科⽬欄が       となります。 

 
 

完了 
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※全科⽬終了している場合の表⽰例 

 
 
 
4. その他、各機能 

 その他の機能を簡単に説明致します。 
 
4.1 お問い合わせ 

 サイト管理者とメッセージのやり取りが⾏える機能です。 
 ⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇と⻑期休業中は返信ができません。 
 お問い合わせには、【新規お問い合わせ】と【履歴】の機能があります。 
 新規お問い合わせは、管理者に新規でメッセージを送信する機能です。履歴は、過去の管理者との

メッセージが確認できます。 
 

4.2 最近⾒たコンテンツ 

 1 ヶ⽉以内に学習したコンテンツが確認できます。 

完了 

受講科⽬が全て 
となる。 完了 
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4.3 過去の受講講座 

 過去に受講した講座が確認できます。 
 

4.4 メモ欄 

 メモ欄は、受講者の個⼈⽤情報となり、記載内容は本⼈しか確認できません。管理者へお問い合
わせの際は【お問い合わせ】機能よりご連絡ください。 

 
4.5 パスワードを忘れた場合 

 ログインするパスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画⾯右下にある【パスワードを忘れた⽅はこ
ちら】から、再発⾏が⾏えます。 

 パスワードの再発⾏は、【パスワードを忘れた⽅はこちら】から、学習サイトに設定したメールアドレスを
送信し、メールアドレスに届いた再設定の画⾯から⾏います。 

 
4.6 ログイン ID を忘れた場合 

 ログイン ID は登録時のメールアドレスです。登録のメールアドレスをお忘れの⽅は、【お問い合わせ】
機能または⼯業会資格試験センター（03-5207-5960）までお問い合わせください。 

 
4.7 登録時のメールアドレスを変更する場合 

 登録されたメールアドレスの変更をご希望の⽅は、システムのお問い合わせからご連絡ください。 
 


