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1.「WEB講習システム利用マニュアル」について

本マニュアルは、公益財団法人高速道路調査会（以下「当法人」）が
主催する下記講習会等において、「WEB講習システム」を利用する際
に必要となる情報を記載しています。
WEB講習に関する案内は、当法人ウェブサイトにも掲載します。

＜本マニュアルを適用する講習会等＞
1.高速道路点検診断資格試験
2.高速道路点検診断資格更新講習
3.保全安全管理講習会
4.高速道路の現場監理に関する講習会

名称 仕様 詳細 備考

パソコン

［対応OS]
Windows 8.1
Windows 10
Windows 11
MacOS 10.14
MacOS 10.15
MacOS 11.0
MacOS 12.0

［対応ブラウザ］
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Apple Safari,

Microsoft Edge
(Chromium版)

(バージョン99以上)

Windows8以下、
Internet Explorer 11、

Microsoft Edge 98以下では
WEBカメラの動作保証ができない

場合があります。
タブレットまたはスマートフォン

は使用不可とします。

WEBカメラ HD(1280×720)推奨 画素数
100～200万程度推奨

画素数が大きい場合、
動作保証できません

インターネット回線 光回線 有線接続推奨
Wi-fi等の無線接続の場合は

動画再生中に停止※
する場合があります

以下の環境をご確認のうえ受講してください。
講習に必要な機材、環境の整備、通信料については受講者の負担とします。

2.「WEB講習システム」に必要な環境

※視聴途中で中断（通信障害等による異常終了含む）した場合は、最初からの視聴となります。
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「WEB講習システム」確認項目

OS、ブラウザの確認方法が不明な方は、「OS/ブラウザバージョンの確認」
（本項16項）を参照ください。

「WEB講習システム」利用に必要な環境 不可(非推奨)となる環境
動作保証ができないため、

受講修了とならない可能性があります

※サポート対象外となります
使用機器 ☐パソコン ☐スマートフォン(iPhone等) 

☐タブレット(iPad等)
☐ネットブック
☐家庭用ゲーム機
☐その他の機器（ ）

OS ☐ Windows 8.1
☐ Windows 10
☐ Windows 11
☐ MacOS 10.14
☐ MacOS 10.15
☐ MacOS 11.0
☐ MacOS 12.0

☐ Windows 7
☐ Windows 8
☐ iOS 
☐ Android OS 
☐その他のOS（ ）

インターネット
ブラウザ

☐ Google Chrome 
☐ Mozilla Firefox 
☐ Apple Safari 
☐ Microsoft Edge

(Chromium版)
(バージョン99以上)

☐ Internet Explorer
☐ Microsoft Edge 98以下
☐その他のブラウザ（ ）

インターネット回線 ☐光回線 ☐ CATV 
☐ ADSL 
☐ ISDN
☐ダイアルアップ接続

インターネット
接続方法

☐有線接続 ☐ Wi-Fi等の無線接続(非推奨)

WEBカメラ ☐ HD(1280×720) 程度
100万画素~200万画素程度

☐画素数:200 万画素より大幅に大きい



画質 解像度 最低限必要な通信速度

１０８０ｐ １９２０×１０８０ １０Mbps

WEB講習受講の際に必要な通信速度の目安は下表になります。
通信速度は、利用環境や時間帯に応じて変化することにご留意ください。

《複数同時接続による回線ひっ迫を避けるよう拠点毎の分散受講を推奨》

参考)通信速度

WEB講習受講の際にご留意いただきたい通信環境
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・一般的に、ストレスなく通信できるのは１０～３０Mbps程度と言われています。

・通信速度を測定できるサイトがありますので、ご利用の通信環境を確認したい場合は
参考としてください。（「通信速度 測定」で検索）

・利用する時間帯等によって測定結果が変わるため、あくまで目安と考えてください。

• インターネットにアクセスが集中する時間帯は、拠点によって通信速度が
遅くなる場合があります。複数同時接続による回線ひっ迫を避けるよう拠
点毎の分散受講をお願いします。

• インターネット回線を提供しているサービスプロバイダとのご契約内容に
よっても通信速度が制限され、動画の再生がスムーズでない場合がありま
す。
時間帯を変えても動作が遅い場合は、サービスプロバイダとのご契約プラ
ン内容をご確認ください。

《WEB講習受講の際に最低限必要な通信速度の目安》



3.「WEB講習システム」利用のながれ

（１）パソコンのインターネットブラウザにて下記URLにアクセス

（６）アンケート回答 詳細 19ページ

（２）ログイン方法 詳細 5ページ

（３）マイページの内容確認 詳細 8ページ

（４）接続テスト 詳細 10ページ

（５）WEB講習 ①講義動画を視聴 詳細 16ページ

②受講ステータスを確認 詳細 18ページ

（７）「WEB講習システム」に関するお問合せ 詳細 20ページ

「WEB講習システム」利用の流れを以下に示します。
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WEB講習システムURL https://ehrf.study.jp/rpv/



・同年度内に複数の講習会等を重複して受講する場合は、それぞれの受講番号でログイ
ンする必要があります。
・保全安全管理講習会では、２回目ログインでパスワード変更画面は表示されません。

4.ログイン方法

ログイン画面からログインする。
⇒ログインするとマイページ（講習管理画面）に移動します。（本書5項）

＜機能説明＞

①
②
③
④

ログインに必要な「ユーザーID（受講番号）」は
別途メール等で通知する「WEB受講票」にて確認してください

ユーザーID
パスワード
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WEB講習システムURL https://ehrf.study.jp/rpv/

① ユーザーID 受講番号を入力ください

② パスワード  初回ログイン
生年月日を8桁で入力
例）1976年2月5日の場合⇒「19760205」

 2回目以降
任意で変更したパスワードを入力
※初回ログイン後パスワード変更しない場
合、2回目ログインでパスワード変更画面
が表示されますのでパスワードを変更して
ください。

③ ログインボタン ユーザーID／パスワードを入力にログインボ
タンをクリックください。マイページにログ
インします。

④ ユーザーID/パスワード確認 ユーザーID／パスワードを忘れた場合は、こ
ちらから確認申請を実施してください。

※ログインに必要な「ユーザーID（受講番号）」は、別途メール等で通知する「WEB受
講票」にて確認してください



ユーザーID（受講番号）確認方法
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■１.受講者受信メール

■２.本人認証

■３.WEB受講票画面

（点検診断更新講習例）

←受講番号（ユーザーID）

←生年月日入力

←URLクリック



ユーザーID／パスワードを忘れた場合

ユーザーID／パスワードを忘れた場合はログイン画面のリンクから登録済みのメールアドレスを入力し、
ユーザーID／パスワードの確認メールを受信してください。

＜ID/パスワード確認手順＞

ユーザーID

パスワード

7
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5.マイページ（講習管理画面）

① ②

③

⑪
資格講習名

科目名

講習コマ 講習コマ 講習コマ 講習コマ

⑩

＜機能説明＞

利用マニュアル

⑫

④

⑭
⑪

⑧

① 受講者名 受講者名が表示されます。

② ログアウト 視聴後ログアウトボタンからログアウトしてください。

③ アナウンス情報 注意事項が表示されます。

④ お問合せフォーム
お問合せフォームへのリンクが表示されます。
こちらからお問合せフォームへアクセスいただきお問合せください。
なお、回答はメールにて送信されます。

⑤ インフォメーション WEB講習システムに関するお知らせが掲載されます。

⑥ よくある質問 WEB講習システムに関するよくある質問を掲載しています。

⑦ 環境設定 初回ログイン後こちらの環境設定から接続確認、及びパスワード変更ができます。

⑧ 利用マニュアル WEB講習システムの利用マニュアルがダウンロードできます。

⑨ 講義資料 WEB講習講義資料がダウンロードできます。

⑩ 資格講習名
受講する資格講習名が表示されます。
受講状況によりステータスが表示されますので、視聴後に必ずご確認ください。

⑪ 科目名
受講する科目・カリキュラムが表示されます。
受講状況によりステータスが表示されますので、視聴後に必ずご確認ください。

⑫ 講習コマ
受講する講習コマが表示されます。
受講状況によりステータスが表示されますので、視聴後に必ずご確認ください。

⑬ アンケート WEB講習に関するアンケートは、こちらから実施してください。

⑭ 受講期間 受講期間が表示されます。

未受講 受講中 受講済

未受講 受講中 受講済

未視聴 判定中 視聴済

⑦⑤ ⑥
WEB講習システムに関するお問い合わせはこちら

⑬
⑩

⑨



③アナウンス情報

 注意事項等がこちらに表示されます。

⑤インフォメーション

 WEB講習システムに関するお知らせ等はこ
ちらに表示されます。

⑥よくある質問

⑦環境設定

⑧利用マニュアル

 WEB講習システムに関する「よくある質問」
を「Q＆A」形式にて表示されます。

 マイページへのログインパスワードの変更が
できます。
※初回ログイン時に変更されない場合、2回目ログイ
ン画面でパスワードの変更の案内が
表示されます。それ以降任意でパスワード変更される
場合にご利用ください。

 接続テスト用の環境チェックができます。
詳細については、初回ログイン後の「接続テスト」
（本書7項）を参照ください。

 利用マニュアルのPDF（本書）が表示されダウンロードできます。

④お問合せフォーム
 アナウンス情報にあるお問合せのリンクから

お問合せフォームへアクセスし、お問合せ
フォームからお問合せください。詳細につい
ては「WEB講習システムに関するお問合
せ」(本書15項)を参照ください。

9



①
②

初回ログインからWEB講習開始までに、以下の手順に従い接続テストを実施して
ください。環境チェックを行い、表示中の動画を視聴し、動画が正しく再生され、
WEBカメラが表示されることを必ず確認してください。
動画が正しく視聴できない場合は、お問合せフォームよりお問合せしてください。

7.接続テスト

6.パスワード設定

接続テストは①と②の順で実施してください

①「環境設定」＞「環境チェック」

②利用マニュアル説明「WEB講習時の注意点」動画視聴

・接続テストの動画視聴時は、実際のWEB講習の判定は行いません。

・受講者の事情により接続テストを実施しなかった場合でも講習会の受講は可能です。

初回ログイン時は、この画面での設定後にマイページが表示されます。
保全安全管理講習会では、初回ログイン時にこの画面は表示されません。

10

パスワードは8文字以上30文字以内、
英数字の組合せで作成してください。



8.環境設定の確認（環境チェック）
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<環境チェックにおいてカメラ制御サポート(1)、(2)がエラーとなる場合>

エラー

エラー

ブラウザカメラ制御のサポート(1)
→ご利用のPCでWEBカメラが利用できる状態であるかの確認

ブラウザカメラ制御のサポート(2)
→ご利用するWEBカメラが正しく出入力できる状態であるかの確認

こちらがエラーの場合、ご利用のPＣでWEBカメラがご利用できない状態になります。
ご利用のPCでのWEBカメラの利用を禁止されているかをご確認いただき、
個別に利用を禁止している場合は、ご利用のPCでのWEBカメラの利用許可設定を実施くだ
さい。
会社等でご利用を制限されている場合は、御社システム担当部署等にご確認いただき、
WEBカメラの利用許可設定を実施ください。

※講習会受講時は、WEBカメラが動作していないと受講判定が出来ないため、
受講したとは認められません。

※受講時の画面右側のWEBカメラの動作状況を確認してください。
なお、画面上のWEBカメラの表示はON・OFFまたは移動可能です。

環境チェックの注意点

13

エラー

エラー



9.利用マニュアル説明「WEB講習時の注意点」の視聴
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WEB講習時の注意点の視聴ボタンを押し、視聴を実施してください。
WEB講習時の注意点が再生され、WEBカメラが起動し視聴中の状況がWEBカメ
ラ映像に表示されるかをご確認ください。

終了後、画面の「終了」ボタンを押し終了してください。
※利用マニュアル説明「WEB講習時の注意点」動画の視聴時は、実際のWEB講習の受講
判定は行いません。

「終了」ボタン

WEBカメラ映像WEB講習時の注意点

①
②



10.WEBカメラ設置位置の注意点

〈ノートパソコンの場合〉
内蔵カメラを使用してください。

〈デスクトップ型の場合〉
モニターの下にカメラを設置することを推奨します。

WEBカメラの設置位置は受講者とモニターの中心線上に置いてください。
斜めから撮影されている場合やWEBカメラとの距離が遠い場合は、受講判定が正しく判定
されない場合があります。
受講時に表示されるWEBカメラ画面で、自分の映像が画面内にあり、判別できる大きさで
あることを確認してください。

動画の初回再生時の注意点
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動画を初めて視聴する際に画面上に図のポップアップが表示されます。

この際に必ず、許可を押してカメラの使用を許可してください。

ブロックしてしまった場合は、ブラウザの設定から個別にブロック設定を許可設定に変
更を実施してください。
利用ブラウザがChromeの場合の例
① Chrome を開きます。
② 右上のその他アイコン 次に [設定] をクリックします。
③ [プライバシーとセキュリティ] の [サイトの設定] をクリックします。
④ [カメラ] または [マイク] をクリックします。

① ブロックしたサイトを確認します。
② [ブロック] の下のサイト名「https://ehrf.study.jp/」を選択して、カメラまた

はマイクの権限を [許可] に変更します。

※オフィス等の場合、ネットワーク管理者がカメラとマイクの設定を行っている場合が
あります。その場合、各会社のネットワーク管理者にお問合せください。

https://ehrf.study.jp/


11.WEB講習（講義動画の視聴）

WEB講習の受講期間になると、受講する資格講習名／科目名／講習コマが表示さ
れます。受講可能な講習コマから順番に講義動画を視聴してください。

資格講習名

科目名

講習コマ(約〇〇分) 講習コマ(約〇〇分) 講習コマ(約〇〇分 講習コマ(約〇〇分)

 「視聴する」を押すとポップアップが開き、
「受講開始」ボタンが表示されます。

 「受講開始」ボタンを押すとWEB講習が
開始されます。

「終了」ボタン

 WEB講習視聴中、WEBカメラ映像が画面上
に表示されます。
WEBカメラ映像は、ダブルクリックすると
上下に移動できますのでWEB講習画面が見
やすい位置に移動して視聴してください。

 講習終了後、必ず「終了」ボタンを押して
講習を終了してください。「終了」ボタン
を押さない場合は視聴済になりません。

 視聴途中で中断（通信障害による異常終了
含む）した場合は、最初からの視聴となり
ます。

 「視聴済」の講習コマのみ再視聴時の一時停止・早送り・巻戻し等の操作が可能です。
ただし、初回視聴の場合は早送り等はできかねます。

 講義資料はダウンロードすることが可能です。

16

WEB講習



12.講義動画視聴中の注意点

講義動画の視聴時に、以下の状況ですと受講判定が正しく行われない可能性がご
ざいますので、ご注意ください。

・視聴後の視聴ステータス「判定」があるため早めの受講をお勧めします。

・講習受講中に本人でない場合や離席した場合はきちんと受講したと認められない場合が有ります。
この場合、視聴ステータスは「判定中」から「未視聴」に戻ります。

・お手洗い等で講習会受講を中断(視聴中の画面を右上×マークを押下し画面を閉じる)した場合は、
最初からの視聴となります。
講習コマは30分程度となっておりますので、中断せず最初から最後まで視聴してください。

・講習コマの視聴ステータスが「視聴済」となるまでは、一時停止、早送り、巻戻しの操作が出来ま
せん。「視聴済」後はこれらの制御が可能となりますので、視聴期間中何度でもどこからでも
再生することが出来ます。

《WEB講習での注意点》

部屋が暗い 逆光や日差しが強い

カメラとの距離が遠く
顔が小さい

顔全体を覆うような
飛沫対策

目にかかるほどの前髪

終始下向き

手で顔を覆う

《正しい例》
・WEBカメラの位置が受講者とモニターの中心線上に配置
・顔がはっきりと認識できる位置、明るさ
・前髪が目にかかっておらず、正面を向いている

顔全体が映っていない

《不適切な例》
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13. WEB講習（受講ステータスの確認）

判定中 当法人にて判定中

未視聴 視聴したと認められない

視聴済 視聴したと認める

講習を視聴している際にWEBカメラから映像を取得します。

講習コマを視聴すると、講習コマ単位で視聴ステータスが判定中になり、そこから「未視聴」
または「視聴済」に変更されます。
「判定中」の場合は、講習をきちんと受講していたかを当法人にて判定し、きちんと受講した
と認められた場合は視聴ステータスが「判定中」から「視聴済」に、きちんと受講したと認め
られない場合は「判定中」から「未視聴」に変更されます。

• 時間をおいてもステータスが更新されない場合は一度ログアウトし、再ログイン後の画面をご
確認ください。

• この判定は原則として、講習コマ受講後、翌日以降の当法人営業日夕方に判定されますが、受
講者数が集中した場合など、最大1日遅延する場合があります。

• 全ての講習コマが「視聴済」となった場合、科目のステータスが「受講済」となります。

• 「講習コマ」で[前編][後編]に分割している講義動画は、[前編][後編]両方を視聴することにより
1講義分の受講となります。順番通り[前編]を視聴し、視聴ステータスが「視聴済」とならない
と、[後編]は視聴できません。

• 全ての科目のステータスが「受講済」となった場合、資格講習のステータスが「受講済」とな
ります。

※視聴ステータスの結果は通知されませんので、必ず受講・受験者各自で確認を行ってください。

判定中

未視聴視聴済

判定には時間がかかる場合があります
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14.アンケートのお願い
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利用マニュアル

WEB講習の受講完了後アンケートにご協力ください。
メニューにある「アンケートのお願い」のボタンを押すとアンケートが開始され
ます。アンケートがない場合は、「アンケートのお願い」のボタンは表示されま
せん。

 アンケートを記入後「確認」ボタンを押してく
ださい。アンケート内容が確認できます。

 アンケート内容を確認後、
「回答」ボタンを押してアンケ―トを回答して
ください。

 アンケート回答後、
「終了」ボタン押してアンケートを終了してく
ださい。

 「アンケートのお願い」を押すとポップアップ
が開き、「アンケート開始」ボタンが表示され
ます。

 「アンケート開始」ボタンを押すとアンケート
が開始されます。



15.「WEB講習システム」に関するお問合せ

アナウンス情報にあるお問い合わせのリンクからお問合せフォームへアクセスし、
お問合フォームからお問合わせください。
なお、回答はメールにて送信されます。

20



(Windows)キーを押しながら、[R]キーを押します

16.OS/ブラウザバージョンの確認

21

《OS別バージョン確認方法》
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《OS別バージョン確認方法》



《ブラウザバージョン確認方法》
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