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2010 年度 

人間中心設計専門家（HCD）資格認定制度 

第 2 期認定 応募要領 

 

人間中心設計推進機構（HCD-Net）認定 人間中心設計（HCD）専門家 資格の第 2期認定試験は、

書類審査によって実施します。認定試験受験のための応募要領は、以下のとおりです。 

 

記 

応募資格 

人間中心設計・ユーザビリティ関連従事者としての実務経験が、原則 5年以上あること。 

大学院在学中における実務活動、研究活動は実務経験年数として含むことができます。 

人間中心設計専門家としてのコンピタンスを実証するための実践事例が 3 つ以上あること。 

学歴については特に制限ありません。 

 

応募の申請書類 

認定試験のために提出いただく申請書類は、次のとおりです。 

それぞれの定められた書式に従い、＜日本語＞で記入して下さい。 

申請書類の記入方法等につきましては、別冊子「申請書類の書き方」を参照して下さい。 

 A 受験申込書 

  A-1 基本情報 

  A-2 学歴・職務経歴書 

B 実践活動記述書 

  B-1 プロジェクト経歴／業務履歴 

B-2 プロジェクト記述書 

  B-3 コンピタンス記述書 

 C 参考資料 

  C-1 教育履歴 

  C-2 論文・著作 

  C-3 作品、成果物 

 

A は認定委員会事務局が受験者を特定して応募資格を確認するための書類です。 

審査員は Bと C の書類を見ます。審査対象は「B-3 コンピタンス記述書」です。B-3 以外

の書類は B-3 の書類の記述から所定のコンピタンスを発揮しているかどうかを判断するための

補助情報として利用されます。 
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これらの書式は応募受付開始時以降、次の人間中心設計推進機構のホームページからダウン

ロードできます。 

http://www.hcdnet.org/ 

なお、ご提出いただいた応募書類（本人確認のための写真を含む）は、本試験専用のもので、

審査上知り得た秘密情報を厳守し、それ以外の目的には一切転用いたしません。 

 

 

資格認定試験への申請手続き（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP より応募書類一式をダウンロードし（12月 20 日より）、応募 

要領、書き方ガイド、記入例などを熟読のうえ、必要書類を作成 

（ダウンロード不可の場合は事務局へ問合せ） 

 
 受験申込み：受験申込書 A-1, A-2 を、(1 月 11 日まで) HCD-Net の
HP にある受験申し込み画面からアップロード 

HCD-Net 受験係が資格条件、書類の不足・不備をチェックし、応募条

件を満たした場合のみ、「応募受理通知書」、「受験番号」および「受

験料振り込み口座」をメール返信 

 

記入済み「申請書類 - 原本」一式（ A, B, C ）を、特定記録郵便で

郵送（締め切り 2 月 1 日、当日消印有効）し、受験番号を記入した

データ一式（A, B, C ）を HP の所定画面から受付窓口宛てにアップ

ロード 

審査 

HP で審査結果発表 

2011 年 3月 31 日 

資格登録 

認定証発行 

期日内に所定の手続きにより受験料振り込み（締め切り 1 月 21 日） 
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申請手順 

１）申請書類の書式入手 

応募開始時（12 月 20 日）以降に人間中心設計推進機構（HCD-Net）のホームページ

（http://www.hcdnet.org/）から申請書類の書式一式（PDF / Excel 書類）をダウ

ンロードします。 

インターネットの利用ができない方およびダウンロードがうまくいかない場合には、お

問い合わせ窓口までお知らせください。返信用封筒（角２：200 円切手を貼付、返信先

明記のこと）を添えてご請求いただけば一式（紙媒体、または CD）配送いたしますが、

お手元に届くまで約２週間の期間を見込んで下さい。 

 

２） 受験申し込み 

受験申し込み期日内（2010 年 12 月 20 日～2011 年 1月 11 日まで）に受験申込書（A-1, 

A-2）に必要事項を記入して HCD-Net のホームページにある申請画面からアップロード

して下さい。受験番号欄は空欄のままでお願いします。 

 

HCD-Net 受験係が、ご提出いただいた受験申込書の事前確認を行います。 

事前確認の結果、応募条件を満たすことが確認されると、受験係より「応募受理通知書」、

「受験番号」および「受験料の振り込み口座」情報を返信いたします。 

申し込み後 1 週間経過しても返信メールがない場合は、お手数ですがお問い合わせ窓

口までお問い合せ下さい。 

 

３）受験料の振込み 

受験料は、12,000 円です。受験申し込み受付後の返信メールで指定した振込口座に、

必ず受験者本人名義で期日まで（2011 年 1 月 21 日）にお振り込み下さい。振替等の手

数料は、各自でご負担下さい。 

なお、受験料の領収書はお手元に残る振込票とさせていただきます。受付確認のメール

が受験票となりますので、大切に保管をお願い致します。 

 

別途、請求書、領収書などが必要な場合、及び同一企業から複数人受験のためまとめて

振込みたい場合などは、お問い合わせ窓口までお知らせください。 

 

４）正式申請および電子データの添付 

受験料を期日内に指定の口座に振り込んでから、申請書類に受験番号を記入して、申請

書のすべてを印刷して、A-1 に直筆署名の後、「申請書類（原本）」一式を、特定記

録郵便扱いにて受付窓口へ送付して下さい。 
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「特定記録郵便扱い」の方法については、次の URL を参照して下さい。 

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/index.html 

 

正式な応募日は特定記録郵便の郵送日（締め切り当日消印有効）とさせていただき

ます。 

 

次に上記申請書一式（A‐1～2，B-1～3, C-1～3）のファイル（拡張子 .xls）を HCD-Net 

のホームページにある書類申請画面からアップロードして下さい。 

アップロードの際には次のことにご注意下さい。 

・ パス名に全角文字が入っているとアップロードできません。「マイドキュメント」

などではなく（半角英字の My Document は問題ありません）、C ドライブの直下な

どにファイルを置いてからアップロードしてください。 

・ ファイル名は変更しないでください。 

・ アップロードがうまく行かない場合は、まずはお問い合わせ窓口までメールでお知

らせください。技術的トラブルの場合は、アップロード期限を越えて対応いたしま

す。正式な締切りは郵送の消印日となりますが、アップロードも期限内に完了する

よう、余裕を持って実施してください。 

・  

送付後 10 日間経過しても受付確認のメールが届かない場合は、お問い合わせ窓口まで

お問合せ下さい。 

 

【申請書類送付先およびアップロード先 】  

人間中心設計推進機構 認定 人間中心設計（HCD）専門家  受験係  

住所：〒150-0043  

東京都渋谷区道玄坂 1-15-3  プリメーラ道玄坂 1012 号室  

人間中心設計推進機構：http://www.hcdnet.org/ 

 

合格後の登録料など 

受験料 12,000 円のほか、合格した場合には認定登録料（18,000 円）、年会費 12,000

円（HCD-Net 会員無料）、および３年毎に更新料（5,000 円）が必要となります。 

振り込み先、払込期限などは合格発表後に連絡いたします。 

認定登録料・年会費の払込をもって正式に HCD 専門家認定となります。 

 

お問い合せ窓口 

資格認定制度専用の問合せメールアドレスは nintei@hcdnet.org です。 

※ 電話でのお問合せには対応できませんので御注意をお願い致します。  
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※ 応募書類チェックリスト 

以下のチェックリストは、申請手続きの流れに従って確認のためにご利用下さい。 
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締切り一覧 

  受付開始 締切り 

A 受験申込書を提出（アップロード） 

 A-1 基本情報（署名無し） 受験申し込み 

 A-2 学歴・職務経歴書 

2010.12.20. 2011.1.11. 

受験料振込 受験料 12000 円 
受験番号到着

後 
2011.1.21. 

申請書類 一式提出（郵送） 

 A-1 基本情報（署名入） 

 A-2 学歴・職務経歴書 

 B-1 プロジェクト経歴／業務履歴 

 B-2 プロジェクト記述書 

 B-3 コンピタンス記述書 

 C 参考資料 

受験料振込後 

2011.2.1 

（当日消

印有効） 
申請書類提出 

上記申請書類の電子ファイルアップロード 受験料振込後 2011.2.1. 

登録料、年会費振込 登録料 18000 円、年会費 12000 円 2010.3.31. 
(指定期

日) 

 

以上 


