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はじめに 

 

本ガイドでは、オープンバッジの発行方法についてご説明します。 

管理者画面をご利用になる前にお読みください。 

 

管理者画面に関するお問い合わせ、各種依頼等は下記のメールアドレスあてにご連絡くださいますよ

う、お願いいたします。  

 

＜ご連絡先＞ 

株式会社ネットラーニング 事務局 

els_ob@nl-hd.com 

 

なお、管理者画面「ヘルプとサポート」-「よくあるご質問」もあわせてご参照ください。 

 

 

※ 本資料で使用しております画面の科目名等は、すべて架空のデータです。 

※ 画面はイメージであり、実際の画面とは若干異なる場合があります。 

※ 本資料に記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。  

mailto:els_ob@nl-hd.com
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オープンバッジの運営について 

当オープンバッジの発行サービスは、IMS Global Learning Consortium が国際標準規格として定め

た Open Badges v2.0 のプラットフォームとして、東アジアで初めて認定を受けた Multiverse を利用

しています。Multiverse の開発・運営は株式会社ネットラーニング・ホールディングスが行っていま

す。 
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管理ページで利用できるサービス   

 

オープンバッジサービスに申し込みいただくと、管理ページで以下のサービスが利用できます。 

 

・ バッジの作成・編集・削除 

・ ユーザ（受領者）登録、バッジ授与・失効 

 

ログイン後、管理者画面の［成績・進捗］タブに「Badge 管理」メニューが表示されます。バッジの発

行管理は、主にこのメニューをクリックした先の画面にて操作できます。 
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【トップページ（「バッジ一覧」画面）】 

 

 

項目 説明 

① バッジ一覧 作成したバッジが表示されます。バッジ名での検索が可能です。 

項目 説明 

バッジ名 クリックすると、バッジの詳細が表示されます。 

作成日 バッジの作成日です。 

総発行数 今までにバッジを発行した累計数です。 

未受領数 発行後、受領されていないバッジの数です。 

受領数 ユーザ（受領者）がバッジを受領した数です。 

失効数 失効したバッジの数です。 

 

(受領者) 

クリックすると、ユーザ（受領者）の一覧が表示さ

れます。 

※ ユーザ（受領者）一覧の詳細は「3 バッジ授

与」を参照 

（削除） 
クリックするとバッジが削除されます。 

※ バッジ削除の詳細は「1.3 バッジを削除する」

を参照 
 

② 新規バッジ作成 新規バッジを作成できます。 

※ バッジ作成の詳細は「1.1 バッジを作成する」を参照 

○1  

② 

③ ④ 
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項目 説明 

③ ヘルプとサポート 「発行者ガイド」やお問い合わせなどの「サポートページ」が表示されま

す。 

④ 発行者情報参照 発行者の情報が表示されます。 

 

事前に準備するもの 

1. ログイン ID、パスワード、識別子・・・メールにて事前に管理者へご案内しております。 

2. メタデータ（バッジに記載する内容）・・・必須項目に関しては「1.1 バッジを作成する」をご覧

ください。 

3. ユーザ（受領者）登録情報・・・システムからダウンロードできる CSV フォーマットにご記入頂

きます。必須項目については「2.1 ユーザ（受領者）登録」をご覧ください。 

4. ユーザ（受領者）情報・・・登録したユーザ（受領者）の中から選択する方法と、CSV データを用

いた一括授与があります。一括授与の場合の際に必要な CSV ファイルの作成については「3.2.1 

受領者リスト作成」をご覧ください。 

5. .csv の既定アプリの確認・・・次の順番で、ボタンをクリック。「スタート（ ）」＞「設定

（ ）」＞「アプリ」＞「既定のアプリ」＞「ファイルの種類ごとに既定のアプリを選ぶ」 

以下の画面が表示されたら、.csv のファイルの既定アプリが Excel になっているか確認してくださ

い。 
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1. バッジ管理 

         

バッジを作成・編集・削除する方法についてご説明します。 

1.1 バッジを作成する 

バッジを作成する方法についてご説明します。 

※ 「バッジ画像」、「バッジ名」、「有効期限」、「エビデンス」はバッジ発行後、変更できません。 

 

① 「バッジ一覧」画面右上の［新規バッジ作成］ボタンをクリックしてください。 

② 「新規バッジ作成」画面が表示されます。各項目を入力してください。 

【バッジ作成画面】 

 

 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

変更不可 ② 

変更不可 ① 

変更不可 ⑨ 

変更不可 ⑧ 
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項目 必須 説明 

① バッジ画像 ● 利用可能な画像仕様は以下の通りです。 

・ 拡張子：png 

・ サイズ：250×250 pixel まで 

・ 容量：256KB まで 

授与する前、発行可能 OFF の状態の場合のみ変更できます。発行可能

を ON にした状態では変更できません。 

② バッジ名 ● バッジの表示名です。授与する前、発行可能 OFF の状態の場合のみ変

更できます。発行可能を ON にした状態では変更できません。 

③ 説明 ● ユーザ（受領者）がバッジを取得する際に得られる、知識やスキル、

資格、価値などを入力してください。 (1000 字以内) 

※ この項目は改行できません。 

④ 取得条件 ● バッジの取得条件となるテストの合格基準などを入力してください。 

文字装飾の詳細な設定については、［文字装飾（強調、斜体など）につ

いて］をクリックしてください。マークダウン記法を利用できます。 

※ マークダウン記法の記載方法は「「取得条件」項目における文字装

飾の記入方法」を参照 (1000 文字以内) 

⑤ 外部共有 ● ON の場合、ブロックチェーンへの書き込みを行い、ユーザ（受領

者）はバッジを外部へ共有できます。 

OFF の場合、ブロックチェーンへの書き込みは行わず、ユーザ（受領

者）はバッジを外部へ共有できません。 

⑥ 発行可能 ● ON にすると発行可能になります。一度授与すると OFF に戻すことは

できませんので、ご注意ください。 

⑦ 知識・スキル  ユーザ（受領者）が獲得した知識やスキルをタグ登録できます。入力

後に［追加（ ）］ボタンをクリックしてください。（1 つのタグは

50 文字以内です。） 

⑧ 有効期限  期限は、「●日・●週間・●か月・●年」と設定できます。有効期限が

切れたバッジは「有効期限切れ」としてユーザ（受領者）のウォレッ

トに表示されます。 

期限を設定しない場合は、有効期限なしのバッジとなり、有効期限は

表示されません。 

※ 数値は半角数字(1 以上の整数)で入力 
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項目 必須 説明 

授与後は変更できません。 

⑨ エビデンス  試験の点数など、ユーザ（受領者）ごとの情報を追加できます。(最大

20 項目、各項目 1000 字以内)  授与前、発行可能ボタンが OFF の

状態の時のみ追加・削除できます。 

エビデンスを設定したバッジの授与方法は、「3.2 一括授与」を参照

ください。 

※ 授与後は変更できません。また、エビデンスが追加されている場

合、選択授与はご利用できません。 

※エビデンスは説明や取得条件同様、公開される情報となります。 

そのため、受領者にとって公開されたくない可能性がある情報（電話

番号、生年月日、メールアドレスなどの個人情報含）の設定は慎重に

ご判断ください。 

 

③ 入力後、［新規バッジ作成］ボタンをクリックしてください。 

④ バッジ一覧に表示されたら、完了です。 

 

◆ 参考：「取得条件」項目における文字装飾の記入方法 

 

装飾内容 記入方法 表示 備考・注意点 

文字の大きさ 

# a 
a 

右端#の右側に半角スペー

スが必要です。 

## a a 

### a a 

イタリック体 _aaaaa_ aaaaa   

太字 **aaaaa** aaaaa   

リンク 

Link 

(https://www.example.com/) 

Link クリックすると URL のウェ

ブページをブラウザ上で表

示します。 
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箇条書き 
- aaa 

- aaa 

• aaa 

• aaa 

ハイフンの右側に半角スペ

ースが必要です。 

箇条書き(順番) 

1. aaa 

2. aaa 

1. aaa 

2. aaa 

「半角数字」と「.」の右側

に半角スペースが必要で

す。 

改行 
abc(半角スペース)(半角スペース) 

def 

abc 

def 

文末に半角スペースが 2 つ

が必要です。 

 

 

※バッジの画像は、縦 250×横 250 pixel でご用意ください。自動的に短い辺に合わせて長い辺がカッ

トされて表示されます。 

 

1.2 バッジを編集する 

 

作成したバッジの編集についてご説明します。 

 

 

 

① 「バッジ一覧」から、編集するバッジの「バッジ名」をクリックしてください。 

② バッジの詳細画面が表示されます。画面右上の［編集］ボタンをクリックしてください。 

③ 入力画面が表示されます。各項目を編集（再入力）し、［更新］ボタンをクリックしてください。 

④ バッジの詳細画面が表示されたら、完了です。 

 

1.3 バッジを削除する 

バッジの削除についてご説明します。 

 注意 

すでに発行済みのバッジ情報を編集すると、発行済みのバッジの内容も書き換わります。ただし

ブロックチェーン証明書は書き換わりません。 
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※発行済みのバッジを削除すると、受領者のオープンバッジウォレットからも削除されますのでご注

意ください。 

 

① 発行した履歴のある場合は、受領者一覧から受領者全員を失効してください。 

② 「バッジ一覧」画面から、削除するバッジの［受領者一覧］ボタン右横の削除（ ）をクリックし

てください。 

③ 削除確認画面が表示されます。内容を確認し、［バッジ削除］ボタンをクリックしてください。 

④ バッジ一覧から表示が消えたら、完了です。 

2. ユーザ（受領者）登録  

 

作成したバッジをユーザ（受領者）に授与するバッジ発行作業と、失効させる方法についてご説明し

ます。 

 

2.1 ユーザ（受領者）登録 

発行対象となるユーザ（受領者）の登録を行います。 

この操作は、［管理機能］タブ－［学習者管理］メニューより行います。 

以下２種類の登録方法があります。 

 個別登録 一括登録 

登録人数 10 人未満の場合推奨 10 人以上の場合推奨 

CSV ファイル作成 無 有 

登録手順 1. 新規学習者登録画面の表示 

2. 必要事項の入力後、［登録］ボタン

をクリック 

3. 登録完了 

 

※ 操作手順は、「2.1.1 個別登録」を

参照 

1. CSV テンプレートのダウンロード 

2. 必要事項の入力後、CSV ファイルを

インポート 

3. 登録完了 

 

※ 操作手順は、「2.1.2 一括登録」を参

照 
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◆ユーザ（受領者）情報 

登録に必要なユーザ（受領者）情報は以下のとおりです。 

※●は必須入力項目です。 

項目 個別 一括 説明 

ユーザ ID ● ● ユーザ ID は当社指定識別子（英字 3～5 桁）から入力し、

半角英数字 6 文字以上 50 文字以下で入力してください。識

別子は、ご自身の管理者 ID の冒頭を確認ください。不明の

場合はお問い合わせください。 

 注意 

・ ユーザ（受領者）登録情報は管理画面から削除できません。事前にご登録内容を十分ご確認く

ださい。 

ユーザ（受領者）より個人情報の削除依頼があった場合は、学習者登録画面で氏名を「*」な

どに置き換え、メールアドレスは消去して更新してください。 

ユーザ（受領者）にとって意図しない氏名で発行されてしまった、異なるメールアドレスでバ

ッジを受領したいなど、発行をやり直す必要がある場合、発行済みのバッジを失効して再授与

するか、新しく ID を作成し授与する方法があります。 

・ 本サービスでは、グループ管理機能はご利用できません。 
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項目 個別 一括 説明 

※ 個別登録の場合は企業識別子の入力不要です。 

※ ユーザ ID と同じパスワードを設定する場合、ユーザ

ID は 15 文字以下にしてください。 

（例） 

 

 

 

パスワード  ●  半角英数字 6 文字以上 15 文字以下。 

• 個別登録時：必須 

• 一括登録時：ユーザ ID と同じパスワードを設定する場合

は入力不要 

氏名 ● ● 30 文字以内。 

氏名ふりがな ● ● 40 文字以内。 

※ カタカナやローマ字でも入力可能です。 

※ ふりがなが分からない場合は、「-」をご入力ください。 

所属   任意。100 文字以内。 

役職   任意。100 文字以内。 

言語種別コード  ● ネットラーニングのほかのサービスを併用する場合に、学習

者の「マイルーム」で初期表示する言語を選択できます。一

括登録の場合、日本語は "1" 、中国語は "2" 、英語は "3" 

を入力してください。 

※ 本サービスは、「日本語」のみ提供です 

PC メールアドレス ● ● 英数半角 50 文字以内。 

※ 携帯キャリアのメールアドレスもご利用いただけます

が、メールの不着が増加する傾向にありますので事前に

ご案内等を実施ください 

※ システムでは任意となっていますが、オープンバッジ受

領のため入力必須 

携帯メールアドレス   入力不要。（本サービスではこの情報は利用しません） 

生年月日   任意。 

選択可能コース数   入力不要。（本サービスではこの情報は利用しません） 
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2.1.1 個別登録               

 

ユーザ（受領者）の個別登録についてご説明します。 

 

① ［管理機能］タブ－［学習者管理］をクリックしてください。 

② 「学習者管理」画面が表示されます。画面右の［新規学習者登録］ボタンをクリックしてくださ

い。 

③ 「学習者個人情報」画面が表示されます。各項目を入力してください。 

※ ユーザ ID の識別子は入力不要です。 

※ 項目の詳細は、「◆ ユーザ（受領者）情報」を参照してください。 

④ ［登録］ボタンをクリックしてください。 

※ 登録後、ユーザ ID の変更はできません。 

⑤ 「学習者を登録しました。」と表示されたら、完了です。 

2.1.2 一括登録 

ユーザ（受領者）の一括登録についてご説明します。  

 
 

 

テンプレート（StudentRegist.csv）をダウンロードし、記入します。 

① ［管理機能］タブ－［学習者管理］をクリックしてください。 

② 「学習者管理」画面が表示されます。「詳細設定」－「機能」の （プルダウンメニュー）をクリ

ックし、一覧から「学習者一括登録」を選択してください。 

③ 「学習者一括登録」画面が表示されます。「詳細設定」－「CSV 読込」より「テンプレートをダウ

ンロード」をクリックしてください。 

④ テンプレート（StudentRegist.csv）がダウンロードされます。 

※ 項目の詳細は、「◆ ユーザ情報」を参照してください。 

 注意 

・ ユーザ（受領者）の登録情報を一括で修正はできません。 

・ 1 回の操作で登録できるのは 2000 件までです。2000 件を超える場合は、複数回繰り返して

登録を行ってください。 
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※ ファイルの 1 行目は見出しです。2 行目からご記入ください。 

⑤ A 列から K 列までの必要項目を入力し、ファイルを保存してください。 

必須入力項目は、A、C、D、G、H 列です。 

※ユーザ ID は当社識別子(英大文字３～５桁)から入力し、半角英数字 6 文字以上５０文字以下で

入力してください。識別子は、ご自身の管理者 ID の冒頭をご確認ください。不明な場合は事務局

までお問い合わせください。 

  ※保存形式は、CSV（コンマ区切り）(*.csv)か CSV UTF-8（コンマ区切り）(*.csv)です。

 

 

次に、情報を入力したファイル（StudentRegist.csv）をアップロードします。 

⑥ ［参照］ボタンをクリックし、⑤で作成したファイルを選択してください。 

⑦ ［実行］ボタンをクリックしてください。 

⑧ 「CSV ファイルが正しく読み込まれました。△件です。」というメッセージが表示されます。 

※ CSV ファイルの内容に不備があった場合、修正が必要な箇所が一覧表示されます。 

画面の指示にしたがって CSV ファイルを修正し、アップロードし直してください。 

⑨ 画面下部に表示される［登録］ボタンをクリックしてください。 

⑩ 「学習者を登録しました。」と表示されたら、完了です。 
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2.2 ユーザ（受領者）情報の表示・編集 

 発行対象となるユーザ（受領者）の情報編集を行います。 

この操作は、［管理機能］タブ－［学習者管理］メニューより行います。 

 

2.2.1 ユーザ（受領者）情報の表示 

① ［管理機能］タブ－［学習者管理］をクリックしてください。 

② 「学習者管理」画面が表示されます。 

③ 対象ユーザ（受領者）を指定し、［検索実行］ボタンをクリックしてください。 

④ 画面下部に結果が表示されます。登録情報を確認したいユーザ（受領者）の「氏名」をクリックし

てください。 

⑤ 「学習者個人情報」画面が表示されます。 

 

2.2.2 ユーザ（受領者）情報の編集 

 注意 

・ ユーザ(受領者)の氏名が文字化けして登録された場合、ブロックチェーンにも文字化けされた

名前が書き込まれてしまいます。CSV を取り込んだ後文字化けされていないか、確認をお願

いいたします。 
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① 「学習者個人情報」画面の各項目を再入力し、［更新］ボタンをクリックしてください。 

② 「学習者情報を更新しました。」と表示されたら、完了です 
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3. バッジ授与 

 

バッジの授与についてご説明します。以下 2 種類の授与方法があります。 

 選択授与 一括授与 

授与対象人数 10 人未満の場合推奨 10 人以上の場合推奨 

CSV ファイル作成 無 有 

エビデンス 設定している場合、選択授与はできま

せん。 

設定している場合、一括授与用 csv に

追加した項目が増えます。 

詳細は、「3.2.1 受領者リスト作成」

を参照 

発行手順 1. ユーザ（受領者）登録 

2. ユーザ（受領者）選択 

3. バッジ受領案内メールの送信 

※ 操作手順は、「3.1 選択授与」を参

照 

1. ユーザ（受領者）登録 

2. ユーザ（受領者）選択 

3. バッジ受領案内メールの送信 

※ 操作手順は、「3.2 一括授与」を参

照 

①「バッジ一覧」画面授与列のアイコン をクリックしてください。 

②「受領者一覧」画面が表示されます。 
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【受領者一覧画面】（選択したバッジについて、下記項目が表示されます。） 

 

 

項目 説明 

① 受領者一覧 バッジ授与をしたユーザ（受領者）が一覧で見られます。 

② 選択授与 「選択授与」画面に移動します。 

※ 選択授与の詳細は「3.1 選択授与」を参照 

③ 一括授与・履歴 「一括授与・履歴」画面に移動します。 

※ 一括授与の詳細は「3.2 一括授与」を参照 

④ 失効 一度発行したバッジをユーザ（受領者）から失効させます。 

※ バッジ失効の詳細は「3.3 バッジ失効」を参照 

⑤ 再送 「未受領」状態のユーザ（受領者）を選択して、「オープンバッジ授与の

お知らせ」メールの再送ができます。 

※詳細は「3.4 バッジ発行案内メールの再送」を参照 

⑥ 受領状態 【外部共有を ON にしたバッジの場合】 

(1) ユーザ（受領者）が「オープンバッジ授与のお知らせ」メールの[受領

手続きをはじめる]ボタンをクリックするまで、「未受領」と表示され

ます。 

(2) 上記(1)の操作が行われたあと、ブロックチェーン書き込みと発行処

理が終了するまでは、「受領（処理中）」と表示されます。 

(3) 上記処理が終了しますと、「受領（完了）」と表示されます。 

○1  

③ 

④ 

② 

⑤ ⑥ 

⑦ 

sample@netlearing.co.jp 
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項目 説明 

 

【外部共有を OFF にしたバッジの場合】 

(1) ユーザ（受領者）が「オープンバッジ授与のお知らせ」メールの[受領

手続きをはじめる]ボタンをクリックするまで、「未受領」と表示され

ます。 

(2) 上記(1)の操作が行われると、「受領（完了）」と表示されます。 

⑦ ステータス ステータスには以下の 3 つの表示があります。 

【有効】 

ユーザの持つバッジは有効です。 

【失効】 

ユーザの持つバッジは失効されています。 

【有効期限切れ】 

ユーザの持つバッジは有効期限が切れています。 

⑧ エビデンス エビデンスがある場合、各ユーザ（受領者）の設定項目を確認できます。 

 

※項目はイメージです。 100 
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③「バッジ一覧」画面の[一括授与・履歴]ボタンをクリックしてください。 

④「一括授与・履歴画面」画面が表示されます。 

 

【一括授与・履歴画面】（以下は、履歴画面の説明です。） 

 

 

項目 説明 

① 一括授与 一括受領者リストをアップロードします。 

※ 一括授与の詳細は「3.2 一括授与」を参照 

② 授与日 【選択授与の場合】［授与］ボタンをクリックした日付です。 

【一括授与の場合】［一括授与］ボタンをクリックした日付です。 

③ 区分 【選択授与の場合】選択、【一括授与の場合】一括 

④ ファイル名 【選択授与の場合】授与対象が csv でダウンロード可能です。 

【一括授与の場合】授与対象としてアップロードした csv をダウンロード

できます。 

○1  

③ ④ ② ⑤ ⑥ ⑦
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項目 説明 

⑤ 氏名 授与操作を行った管理者のユーザ ID です。 

⑥ 状態 授与操作の結果を表示します。詳細はそれぞれ以下を参照してください。 

【選択授与の場合】「【選択授与：バッジ発行の「状態」一覧】」を参照し

てください。 

【一括授与の場合】「【一括授与：バッジ発行の「状態」一覧】」を参照し

てください。 

⑦ 送信結果 バッジ発行案内メール「オープンバッジ授与のお知らせ」の送信結果を表

示します。詳細はそれぞれ以下を参照してください。 

【選択授与の場合】「3.1 選択授与」を参照してください。 

【一括授与の場合】「3.2 一括授与」を参照してください。 

 

3.1 選択授与 

 

ユーザ（受領者）を個別選択して、バッジを授与する方法を説明します。 

選択授与は以下の手順で行います。※エビデンスがある場合、選択授与はできません。 

3.1.1 ユーザ（受領者）の選択 

3.1.2 発行処理およびバッジ案内メール送信 

 

3.1.1 ユーザ（受領者）情報の選択 

① 受領者一覧画面の［選択授与］ボタンをクリックしてください。 

② 「選択授与」画面が表示されます。（この状態ではリストには何も表示されません。）［受領者選

択］ボタンをクリックしてください。 

③ 選択用のダイアログボックスが表示されます。虫眼鏡のアイコン をクリックして全検索をする

か、もしくは［フィルター］ボタンをクリックすると検索用フィルターが表示されますので、条件

を入力し、［検索］ボタンをクリックしてください。 

④ 対象となるユーザ（受領者）が表示されたら左側のチェックボックス にチェックをいれ、

［追加］ボタンをクリックしてください。 
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※ 一番上のチェックボックスをチェックすると、表示しているページ内のすべてのユーザ（受領

者）が選択されます。 

 

※ 先頭のチェックボックスの右側プルダウン を開くと「ページ内選択」か「全選択」を

選びます。２ページ目以降の対象者も含める場合には「全選択」を指定してください。 

⑤ ダイアログボックスを閉じた後、手順④にて選択したユーザ（受領者）が表示されます。ユーザ

（受領者）の左側のチェックボックスにチェックを入れてください。 

※ 一番上のチェックボックスをチェックすると、表示しているページ内のすべてのユーザ

（受領者）が選択されます。 

※ 先頭のチェックボックスの右側プルダウン を開くと「ページ内選択」か「全選択」を

選びます。２ページ目以降の対象者も含める場合には「全選択」を指定してください。 

⑥ ［発行日選択］ボタンをクリックしてカレンダーから発行日を入力してください。 

※ 未来の日付を選択できません。 

⑦ 画面右下の［授与］ボタンをクリックしてください。授与処理を開始するメッセージが表示されま

すので、［ＯＫ］ボタンをクリックすると、「一括授与・履歴」画面が表示されます。授与対象者の

情報は「ファイル名」列に csv ファイルで記録されます。 
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3.1.2 発行処理およびバッジ案内メール送信 

①「一括授与・履歴」画面上で、「状態」が「実行完了(OK)」または「実行完了(エラー)」となりまし

たら、［送信］ボタンをクリックすると、発行処理が成功している授与対象者へ「オープンバッジ授与

のお知らせ」メールが配信されます。（「実行完了（エラー）」の場合、一部または全部の発行処理が

失敗していますので、「実行完了（エラー）」の文字をクリックして csv をダウンロードし、エラー内

容を確認してください。） 

 

②「一括授与・履歴」画面上で、「状態」が「実行完了(OK)  授与(OK)」と表示されていましたら、

作業は完了しています。ただし、メール送信時にエラーになっている場合には、「送信結果」列に「エ

ラー」と表示されます。 

 

【選択授与：バッジ発行の「状態」一覧】 

状態 処理の内容 

【処理１】バッジ発行処理の実施 

実行中 バッジの発行処理を実行しています。 

実行完了（OK） 正常に発行処理が完了しました。 

「実行完了（OK）」をクリックすると、対象データがダウンロードで

きます。 

［送信］ボタンが表示されます。 

実行完了（エラー） 発行処理にエラーが発生しました。 

  

［授与］ボタンクリック後、「オープンバッジ授与のお知らせ」メールを送信できる状態ま

で処理が進み次第、登録されたアドレスに次の作業の案内メールが届きます。「参考：処理

状況をご案内するメール」を参照してください。 

 

  

「オープンバッジ授与のお知らせ」メールの送信が完了次第、登録されたアドレスに次の作

業の案内メールが届きます。「参考：処理状況をご案内するメール」を参照してください。 
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状態 処理の内容 

「実行完了（エラー）」をクリックしてファイルを確認してください。

エラー表示のある対象者については発行処理が失敗しています。発行

できなかった対象者については、再度ユーザ（受領者）情報を見直し

て、選択授与を実施してください。 

発行できた対象者については、［送信］ボタンが表示されます。 

【処理２】「オープンバッジ授与のお知らせ」メール送信の実施 

メール送信待ち 授与メールの配信待ちです。 

授与（OK） 正常にバッジ授与メールの送信処理が完了しました。メール送信の結

果は「送信結果」欄に表示されます。 

送信結果 処理の内容 

OK（件

数） 

正常にバッジ授与メールの送信処理が完了した

件数を表示しています。 

エラー

（件数） 

メール送信処理中にエラーが発生した件数を表

示しています。「エラー」をクリックしてエラー

内容を確認してください。 

 

エラー表示のある対象者は、メール送信処理が

失敗しています。「送信結果」列の「エラー」を

クリックすると、エラーの詳細とエラーごとの

件数が確認できます。 

※バッジ発行作業日から 360 日以上経過した

「送信結果」列の、エラー詳細は確認できませ

ん。 

 

送信できなかった対象者のうち、時間をおいて

再送するとエラーが解消する可能性のある対象

者は、対象人数右横の［送信］ボタンをクリッ

クすると再送可能です。 

 

再送不可のエラー原因は、メール送信時のエラ

ー（「参考：メール送信時のエラーコード・エラ

ー内容一覧」）である可能性が考えられます。ユ
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状態 処理の内容 

ーザ（受領者）にメーラーの状況を確認いただ

き、「3 バッジ授与」受領者一覧画面の[再送]ボ

タンを利用して再送するか、別のメールアドレ

スなどにより ID を登録し直して、最初から授与

をやり直してください。 
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3.2 一括授与 

 

 

CSV ファイルを作成し、一括でバッジを授与する方法を説明します。 

一括授与は以下の手順で行います。 

3.2.1 受領者リスト作成 

3.2.2 受領者リストのアップロード 

3.2.3 発行処理およびバッジ発行案内メール送信 

 

【一括授与・履歴画面】 

 

 

○1  

③ 

② 
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項目 説明 

① CSV サンプル 一括授与に利用する CSV ファイルのテンプレートファイルがダウ

ンロードできます。 

② ファイル選択 クリックすると、フォルダを選択できます。①のテンプレートをも

とに作成した CSV ファイルを選択してください。 

または、CSV ファイルをドラッグアンドドロップしてください。 

※ 列名を残したまま編集をお願いします 

③ 一括授与 CSV ファイルによる一括授与を実行します。 

3.2.1 受領者リスト作成 

授与対象となるユーザ（受領者）のリストを作成します。 

 

① バッジ一覧から、対象バッジの［受領者一覧］ボタンをクリックしてください。 

② 「受領者一覧」画面が表示されます。［一括授与・履歴］ボタンをクリックしてください。 

③ 「一括授与・履歴」画面が表示されます。［CSV サンプル］ボタンをクリックしてください。 

④ テンプレート（bulkaward_sample_template.csv）がダウンロードされます。 

⑤ A 列から C 列までの各項目を入力し、ファイルを保存してください。 

エビデンスの登録がある場合は D 列以降に記入欄が表示されますので、ご入力ください。 

※ 1 行目は列名のため、削除・修正しないでください。2 行目は表記サンプルですので削除くだ

さい。 

 

【CSV サンプル（bulkaward_sample_template.csv）】 

 

項目 説明 

① UserId 「2.1 ユーザ（受領者）登録」で登録した「ユーザ ID」を入力してくださ

い。 

② UserEmail 「2.1 ユーザ（受領者）登録」で登録した「PC メールアドレス」を入力して

ください。 

残す→ 

削除する→ 

④ ③ ② ① 
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③ IssuedOn バッジの「発行日」を「yyyy/mm/dd」の形式で入力してください。 

（例）2020/01/01 

※ 発行日として、未来の日付を指定できません 

④ エビデンス エビデンスとしてバッジに設定した項目の入力列は、D 列以降に表示されま

す。各項目の情報を入力してください。 

「（項目名）」、「（項目名）_narrative」は、片方のみご入力ください。 

「（項目名）_narrative」は、マークダウン記法を用いて多様な表現ができま 

す。「◆参考：「取得条件」項目における文字装飾の記入方法」をご参照くだ 

さい。 

 

※ CSV ファイル（bulkaward_sample_template.csv）の保存形式は、CSV UTF-8（コンマ

区切り）(*.csv)に設定して保存してください。 

 

【Excel の場合】 

「ファイル」＞「名前を付けて保存」＞「ファイル形式を CSV UTF-8（コンマ区切り）(*.csv)に設

定」＞「保存」をクリック 

 

 

【メモ帳の場合】 

①以下の手順で、メモ帳で CSV ファイル（bulkaward_sample_template.csv）を開く。 
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保存したファイルを選択し、右クリック＞「プログラムから開く」>「メモ帳」 

 

②その後、以下の手順で「文字コード」を変更する。 

「ファイル」＞「名前を付けて保存」＞「文字コードを UTF-8、または UTF-8（BOM 付き）に設定」

＞「保存」をクリック 

 

 

 

 参考：CSV ファイルに入力するユーザ情報の参照方法 

［管理機能］タブ－［学習者管理］より、「2.1 ユーザ登録」にて登録したユーザの一覧が

ダウンロードできます。 

① ［管理機能］タブ－［学習者管理］をクリックしてください。 

② 「学習者管理」画面が表示されます。 

③ 対象を指定し、［検索実行］ボタンをクリックしてください。 

④ 画面下部に結果が表示されます。検索結果の下にある［ダウンロード］ボタンをクリッ

クすると、ファイル（StudentInfo.csv）がダウンロードされます。 
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3.2.2  受領者リストのアップロード 

授与対象となるユーザ（受領者）のリストを利用して、授与を実施します。 

 

① バッジ一覧から、対象バッジの［受領者一覧］ボタンをクリックしてください。 

② 「受領者一覧」画面が表示されます。［一括授与］ボタンをクリックしてください。 

③ 「一括授与」画面が表示されます。 

「ファイルを選択またはドラッグアンドドロップ」をクリックして「3.2.1 受領者リスト作

成」で作成した受領者リストを選択、または、受領者リストファイルをドラッグアンドドロッ

プして、［一括授与］ボタンをクリックしてください。授与履歴が表示され、発行処理を開始し

ます。 

※ アップロードした CSV ファイルは「ファイル名」列に表示されます。 

※ 時系列順に授与情報および CSV ファイルが記録されます。複数名で発行作業をする際、ど

の方が作業したかわかりやすいように、作業者の間で CSV 名のルールを決めて作業を行うこと

をおすすめします。 

 注意 

・ CSV サンプル（bulkaward_sample_template.csv）を Excel で編集する際は、 

２行目のサンプルデータを「行の削除」を実行してから編集を行ってください。 

ただし、１行目の列名は書き換えるとエラーになりますので、そのまま残してくださ

い。 

・ エラーとなった場合は、不要なカンマが残っていないかをメモ帳で開いて確認してくだ

さい。 

・ ファイルの形式が CSV ではない場合、エラーになります。［CSV 削除］ボタンをクリ

ックして、再度ファイルを選択、またはドラッグアンドドロップしてください。

 

・  
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3.2.3 発行処理およびバッジ発行案内メール送信 

発行処理結果の確認及び、「オープンバッジ授与のお知らせ」メールを送信します。 

 

① まず、CSV ファイルの入力チェック(以降、「CSV チェック」)が始まります。 

※ ここからの操作は、バッググラウンドで処理をしているため、作業が終わるまでは別の画面の操作

をしていただいても問題ありません。 

※ 状態が「CSV チェック（エラー）」となった場合には、次ページの「【一括授与：バッジ発行の「状

態」一覧】」を参照ください。 

  

② 「一括授与・履歴」画面上で、「状態」が「CSV チェック（OK） 実行完了(OK)」または「CSV

チェック（OK）実行完了(エラー)」となりましたら、［送信］ボタンをクリックすると、発行処理

が成功している授与対象者へ「オープンバッジ授与のお知らせ」メールが配信されます。（「実行

完了（エラー）」の場合、一部または全部の発行処理が失敗していますので、「実行完了（エラ

ー）」の文字をクリックして csv をダウンロードし、エラー内容を確認してください。） 

 

③ 「一括授与・履歴」画面上で、「状態」が「実行完了(OK)  授与(OK)」と表示されていました

ら、作業は完了しています。ただし、メール送信時にエラーになっている場合には、「送信結果」

列に「エラー」と表示されます。 

 

【一括授与：バッジ発行の「状態」一覧】 

  

［一括授与］ボタンクリック後、「オープンバッジ授与のお知らせ」メールを送信できる状

態まで処理が進み次第、登録されたアドレスに次の作業の案内メールが届きます。「参考：

処理状況をご案内するメール」を参照してください。 

 

  

「オープンバッジ授与のお知らせ」メールの送信が完了次第、登録されたアドレスに次の作

業の案内メールが届きます。メール文面は「参考：処理状況をご案内するメール」を参照し

てください。 
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状態 処理の内容 

【処理１】CSV の記載内容のチェック 

CSV チェック中 CSV ファイルの内容チェックを実行しています。 

CSV チェック（OK) CSV ファイルの内容に問題はありません。 

CSV チェック（エラー） CSV ファイルの内容に不備があります。 

「CSV チェック（エラー）」のをクリックしてエラーの内容を確認・修

正して、再度、受領者リストのファイルをアップロードしてくださ

い。 

【処理２】バッジ発行処理の実施 

実行中 バッジの発行処理を実行しています。 

実行完了（OK） 正常に発行処理が完了しました。 

「実行完了（OK）」をクリックすると、対象データがダウンロードで

きます。 

［送信］ボタンが表示されます。 

実行完了（エラー） 発行処理にエラーが発生しました。 

「実行完了（エラー）」をクリックしてファイルを確認してください。

エラー表示のある対象者については発行処理が失敗しています。発行

できなかった対象者については、再度 CSV を作成しなおして、一括授

与を実施してください。 

発行できた対象者については、［送信］ボタンが表示されます。 

【処理３】「オープンバッジ授与のお知らせ」メール送信の実施 

メール送信待ち 授与メールの配信待ちです。 

授与（OK） 正常にバッジ授与メールの送信処理が完了しました。メール送信の結

果は「送信結果」欄に表示されます。 

 

送信結果 処理の内容 

OK（件

数） 

正常にバッジ授与メールの送信処理が完了した

件数を表示しています。 

エラー

（件数） 

メール送信処理中にエラーが発生した件数を表

示しています。「エラー」をクリックしてエラー

内容を確認してください。 
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状態 処理の内容 

エラー表示のある対象者は、メール送信処理が

失敗しています。 

「送信結果」列の「エラー」をクリックする

と、エラーの詳細とエラーごとの件数が確認で

きます。 

※バッジの発行作業日から 360 日以上経過した

「送信結果」列の、エラー詳細は確認できませ

ん。 

 

送信できなかった対象者のうち、時間をおいて

再送するとエラーが解消する可能性のある対象

者は、対象人数右横の［送信］ボタンをクリッ

クすると再送可能です。 

 

再送不可のエラー原因は、メール送信時のエラ

ー（「参考：メール送信時のエラーコード・エラ

ー内容一覧」）である可能性が考えられます。ユ

ーザ（受領者）にメーラーの状況を確認いただ

き、「3 バッジ授与」受領者一覧画面の［再送］ボ

タンを利用して再送するか、別のメールアドレ

スなどにより ID を登録し直して、最初から授与

をやり直してください。 
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 注意 

・ 各処理はサーバ上で順番に実施されます。一括実施件数、実施タイミングでの処理待

ち件数などにより、実行にかかる時間は数分～数時間と大きく変動いたしますので、

発行には余裕をもって実施ください。 

・ 外部共有 ON のバッジ（ブロックチェーンを使用したバッジ）の場合、ユーザ（受領

者）が「オープンバッジ授与のお知らせ」メール内の[受領手続きをはじめる]ボタンを

クリックした翌日に、ブロックチェーンへの書き込みが完了します。受領までにはタ

イムラグが生じます。 

・ 「オープンバッジ授与のお知らせ」メールが届かない場合など、メールアドレスを変

更して再送したい場合は下記の手順を行ってください。 

① 対象のユーザ（受領者）の授与を失効する（失効方法については「3.3 バッジ失

効」を参照ください)。 

② ユーザ（受領者）のメールアドレスを変更する 

③ 再度発行操作を行う。 

※①を行わないと、新しいメールアドレスでの発行ができません。 

※②だけを行い［再送］ボタンを押した場合、授与実施時のメールアドレスに再送さ 

れますのでご注意ください。 
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◆ 参考：処理状況をご案内するメール 

 

バッジ発行処理の完了メール 

a. 処理成功の場合 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 オープンバッジ 授与処理実施のお知らせ 

 

b. エラーがあった場合 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 オープンバッジ 授与処理失敗のお知らせ 

 

「オープンバッジ授与のお知らせ」メール送信処理の完了メール 

a. 送信処理成功の場合 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 オープンバッジ メール送信実施のお知らせ 

 

b. 送信エラーがあった場合 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 オープンバッジ メール送信失敗のお知らせ 
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◆ 参考：バッジ一括授与時の csv エラー一覧（抜粋）と対処方法 

csv ファイルチェック時のエラーの一覧とその対処方法についてです。頻出のエラーを一部抜粋して掲

載しております。 

 

【エラー画面】 

 

「状態」の欄の［CSV チェックエラー］をクリックすると、エラーメッセージの入った CSV を 

ダウンロードできます。 

エラーメッセージ エラー原因と対処方法 

This badge cannot be awarded 

because it is unpublished. 

「発行可能」になっていません。 

「1.1 バッジを作成する」表内の⑥を ON にしてください。 

Not Found Student Information. ユーザ（受領者）登録が完了していません。「2. ユーザ（受

領者）登録」を参照ください。 

This learner has 'badge 

notification mail' set to 'don't 

receive' in the portal. 

受領者がウォレットのメールの受信設定で「バッジの受領に

必要なメールの受信」を「受信しない」に設定しています。

詳しくは、「ユーザ利用ガイド」の「3.1.2 ユーザ設定ペー

ジ」表内⑦を受領者にご案内ください。（リンク先は、受領者

用マニュアルです。） 

https://www.netlearning.co.jp/guidance/ob_wallet/jp/ob_user_guide.pdf
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Error_ColumnMissMatch. テンプレートの 1 行目を削除、または何か編集を加えている

場合に表示されます。 

Already awarded information 

exists. 

該当のメールアドレスのユーザ（受領者）には、既に同じバ

ッジが授与されています。再授与する場合は、「失効」後に

「再発行」をしてください。 

UserID is duplicated. ユーザ ID の重複があります。該当の行を削除してください。 

EmailAddress is duplicated. メールアドレスの重複があります。該当の行を削除してくだ

さい。 

IssuedOn Column is not 

formatted correctly. 

表示形式が誤っています。 

The IssuedOn Column must be 

before or the same as the 

current date. 

C 列に未来の日付が入力されています。過去の日付は指定で

きます。 
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◆ 参考：メール送信時のエラーコード・エラー内容一覧 

エラーコード、エラー内容の一覧表です。 

【エラー画面】 

 

※ *の項目は再送可能です。 

エラー 

コード 
エラー名 説明 

901 Host Unknown 
受信者メールサーバーのホスト名が正しくない（@より右の部

分） 

902* サーバー接続エラー 
受信者メールサーバーに接続できない（接続失敗） 

※ 時間をおいて再実行すると解消する場合があります。 

903* DNS エラー 
DNS サーバーで受信者のドメインを探せない 

※ 時間をおいて再実行すると解消する場合があります。 

904* ネットワークエラー 
ネットワークの連結ステータス及び不安定に発生したエラー 

※ 時間をおいて再実行すると解消する場合があります。 

905 システムエラー 
ハードウェアまたは内部システムに対してのエラー（仮想メモ

リが足りない等） 

906* 
SMTP サーバーエラ

ー 

SMTP プロトコルのエラー 

※ 時間をおいて再実行すると解消する場合があります。 

907 コマンドエラー 受信メールサーバーの事情で該当のコマンドを実行できない 

908 User Unknown 
受信メールサーバーにユーザ（受領者）メールアドレスまたは

メールボックスが存在しない（@より左の部分） 

909 Mailbox 容量超過 
ユーザ（受領者）のメール保存スペースが足りず、メールを受

信できない 
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エラー 

コード 
エラー名 説明 

910 その他のエラー その他、知られていない形態のメール配信エラー 

911 
メールアドレス形式

エラー 

アドレスに全角文字や特殊文字が含まれている（不要なスペー

スが入っている、アカウントが有効ではない等） 

912 受信拒否 受信拒否の設定がされていてメールを配信できない 

913 重複 e メール 
発行対象のアドレスが重複している（csv チェック通過後のイ

レギュラーな重複） 

914 配信遮断 
メールを配信するドメインが配信遮断に登録されていてメール

を配信しない 

915 メールアドレスなし メールアドレスが存在しない、アカウントが有効ではない 

 

 

◆ 参考：送信対象者にメールが届かない場合 

各種メールは、専用メール配信システムから配信されますが、受信側のメールサーバーやメールソフト

のセキュリティ設定によっては、スパムメールとして扱われてしまい、メールが届かないというケース

がありえます。 

メールが届かないという場合は、以下についてご確認ください。 

 

① メールサーバーの設定をご確認ください 

受信メールサーバーに、次の IP アドレスより配信されるメールが受信可能となるよう、あらかじ

めホワイトリスト等に登録するよう事前アナウンスをおすすめします。誤ってスパムメールとして

隔離されることを避けられます。 

======================= 

■グローバル IP アドレス 

 193.82.13.85 

======================= 

 

② 迷惑メールフォルダをご確認ください 

受信者のメールソフトの迷惑メールフォルダに自動的に振り分けられてしまう場合もありますの

で、迷惑メールフォルダを確認するよう促してください。迷惑メールフォルダは、設定によって
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は、振り分けたメールを一定期間後に自動的に削除してしまうケースもありますので、ご注意くだ

さい。 

 

③ メールソフトの「エンコード設定」をご確認ください 

受信者のメールソフトの設定によっては、メールが文字化けを起こし、判読不能になる場合があり

ます。 

その際は受信メールの「エンコード」を変更するよう促してください。 
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◆ 参考：ユーザ（受領者）が受領するメール 

【ユーザ（受領者）が受領する通知メール（サンプル：外部共有ＯＦＦのバッジ）】 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 / 

title 
オープンバッジ授与のお知らせ / Receive your openbadge 

本文 

  

サンプルバッジ 
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【ユーザ（受領者）が受領する通知メール 1 通目（サンプル：外部共有ＯＮのバッジ）】 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 / 

title 
オープンバッジ授与のお知らせ / Receive your openbadge 

本文 
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【ユーザ（受領者）が受領する通知メール 2 通目（サンプル：外部共有ＯＮのバッジ）】 

送信元 Openbadge<noreply_openbadge@netlearning.co.jp> 

件名 / 

title 
オープンバッジ発行完了のお知らせ / Check your wallet 

本文 
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3.3 バッジ失効 

バッジの失効についてご説明します。 

発行者は、一度発行したバッジをユーザ（受領者）から失効できます。 

たとえば、誤ってバッジを発行してしまった場合や、ユーザ（受領者）が不正にバッジを取得した際

などに実施します。 

そのほかにも、ユーザ（受領者）にとって意図しない氏名で発行されてしまった場合や、異なるメー

ルアドレスでバッジを受領したい場合などにも、発行済みのバッジを失効し、登録情報を更新してから

再発行ができます。 

① バッジ一覧から、対象バッジの［受領者一覧］ボタンをクリックしてください。 

② 「受領者一覧」画面が表示されます。対象となるユーザ（受領者）の「氏名」の左のチェックをク

リックし、［失効］ボタンをクリックしてください。 

③ 失効理由を記載して［OK］ボタンをクリックしてください。 

 

3.4 バッジ発行案内メールの再送 

バッジの再送についてご説明します。 

バッジを受領していない方へリマインドの用途で「オープンバッジ授与のお知らせ」メールを再送する

場合に使用します。そのほか、ユーザ（受領者）が「オープンバッジ授与のお知らせ」メールを削除し

てしまった場合などにも再送を実施ください。また、「オープンバッジ授与のお知らせ」メール内の

「オープンバッジ受領」ボタンには有効期限がありますので、有効期限切れの問い合わせを受けて再送

が必要な場合にも、本操作を行ってください。 

 

 

① バッジ一覧から、対象バッジの［受領者一覧］ボタンをクリックしてください。 

② 「受領者一覧」画面が表示されます。対象となるユーザ（受領者）の「氏名」左側にあるチェック

ボックスをクリックし、［再送］ボタンをクリックしてください。 

③ 「選択したユーザ（受領者）に通知メールを再送信しますか？」と表示されたら「ＯＫ」をクリッ

クしてください。 

④ 「再送信しました。」と表示されたら「ＯＫ」を押して完了です。 

 注意 

・ バッジの発行案内メールを配信してから、当該メールの[受領手続きをはじめる]ボタンの操

作有効期間は 14 日間です。 
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 注意 

・ 上記は「発行作業を行った時の情報を利用してメールを再送する」作業です。 

「メールアドレスが変わったためメールが受け取れなかった」「別のメールアドレスでメー

ルを再度受領したい」といったお問い合わせの対応が必要な場合には、バッジを失効して

からユーザ（受領者）の登録情報を更新し、バッジの再発行を行ってください。（失効方法

の詳細は「3.3 バッジ失効」を参照ください。） 

・  


