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LPI－J Press Release No.20051125-1 
報道関係各位 

2005 年 11 月 25 日 

 
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 

サン・マイクロシステムズ株式会社 

日本オラクル株式会社 
 

LPI-Japan、サン、日本オラクルが共同で 
IT エンジニア育成支援プログラム「トリプル・クラウン」を実施開始 

～システム開発に必要な技術の包括的な知識習得を支援～  

 
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（東京都渋谷区、理事長 成井 弦、以下 LPI-Japan）、

サン・マイクロシステムズ株式会社（東京都世田谷区、代表取締役社長 ダン・ミラー、以下サン）、

日本オラクル株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 新宅正明、以下日本オラクル）は共同で

IT エンジニア育成支援プログラム「トリプル・クラウン」の実施を開始することを発表いたします。

3 社は共同で本プログラムの積極的な展開を行い、IT エンジニアがシステムを開発する際に必要な技

術力である「データベース」、「プラットフォーム（OS）」、 「プログラム言語」の 3 つに関する

資格取得を支援します。特定非営利活動法人と 2 社の IT 資格主宰企業による資格プログラムの共同

推進は日本初の取り組みです。 

 
IT 技術者が変化の激しいビジネス環境で競争力を持ち、市場価値を高めるためには、それぞれの

専門で必要なスキルを的確に身につけ、質の高いスペシャリティを保ちつつ、変化に柔軟に対応する

ための最新テクノロジーに基づく周辺基礎知識を習得することが望まれています。Linux 技術者を認

定する世界的な組織である LPI-Japan、Java 言語を開発したサン、データベースの技術力を認定する

「ORACLE MASTER」を提供する日本オラクルは、共同でシステムを開発する際に必要な最新の標

準技術である以下の 3 つの資格取得を支援し IT 技術者の基礎知識の向上を促します。「トリプル・

クラウン」実施中に 3 つの資格を習得すると、特別セミナー受講などのメリットがあります。 

 
 

 
下記の 3 つの資格は｢IT スキル標準（ITSS）（＊）｣の汎用的なスキル体系のレベル 1 に、対応し

ています。 
- システムを動作させる「プラットフォーム（OS）」：LPIC Level 1 (Linux) 

- システムを開発するための「プログラム言語」：SJC-A (Java) 
- システムに必要なデータを管理する「データベース」：ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 10g 
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エンジニア育成支援プログラム「トリプル・クラウン」概略  

 対象資格  
 LPI-Japan ：LPIC Level1  

サーバーOS の Linux 運用管理者として、ディストリビューション間の共通する基本的なシステ

ム管理の技術を理解し、運用管理が出来る基礎能力を認定する資格 

 サン・マイクロシステムズ：Sun Certified Java Associate (SJC-A) 
初級プログラマ、SE、コンサルタントなどを対象に、Java テクノロジーに関する全般的な基本知

識、オブジェクト指向の概要、プログラミングの基礎知識を認定する資格 
 日本オラクル：ORACLE MASTER Bronze Oracle Database 10g  

データベース管理の概要を理解し、データベース管理者のもとで簡単なデータベース管理ができ

る技術者を認定する初級資格 

 対象者  

「対象資格」3 資格を新規に取得される方、及び下記いずれかの資格取得者で他の上記「対象資

格」を取得される方 

 LPI-Japan: LPIC （レベルは問わず） 
 サン：サン Java 認定資格（バージョン・種類は問わず） 

 日本オラクル：ORACLE MASTER DBA（バージョン・種類は問わず） 

 実施期間  
2005 年 11 月 25 日～2006 年 8 月 31 日 

 運営事務局  

アール・プロメトリック株式会社 

 特典・支援  

特製ノベルティのご提供 
受験チケットご優待 

3 社合同セミナー、各社による対象者向け取得支援セミナー開催等 

 価格  

各試験 受験料：15,750 円（消費税込み） 

詳細につきましては、下記 URL も併せてご覧ください。 

http://www.lpi.or.jp/triplecrown/index.shtml 

http://jp.sun.com/training/certif ication/triple_crown.html 
http://www.oracle.co.jp/education/triple_crown/ 
http://it.prometric.jp/event_campaign/campaign/triplecrown/ index.html 
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（＊）｢IT スキル標準(ITSS)｣とは 
 経済産業省が定めた、個人の IT 関連能力を職種や専門分野ごとに明確化・体系化した指標。IT サ

ービスの分野を、「マーケティング」「セールス」「コンサルタント」「IT アーキテクト」「プロ

ジェクトマネジメント」「IT スペシャリスト」「アプリケーションスペシャリスト」「ソフトウェ

アデベロップメント」「カスタマサービス」「オペレーション」「エデュケーション」の 11 分野に

大別し、それぞれの専門分野ごとに達成度指標、指標ごとに必要とされるスキル、熟達度を 7 段階で

定義している。 

 
【本資料の報道関係者からのお問い合わせ先】  

 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（LPI-Japan） 
LPI Japan 事務局 マーケティング部 近森 TEL：03-5468-3119 FAX：03-5468-1039 E-Mail：

chikamori@lpi.or.jp 

 サン・マイクロシステムズ株式会社  
広報 杉本 TEL：03-5717-5717 FAX：03-5717-2584 E-Mail：sun-pr@sun.co.jp 

 日本オラクル株式会社  
コーポレートコミュニケーション室 広報部: 北川  
TEL：03-6238-8180 FAX：03-5213-6990 E-Mail：Natsuko.Kitagawa@oracle.com          
 

【一般のお客様からのお問い合わせ先】  

アール・プロメトリック株式会社 
トリプル・クラウン運営事務局 triplecrown@prometric-jp.com 
 
 
 
Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。Sun、Sun 
Microsystems、サンのロゴマーク、Java は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他 の国における商標また

は登録商標です。LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE、及び LPI ロゴは LPI Inc.の登録商標です。Linuxは Linus Torvalds
の登録商標です。 
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LPI および LPI-Japan について 
 
  LPI Inc.（リナックス・プロフェッショナル協会）は、1998 年にスタートし、1999 年

10 月 25 日に非営利法人として正式に認可され、米国を中心に全世界で Linux技術者の

認定試験を行なっています。2000 年 4 月に、日本における Linux技術者認定試験の普及・

促進をはかるため、特定非営利活動法人 「LPI-Japan（エル ピー アイ ジャパン）」

を設立し、国内の Linux認定試験を実施しています。 
 
●LPI-Japan の概要（http://www.lpi.or.jp/） 
・法人名：特定非営利活動法人 エルピーアイジャパン 
・業務内容：Linux の普及・推進、認定試験の実施と認定 
・役員 
  理事長：成井 弦（株式会社リーディング・エッジ社 代表取締役会長） 
  理事： 池田 秀一（日本電気株式会社 システムソフトウェア事業本部 ブランドマーケティン

グ・マネージャー） 

嘉村 健（富士通株式会社 サーバシステム事業本部 Linux ソフトウェア開発統括部 

プロジェクト課長） 

高橋 千恵子（日本電気株式会社 Linux 推進センター ビジネス推進 G 兼 ＩＴ基盤シ

ステム開発事業部 グループマネージャー） 
 鈴木 敦夫（NEC ソフト株式会社 プラットフォームシステム事業部 Linux システムグル

ープ グループマネージャー） 
丸茂 晴晃（横河フィールドエンジニアリングサービス株式会社 FE サポート本部 マル

チベンダーシステム部 部長） 
（氏名で五十音順） 

  監事：  石田 晴久 （多摩美術大学メディアセンター所長/評議員・情報デザイン学科/教授・東 
京大学名誉教授） 
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●LPI-Japan スポンサー企業名 
 

プラチナ・スポンサー 
株式会社アイエスエフネット 
NEC ソフト株式会社 
株式会社ケンソフト 
株式会社コンピュータマネジメント 
ターボリナックス株式会社 
日本 SGI 株式会社 
日本電気株式会社 
株式会社ピーエイ 
株式会社日立製作所 
富士通株式会社 
ミラクル・リナックス株式会社 
株式会社リーディング・エッジ社 
リナックスアカデミー 
株式会社リンク 
レーザーファイブ株式会社 
 
（五十音順） 
 
以上 
 


