
日立 IT プラットフォーム技術者資格認定制度は、JP1、
Cosminexus、HiRDB の３製品を対象に、それぞれの製品
のセールススキル、テクニカルスキルを認定する制度です。 
各製品の運用・維持に携わる一定スキルの習得と、販売お
よび構築に携わるエキスパートの育成を、効率よく実現す
る「講座」と、厳格・公正な評価基準でそのスキルレベル
を認定し、合格者へ認定資格を提供する「試験」をご用意
しております。

クラウドサービスプラットフォーム

講座

製品ごとの講座・試験科目一覧は、裏面をご覧ください。
～人材育成や企業価値向上､ビジネスチャンス拡大にぜひお役立てください～

試験
セールスからシステム構築､コンサルティングまで
目的にあった講座が選べます

確かな技術力を証明する認定資格
各種 CBT 試験センターでも受験可能です

おすすめ受講のポイント 各種 CBT 受験のメリット

各科目を推奨コース順に受講していただくと､製品機能

を包括的に理解し、 さらに日立製品の強みを最大限

に生かした構築 ・ 運用ノウハウが習得できます。

認定資格試験に準拠した講座内容となってます。

講座受講後､その場で直ぐに受験できる試験付き講座

もあり、 実力を確かめることができます。

・

・

北海道から沖縄まで、 全国 100 ヶ所以上の試験会場

からご都合のよい会場が選べます。 

土曜日、 日曜日や夜の受験が可能な試験会場もあり

ます。

コンピュータを利用した試験方式により、 受験後に試

験結果がその場で分かります。

・

・

・

一部の試験科目は、 各種 CBT では実施しておらず、

日立インフォメーションアカデミーで実施しております。

※認定資格講座は、 日立インフォメーションアカデミーで実施してお

ります。

※

株式会社日立製作所  情報・通信システム社
日立オープンミドルウェア技術者認定センター お問い合わせ窓口

www.hitachi.co.jp/soft/cert/contact/

お問い合わせ先お問い合わせ先

日立 ITプラットフォーム技術者資格認定制度のご案内日立 ITプラットフォーム技術者資格認定制度のご案内
確かな技術力を証明する確かな技術力を証明する

www.hitachi.co.jp/soft/cert



HiRDB 講座・試験一覧HiRDB 講座・試験一覧
セールスエンジニアセールスエンジニア

HiRDB の販売に携わる方

構築・運用エンジニア構築・運用エンジニア
HiRDB の構築・運用に携わる方

アプリケーション開発エンジニアアプリケーション開発エンジニア
HiRDB のアプリケーション開発に携わる方

講座名

試験名

HiRDB セールスコーディネーター

HiRDB 認定セールスコーディネーター
講座名

試験名

講座名

試験名

講座名

試験名

講座名 HiRDB エンジニア ‒SQL 基礎‒

HiRDB アプリケーション
エンジニア ‒データベースプログラミング‒

HiRDB 認定
アプリケーションエンジニア

HiRDB プラットフォーム
エンジニア ‒データベース管理‒

HiRDB 認定
プラットフォームエンジニア

HiRDB アプリケーション
プロフェッショナル ‒SQL チューニング‒

HiRDB 認定
アプリケーションプロフェッショナル

講座名

試験名 HiRDB 認定
プラットフォームプロフェッショナル

HiRDB プラットフォームプロフェッショナル
‒パフォーマンスチューニング‒

HiRDB プラットフォームプロフェッショナル
‒バックアップリカバリとクラスタリング‒

HiRDB プラットフォームプロフェッショナル
‒パラレルサーバ構築‒

講座名

講座名

日立IA

日立IA

日立IA

日立IA

日立IA

Cosminexus 講座・試験一覧Cosminexus 講座・試験一覧

構築・運用エンジニア構築・運用エンジニア
アプリケーションサーバの設計・構築に携わる方

Webシステムの性能設計・性能対策に携わる方

SOAシステムの設計・構築に携わる方

講座名

試験名

Cosminexus エンジニア 
アプリケーションサーバ - システム構築基礎 -

Cosminexus 認定エンジニア 
アプリケーションサーバ

講座名

試験名

Cosminexus プロフェッショナル 
アプリケーションサーバ１ -システム設計・構築-

Cosminexus プロフェッショナル 
アプリケーションサーバ２ - トラブルシュート -

Cosminexus 認定プロフェッショナル 
アプリケーションサーバ

講座名

試験名

Cosminexus プロフェッショナル 
サービス統合１ -SOA の適用 -

Cosminexus プロフェッショナル 
サービス統合２ - システム設計 ・ BP 開発 -

Cosminexus 認定
プロフェッショナル サービス統合

講座名 試験名Cosminexus コンサルタント
Web システム  - 性能設計 ・ 性能対策 -

Cosminexus 認定コンサルタント　
Web システム

セールスエンジニアセールスエンジニア
Cosminexus の販売に携わる方

講座名

試験名

Cosminexus 

セールスコーディネーター - 提案 ・ 見積もり -

Cosminexus 認定

セールスコーディネーター

（注１）「Cosminexus プロフェッショナル サービス統合」コースは、
「Cosminexus プロフェッショナル アプリケーションサーバ」
コースの知識を前提をしています。

（注１）

日立IA
日立IA

日立IA 日立IA

日立IA

JP1 講座・試験一覧JP1 講座・試験一覧
セールスエンジニアセールスエンジニア

JP1の販売に携わる方

構築・運用エンジニア構築・運用エンジニア
JP1の構築・運用に携わる方

（注１） 「JP1 認定コンサルタント」を４つ以上取得し、申請する事で「JP1 認定シニアコンサルタント」と認定されます。

JP1 認定エンジニア試験名

講座名 JP1 エンジニア - 機能概説 -

講座名 JP1 操作入門

試験名 JP1 認定プロフェッショナル

講座名 JP1 プロフェッショナル

試験名 JP1 認定コンサルタント

講座名 JP1 コンサルタント

JP1 認定シニアコンサルタント
（注１）

講座名

モニタリング

統合管理 （２講座）

アベイラビリティ管理

オートメーション

ジョブ管理 （２講座）

IT コンプライアンス

資産･配布管理

セキュリティ管理

ファウンデーション

ネットワーク管理 （２講座）

ストレージ管理

試験名

JP1 プロフェッショナルは以下の１０講座･７試験があります。

講座名 JP1 セールスコーディネーター

JP1 認定セールスコーディネーター試験名
日立IA 日立IA

資格名

統合管理

アベイラビリティ管理

ジョブ管理

資産 ・ 配布管理

セキュリティ管理－情報漏えい防止－ 

ネットワーク管理

ストレージ管理－バックアップ管理－

講座名

JP1 コンサルタントは以下の６講座 ・ ５試験があります。

統合管理
アベイラビリティ管理
ジョブ管理 （２講座）

試験名

資産 ・ 配布管理
ネットワーク管理

統合管理
アベイラビリティ管理
ジョブ管理
資産 ・ 配布管理
ネットワーク管理 

日立IA
日立IA

日立IA

日立IA
日立IA

日立IA

日立IA

日立IA

日立IA
日立IA

日立IA

日立IA

パートナー様が対象となる講座 ・ 試験

日立IA VUEVUE日立インフォメーションアカデミー実施試験 ピアソン VUE(CBT) 実施試験日立ソリューションズ (CBT) 実施試験

～セールスから、運用・構築、開発まで、目的にあった講座・試験が選べます～

講座・試験の詳細は、日立 IT プラット
フォーム技術者資格認定制度 Web
サイトをご覧ください。

検索日立ITプラットフォーム技術者資格認定制度
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