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LPI-Japan が、『NTT ソフトウェア』、『インターネット・アカデミー』、『C&R 社』を 

第一号の LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校に認定 

 

 

 「LPIC」、「OSS-DB技術者認定制度」、「HTML5プロフェッショナル認定制度」を実施する特定非営利

活動法人エルピーアイジャパン（以下：LPI-Japan、東京都港区、理事長 成井 弦、http://lpi.or.jp ）は、

『NTT ソフトウェア株式会社（以下：NTT ソフトウェア、東京都港区、代表取締役社長 山田伸一、

http://www.ntts.co.jp/ ）』、『インターネット・アカデミー（以下インターネット・アカデミー、東京

都渋谷区、代表 大西 一磨、https://www.internetacademy.jp/ ）』、『株式会社クリーク・アンド・リバ

ー社（以下 C&R 社、東京都千代田区、代表取締役社長 井川 幸広、http://www.cri.co.jp/ ）』の三社を、

第一号の「LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校（以下 HTML5 アカデミック認定校）※1」に認定したこと

を発表しました。 

 

 「HTML5 アカデミック認定校制度」とは、LPI-Japan が独自に定めた学習環境基

準をクリアした教育機関をアカデミック認定校に指定し、HTML5 プロフェッシ

ョナル認定資格の取得を目指す受験者に質の高い教育を提供する制度です。 

 今回、HTML5 アカデミック認定校第一号に認定された『NTT ソフトウェ

ア』、『インターネット・アカデミー』、『C&R 社』の三校は、LPIC や OSS-

DB などに加えて HTML5 の教育・コースの提供をしており、IT や Web のプロフ

ェッショナルの教育の分野において既に高い実績を持っています。LPI-Japan

では、こうしたアカデミック認定校の支援のもと HTML5の知識とスキルの教育

を推進し、日本の Webプロフェッショナルの育成および HTML5 ビジネスの拡大

に寄与する活動を更に展開していきます。 

 

●賛同文 

 

■NTTソフトウェア株式会社 

代表取締役社長 山田 伸一 氏 

NTT ソフトウェア株式会社は、この度 LPI-Japan 主催の HTML5 認定校第一号となり、技術者育成のお役に

立てることを光栄に思っております。弊社は 2011 年より HTML5 に関する社内研修を実施しており、2013  

http://html5exam.jp/
http://lpi.or.jp/
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年には HTML5 アプリケーション開発に対する技術支援や人材育成を担う HTML5 推進室を立ち上げました。

今回の HTML5 プロフェッショナル認定資格試験の開始により、HTML5 を中心としたオープン Web の利用が

加速されると確信しています。このために、HTML5 認定校という立場で技術者育成を様々なサービスでサポ

ートさせていただきます。その一環と致しまして、LPI-Japan HTML5 認定教材を電子書籍化し、資格取得を

目指す技術者への教材提供を開始しております。 

URL：http://html5exam.jp/measures/learning_01.html 

 

■インターネット・アカデミー 

学校長 大岡 和雄 氏 

2014 年は W3C が HTML の標準化を始めてちょうど 20 年目となります。その節目の年に、次世代の技術基盤

と目される HTML5の新試験制度が開始されることを心より歓迎いたします。 

インターネット・アカデミーは日本のスクール業界で唯一の W3Cメンバーとして、国際標準の教育を行って

おり、これまでに 25,000人を超える卒業生を輩出してきました。 

本年度からは LPI-Japan 様のアカデミック認定校として、HTML5 技術者の育成に一層尽力してまいります。

そして、HTML5 技術者認定試験を通じ、多くの方が世界で通用する Web のプロフェッショナルとして活躍さ

れることを期待しております。 

URL：http://html5exam.jp/measures/learning_02.html 

 

■株式会社クリーク・アンド・リバー社 

クリエイター・コミュニケーション・グループ グループマネージャー 

プロフェッショナル・エデュケーション・センター 

センター長 野村 博幸 氏 

株式会社クリーク・アンド・リバー社では、国内最大級のクリエイター・エージェンシーとしてクリエイタ

ーの皆様の営業活動や就転職活動をサポートさせていただいております。 

Web クリエイターにおける HTML5 のクリエイティブニーズが増加する中、第一号のアカデミック認定校とし

て、いち早くクリエイターの皆様に情報と機会をご提供できることを光栄に存じます。これからも HTML5及

び Web制作業界に人材育成の面で貢献しつつ、クリエイターの皆様の生涯価値向上のために積極的に活動し

てまいります。 

URL：http://html5exam.jp/measures/learning_03.html 

 

●本リリースのお問い合わせ先 

LPI-Japan 事務局 担当：井戸田 

TEL ：03-3568-4482、FAX: 03-3568-4483 / E-mail：press@lpi.or.jp 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※1）LPI-Japan HTML5アカデミック認定校制度について 

http://html5exam.jp/
http://lpi.or.jp/
http://html5exam.jp/measures/learning_01.html
http://html5exam.jp/measures/learning_02.html
http://html5exam.jp/measures/learning_03.html
mailto:press@lpi.or.jp
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詳細は Webをご参照ください。 

・認定校制度： http://html5exam.jp/learning/school.html  

・認定校一覧： http://html5exam.jp/measures/learning.html 

 

 

 

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

LPI-Japan について 

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

LPI-Japan は、日本での OSS/Linux の技術力認定試験の普及と OSS/Linux 技術者の育成のため、2000 年 7

月に設立された NPO法人です。 

LPI-Japanは、Linux技術者の技術力の認定制度「LPIC」などの IT技術者の技術力の認定制度を中立公正な

立場で公平かつ厳正に運営することを通じて、日本における OSS/Linux 技術者の育成、さらには OSS/Linux

ビジネスの促進に寄与する活動を展開しています。 

 

●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 

・所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 CR神谷町ビル 7F 

・連絡先 TEL：03-3568-4482、FAX：03-3568-4483、e-mail：info@lpi.or.jp 

・設立：2000年（平成 12年）7 月 28日 

・業務内容：OSS/Linux の普及・推進、OSS/Linux 技術者認定試験の実施と認定 

・役員  

理事長：成井 弦 

理事：鈴木 敦夫、高橋 千恵子、鈴木 友峰、橋本 尚、福地 正夫、中野 正彦、池田 秀一、丸茂 晴晃 

監事：寺本 振透 

 

♯♯♯♯♯♯♯♯ｌ♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

＜登録商標＞ 

Linux Professional Institute Japan及び LPI-Japan は、 

特定非営利活動法人エルピーアイジャパンの登録商標です。 

Linux は Linus Torvalds の登録商標です。文中に記載されているその他すべての商標は、 

それぞれの所有者に所有権が属しています。 

HTML5 Logo は、 Creative Commons Attribution 3.0 Unported ライセンス条件の下で、W3Cにより、 

ライセンスされています。(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) 

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯ 

http://html5exam.jp/
http://lpi.or.jp/
http://html5exam.jp/learning/school.html
http://html5exam.jp/measures/learning.html
mailto:info@lpi.or.jp

