
変革を促進
知識やスキルを身に付けて 
新しいビジネス機会をつかむ
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「私達の前には、最も深遠で、革命的なビジネスチャンスがまだあります。」 
— HPE社長兼CEO、Meg Whitman

今日の成功は、競争相手よりも速くアイデアをビジネス 
に変える能力やスキルにかかっています。Hewlett Packard 
Enterprise Partner Ready Certification and Learning（認定
資格プロフェッショナルプログラム）は、あなたやチームが
知識やスキルを身に付け、継続的に学習することで、こう
した新しいビジネス機会を特定し、成功に結びつけます。

IT変革の促進

ITプロフェッショナルは、サイロ化された環境の中で、特定分野の専門技術知識をもってい
るだけでは充分でありません。

今日、高い需要があるのは以下のスキルです:

•	 ハイブリッド・インフラへの変革

•	 デジタルエンタープライズの保護

•	 データ指向経営の推進

•	 ワークプレイスの生産性向上

これらの領域を4つのトランスフォーメーション・エリアと呼んでいます。これらは顧客に重
要なビジネス結果をもたらします。機敏性と柔軟性の向上、コストの削減、収入や収益の
増加、リスクの低減、顧客や社員の環境向上を果たします。

パートナー様は4つのトランスフォーメーション・エリアのそれぞれに対して、Webベーストレ
ーニング、ソリューション概要、クイックリファレンスカード、ソリューション設計および設定
ガイドにアクセスすることが可能です。これらはトランスフォーメーションエリア (“TA”) ソリ
ューションバンドルと呼ばれ、ビジネス会話をリードし、大きな成功へと導き、顧客がビジ
ネス成果を高める上で役立ちます。

5人の Master ASE 取得
者のうち4人が、仕事の
向上に認定資格が役立
ったと語っています。1

1 HPE Master ASE のサーベイ、2016年2月
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HPE Partner Ready Certification and Learning—個人とビジネ
スの成功を加速します 

HPE Partner Ready Certification and Learningは、あなたとチームに最も求められているITスキ
ルと知識を提供して、成功への扉を開きます。すぐに実務を求められる技術者には実機演
習を含むトレーニングをお勧めします。また、顧客や雇用者に対してあなたの価値を高める
ソリューション設計を学ぶことができます。

HPE Partner Ready Certification and Learningが提供するもの：

•	   顧客の変化を促進する主なテクノロジー、製品、ソリューションにフォーカスした知識と
スキルを身に付ける活動

•	   希望する場所と方法で受講できるトレーニング: 自習用のWebラーニング、教室型トレー
ニング、ビデオオンデマンド、講師指導による仮想ライブトレーニング、実機演習環境、
専用のオンサイトトレーニング

•	   HPEの長年に渡って世界をリードするITソリューションの専門知識を活用した、幅広く深
い学習カリキュラム

•	   専門知識のレベルや関心のある技術分野に応じてカスタマイズできる、個人に合わせた
学習計画

•	   先進のHPE認定資格の取得による高い評価、および取得がもたらす技術知識とノウハウ

•	   ITプロフェッショナルの支援が得られるグローバルコミュニティ

HPE 認定プロフェッショナルプログラムでは、スキルの追求、トレーニング、および知識の証明について様々な方法
を提供します。

提供されるもの 学習する 証明する

•	  無償トレーニング
•	  個人に合わせた学習計画
•	  HPE Pressによる自習
•	  コミュニティとHPEユーザーグループ
•	  Knowledge Credit対象の継続学習

教室型トレーニング
•	  オンライン
•	  Webベース
•	  実機演習環境
•	  シミュレーター

プロフェッショナル認定
•	  認定資格所有者向けファストト ラック
•	  HPEイベントへの招待
•	 HPE Pressの割引購入

2  HPE Master ASEs のサーベイ、2016年2月

先進のHPE認定資格の
所有者は、高い販売成
約率と契約規模の拡大
を実現しています。2
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無料で試す
Mylearninghpe.com に移動して、HPE 
Passportの資格情報を使用してログインし
てください。HP Passport ID未取得の方は
ここからアカウント作成が可能です。

マイラーニングポータルにアクセスすると
様々な種類の学習方法を確認できます。 
また、学習計画や認定資格へのパスを作
成することができます。

提供されるもの

HPE Partner Ready Certification and Learningの道のりは調べることから始まります。個人
に合わせたIT情報リソースであるMy Learning Portalにより、あなたの役割や関心領域に基
づいて、必要なものを簡単に見つけることができます。パートナー様は、多くの無料コンテ
ンツを利用して、複数のテクノロジーやキャリアパスを確認することができます。

無料コンテンツを手に入れる
マイラーニングポータルへ移動して、様々な学習方法から選んでください。豊富なデータセ
ンターのトピックに関する情報のほとんどが無料です。

学習計画を立てる
マイ・ラーニングプランにアクセスしてください。ここでは、関心のある技術分野やキャリア
目標に基づいて個人に合わせた学習計画を作成したり、特定の製品やテクノロジー、ITトラ
ンスフォーメーションエリアに対して学習計画を立てることができます。知識を得るにつれ
てスキルレベルが上がるように、学習計画はあなたの目標に向けた最も効果的な経路を進
む支援をします。

自習教材を活用する
HPE Pressの「Self-study guides」や試験準備教材を使って、いつでも、どこでも学習するこ 
とができます。クラウドコンピューティングやネットワーキングなど、最も関心のあるテクノ
ロジーを、自分のペースで学んでください。実務の中で、HPE Pressの教材をリファレンスガ 
イドとして使用することもできます。無料のコンテンツを含む広範囲な学習教材を hpepress.
hpe.com でご覧いただけます。

コミュニティへの参加
HPE Partner Ready Certification and Learningに参加すると、100万人以上のメンバーがいる
グローバルコミュニティに参加することになります。エンジニアや社員、設計者や管理者、
サポートやセールススタッフなど、連絡を取り合う仲間やパートナーを見つけることができ
ます。興味のあるフォーラムやツールを使って、ITのプロやHPEのエキスパートと簡単にネッ
トワークを作り、ガイダンスを得たり、問題解決やベストプラクティスの共有に利用するこ
とができます。HPE認定プロフェッショナルと知り合い、認定試験に合格するために専門家
のヘルプを求めることもできます。

マイラーニングポータルは、あなたのス 
キルのワンストップサイトです。

• 自分専用の学習計画の作成

•  あなたに推奨される認定資格の表示

•  無料および有料のラーニング機会を探す

• 適用される特典を見る

http://www.Mylearninghpe.com
https://www.mylearninghpe.com/
https://hpepress.hpe.com
https://hpepress.hpe.com
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学習

お客様は、最新の知識やスキルを持ち、常にそれを更新しているプロフェッショナルの協力
を求めています。個人に合わせたMy Learning ポータルを使用することで、自身の学習計画
を素早く構成して、すぐに使える価値あるITスキル・知識の習得を始めることができます。
将来のITを形成する上で最も重要なトランスフォーメーション・エリアなど、急成長する分
野のトレーニングを提供しています。これには、クラウドコンピューティング、SDN、キャン
パス、ブランドと競争力、IoTなどがあります。また、サーバー、ストレージ、ネットワーキン
グ、IT管理などをもった従来のデータセンターに関するトレーニングも用意されています。

Hewlett Packard Enterprise Partner Readyのシルバー、ゴールド、プラチナに認定された、
または認定に向けた準備をしているパートナー様は、Knowledge Creditプログラム対象の
HPEイベント、トレーニングコース、製品紹介ウェビナーなどの各種ラーニング活動に費やし
た時間や学習をKnowledge Creditとして受け取ることができます。このプログラムへの登録
と開始する方法については、Knowledge Creditクイックリファレンスガイドを参照してくださ
い。

選べるトレーニング
様々なトレーニング形態から選べます。これには以下があります。
•	  世界中に数百ある認定トレーニングセンターでのインストラクター主導の教室型トレーニ

ング
•	 スケジュールされた時間に参加するリモートまたはオンラインでのインストラクター主導

トレーニング
•	 多忙な中でも自分のペースで受講できるWebベーストレーニング

実務に役立つトレーニング
実際の実機操作によりスキルを構築します。
•	 教室で開催される実習
•	 リモートからリアルタイムでアクセスする実機演習用機材により設定やハードウェア管理

の経験をつむことができます。
•	 オンラインシミュレーター

HPE の技術認定資格およびトレーニングは、大規模システムから中小規模までハードウェア 
およびソフトウェアを網羅しています。
•	 クラウドコンピューティング
•	 HPE Converged Systems
•	  コンバージドインフラストラクチャ/ データ

センター
•	 モバイルアプリケーション
•	 ネットワーク

•	 オペレーティングシステム
•	 サーバーとブレード
•	 ソフトウェア・デファインド・ネットワーク
•	 ストレージ
•	 ワイヤレステクノロジー

3  IDC Infographic 2037、2016年1月

90以上 
の認定資格

600以上 
のコース

800人以上 
のインストラクター

22,000 
平方フィートの実習トレーニング施設を世 
界中に配置

ITマネージャーの80%が、成功のためにはトレーニングが不可欠であると言っ
ています。3

http://certification-learning.hpe.com/tr/documents/43071_HPE_Knowledge_Certs_Partner_Employees_QRC.pdf
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証明する

HPE認定資格は、業界で最も高い評価を受けている認定資格の一つであり、中でもMaster 
ASEはその高い技術知識とノウハウが認められています。IDCによると、認定資格を保有
し、3年の経験があるITプロフェッショナルは、3年の経験のみのITプロフェッショナルに比
べて能力が60%高い、とされています。4

アドバンスレベル
HPE Partner Ready Certification and Learning プログラムは、エントリーレベルからマスター
レベルまで、全てのレベルを対する認定資格を提供しています。

HPE技術認定資格はスキルの証明になります

認定資格 証明するスキル

HPE Product Certified 特定のHPE製品やソリューションを推奨し、デモできることを認定します。さらに、 
ソリューションや製品のメリットと強みを理解していることも示されます。

HPE Sales Certified HPEのツールとリソースを利用して、顧客が最優先するニーズを効果的に見つけ、販
売機会を特定および検証し、最も重要視されるITトランスフォーメーション・エリア
を活用するスキルを証明します。

HPE Accredited Technical 
Professional (ATP)

基礎レベルの認定資格 この認定を取得されている方は、HPEソリューションの導入
と設計、機器およびソフトウェアのインストールと構成、運用管理とサポートに関連
する基本的なコンセプト、用語、テクノロジー、およびプロセスを理解しています。

HPE Accredited Solutions 
Expert (ASE)

エンタープライズテクノロジーの高度な技術スキルがあることを示します。この認定
を取得されている方は、特定の業務役割に連携したITソリューションを設計、構築、
管理、または導入およびサポートができます。

HPE Master Accredited 
Solutions Expert (Master 
ASE)

最高位の認定資格です。この認定を取得されている方は、高度なエンタープライズソ
リューションにおいて豊富な技術スキルをもち、ビジネスの課題や目的を理解してい
ることを証明します。Master ASEは、情報テクノロジー（IT）を組織の財務およびビ
ジネス目標に連携させるとともに、提案段階から実際の導入に渡って、複雑なソリュ
ーション提供できるスキルを証明します。

認定のレベルに応じた特典
Certification and Learning プログラムでは、様々な特典や報奨を提供しています。これらの
特典や報奨はあなたのステータスによって異なります。また、招待者のみ参加可能なセミ
ナーやウェビナー、さらに HPE テクノロジストやその他の HPE リソースにもアクセスでき
ます。さらに、HPE Press 出版物の割引となる特典も得られます。

「認定資格を所有
し、3年の経験があ
るITプロフェッショ
ナルは、3年の経験
のみのITプロフェッ
ショナルに比べて能
力が60%高い。」4

4  IDC Infographic 2037、2016年1月

アクティブな学習者 PC ATP ASE Master ASE

基本給 基本給 基本給 基本給 基本給

能力給 能力給
能力給

能力給

最高の能力給

• コミュニティへのアクセス
• HPEテクノロジーとリソースへのアクセス
• 人的ネットワークを作る機会により認
   定プロフェッショナルから専門的アド
   バイスを受ける
• 継続的学習と無料のトレーニング
• 出版物の割引
• Master ASEメンバーのみの特典

ステータスが高くなると、給
料も高くなります

HPE Partner Ready Certification and 
Learningに参加すると同時に、100万人
以上のメンバーがいるグローバルコミュ
ニティのメンバーになります。専門家や
プロフェッショナル、設計者や管理者、
サポートやセールススタッフなど、つなが
りをもてる同僚やパートナーを見つける
ことができます。認定資格レベルが上が
るにつれて、特典の範囲が広がります。
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HPE Partner Ready Certification and Learning認定資格では、上位の職務レベルに進めた
り、同じレベルでも役割の幅を広げることもできます。

認定資格レベル 役割

プロフェッショナルレベル – HPE ATP •	 アーキテクト
•	 インテグレーター
•	 アドミニストレータ―
•	 サポート

エキスパートレベル – HPE ASE •	 アーキテクト
•	 インテグレーター
•	 アドミニストレータ―
•	 サポート

マスターレベル – HPE Master ASE •	 アーキテクト
•	 インテグレーター
•	 アドミニストレータ―
•	 サポート

HPEパートナー様向け認定資格

HPEのパートナーであれば、HPE Affiliate (パートナーおよび社員限定) 認定資格を取得いた
だくことができます。HPE パートナーに限定されたこれらの認定は、HPEパートナープログ
ラムやサポートサービス提供のために必要なスキルを証明するために用意されています。

学習の開始

HPE Partner Ready Certification and Learningは、HPEソリューションの設計、導入の知識を
つけ、New Style of Businessのニーズを満たすために、Idea EconomyとITトランスフォーメー
ションを結びつけるためのスキルを実装いただく支援をいたします。学習の旅を始めるに
は、My Learning Portalで無料のWebベーストレーニング、学習計画、および継続的学習活
動について調べ、HPE認定取得のステップを開始してください。

以下で詳細をご覧ください: 
mylearninghpe.com
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HPE Master ASEは高い
評価が得られるとともに
技術的知識とノウハウ
で知られています。

専門特化された認定資
格には、他社の認定資
格保有者向けに用意さ
れたパスがあるものも
あります。
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