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Agenda 

LPIC（ Linux技術者認定試験）の概要 
 

受験するに当たって 
   -学習環境の準備- 

 

レベル1試験のポイント 
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LPIC（ Linux技術者認定試験）の概要 
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LPICとは？ 

LPIC（Linux技術者認定試験)は､特定非営利活動法人/Linux技術者認定
機関「LPI」（本部：カナダ）が実施している全世界共通の統合的かつ最
高品質のLinux技術者認定資格です｡  

３つの特徴 

 GLOBAL : 世界標準資格 
世界共通基準で認定を行っており、150カ国以上の方々に受験されています。 

 NEUTRAL : 中立・公正 
LPICはベンダーやディストリビューションに全く依存せず、常に中立公正な立場で、より幅広い
見地からLinux技術力を評価しています。 

 STANDARD : 世界最大規模 
LPICは2011年4月末には、全世界で28万人以上が受験し、10万人以上の認定者が生まれて
います。これはLinux技術者認定試験では世界最大です。  

※LPI-Japan公式サイトより 
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日本国内では・・・ 

国内累計認定者数【2012/06】 

※LPI-Japan公式サイトより 

http://www.lpi.or.jp/lpic/advantage/  

http://www.lpi.or.jp/lpic/advantage/
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LPIC試験の構成 

3段階のレベル分けがされており、レベル1試験が入り口の位置づけと
なっている。 
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各レベルのおおよそのイメージ 

レベル１ 
Linuxホストについて一通りの操作ができる。 

 101【Linux一般１】：基本的なコマンドの使い方など。 

 102【Linux一般２】：システム管理的な操作など。 

 

レベル２ 
全般的なサーバー構築・管理などの操作ができる。 

 

レベル３ 
特定の分野について特化した知識を身につけている。 
例＞301：LDAP 

 

2科目とも合格すると、
レベル1認定 
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主なLinuxの用途 

サーバー 

クライアント 

携帯端末・生活家電用OS 

•Linuxサーバーの導入状況 •社内クライアントPCとしてのLinuxの利用有無 

※「Linuxオープンソース白書2006」（インプレス）より 
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主なサーバーアプリケーション 

Webサーバー : Apache 

メールサーバー : postfix, dovecot 

DNSサーバー : BIND 

プロキシサーバー : Squid 

ファイルサーバー : Samba, NFS 

これらのサーバーアプリは
201, 202試験の出題範囲 

こうしたサーバーの設定の基本的な技術は、101, 

102試験で出題 
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Apache httpdの利用 

サービスの実行 
/etc/init.d/httpd start 

公開ディレクトリ（DocumentRoot）にドキュメントを設置 
vi /var/www/html/index.html 

www.lpi.or.jp

に接続 /var/www/html 

index.html 
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ファイルシステムの基本 

/ （ルート） 

/etc 

/var 
/etc/init.d/httpd 

/etc/init.d/ 

/var/www/ 

/var/www/html/ 

/var/www/html/index.html 
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ディレクトリについて 

ディレクトリ 

 ファイルを格納する「入れ物」。 

 Windowsの「フォルダ」 
 

ディレクトリ操作に関する主なコマンド 

 

 
ls ディレクトリの一覧を表示 

pwd カレントディレクトリを表示 

cd カレントディレクトリを変更 

mkdir ディレクトリを作成 

例）/etcディレクトリの内容を表示 

 [root@localhost ~]# ls /etc/httpd/conf/ 
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ファイルの参照・編集について 

ファイル 

 Windowsと異なり、拡張子が存在しないファイルもある。 

 

ファイル参照・編集に関する主なコマンド 

 

 
cat ファイルを参照 

head ファイルの先頭を参照 

tail ファイルの末尾を参照 

grep キーワードと合致した行を参照 

vi ファイルを編集 

例）httpd.confファイルの内容を表示 

 [root@localhost ~]# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf 
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grepコマンド 

指定したファイルの内容からキーワードと合致した行だけ表示。 

主なオプション 
-e : キーワードの指定（1つだけ指定するときは不要） 
-v : 否定条件の指定 
 

実例＞httpd.confの中で以下の設定項目を確認 

 DocumentRoot : 公開ディレクトリ 

 DirectoryIndex : 既定で表示されるファイル名 

 
[root@ns ~]# grep "DocumentRoot" /etc/httpd/conf/httpd.conf 

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 

DocumentRoot "/var/www/html" 

# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 

#    DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com 
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正規表現の活用 

記号などの特殊文字を利用し、文字列パターンを表現する手法 

grepなどと併用し、条件に合致した、もしくは合致しない行だけで抽出して、表示できる。 

例＞ 

[root@ns ~]# grep "^DocumentRoot" /etc/httpd/conf/httpd.conf 

DocumentRoot "/var/www/html" 

[root@ns ~]# grep -e "^DocumentRoot" -e "^DirectoryIndex" /etc/httpd/conf/httpd.conf 

DocumentRoot "/var/www/html" 

DirectoryIndex index.html index.html.var 

[root@ns ~]# grep –v "^#" /etc/httpd/conf/httpd.conf 

記号 意味 

. 任意の一文字 

* 直前の文字の０回以上の繰り返し 

^ 行頭 

$ 行末 
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ファイルの参照・編集 

vi 
viエディタでファイルを編集。指定したファイルが既存のファイルであれ
ば編集。存在しないファイルであれば新規作成。 

 コマンドモード 
キーに割り当てられている命令を実行 

 入力モード 
文字を入力 

vi /var/www/html/index.html 

vi /etc/inittab コマンドモード 

入力モード 

i, a, o esc 

:wq, ZZ, :q! 
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vim 

拡張vi 

ファイルの種類によって、設定項目やタグの色分けをサポート 

インストールされていない場合は、vim-common, vim-enhancedパッケー
ジをインストール 

 
[root@ns ~]# rpm -ivh vim*.rpm 

準備中...               ########################################### [100%]) 

   1:vim-common                                                         (  

########################################### [ 50%] 

   2:vim-enhanced                                                       (  

########################################### [100%] 

[root@ns ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

# 

# This is the main Apache server configuration file.  It contains the 

# configuration directives that give the server its instructions. 

（以下略） 
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パッケージ管理形式 

Linuxディストリビューションでは、アプリケーションをパッケージという単位
で、管理している。 

それぞれのパッケージ管理形式で、インターネット上のリポジトリからパッ
ケージを入手できる機能が用意されている。 

パッケージ管理
形式 

コマンド 

 

ファイル形式 設定ファイル 

RPM形式 rpm, yum ～.rpm /etc/yum.conf 

/etc/yum.repos.d/ 

Debian形式 dpkg, apt-get, 

dpkg-reconfigure 

～.deb /etc/apt/sources.list 



© LPI-Japan 2012. All rights reserved. 19 

yumによるvimのインストール 

[root@ns ~]# yum install vim-enhanced 

Loaded plugins: fastestmirror 

Loading mirror speeds from cached hostfile 

 * base: rsync.atworks.co.jp 

（中略） 

 

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

 Package             Arch        Version                 Repository   Size 

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

Installing: 

 vim-enhanced        i386        2:7.0.109-7.el5         base        1.2 M 

Installing for dependencies: 

 vim-common          i386        2:7.0.109-7.el5         base        6.4 M 

 

Transaction Summary 

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

Install       2 Package(s) 

Upgrade       0 Package(s) 

 

Total download size: 7.7 M 

Is this ok [y/N]: y 

Downloading Packages: 

（以下略） 
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Apache httpdのログファイル 

/ （ルート） 

/var 

/var/log/  

/var/log/httpd/ 

/var/log/httpd/access_log 

ログファイル全般を格納 

アクセスログ 

アクセスしていたクライアン
トの情報を格納 
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アクセスログの内容 

[root@ns ~]# tail -3 /var/log/httpd/access_log 

192.168.140.10 - - [08/Jul/2012:20:28:12 +0900] "GET / HTTP/1.1" 

200 35 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 

WOW64; Trident/5.0)" 

192.168.140.10 - - [08/Jul/2012:20:28:12 +0900] "GET /favicon.ico 

HTTP/1.1" 404 289 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; 

Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)" 

192.168.140.1 - - [08/Jul/2012:20:28:58 +0900] "GET / HTTP/1.1" 

200 35 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) 

AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 

Safari/536.11" 

[root@ns ~]# 

クライアントの 

IPアドレス 
タイムスタンプ 
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アクセスログの内容 

[root@ns ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log 

（中略） 

192.168.140.10 - - [08/Jul/2012:20:28:12 +0900] "GET /favicon.ico 

HTTP/1.1" 404 289 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; 

Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)" 

192.168.140.1 - - [08/Jul/2012:20:28:58 +0900] "GET / HTTP/1.1" 

200 35 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) 

AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 

Safari/536.11" 

 
プロンプトが元に戻らない 

 

リアルタイム表示 

※ctrl + cで停止 
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時刻設定関連コマンド・サービス 

date：システムクロックの表示・設定 

hwclock：ハードウェアクロックの表示・設定 

ntpdate：NTPサーバーとシステムクロックの同期 

ntpd：NTPサーバーサービス。設定ファイルは/etc/ntp.conf 

NTPサーバー 

Linuxホスト 

ntpdate サーバー名  

システムクロック : date 

ハードウェアクロック : hwclock -r 

hwclock –w  

(--systohc) 

hwclock –s 

(--hctosys) 

ユーザー 

date MMDDhhmm 
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NTPサーバーとシステムクロックの同期 

NTPサーバー 

Linuxホスト 

①ntpdate 0.pool.ntp.org システムクロック : OSが管理している時刻 

ハードウェアクロック : BIOSが管理している時刻 

②hwclock -w 

※pool.ntp.org 

公開NTPサーバーの情報を共有し、ラウンドロビンでアクセス
させるプロジェクト 
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IPアドレス・ホスト名 

ターミナルソフトの利用やNTPサーバとの同期の際、IPアドレス、ホスト
名を指定 

TCP/IPを利用した通信では、IPアドレスを接続先・接続元のホスト情報
として利用。 

コマンドの実行時など、ホスト名で指定することもできる。その場合、名
前解決という処理が行われ、IPアドレスが取得される。 

www.lpi.or.jp

に接続 

DNSサーバー 

202.218.212.222 
202.218.212

.222に接続 
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TCP/IP設定 

設定項目 コマンド名、ファイル名 

IPアドレス、サブネットマスク ifconfig 

デフォルトゲートウェイアドレス route 

DNSサーバーアドレス /etc/resolv.conf 

[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.200 netmask 255.255.255.0 

[root@localhost ~]# route add default gw 192.168.120.2 

[root@localhost ~]# cat /etc/resolv.conf 

search localdomain 

   nameserver 192.168.120.2 
このほか、出題範囲に含まれる設定ファイル 

•/etc/hosts 

ローカルな名前解決 

•/etc/nsswitch.conf 

名前解決の順序などを設定。 

（ローカルなhostsファイル→DNSサーバー） 
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cpコマンド 

ファイルのコピーを実行 

コピー先をファイル名にして、バックアップファイルの作成もできる 
 

httpd.confのバックアップ例 

 

[root@ns ~]# cp –p /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.bak 

もしくは 

[root@ns ~]# cd /etc/httpd/conf/ 

[root@ns conf]# cp -p httpd.conf httpd.conf.bak 

[root@ns conf]# ls -l httpd.conf* 

-rw-r--r-- 1 root root 33700  1月 13 15:17 httpd.conf 

-rw-r--r-- 1 root root 33700  1月 13 15:17 httpd.conf.bak 

-pオプション 

タイムスタンプなどのファイ
ル属性もコピー 
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参考資料について 

LPI認定試験 LPICレベル1 《101/102》リリース3対応 
橋本智裕、中島能和（監） 
2009/3/26発行 

出版社:秀和システム 

608ページ  

定価2,835円  

ISBN- 978-4-7980-2229-1 

Linux 教科書 LPICレベル1第4版 
中島能和 (著) / 濱 野賢一朗 (監修)  

2009/05/12発売 

出版社:翔泳社 

552ページ  

定価3,990円  

ISBN- 9784798119311   

Linuxクックブック――Linuxを120％使いこなすレシピ集 
Carla Schroder 著、林 秀幸 訳  

2005/10発行 

出版社: O'Reilly Japan 

444ページ  

定価3,780円  

ISBN4-87311-248-6  

Linux標準教科書 

詳しくは下記URLで 

http://www.lpi.or.jp/linuxtext/text.shtml 

発行：エルピーアイジャパン 

http://www.oreilly.co.jp/books/images/picture_large4-87311-248-6.pjpeg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-jp&field-author=%E9%AB%98%E6%A9%8B %E5%9F%BA%E4%BF%A1
http://www.lpi.or.jp/linuxtext/text.shtml
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『ＬＰＩＣレベル１ ｅラーニング』特別価格のご案内 

スキルブレインでは「ＬＰＩＣレベル１（101・102）」ｅラーニング教材を作成しました。 

発売１周年キャンペーンとして通常価格より５０％OFFでご提供いたします。 

※アイテック社にてお申込み・配信となります。 

※こちらから無料体験デモをご覧頂けます。https://www.itec.ne.jp/cms/login/index.php 

お申込み時に特別価格となる「クーポンコード」をメールでお送りします。 

ご希望の方はinfo@skillbrain.co.jpへタイトルに「クーポンコード希望」と 

メールをお送り下さい。 

Facebook「いいね！」で最新情報をＧｅｔ http://www.facebook.com/skillbrain 
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質疑応答についてはお気軽にお声掛けください。 
 
ご清聴ありがとうございました。 


