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LPI が Linux 技術者認定試験（LPIC）レベル３Security 試験を開始 

日本のマーケットのニーズに応えて Security の専門試験を開発 

 
Linux 技術者認定機関である 特定非営利活動法人（NPO）LPI-Japan（エルピーアイジ

ャパン、理事長：成井 弦）は、2009 年 2 月 28 日より、LPIC の最上位レベルの資格と

なる「LPIC レベル 3 試験」の専門試験である「LPIC-3 Specialty LPI-303 Security」

の配信開始を発表しました。 

 

LPIC レベル 3の試験は、エンタープライズレベルでの仕事が出来る技術者を認定する試

験であり、各分野の高い専門技術力を認定していくものです。そして、現在企業におい

てセキュリティ対策が施された IT システムの構築が重要となっている中で、IT 業界の

ニーズに対応し、LPIC レベル 3「Security」の試験を新たに開始します。特にこの試験

は、日本のマーケットのニーズに応えて開発しました。試験内容には、日本 OSS 推進フ

ォーラムのセキュリティ TF の協力により、必要とされるセキュリティの最新技術を盛

り込んでいます。 

 
LPIC レベル 3プログラムは、「LPIC-3 Core」を基本認定として、さらに「303 Security」

試験に合格した人は、「LPIC-3 Specialty LPI-303 Security」認定者として活躍でき

ます。 

LPI では、LPIC レベル 3試験の 301 試験、302 試験を 2007 年に開始しています。そし

て今回、「302 Mixed Environment Exam」に次いで、二番目の専門試験として「303 

Security」を 2009 年 2 月に、リリースするものです。 

レベル 3の受験者数は、前年度比 500％以上の高い伸びを達成しています。 

 

「303 Security」の出題範囲の傾向は次のとおりです。 

 ・暗号化の技術（OpenSSL, GPG、ファイルシステムの暗号化など） 

 ・アクセスコントロール（SELinux など） 

・アプリケーションセキュリティ 

 （Apache、Mail service、OpenSSH、MySQL、Syslog、FTP など） 

 ・システムセキュリティ 

 ・運用面の強化 
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 ・ネットワークセキュリティ、など。 

 
詳細は、次を参照願います。http://www.lpi.or.jp/lpic3/index.shtml 
 
「303 Security」は、正式リリース前に世界中でベータ試験を行い、ベータ試験を受

験された方々の解答や試験内容についてのコメントから、試験問題の妥当性や信頼性の

検証をしています。日本でも昨年 12 月 13 日にベータ試験を実施して、多くの方が参加

されました。 

その詳細は、こちらで紹介しています。http://www.lpi.or.jp/event/20081222/  
 

LPI-Japan では、今年 1月に総受験者数が延べ 11 万人を達成しましたが、その後も毎

月 2,000 名規模の受験者数の実績で推移しており、2009 年 3 月末時点で、累計受験者数

11 万 5 千人を見込んでいます。 

 

●LPIC レベル 3について 

2007 年初旬に、最初の LPIC レベル 3 の試験となる 301 試験と 302 試験をリリースし

ました。最初にリリースされた 301 試験と 302 試験は、認証およびファイル共有サービ

スの分野や、Linux と Samba 等の混在環境の分野における Linux 技術者の専門的なスキ

ルを評価するものです。 

 

●理事長のコメント 

LPI-Japan 成井理事長は次のように述べています。 

「LinuxがサーバOSとして使用される分野ではインターネット関連が一番多いと言えま

す。そしてこの分野においてはセキュリティの確保が重要課題です。非常にセキュアな

サーバ構築が可能な技術者の証明として、『LPIC-3 Specialty LPI-303 Security』認

定は技術者にとり、また業界にとり非常に重要な認定になると思います。」 

 

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

＜登録商標＞ 

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。 
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。 
♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ 

 

             本リリースのお問い合わせ先 

                         LPI-Japan 事務局 

TEL ：03-3261-3660、FAX: 03-3261-3661 
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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 本部：カナダ）は、特定のベンダーに依存しない

総合的かつ高品質の試験である Linux 技術者認定試験（LPIC：Linux Professional Institute 

Certification）を世界中で実施することにより、Linux およびオープンソース技術についての必要

不可欠なスキルの習得を促進し、認定する国際的な組織です。LPI は Linux およびオープンソース

の発展と IT 技術者の人材育成を推進し、Linux 技術者認定の世界的なリーダーとして技術的発展に

寄与しています。 

 LPIC の試験は 7,000 箇所を超える世界中の試験会場で様々な言語で実施されており、LPI の認定

プログラムは 5 大陸に広がる提携ネットワークによって運営されています。 

特定非営利活動法人「LPI-Japan（エルピーアイ ジャパン）」は、日本における LPIC の普及・促進

をはかるため、2000 年 4 月に設立されました。 

 現在、日本国内での総受験者数は 11 万人を超え、また、日本でのレベル 1 、レベル 2 およびレベ

ル 3 の認定者の総数は、3 万 7 千人を超えています。また 2007 年 1 月からはレベル 3（301 試験と

302 試験）の配信もスタートしています。 

 

●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、Linux 技術者認定試験の実施と認定 

役員  理事長： 成井 弦 

 理 事： 池田 秀一、嘉村 健、鈴木 敦夫、鈴木 友峰 

   高橋 千恵子、中野 正彦、丸茂 晴晃 

 監 事： 石田 晴久 

 

●LPI-Japan スポンサー企業名（五十音順） 

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、ターボソリューション株式会社、 

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 

以上 15 社。（2009 年 2 月現在） 
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●LPI-Japan アカデミック認定校名（加入順） 

リナックスアカデミー、KEN IT Engineer SCHOOL、株式会社日立システムアンドサービス、 

パナソニック IT カレッジ ビジカル、有限会社ナレッジデザイン、 

株式会社コンピュータマネジメント、アイティあっとスクール（株式会社アクセスネット）、 

学校法人電子学園 日本電子専門学校、マルチメディアスクール WAVE、 

株式会社日立インフォメーションアカデミー、 

プロネッツ教育研究所（株式会社プロフェッショナル・ネットワークス）、パソコンスクール ISA、 

株式会社デジタル・ヒュージ・テクノロジー、NEC ネッツエスアイ株式会社、 

学校法人麻生塾 麻生情報ビジネス専門学校、ＩＴスクールＡｘｉＺ、 

学校法人 日本コンピュータ学園 東北電子専門学校 、学校法人片柳学園 日本工学院専門学校、 

インターネット・アカデミー、ＮＥＣラーニング、キャリアスクール・ソフトキャンパス、 

インディーフォルダ、ナレッジ IT アカデミー（株式会社エレメント）、 

JJS 東京ラーニングセンター（株式会社ジェイ・ジェイ・エス）、 

株式会社ゼウス・エンタープライズ、CLINKS 株式会社、 

学校法人湘南ふれあい学園 総合電子専門学校、株式会社アメニクス、ナガセキャリアセンター、 

ECC コンピュータ専門学校 

以上 30 校。（2009 年 2 月現在） 

 

●LPI-Japan システム開発企業ビジネスパートナー企業名（加入順） 

株式会社リンク [AT-LINK 専用サーバ・サービス]、首都圏コンピュータ技術者株式会社、 

株式会社電算サービス、株式会社シーシーダブル、デル株式会社、 

JB アドバンスト・テクノロジー株式会社、VA Linux Systems Japan 株式会社、株式会社アルク、 

株式会社ホンダヱンジニアリング、オープンソース・ソリューション・テクノロジ株式会社、 

日本ヒューレット・パッカード株式会社、株式会社トライアンフコーポレーション、 

株式会社パソナテック、SRA OSS, Inc. 日本支社、マイクロテクノロジー株式会社、 

メイド・イン・ジャパン・ソフトウェア・コンソーシアム、ノベル株式会社、 

ユニアデックス株式会社、株式会社テイクス、ジスクソフト株式会社、株式会社イーツ、 

株式会社エムトラッド 

以上 22 社。（2009 年 2 月現在） 

 


