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はじめに

　かつては先進的なエンジニアが活用するOSであったLinuxも、今ではごく一般的
なソフトウェアとして広く利用されるようになってきました。企業内にとどまらず、
Linuxが活躍する場は今後ますます広がっていくことでしょう。それにつれ、高度
なスキルを持つLinuxエンジニアの必要性も増大しています。Linux認定資格とし
て高い評価を得てきたLPI認定（LPIC）は、今やLinux技術者の資格としてデファ
クト・スタンダードとなっています。2014年7月現在、日本国内での累計受験者数
は23万2,000人を超え、全世界では14万人以上がLPI認定を取得しています。

　LPI認定レベル3は、LPI認定レベル2を取得したエンジニアにとって次の目標と
なる、LPI最上位の認定資格です。レベル1、レベル2では幅広い技術知識を求めら
れるのに対し、レベル3は高度な専門性を問う試験となっています。取得を目指す
には高度な知識と実践的な経験が必須と言えるでしょう。
　本書は、LPI認定試験レベル3の合格を目指す以下のような人を対象として作成
された問題集です。

・ LDAPやSambaに関する知識はある程度持っているので、あとは試験対策として
問題を数多くこなしたい

・ 独学で勉強しても理解できるように、1問ずつ丁寧に解説されている問題集で勉強
したい

・ LPI認定試験の対策だけではなく、LDAPやSambaに関する知識を確認したい

　本書は、LinuxおよびLPI認定試験の研究を続けている著者による、受験者が効
率的に試験範囲の学習を進めることができ、かつ確実に実力が付くことを第一に配
慮した問題集となっています。本書を十分に活用し、一人でも多くの方がLPI認定
レベル3を取得されることを願っております。
　最後になりましたが、本書の執筆にあたっては、株式会社ソキウス・ジャパン坂
田様ならびに関係者の方々に大変お世話になりました。ここに感謝いたします。

著者
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LPI技術者認定試験について

　LPIC（エルピック）は、LPI（Linux Professional Institute：Linux技術者認定機
関）が実施している世界共通のLinux技術者認定制度です。特定のLinuxディスト
リビューションに依存しない汎用性の高い認定資格制度であることが知られていま
す。2014年6月時点では日本国内での累計受験者数は23万2,000人を超え、全世界で
は14万人以上が認定を取得している人気の資格です。
　LPICのレベルには、「LPIC-1（LPICレベル1）」「LPIC-2（LPICレベル2）」「LPIC-3

（LPICレベル3）」の3つがあります。このうち、LPICレベル3は2014年1月1日から資
格体系が変更※1されました。また、LPIC-3の資格体系改訂に伴い、LPICレベル2の
出題範囲も改訂されました。2014年3月現在のLPIC資格体系は以下のとおりです。

【LPIC資格体系】
資格 試験（バージョン） 認定されるスキル

LPIC-1
101試験（3.5） 実務で必要なLinuxの基本操作とシステム管理が行えるエンジニ

アであること102試験（3.5）

LPIC-2
201試験（4.0） Linuxのシステムデザイン、ネットワーク構築において、企画、

導入、維持、トラブルシューティング、キャパシティプランニ
ングができるエンジニアであること202試験（4.0）

LPIC-3

300試験（1.0） Linux、Windows、Unixが混在するシステムの設計、構築、運用・
保守ができるエキスパートエンジニアであること

303試験（1.0） セキュリティレベルの高いコンピュータシステムの設計、構築、
運用・保守ができるエキスパートエンジニアであること

304試験（1.0） クラウドコンピューティングシステム（クラウド）の設計、構
築、運用・保守ができるエキスパートエンジニアであること

LPIC-3と 300試験について
　LPICレベル3は、従来の資格体系では「Core」と「Specialty」の認定資格に分け
られていましたが、2014年1月1日に改訂された資格体系のもと、「LPIC-3」という1
つの認定資格になっています（以下の図を参照）。

【LPIC-3の資格体系】

LPIC-2認定 LPIC-3 Specialty認定

いずれか1科目に合格
LPIC-3

300試験　LPIC-3 Mixed Environment

303試験　LPIC-3 Security

304試験　LPIC-3 Virtualization & High Availability

※1 http://lpi.or.jp/ver4/で詳細を確認してください。

http://lpi.or.jp/ver4/%E3%81%A7%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
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　現在、LPICレベル3に対応する試験は、「LPIC-3 Mixed Environment（300試験）」
「LPIC-3 Security（303試験）」「LPIC-3 Virtualization & High Availability（304試験）」
の3つが実施されています。3試験のうちいずれかに合格し、かつ、有意なLPICレ
ベル2の認定を持っていると、「LPICレベル3 Specialty」に認定されます。
　本書では、LPIC-3の試験科目「LPIC-3 Mixed Environment（300試験）」を扱い
ます。300試験では、Windows、UNIX、Linuxシステムが混在するネットワーク環
境で必要とされる重要なスキルに焦点を当てています。想定される受験者のレベル
は、以下のとおりです。

・ Sambaを使って、ユーザー管理、ドメインコントロール、セキュリティ、パフォー
マンス調整など、ファイルサービスとプリントサービスをWindowsと統合した経
歴を有すること

・ SambaとLDAP、OpenLDAPを使って完全な環境を計画、構成、設計、構築、実
装できるほか、これらのサービスのキャパシティプランニング、セキュリティの
評価、トラブルシューティングもできること

　なお、試験の出題範囲は下記のURLを参照して確認してください。下記のサイ
トでは、LPIが定めている「重要度」「主要な知識範囲」「重要なファイル、用語、ユー
ティリティ」などが公開されています。

【300試験の出題範囲詳細】
http://www.lpi.or.jp/lpic3/range/ver1.0/range300.shtml

　300試験の試験概要は以下のとおりです。

●300試験（LPI 300 Mixed Environment Exam）
・試験時間：90分
・問題数：約60問
・受験料：30,000円（税抜き）
●試験方法

試験会場に用意されたコンピュータを使って行われます。試験問題のほとんど
はマウスによる多岐選択方式ですが、キーボードから入力して解答する問題も
一部出題されます。

●合否結果と資格認定
試験終了後、合否と得点が印刷されたスコアレポートが渡されます。

●認定要件
LPIC-3の試験科目のうちいずれかに合格し、かつ、有意なLPICレベル2の認定
を持っていること。

http://www.lpi.or.jp/lpic3/range/ver1.0/range300.shtml
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受験申し込み方法

●LPI-IDの取得
LPI認定試験の受験を申し込むには、事務局が指定するWebページからLPI-IDを
取得する必要があります。
・登録用Webページ……https://bloom.lpi.or.jp/caf/Xamman/register

●受験申し込み先
LPI認定試験は、ピアソンVUEのWebサイトまたはコールセンターを利用して
申し込みができます。いずれの場合も希望する受験会場および受験日時を選択
することができます。ただし、予約状況によっては希望どおりの会場や日時を
選択できない場合もありますので、必ず予約状況を確認してください。

●ピアソンVUE

URL：http://www.vue.com/japan/

TEL：0120-355-173 または 0120-355-583

FAX：0120-355-163

E-Mail：pvjpreg@pearson.com

　初めてピアソンVUEに申し込む場合は、受験者情報を登録する必要があります。
その後、以下のいずれかの方法で申し込むことができます。

・ Webからの申し込み
http://www.vue.com/japan/からログインして予約

・ 電話での申し込み
上記電話番号に直接申し込み（受付時間：平日午前9時〜午後6時）

・ テストセンターに直接申し込み
テストセンター一覧（http://www.vue.com/japan/TestcentersList/）から受験
希望のテストセンターを確認したうえで直接連絡

LPI-Japanの連絡先
〒106-0041　東京都港区麻布台1-11-9 CR神谷町ビル 7F

TEL：03-3568-4482

FAX：03-3568-4483

E-Mail：info@lpi.or.jp

URL：http://www.lpi.or.jp/

最新の試験情報は、必ず上記のWebサイトで確認してください。

https://bloom.lpi.or.jp/caf/Xamman/register
http://www.vue.com/japan/
mailto:E-Mail%EF%BC%9Apvjpreg@pearson.com
http://www.vue.com/japan/%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BA%88%E7%B4%84
http://www.vue.com/japan/TestcentersList/
mailto:E-Mail%EF%BC%9Ainfo@lpi.or.jp
http://www.lpi.or.jp/
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LPIリテークポリシーについて
　2010年11月18日より、LPI認定試験に関するリテークポリシーが下記のとおり実
施されています。最新のリテークポリシーについては、必ずLPI-JapanのWebサイ
トで確認してください。

 ・ LPIC同一科目を再受験する際、2回目の受験については、受験日の翌日から起
算して７日目以降（土日含む）より可能

 ・ 3回目以降の受験については、最後の受験日の翌日から起算して30日目以降よ
り可能

 ・ 一度合格した科目については、受験日から2年間は再受験できない
 ・ 受験後2年間を経た場合、リテークポリシーはいったんクリアになり、その後

の同一試験の最初の再受験は一度目の受験としてカウントされる
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本書の活用方法

　本書は、「LPIC-3 Mixed Environment」試験の合格を目指す方を対象とした問題
集です。本文は、出題範囲に沿った問題と解答で構成されています。第1章から第8
章までは、出題範囲のカテゴリ別の章立てになっています。第9章と第10章は、模
擬試験の位置付けとなる「総仕上げ問題」です。各章の問題・解説で学習したのち
に、実戦形式の総仕上げ問題で受験対策の仕上げをしましょう。

① 問題を解きながら合格レベルの実力が身に付く
　単なる試験対策の問題だけでなく、本試験の問題を解くために必要な知識やスキ
ルを身に付けるための問題も掲載されています。第1章〜第8章の問題は、解き進め
ていくとそのカテゴリに関する理解度が深まるように構成されています。

② 丁寧な解説と重要項目がわかる試験対策
　解説では、正解・不正解の理由を丁寧に説明しています。また、第1章〜第8章の
解説ではLinuxのシステムを管理するエンジニアとして必要な知識やスキルを身に
付けられるよう、試験対策の解説だけでなく、各種技術についてもわかりやすく説
明しています。
　本文中の「試験対策」欄には、試験の重要項目を挙げていますので、試験対策を
効率的に行うことができます。

③ 本試験と同レベルの模擬問題を2回分掲載
　第9章と第10章には、本試験と同レベルの問題を掲載しています。受験対策の総
仕上げとして、本試験と同じ60問を90分で解いてみましょう。2回分の模擬問題を
解くことで、より実戦的な試験対策が可能になります。

本書の構成

　本書は、カテゴリ別に分類された、問題と解答で構成されています。試験の出題
範囲に沿った問題に解答したのち、解説を読んで学習すると、合格レベルの実力が
身に付きます。また、実際の試験に近い形式になっていますので、より実戦的に学
習できます。

本文中で使用するマーク
　解答ページには、以下のマークで重要事項や参考情報を示しています。

試験対策のために理解しておかな
ければいけないことや、覚えてお
かなければいけない重要事項を示
しています。

試験対策とは直接関係はありませ
んが、知っておくと有益な情報を
示しています。
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●問題

●解答
　解答には、問題の正解やその理由だけでなく、用語や重要事項などが詳しく解説
されています。

解説（用語）

重要な用語は、太字で表
記されています。

解説（選択肢）

太字で表記された（C、D）は正解の選
択肢、（A、B）は不正解の選択肢の解
説を示しています。

多岐選択式の問題

「選択肢から1つだけ選ぶもの」
と「該当する複数の選択肢を
選ぶもの」があります。複数
の選択肢を選ぶ問題では、結
果としてすべての選択肢を選
ぶことになる場合もあります。

チェックボックス

確実に理解している問題のチェックボックスを塗りつ
ぶしながら問題を解き進めると、2回目からは不確か
な問題だけを効率的に解くことができます。すべての
チェックボックスが塗りつぶされれば合格は目前です。

解答ページ

問題の右下に、解答ページが表
示されています。ランダムに解
くときも、解答ページを探すの
に手間取ることがありません。

問題ページ

解答の右端に、問題ペー
ジが表示されています。

キーボードから 
入力する問題

「説明文を読んでコマンド
名やファイル名、用語など
をキーボードから入力する
もの」と「コマンドやオプ
ションなどを入力して空欄
を埋めるもの」があります。
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■ slurpdによるレプリケーション

■ LDAP Syncによるレプリケーション

■ SSL／TLSによる暗号化

■ SASLによる認証

OpenLDAPの設定

第 章1



14

□	 1.	 LDAPサーバのレプリケーションの説明として適切なものを選択しなさ
い。（3つ選択）

 A. slurpdによるレプリケーションではマスターサーバにslurpd

デーモンが必要である
 B. slurpdによるレプリケーションではスレーブサーバにslurpd

デーモンが必要である
 C. slurpdによるレプリケーションではスレーブサーバ追加時にマ

スターサーバの停止が必要である
 D. OpenLDAP 2.2からはLDAP Syncレプリケーションが追加された
 E. LDAP Syncレプリケーションではマスターデータを提供する

サーバをコンシューマという

□	 2.	 slurpdを使ったレプリケーションの設定をしている。マスターサーバの
slapd.confにおいて、下線部には何を指定すればよいか。適切な説明を
選択しなさい。

 replogfile /usr/local/var/openldap-data/slapd.replog

 replica uri=ldap://192.168.10.20

         bindmethod=simple

         binddn="cn=Manager,dc=lpic,dc=jp"

         credentials=＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 A. レプリケーションの認証方式
 B. SSL／TLSで利用する秘密鍵のファイル名
 C. バインドDNのパスワード
 D. slurpdが利用する秘密鍵のパスフレーズ
 E. SSL／TLSルート証明書のファイル名

a P20

a P20

14
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□	 3.	 slurpdを使ったレプリケーション作業の注意点として適切なものを選
択しなさい。

 A. replogfileディレクティブはスレーブサーバで指定する
 B. スレーブサーバのslurpdをマスターサーバ側より先に起動する
 C. スレーブサーバのslurpdをマスターサーバ側よりあとに起動する
 D. マスターサーバのbinddnの値はスレーブサーバのbinddnの値と

一致させる
 E. スレーブサーバのslapd.confでreplicaディレクティブを指定し

てはいけない

□	 4.	 slurpdによるレプリケーションのログに関する説明として適切なもの
をすべて選択しなさい。

 A. エラーログが出力されるログファイル名の末尾には「.rej」が付
けられる

 B. エラーログファイルが格納されるディレクトリはslapd.confの
errorlogディレクティブで指定する

 C. エラーログは通常のレプリケーションログファイル内と標準出
力に出力される

 D. エラーログはマスターサーバ側に保存される
 E. エラーログはスレーブサーバ側に保存される

□	 5.	 OpenLDAP	2.4で、LDAP	Syncを使ったレプリケーションを設定してい
る。コンシューマのslapd.confの設定で、下線部に当てはまるディレク
ティブを記述しなさい。

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ rid=1
     provider=ldap://192.168.0.10

     type=refreshAndPersist

     bindmethod=simple

     binddn="cn=Manager,dc=lpic,dc=jp"

     searchbase="dc=lpic,dc=jp"

     credentials=secret

a P22

a P22

a P24
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□	 6.	 slapd.confでアクセス制御を設定している。userPassword属性の利用
は認証のみに制限するが、ユーザー自身のパスワードは変更できるよう
に設定したい。下線部に当てはまるパラメータを記述しなさい。

 access to attrs=userPassword

     by ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     by * auth

□	 7.	 レプリケーションのモードについて、接続を維持したまま同期的なレプ
リケーションを行う動作モードを選択しなさい。

 A. refreshAndPersist

 B. refreshOnly

 C. Overray

 D. ContentSynchronization

□	 8.	 レプリカハブの説明として適切なものを選択しなさい。（2つ選択）

 A. クライアントからの検索および更新に対応している
 B. クライアントからの検索にのみ対応している
 C.  1つ以上のマスターレプリカを提供する
 D. 1つ以上のコンシューマレプリカを提供する

□	 9.	 LDAPの簡易認証におけるバインドを選択しなさい。（3つ選択）

 A. 匿名バインド
 B. 非認証バインド
 C. ユーザー名／パスワード認証バインド
 D. 代理バインド
 E. PAM認証バインド

a P26

a P27

a P28

a P28
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□	10.	 TLSのサーバ証明書およびクライアント証明書を使ってセキュリティを
向上させたい。その際のslapd.confの設定に関する説明として適切でな
いものを選択しなさい。

 A. TLSCACertificateFileには、slapdが信頼するCAの証明書を含んだ
ファイルを指定する

 B. TLSCipherSuiteで暗号方式を指定する
 C. サーバ証明書はTLSServerCertificateFileで指定する
 D. クライアント証明書の扱いはTLSVerifyClientで指定する

□	11.	 LDAPクライアントコマンドがStartTLSを利用するために必要となる
ldap.confの設定として適切なものを選択しなさい。

 A. ssl on

 B. ssl start_tls

 C. tls on

 D. start_tls on

 E. starttls enable

□	12.	 OpenLDAPサーバで「ldap://」セッションも「ldaps://」セッションも
受け付けるようiptablesを設定したい。接続を許可するポート番号を選
択しなさい。（2つ選択）

 A. 389

 B. 443

 C. 445

 D. 636

 E. 995

a P29

a P30

a P31
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□	13.	 SASLを使って認証を行いたい。ユーザーsmileをSASLデータベースに
登録する場合に実行するコマンドを選択しなさい。なおレルムは「lpic.
jp」とする。

 A. useradd -S -r lpic.jp smile

 B. saslpasswd2 -u lpic.jp smile

 C. sasluseradd -r lpic.jp smile

 D. sasl2useradd -r lpic.jp smile

□	14.	 SASLデータベースに登録されたユーザー一覧を表示するコマンドを選
択しなさい。

 A. cat /etc/saslpasswd

 B. saslpasswd -L

 C. sasldblistusers2

 D. cat /etc/sasldb2

□	15.	 SASLをサポートするよう、OpenLDAPサーバの設定を行っている。以
下の設定ファイルの抜粋で、空欄に当てはまるディレクティブを記述し
なさい。

 sasl-host centos.lpic.jp    # server

 ＿＿＿＿＿＿＿＿ lpic.jp    # realm
 sasl-regexp

     "uid=root,cn=lpic.jp,cn=digest-md5,cn=auth"

     "cn=admin,dc=lpic,dc=jp"

 sasl-regexp

     "uid=(.*),cn=lpic.jp,dn=digest-md5,cn=auth"

     "uid=$1,ou=People,dc=lpic,dc=jp"

a P31

a P32

a P33
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□	16.	 Kerberosを使ってOpenLDAPサーバをセキュアにして運用している。
ldapsearchコマンドを使ったところ、以下のようなメッセージが表示
された。

 $ ldapsearch -b ou=people,dc=example,dc=com '(uid=centuser)'

 SASL/GSSAPI authentication started

 SASL SSF: 56

 ……以下省略……

ここで「56」という数値は何を表しているか選択しなさい。（2つ選択）

 A. LDAP接続を保護するため56バイト以上の公開鍵が使われている
 B. セキュリティ強度係数を表している
 C. 現在56のセッションが使われている
 D. LDAP接続を保護するため56ビットのDES暗号が使われている

a P33
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第 1 章 　OpenLDAPの設定

解　答

	 1.	 A、C、D	

OpenLDAPによるサービスが安定して提供され続けるためには、OpenLDAP

サーバの冗長化が必要になります。つまり、複数台のOpenLDAPサーバでデー
タを同期することで、いずれかのサーバが停止した場合でもサービスを継続
できます。
OpenLDAPで、LDAPサーバのデータを複製する機能のことをレプリケーショ
ンといいます。レプリケーションには、従来から実装されているslurpdデー
モンによるものと、OpenLDAP 2.2以降に追加されたLDAP	Syncレプリケー
ションとがあります（D）。
slurpdデーモンによるレプリケーションでは、マスターデータを提供するサー
バをマスターサーバ、それに同期するサーバをスレーブサーバと呼びます。
マスターサーバではslurpdデーモンが稼働し、slapdが出力した更新情報（レ
プリケーションログ）をslurpdが参照してスレーブサーバの情報を更新しま
す（A、B）。スレーブサーバは複数設定することができますが、スレーブサー
バを追加する場合にはマスターサーバの停止が必要です（C）。
もう一方のLDAP Syncレプリケーションは、LDAP content synchronization 

protocolによってデータの同期を取る方法です。マスターデータを提供す
るサーバをプロバイダ（provider）、それに同期するサーバをコンシューマ
（consumer）と呼びます（E）。プロバイダの停止なしでコンシューマを追加
できることや、障害時の回復処理が簡単なことが特徴です。

slurpdによるレプリケーションはOpenLDAP 2.4以降ではサポートされていません。

	 2.	 C	

slurpdを使ったレプリケーションの設定は次のとおりです。

●マスターサーバ
・ レプリケーションログファイルを指定する

a	P14

OpenLDAPのレプリケーションには、slurpdデーモンによるものとLDAP 

Syncとがあります。現在のOpenLDAPではLDAP Syncを使いますが、出
題範囲には従来のslurpdによるレプリケーションも含まれています。

a	P14
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・ スレーブサーバの情報を指定する

例  マスターサーバのslapd.conf

replogfile /usr/local/var/openldap-data/slapd.replog

replica uri=ldap://192.168.10.3

        bindmethod=simple

        binddn="cn=replica,dc=lpic,dc=jp"

        credentials=secret

【マスターサーバのslapd.confのディレクティブ】
オプション 説明
replogfile レプリケーションログファイルのファイル名を表す。デフォ

ルトのファイル名はslapd.replogである。スレーブサーバに設
定してはいけない

replica スレーブサーバのアドレス（uri）、認証方法（bindmethod）、
バインドDN（binddn）、バインドDNのパスワード（credentials）
を指定する（C）。スレーブサーバに設定してはいけない

●スレーブサーバ
・ マスターサーバと同じようにslapd.confを設定する
・ マスターサーバを参照する設定を追加する

例  スレーブサーバのslapd.conf

updatedn "cn=replica,dc=lpic,dc=jp"

updateref ldap://192.168.10.2

【スレーブサーバのslapd.confのディレクティブ】
オプション 説明
updatedn マスターサーバから更新を受け付けるDNを指定する
updateref マスターサーバを指定する

マスターサーバのreplicaディレクティブ、スレーブサーバのupdatedn、
updaterefディレクティブの書式を理解しておきましょう。


