
 

 

                                         Linux Professional Institute Japan    
                                            特定非営利活動法人/IT プロフェッショナル認定機関  

 

LPI－Japan 事務局 

〒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 

http://lpi.or.jp  http://oss-db.jp  http://html5exam.jp  https://accel-exam.jp  https://opcel.org  

Press Release 

報道関係各位 

LPI-J No.201160122 

2016 年 2 月 22 日 

 

LPI-Japan が、『ナレッジデザイン社』を 

OpenStack の技術者認定試験である「OPCEL 認定試験」の新規認定校へ 

 

IT プロフェッショナル認定機関として「OPCEL（オプセル）認定試験（OpenStack 技術者認定試

験）」など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、『有限会社ナレッジデザイン（以下：ナレッジデザイン、

東京都、代表取締役 大竹 龍史、http://kwd-corp.com/ ）』を「LPI-Japan OPCEL アカデミック認

定校（以下 OPCEL認定校）(※1)」に認定したことを発表しました。 

 

「OPCEL アカデミック認定校制度」とは、LPI-Japan が教育サービス

の品質を保証するために独自に定めた OpenStack の学習環境基準をク

リアした教育機関を OPCEL 認定校に指定し、OPCEL 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ことを認定する制度です。 

今回、OPCEL 認定校に認定された『ナレッジデザイン』は、これまで

にも LPIC アカデミック認定校(※2)として、長年にわたり質の高い

LPIC の研修コースを提供してきた経験があり、IT プロフェッショナルの教育の分野において既に高

い実績があります。また、LPIC認定教材(※3)を始めとする ITプロフェッショナル向けの技術解説書

や IT 関連の解説記事などを数多く執筆しています。ナレッジデザインは OPCEL 認定校への加入を通

じて、研修分野で蓄積してきたノウハウやナレッジを OpenStackと OPCEL認定試験の研修に活かして

いきます。さらに同社は 2016年 2月 29日に『OpenStack構築運用トレーニングテキスト - OPCEL認

定試験対応 -(※4)』を出版する予定です。 

 

今回ナレッジデザインが加入することにより OPCEL 認定校が計 4 校となります。LPI-Japan は、各認

定校の支援のもと OpenStack の知識とスキルの教育を推進し、日本の IT プロフェッショナルの育成

およびオープンクラウドの技術を採用したビジネスの拡大に寄与していきます。 

 

●同社のコメント 

■ナレッジデザイン 代表取締役 大竹 龍史 氏 

 弊社は 1998 年の設立後、Linux 関連の研修を提供しており、さらに

2001 年からは、LPIC 資格試験の各レベルに対応したオリジナルテキス

トおよび研修を提供してまいりました。 

OPCEL認定試験のリリースを機に、このたび、弊社もオリジナルの対

応トレーニングテキストを開発し、OPCEL アカデミック認定校としてコースを開催することといたし
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ました。 

この研修は上記テキストを使用して技術解説と実機演習を行う標準で 4 日間のトレーニングコース

です。また、試験対策の仕上げとして、実試験の形式に近い Web ベースの模擬問題を提供しており、

修得の度合いを確認することができます。 

OPCEL 認定試験は試験範囲そのものが技術修得の指針となるものであり、一般的知識から運用の核

となるべきアーキテクチャの理解、さらにコマンドライン、REST API、ファイル書式などの実践的な

内容までを包含した大変優れた試験であり、まさに OpenStack 技術者の技術力の証明となる資格と言

えるでしょう。 

このような試験の開発に携わる多くの技術者の方々と、試験を統括配信される LPI-Japan 様への敬

意とともに、OPCEL アカデミック認定校の 1 つとして微力ながら OpenStack 技術者の養成に少しでも

寄与致したいと願っております。 

 

※1）LPI-Japan OPCELアカデミック認定校制度について 

本制度の詳しい内容については、下記 URLの情報をご参照ください。 

https://opcel.org/training 

 

※2）LPI-Japan LPICアカデミック認定校制度について 

本制度の詳しい内容については、下記 URLの情報をご参照ください。 

http://www.lpi.or.jp/school/ 

 

※3）LPIC認定校教材について 

本制度の詳しい内容については、下記 URLの情報をご参照ください。 

LPICレベル 1対応認定教材： http://www.lpi.or.jp/lpic1/book.shtml  

LPICレベル 2対応認定教材： http://www.lpi.or.jp/lpic2/book.shtml  

LPICレベル 3対応認定教材： http://www.lpi.or.jp/lpic3/book.shtml  

 

※4）『OpenStack構築運用トレーニングテキスト - OPCEL認定試験対応 -』について 

本書籍の詳しい内容については、下記 URLの情報をご参照ください。 

https://opcel.org/textbook#textbook_2 

 

 

 

 

 

 

●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 
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========================================================================================== 

LPI-Japan について 

 

LPI-Japanは、日本での Linuxの技術力認定試験の普及と IT プロフェッショナルの育成のため 2000

年 7 月に設立され、現在は対象を広げ OSS のデータベースソフトウェアやクラウドソフトウェア、

HTML5のプロフェッショナルの認定試験を実施する NPO法人です。 

LPI-Japan は、IT プロフェッショナル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 IT プロフェッショナルの育成、さらには OSS/HTML5 に関連するビジ

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://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： ITプロフェッショナルの認定活動と OSS/HTML5の普及・推進 

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 

 

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

＜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。 
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