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サーバ OS を選択しよう
自由に利用できるサーバ環境を構築するには、まずどのような環
境にするのか、そしてどの OS を使うのかを決めなければなりませ
ん。何を基準に選べばよいのでしょうか。本章では、前準備として、
サーバの利用方法やサーバ OS の種別などを説明します。

しかし、サーバ用の PC を別途準備する必

り当てられないことも考えられます。この場

要があり、
購入コストがかかってしまいます。

合は、
「仮想環境」
を利用する方法があります。

また、企業によっては PC の割り当てが 1 台

仮想環境とは、PC 上に仮想的な PC をソフ

となっており、サーバ用の PC を別途用意で

トウェアで用意し、その中に任意の OS を導

きないことがあります。

入できます。サーバ OS を導入すれば、専用

②仮想環境にサーバ OSを導入する

サーバ環境を準備する方法

サーバを管理するには、ネットワークや

サーバを利用するためには、図 1-1 のよう

サーバ OS の操作方法、サーバの設定方法な

な方法が考えられます。それぞれについてコ

どさまざまな知識が必要となります。ネット

ストや実際に行えることに違いがあります。

ワークやサーバの原理など基本的な知識は、

自分の条件に合ったサーバを用意するように

書籍などを読んで身につけることができま

しましょう。

す。しかし、サーバ OS の操作や環境構築、
サーバの設定などは、書籍などの情報だけで

① PCに新規サーバ OSを導入する

はなかなか実用には繋がりません。これらの

古い PC が残っていたりなど複数の PC が

操作方法は、実際にサーバを触りながら試す

利用できる環境の場合は、1 台の PC をサー

のが効率的です。

バ用に割り当てることが可能です。PC をサー

さらに、顧客や組織内でサービスを提供す

バ専用に割り当てることができれば、好きな

るサーバを使って学習することはできませ

サーバ OS をインストールし、自由に設定変

ん。もし、設定が誤ってしまって、サービス

更やアプリケーションの導入を行えます。さ

が提供できなくなってしまうと、企業の信頼

らに、HDD などのストレージの追加も自由

問題に繋がってしまうためです。

に行えるため、ファイルを消失するリスクを

そこで、自分で独自にテスト用のサーバ環

軽減できるストレージのミラーリングを試す

境を準備して、その上でさまざまな操作や設

といったハードウェアのテストにも利用可能

定などを試すようにします。こうすることで

です。

サーバがサービスを提供できなくなった場合

また、通常の作業に利用している PC とは

でも企業で提供しているサービスなどには影

別途サーバ用 PC を独立して用意すること

響を与えないためです。では、テストや学習

で、万が一サーバ用 PC に問題が発生した場

用のサーバ環境を準備していきましょう。

合でも、通常利用している PC には影響が受
けません。

6

の PC を用意することなくサーバ環境を試せ
ます。

PC が余っていればサーバ用に割り当てが

また、仮想化ソフトウェアによっては、仮

可能ですが、1 台しか PC が用意できない場

想環境上で実行している OS の途中の状態を

合があります。また、企業によっては、作業

記録しておく「スナップショット」機能が搭

用の PC が決まっておりサーバ用に PC が割

載されています。スナップショット機能を活

○図 1-1

はじめに

サーバ OS を選択しよう

サーバの操作を学習する手法

①PC に新規サーバ OS をインストール
サーバ OS をインストール

PC

②仮想環境にサーバ OS を導入
仮想環境

サーバ OS をインストール

サーバ OS

サーバ OS
PC

【利点】
・使いたいサーバ OS を自由に選択可能
・デスクトップ環境で操作を行える
・サーバアプリの導入や設定を自由に行える
・サーバ設定を誤っても他に影響を与える恐れが少ない
【欠点】
・別途サーバ用 PC を用意する必要がある
・社内に設置する場合は外部からアクセスできない

③社内で用意されたサーバを利用

④VPS やクラウドサービスにサーバ OS を導入
企業や学校内

ターミナルエミュレータを
使ってリモートアクセス

PC

【利点】
・PC の OS と仮想環境上のサーバを同時に利用できる
・無償の仮想環境を使うことでコストがかからない
・スナップショット機能を利用することで、前の状態
に戻せる
【欠点】
・PC の性能によっては動作が遅い
・仮想マシンを動作しておかないと外部からサーバに
アクセスできない

ターミナルエミュレータ
を使って
リモートアクセス

PC
サーバ

【利点】
・サーバ用 OS の準備やインストール作業が不要
・サーバの管理が不要
【欠点】
・操作は与えられた権限内のみに限られる
・サーバの導入や設定の多くは試せない

レンタルサーバ事業者
サーバ OS を
インストール

VPS、クラウド
サービス

サーバ OS

【利点】
・どこからでもアクセス可能
・利用するサーバ OS を選択できる
【欠点】
・月額利用料やデータ転送料がかかる
・容量や性能に制限がある
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シェルスクリプトの基本
いつも同じコマンドを使うのであればシェルスクリプトを作成す
ると便利になります。テキストファイルに実行したいコマンドを書
くことで実現することができます。

シェルスクリプトの基本

ますが、4、7、10 文字目に付く「x」が実行

与えた実行権は勝手に外れたりしませんの

権を意味します。作成したテキストには通常

で、一度 chmod コマンドを利用した後に再

実行権は付いていません。

度実行権を与えるような作業は不要です。

sample1.sh に実行権がないことを確認し、

コマンドのように使うシェルスクリプトの

あえてコマンドのように実行するとエラーに

作成の基本は、まず次の 3 点が必ず必要であ

なることがわかります。

るということを覚えましょう。

通常のコマンドは PATH 変数の設定によ
りコマンド名だけで実行できますが、一般

① 1 行目に「#!/bin/bash」を書く

ユーザのホームディレクトリにはこの設定が

② chmod コマンドで実行権を与える

ないためシェルスクリプトの先頭にカレント

③カレントディレクトリである「./」をファ

ディレクトリを表す「./」を付けて実行し

イル名の先頭に付けて実行する

ています。
利用ができるようにするため❷のように

はじめに
まずごく単純なものを作ってみましょう。

た。次にこのスクリプトの先頭（1 行目）に

chmod コ マ ン ド を 利 用 し て 実 行 権 を こ の

なお、作成したシェルスクリプトを file コ
マンドで表示すると❸のようになります。

ファイルに与えます。

#!/bin/bash

ファイル名を sample1.sh としています。拡

モードの 4 文字目、所有者 gihyo に対して
実行権「x」が付きました。再度実行すると

張子の .sh は必須ではなく、なくても実行上

を追加します。必ず 1 行目で、1 文字目から

はまったく問題ありません（ファイルの内容

書き始める必要があります。これは 2 行目以

を編集する vi エディタの利用方法は、Part3

降で利用するコマンド（ここでは echo と

をご覧ください）
。

date）を実行するシェルを指定しています。

今度はエラーが出ないことがわかります。
$ ./sample1.sh ó
This is date command
2015年 3月 18日 水曜日 11:57:50 JST

現在のシェルスクリプトは基本的に bash で
$ vi sample1.sh ó

実行することを前提として作ると覚えてよい

$ cat sample1.sh ó
echo "This is date command"
date

でしょう。シェルスクリプトを書くときには
まず 1 行目にこれを書くようにしてくださ
い。

echo と date の 2 つのコマンドを使って
みました。作成したシェルスクリプトを実行
するには bash コマンドの引数にファイル名
を指定します。

$ cat sample1.sh ó
#!/bin/bash
echo "This is date command"
date

❶

$ ls -l sample1.sh ó
-rw-rw-r-- 1 gihyo gihyo 45

3月 18 11:53 sample1.sh

$ ./sample1.sh ó
-bash: ./sample1.sh: 許可がありません

❷

$ chmod u+x sample1.sh ó

$ bash sample1.sh ó
This is date command
2015年 3月 18日 水曜日 11:33:50 JST

実行方法

$ ls -l sample1.sh ó
-rwxrw-r-- 1 gihyo gihyo 45

3月 18 11:53 sample1.sh

次にシェルスクリプトをコマンドのように
使えるようにします。そのためにはこのファ

はじめてのシェルスクリプト
たしかに 2 つのコマンドが実行されまし
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イルに実行権を与える必要があります。

ls -l コマンドを実行したとき（❶）に
表示される先頭 10 文字を「モード」と言い

❸

$ file sample1.sh ó
sample1.sh: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
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ファイルの中を
見てみよう
まずは、読み込み専用で開いたファイルの中を見てましょう。そ
の際、スクロールしたり行番号なども表示させてみましょう。

図 3-2 のように表示内容がファイルの終わ

行 番 号 表 示 を 解 除 し て、 元 に 戻 す に

りになった場合には、残りの行にはチルダ

は :set nonumber、または省略して :set

（~）が表示されます。

nonu を実行します。また、G コマンドで行

また、行が長くてすべてを表示できない場

番号を省略すると最後の行にカーソルが移動

注1

します。また、ex モードで : 行番号と入力

合には、表示できない行を @ で表示します
（図 3-3）。

して移動することもできます。

指定した行を表示

vi エ デ ィ タ は、vi ／ view ／ ex の コ マ ン

タブ区切りのデータファイルや Makefile

かっている場合には、行番号に続けて G を入

は、通常の画面表示ではタブの場所が確認で

力します。10 行目に移動したいときは 10G

きません。

覗いてみましょう。

行番号も一緒に表示するには、図 3-4 のよ

切り替わります。Tab キーなどのコントロー

イルが読み込み専用として扱われていること

うに :set number、または省略して :set

ルコードは、^ とコントロールコードで表示

がわかります。

nu を実行します 。図 3-5 のように行番号
注2

の列と内容が重ならないように表示されま

画面スクロール

ここでは、/etc/protocols ファイルの内容

矢印キーでカーソルを動かして画面をスク

を見ていきます。ターミナルソフトで次のコ

ロールさせることも可能ですが、スクロール

マンドを入力してください（最初の $ はプロ

コマンドを使うと素速くスクロールさせるこ

ンプトを意味します）
。図 3-1 のようになり

とができます。

ます。

:set list を実行するとリスト表示に

ています。view コマンドを使うことでファ

ドを提供しています。最初は、読み込み専用
の view コマンドを使ってファイルの中身を

タブを見る

コンパイルエラー等で表示したい行数がわ

です。

はじめに

ファイルの中を見てみよう

す。また、環境によっては行番号が色分けし
て表示されます。

注1
注2

/etc/protocols ファイルには長い行はないので、
少し加工して表示しています。
: を入力すると画面の最下部にカーソルが移動し、
ラインエディタモード（ex モード）になり、ex コ
マンドの機能を使うことができます。

○図 3-2

ファイル末尾を表示

○図 3-3

1 行が長い場合の表示

○図 3-4

行番号の表示コマンド

○図 3-5

行番号の表示

順方向のスクロールには Ctrl キーと f キー

$ view /etc/protocols ó

画 面 の 一 番 下 に は、
「ファイル名」
「
［readonly］
」「行数」
「文字数」が表示され

（以降は Ctrl-f と書きます）を同時に押す
ことで、最後の 2 行が重なるようにスクロー
ルします。逆方向のスクロールは Ctrl-b
です。
プログラムを追いかけるときには、1 画面

○図 3-1

view コマンドで表示

ずつではなく半ページずつ動かしたくなりま
すが、このような場合には Ctrl-d（順方
向半画面スクロール）と Ctrl-u（逆方向
半画面スクロール）を使います。
vi では、コマンドの前に数値を入力すると
その回数分繰り返すとか行数を指定する意味
に解釈されます。2Ctrl-f は 2 画面分順方
向にスクロールし、20Ctrl-d とすると 20
行分順方向にスクロールします。
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