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Linux 管理中級編へようこそ 

Linux 管理中級編では、ProLiant サーバに対して、ハードウェア管理や、代表的なネットワ

ークサービスのサーバ構築とプロセス監視を行えるようになることが目的です。あなたの最終

目標は、管理対象の Linux サーバに対して以下の業務ができるようになることです。 

- ProLiant Support Pack（以下 PSP と呼びます）のインストール 

- OS が稼動した状態でのオンラインファームウェアアップデート

- コマンドラインと Systems Management Homepage による各種ハードウェア情報の管理

- Web サーバの構築とプロセス監視

システム構成

本手順書で取り扱うシステム構成は下図のとおりです。図の左側が管理サーバ、右側が管理

対象サーバとなります。 
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1. ProLiant Support Pack のインストール

管理サーバ側に、RHEL5 対応の PSP7.80 のアーカイブが、/root/PSP/に保管されているかを

確認します。 

# ls -l /root/PSP/ 

合計 85588 

-rwxr--r--  1 root root 87548001  6 月 14 18:06 psp-7.80.rhel5.linux.en.tar.gz

管理サーバに保管されている PSP を管理対象サーバにコピーします。 

# scp /root/PSP/psp-7.80.rhel5.linux.en.tar.gz 管理対象サーバの IPアドレス:/tmp/ 

Password: xxxxxx 

管理対象サーバ側にコピーされた PSP7.80 の tarball の MD5 値を確認します。管理対象サー

バにログインして、md5sum コマンドを発行します。 

# md5sum /tmp/psp-7.80.rhel5.linux.en.tar.gz 

e3ac90d1b2475d65d0263cff53accf87  /tmp/psp-7.80.rhel5.linux.en.tar.gz 

管理対象サーバ側で PSP の tarball を展開します。 

# tar xzvf /tmp/psp-7.80.rhel5.linux.en.tar.gz 

PSP のインストーラである Linux Deployment Utility（LDU）を起動します。 

# cd /tmp/compaq/csp/linux/ 

# ./install780.sh 

下図のように LDU が起動するはずです。 
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2. LDU を使って HP製ドライバをインストールする

LDU が起動したら、”Install”ボタンをクリックします。PSP のインストールが終了すると

下図のウィンドウが表示されますので、”OK”をクリックします。 

PSP に含まれるドライバ群が正常にインストールされている場合は、下図のウィンドウ

の”Status”欄が緑色のチェックボックスで表示されますので、すべて緑色のチェックボック

スが付与されているかを確認します。
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すべて確認したら、ウィンドウ中央下にある”Return to Main Menu”をクリックします。さ

らに LDU のメインウィンドウの”Exit”をクリックして、LDU を終了します。 

すると、リブートするかどうかのウィンドウが表示されますので、”Reboot”ボタンをクリ

ックします。さらに”Yes”をクリックし、これにより管理対象サーバの OSが再起動されます。 
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3. SNMP の設定

管理対象サーバから発信される SNMP トラップを管理サーバで受信できるように設定します。

まず、管理対象サーバに ssh ログインします。 

# ssh 172.16.10.X 

以下の作業は PSP に含まれる hpasm RPM パッケージがインストールされていることを前提と

していますので、管理対象サーバで hpasm がインストールされているかどうかを確認します。 

# rpm -qa |grep hpasm 

hpasm-7.8.0-88.rhel5 

管理対象サーバで、hpasm に付属のスクリプトを実行し、SNMP を設定します。 

# /etc/init.d/hpasm reconfigure 

上記コマンドを実行すると、SNMP に関する質問が出てきますので、以下のように答えます。 

Do you wish to continue? <y/n> (blank is y) yを入力します。 

Press the Enter key to continue... Enter キーを押します。 

Do you want to load the hp modules even though they may "taint" your kernel? <y/n> (Blank 

is y) Enter キーを押します。 

Do you require SNMP agents (y/n) ? (Blank is y): Enter キーを押します。 

you require Storage Agent support (y/n) ? (Blank is y): Enter キーを押します。 

Do you require performance agent support (y/n) ? (Blank is y): Enter キーを押します。 

Do you wish to use an existing snmpd.conf (y/n) (Blank is n): Enter キーを押します。 

Localhost SNMP Read/Write community strings are already known. 

Do you wish to change it (y/n) (Blank is n): y を入力します。 

Enter the localhost SNMP Read/Write community string 

(one word, required, no default): private と入力します。（入力した文字は表示されません） 

Re-enter the same input to confirm: 再度 private と入力します。（入力した文字は表示され

ません） 
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Enter localhost SNMP Read Only community string 

(one word, Blank to skip): publicと入力します。（入力した文字は表示されません） 

Re-enter the same input to confirm: public と入力します。（入力した文字は表示されませ

ん） 

Enter Read/Write Authorized Management Station IP or DNS name 

(Blank to skip): 管理サーバの IPアドレスを入力します。 

Enter SNMP Read/Write community string for Management Station "172.16.1.1" 

(one word, required, no default): private と入力します。（入力した文字は表示されません） 

Re-enter the same input to confirm: private と入力します。（入力した文字は表示されませ

ん） 

Enter Read Only Authorized Management Station IP or DNS name 

(Blank to skip): 管理サーバの IPアドレスを入力します。 

Enter SNMP Read Only community string for Management Station "172.16.1.1" 

(one word, required, no default): public と入力します。（入力した文字は表示されません） 

Re-enter the same input to confirm: public と入力します。（入力した文字は表示されませ

ん） 

Enter default SNMP trap community string 

(One word; Blank to skip): publicと入力します。 

Enter SNMP trap destination IP or DNS name 

(One word; Blank to skip): 管理サーバの IPアドレスを入力します。 

Enter trap community string for trap destination "172.16.38.1" 

(One word; Blank to skip): publicと入力します。 

he system contact is set to 

syscontact Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmp.local.conf) 

Do you wish to change it (y/n) (Blank is n): Enter キーを入力します。 

The system location is set to 

syslocation Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf) 

Do you wish to change it (y/n) (Blank is n): y を入力します。 

Enter system location information 
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(Building, room, etc; Blank to skip): Ichigaya Office 4F と入力します。 

Do you wish to disable hpsmh support (y/n) (Blank is n): Enter キーを押します。 

以上で管理対象サーバの SNMP の設定は完了です。正しく設定されているか snmpd.conf ファ

イルを確認します。

# less /etc/snmp/snmpd.conf

4. SNMP テストトラップの送信のための設定

SNMP テストトラップを管理対象サーバから管理サーバに送信するための設定を行います。管

理対象サーバ上で、SNMP テストトラップ送信のために必要なパッケージが入っているかを確認

します。管理対象サーバに ssh ログインし、rpm コマンドで確認します。 

# ssh 管理対象サーバの IPアドレス 

Password: xxxxxx 

# rpm –qa |grep snmp 

net-snmp-libs-5.3.1-14.el5 

net-snmp-libs-5.3.1-14.el5 

net-snmp-5.3.1-14.el5 

net-snmp-utils-5.3.1-14.el5 

net-snmp-libs と net-snmp-utils がインストールされているかを確認します。インストール

されていない場合は、インストールしておきます。次に、管理対象サーバの sudo の設定ファイ

ルである/etc/sudoers ファイルにおいて、”Defaults    requiretty”という行の先頭

に”#”を挿入し、コメントアウトします。 

# vi /etc/sudoers 

修正前： 

Defaults    requiretty 

修正後： 

#Defaults    requiretty 
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5. 管理対象サーバの HP System Management Homepage にアクセスする

管理対象サーバの System Management Homepage（以下 SMH）にアクセスします。管理サーバ

で Web ブラウザを起動します。 

# firefox & 

管理対象サーバの IP アドレスを 2301 番ポートでアクセスします。Web ブラウザの URL の入

力欄に以下のように入力し、管理対象サーバの SMH にアクセスします。 

http://管理対象サーバの IPアドレス:2301 

以下のような証明書に関するウィンドウが表示された場合は、”OK”をクリックします。 

さらに”OK”をクリックします。 
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SMH のログイン画面が表示されたら、管理対象サーバの root アカウントでログインします。 

以下のようなパスワードマネージャに関するウィンドウが表示された場合は、”いいえ”を

クリックします。

SMH が表示され、管理対象サーバのハードウェアコンポーネントの状況が閲覧できているこ

とを確認します。 
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6. オンラインファームウェアアップデート

HPでは、OSが起動した状態（オンライン）でシステムBIOS や iLO2、RAID コントローラのフ

ァームウェアをアップデートできるツール（オンライン ROM フラッシュコンポーネント）を提

供しています。管理対象のサーバのファームウェアのバージョンをアップデートすることが可

能です。管理サーバ側に保管されているオンライン ROM フラッシュコンポーネントのキットは

/root/BIOS/BIOS のバージョン/以下に保管していますので、scp コマンドで管理対象サーバの

/tmp にコピーします。 

管理サーバ側に保管されているオンライン ROM フラッシュコンポーネント：

- /root/BIOS/20070310/CP007646.scexe

- /root/BIOS/20070406/CP007702.scexe

管理対象サーバに保管したオンラインROM フラッシュコンポーネントを実行します。 

# sh /tmp/CP007702.scexe （BIOS バージョン 20070406 の場合） 

アップデート作業中は、サーバの電源を絶対に OFF にしないで下さい。アップデートが終了

したら、サーバの OS を再起動してください。OS の再起動後、BIOS のバージョンが変更されて

いるか、iLO2仮想コンソールで確認してください。また OS起動後、dmidecode コマンドでも確

認してください。以下は管理対象サーバで、dmidecode コマンドを発行して、BIOS のバージョ

ンを確認する例です。

# dmidecode |grep Release

 Release Date: 08/08/2006 
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7. HP が提供するハードウェア管理コマンド（hplog コマンド）

HPはハードウェア管理のための様々なコマンドを用意しています。以下の作業を実行し、ど

のようなハードウェア情報が得られるかを確認してください。まず、管理対象サーバのファン、

温度の状況を確認します。 

管理対象サーバのファンの状態を確認： 

# hplog –f 

管理対象サーバの温度の状態を確認： 

# hplog –t 

8. HP が提供するハードウェア管理コマンド（hpasmcli コマンド）

HP ProLiant サーバのハードウェア情報の取得、設定を行う hpasmcli コマンドが用意されて

います。hpasmcli コマンドは HP のハードウェア監視エージェントの hpasm RPM パッケージに

含まれています。 

管理対象サーバに物理的に装着されているメモリの情報を確認します。 

# hpasmcli –s “SHOW DIMM” 

管理対象サーバのブートデバイスの順序を確認します。 

# hpasmcli –s “SHOW IPL” 

管理対象サーバの機種や BIOS 情報、プロセッサ情報等を確認します。 

# hpasmcli –s “SHOW SERVER” 
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RHEL5 が標準で提供するシステム情報取得コマンド 

RHEL5 が標準で提供するコマンドでもハードウェアの情報を確認できます。ハードウェアの

基本コンポーネントである、ディスク、メモリ、CPUの状況を確認します。 

管理対象サーバのディスク情報を確認します。 

# df –HT 

管理対象サーバのメモリ情報を確認します。 

# free 

管理対象サーバの CPU 情報を確認します。 

# cat /proc/cpuinfo | grep “cpu MHz” 

ネットワークインタフェースの情報を確認します。

# ifconfig eth0 

カーネルのバージョンを調べます。

# uname –a 

ディストリビューションのバージョンを調べます。 

# cat /etc/redhat-release 
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9. sysreport によるシステムの情報収集

システムの情報を収集する sysreport コマンドを実行します。sysreport 実行後、2回入力を

求められますが、どちらも Enter キーを押します。 

# sysreport 

Press ENTER to continue, or CTRL-C to quit. Enter キーを入力します。 

Please enter your case number (if you have one): Enter キーを入力します。 

管理対象サーバの/root ディレクトリに sysreport で収集したシステム情報が tar.bz2 形式

のアーカイブ形式で保存されていますので、それを確認します。 

# ls *.tar.bz2 

rhel5.jpn.linux.hp.com.20070615140352.tar.bz2 

上記アーカイブファイルに含まれるディレクトリ構成を確認します。 

# tar tjvf rhel5.jpn.linux.hp.com.20070615140352.tar.bz2 

アーカイブを展開します。

# tar xjvf rhel5.jpn.linux.hp.com.20070615140352.tar.bz2 

アーカイブに保管されている各種情報を閲覧します。

# cd rhel5.jpn.linux.hp.com.20070615140352 

# ls 

boot       fdisk-l  ipcs  lsmod  modinfo  route  uptime 

chkconfig  free    lib  lsof  mount  rpm-Va  var 

date  hostname  ls-boot  lspci  proc  sestatus  vgdisplay 

df  ifconfig  ls-samba  lsusb  ps    sysreport.log  wbinfo 

etc  installed-rpms  lshal  mdadm  pstree  uname 

これらのファイルはシステム情報が含まれていますので、less コマンドなどを使って閲覧し

ます。 

# less uname 

# less df 

... 
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10. 管理専用のユーザを作成

ここでは、一般ユーザアカウント testuser を作成します。今回は一般ユーザアカウント

testuser でハードウェアの使用状況に応じてメールを受信するように設定することが目的で

す。まず基本的なユーザアカウント管理を行います。 

一般ユーザ testuserをホームディレクトリ付きで作成します。 

# useradd –m testuser 

一般ユーザ testuserにパスワードを付与します。 

# passwd testuser 

ssh をつかってサーバ上に作成した一般ユーザ testuser のログイン可否を確認します。 

# ssh –l testuser localhost 

testuser で ssh ログインに成功すると、プロンプトが$になっていることを確認します。 

さらに、testuser アカウントの状態で、whoami コマンドを使って現在のユーザが誰かを確認

します。 

$ whoami 
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11. System Management Homepage を使ったリソース管理とメール送信

System Management Homepage(以下 SMH)で CPU 利用率に閾値を付与し、閾値を超えた場合に

ユーザにメール送信する設定を行います。まず、管理対象サーバの SMH にログインします。

# firefox 管理対象サーバの IPアドレス:2301 & 

管理対象サーバの SMH に接続したら、ホーム -> プロセッサ利用率をクリックします。 
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“アラートのためのインターバルおよびスレッショルドを選択してください”の箇所で、イ

ンターバルを”1分”、”警告”を 60%、”クリティカル”を 80%に設定し、”スレッショルド

の保存”をクリックします。これでスレッショルドの設定は保存されました。次に管理対象サ

ーバでメール送信の設定を行います。管理対象サーバで sendmail を起動しておきます。 

# service sendmail start 

HP Insight Management Agent（HP IMA）の設定ファイルにメール送信の設定を記述します。

HP IMA の設定ファイルは/opt/compaq/cma.conf です。cma.conf ファイルを開きます。 

# vi /opt/compaq/cma.conf 

以下の行を見つけます。 

trapemail /bin/mail -s 'HP Insight Management Agents Trap Alarm' root 

この 1行下に、以下の記述を加えます。 

trapemail /bin/mail -s 'HP IMA Trap Alarm to testuser' testuser 

上記の記述を保存し cma.conf ファイルを閉じます。設定変更が有効になるように、HP IMA

と SMH のサービスを再起動します。 

# service hpasm restart 

# service hpsmhd restart 

これで、SMH で設定したスレッショルドを超える CPU 利用率に到達すると、testuser アカウ

ントにその旨がメール送信されるようになります。

12. CPU 利用率のスレッショルド設定によるメール送信のテスト

CPU 利用率を故意に上昇させ、SMH で設定したスレッショルドを超えた場合に、testuser ア

カウントにメール送信されるかのテストを行います。まず、top コマンドで、管理対象サーバ

の CPU 利用率を監視しておきます。管理対象サーバでtop コマンドを入力します。 

# top 
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CPU コアを複数のせたサーバの場合、top コマンドで複数の CPU 利用率を見るには、topコマン

ドが稼動しているウィンドウ上で、”1”を入力します。すると CPU コアごとの利用率が表示さ

れるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU 利用率を故意に上昇させます。管理対象サーバで別のターミナルウィンドウを開き、以

下のコマンドを実行します。すると、CPU 利用率が上昇しますので、top コマンドの出力を注視

しておきます。（%sy の前の数値を重点的に見ておきます） 

 

# dd if=/dev/urandom of=/dev/null 
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管理対象サーバに testuser アカウントで ssh ログインします。testuser アカウントでログ

イン後、プロンプトが#から$に変わっていることを確認します。

# ssh testuser@管理対象サーバの IPアドレス

Password: xxxxxx

$

testuser アカウントでメールをチェックします。

$ mail

上図の例では、SMH で設定した CPU 利用率に関するスレッショルドを超えた旨のメールが 4

通届いていることがわかります。メールを読むには、左端の番号を入力し、Enter キーを入力

します。 

メール閲覧を終了するには、qを入力し、Enter キーを入力します。
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13. Apache Web サーバのプロセスを監視するスクリプトを組む

管理対象サーバに Apache Web サーバを構築します。クライアントに提供する Web コンテンツ

を配置します。Webコンテンツは HTML 形式のドキュメントでもよいですし、単なるテキストフ

ァイルでもかまいません。ここでは、echo コマンドでテキストファイル test.html を生成して

います。 

# echo “Hello Red Hat Enterprise Linux 5 x8664” > /var/www/html/test.html 

chkconfig コマンドでOSブート時に httpd サービスが自動的に起動するように設定します。 

# chkconfig httpd on 

サービスが再起動しても有効になるかどうかは chkconfig コマンドで確認しておきます。サ

ーバを利用するランレベルにおいて、httpd が on になっているかどうかを確認しておきます。 

# chkconfig --list httpd 

確認後、httpd サービスを起動します。 

# service httpd start 

httpd サービスが起動しているかどうかを確認します。 

# service httpd status 

ps コマンドにより httpd プロセスがあるか確認します。 

# ps –ef |grep httpd |grep –v grep 

これで httpd サービスは正常に稼動していれば、/var/www/html 以下に生成した test.html

をクライアントに提供できるはずです。通常はクライアントの Web ブラウザを使ってテストし

ますが、まずは Web サーバだけでテストします。Web サーバ自身に対して test.html を HTTP で

提供できるかをテストします。これには、links コマンドを利用します。links コマンドは、コ

マンドラインによる CUI 環境でhttp 経由でのファイルの取得を可能とするツールです。以下の

ように links コマンドに test.html の URL を指定します。 

# links –dump http:// Web サーバの IPアドレス/test.html 



Linux 管理中級 PSPのインストール、障害監視テスト 
 

 21 

次に、サーバ上にある Web ブラウザでも確認しておきます。 

# firefox & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apache Web サーバの httpd プロセスを監視するスクリプトを管理対象サーバ（Web サーバ）

に配置します。このスクリプトは、httpd プロセスを監視し、httpd プロセスが停止していると、

testuser にメールを送信します。管理対象サーバ（Web サーバ）の httpd サービスを監視する

のが目的ですので、管理サーバの/root/scripts ディレクトリ以下に保管されている

httpcheck.sh スクリプトを scp コマンドで管理対象サーバにコピーします。以下は管理サーバ

上で入力します。 

# scp /root/scripts/httpcheck.sh 管理対象サーバの IPアドレス:/usr/local/bin/ 

 

管理対象サーバにコピーした httpcheck.sh スクリプトに実行権を与えます。管理対象サーバ

にログインして作業します。 

# cd /usr/local/bin/ 

# chmod +x /usr/local/bin/httpcheck.sh 

 

httpcheck.sh スクリプトを 1 分ごとに実行するように cron に登録します。管理対象サーバ

（Web サーバ）上で、crontab コマンドを実行します。 

# crontab –e 

するとエディタが開きますので、以下のように記述します。 

* * * * * /usr/local/bin/httpcheck.sh 

 

上記記述を保存（:wq!を入力し、Enter キーを入力）します。これで 1分に 1回 httpcheck.sh

スクリプトが実行されます。httpd サービスを停止したり、起動させたりすることで、

httpcheck.sh スクリプトによって testuser アカウントにメールが送信されているかを確認し

ます。メールは testuser アカウントになって mail コマンドで確認します。 
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以下は httpcheck.shスクリプトのサンプルです。 

 

httpcheck.sh スクリプトのサンプル： 

#!/bin/sh 

STATUS=`ps -ef |grep "/usr/sbin/httpd" |grep -v grep` 

if [ "$STATUS" = "" ]; then 

 echo "HTTP service is not running..." | /bin/mail -s "HTTP: not running" testuser 

else 

 echo "HTTP service is running..."     | /bin/mail -s "HTTP: running" testuser 

fi 

exit 0 

 

 




