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　世界中に張りめぐらされた「インターネット」（The Internet）は、Windowsでも
MacでもないUnix系OSを土台として育ち、現在でもインターネットの中核には多くの
Unix系OSが使われています。そんなUnix系OSをパソコンで手軽に使えるようにした
ものがLinuxですから、サーバーとしての実力は推して知るべしです。Linuxがその真
価を発揮できるのは、なによりサーバーとして使ったときといえるでしょう。
　本書ではフリーのサーバー系Linuxではメジャーな「CentOS」というディストリ
ビューションを解説していきます。LinuxはUnix系OSをパソコンで手軽に使えるよう
にしただけでなく、新たなアイディアや機能を取り入れるといったことを、インターネッ
トという土壌を活用して積極的に行なってきました。「できるPRO」シリーズでLinux
を解説した書籍が1999年の春に発売されてから、幸いにも幾度となく改訂を迎えるこ
とができ、さらに今回「できるPRO CentOS 6 サーバー」を発刊できるのは、Linuxが
数多くの人に着実に使われていることの現れでしょう。
　Linuxのサーバーを作ろうと思ったとき、新しいパソコンもライセンスも必要ありま
せん。使わなくなった（Windowsの動作が遅いと思った）パソコンと本書付属のCD-
ROMだけあれば十分です。Linuxについて知らなくてもかまいません。Linuxで何をし
たいのかの目的にたどりつく方法を教えてくれる人（もの、つまり本書）がいれば問
題はありません。
　本書は、パソコンを活用して手軽なイントラネットサーバーを構築することや、ブ
ロードバンド回線を使って実用的なインターネットサーバーを構築することなど、
Linuxを使ったさまざまなサーバーの構築を具体的な例をあげて紹介しています。ま
た、KVMを使った仮想サーバーの構築といった最新の技術についても触れています。
手軽に安くサーバーを構築したい、実際に使うことでLinuxやサーバーを理解したい、
ネットワークの知識を深めたい、さらにはCentOSの元となった商用LinuxのRed Hat 
Enterprise Linux（RHEL）のエッセンスを学びたいなど、さまざまなニーズに応え
られる内容になっています。本書を読み終わったあとに、ネットワークとサーバーと
Linuxの知識が広がっていると私は信じています。
　最後に、Linuxを産み育んでいるLinus Torvalds氏、数多くのLinux開発者とコミュ
ニティの方々、オープンソースとUnix文化を支えている方々、そして、Unix使いとし
て助言をくれた友人達と、編集者の高橋氏に感謝いたします。

2013年6月吉日 著者を代表して
辻　秀典

まえがき



　本書ではLinux（CentOS）をインストールし、Linuxサーバーを構築する方法を解
説しています。インストールや基本操作を解説した「基礎編」、メールサーバーやWeb
サーバーなどのインターネットサーバーを構築する「インターネット編」、ファイルサー
バーなどのイントラネットサーバーを構築する「イントラネット編」、Linuxの管理・
運用の手順を解説した「管理編」の4部で構成されます。
　Linuxサーバーを構築するには、Linuxだけでなく、LANやインターネットなどのネッ
トワークの知識も必要になるので、まず「基礎編」を確実にお読みください。その後、
構築するサーバーに合わせて「インターネット編」や「イントラネット編」、「管理編」
を読み進めるようにしてください。用途ごとのネットワーク構成やLinuxの構成、本書
の読み進め方は第1章で解説しています。

コマンドの表記
　本書では、コマンドラインでの操作方法を次のように表現しています。

付属CD-ROMについて
　本書の付属CD-ROMには、64ビット版のCentOS 6.4（インストールディスク）を収
録しています。インストールにはCD/DVDドライブが必要になります。インストール
方法については、第2章をお読みください。
　また、付属CD-ROMには本書で利用するLinux設定用ファイルも収録しています。
本書を読み進める上で必要となるので、その都度お使いください。

GNU General Public License（GPL）について
　CentOSはGNU General Public License（GPL、GNU一般公有使用許諾契約書）によっ
て保護されます。詳細は付属CD-ROMの「GPL」ファイルをご覧ください。

本書の読み方

[root@server ~]# cd /usr/local
[root@server local]# cd /z
[root@server /]# 

操作の履歴はグレーで表現し
ています。直前の操作の確認
にお使いください。

入力しなければならない
コマンドは太字で表現し
ています。

コマンドの最後にzが表示され
ているときは、コマンドの入力後
にvキーを押してください。

コマンドプロンプトから記述してい
ます。カレントディレクトリの確認
やユーザーの確認にお使いください。
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電子書籍を購入された方には、付録CD-ROMのISOイメージをダウンロードできるようにしています。次ページ下の解説をお読みください。
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他のディストリビューションへの対応について
　本書はCentOS 6に合わせた設定を行なっているので、他のLinux（Fedoraや
Ubuntu、Vine Linuxなど）および以前のバージョンでの動作は保証いたしません。必
ず、本書に記述された手順にしたがって読み進めてください。

ご質問をお送りいただく前に
　本書の内容についてご質問をお送りいただく前に、弊社の書籍紹介ページhttp://
www.impressjapan.jp/books/1112101141からたどれる「正誤表」をご確認ください。こ
れまでに判明した正誤があれば、「お問い合わせ/正誤表」タブのページに正誤表が表
示されます。

本書の内容に関するご質問方法と免責事項
　ご質問は返信用切手を同封した封書もしくはメールにてお受けいたします（電話、
FAXでのご質問には対応しておりません）。本文に、書籍名、ご質問のページ番号、
ご質問内容、パソコンのメーカー名および機種名、増設した周辺機器、ネットワーク
環境をできる限り詳細にお書きの上、お送りください。
　ただし、お客様固有の環境に依存するご質問や、編集部で現象が確認できない場合、
インターネット上の情報が更新され代替するものがない場合など、確実な解決方法を
ご提示できないこともあります。また、回答作成のための調査に時間がかかる場合も
あり、回答期限のお約束はできません。本書の内容およびご質問の回答は、お客様の
問題解決を保証するものではないことを、あらかじめご了承ください。

●読者様のお問い合わせ先
　インプレスカスタマーセンター
　〒102-0075　東京都千代田区三番町20番地
　電 話　03-5213-9295
　FAX　03-5275-2443
　info@impress.co.jp

http://www.impressjapan.jp/books/1112101141
http://www.impressjapan.jp/books/1112101141
ij-ctech
タイプライターテキスト
電子書籍を購入された方は、以下のURLのページに表示される［ダウンロード］ボタンをクリックしていただき、いくつかの質問にお答えいただくと、紙書籍の付録CD-ROMの内容と同じISOイメージをダウンロードできます。ダウンロードしたISOイメージをCD/DVDに焼くには、CD/DVDライティングツールなどが必要です。作成したCD/DVDは、紙書籍の付録CD-ROMと全く同じように使用できます。　　◆ISOイメージのダウンロード用URLhttp://www.impressjapan.jp/books/1112101141_4
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第1章
Linuxについて

知る

Linuxは、Windowsなどと同じOSのひとつで、ネットワークとの
親和性が高く、サーバー機能の提供を得意としています。この章で
は、Linuxがどのようなものであるか、どのような使い方ができる
かについて解説します。

●この章の内容
1-1	 Linux ってなに？	･･･････････････････････････ 22
1-2	 CentOSを使ってみよう	･････････････････････ 24
1-3	 サーバーの用途を検討しよう	････････････････ 26
1-4	 インターネットサーバーを作ろう	････････････ 28
1-5	 イントラネットサーバーを作ろう	････････････ 32
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Linuxの基礎知識

　Linuxは、Windowsなどと同じOSのひとつ
で、リナックス、リヌクスと呼ばれます。
　OSはそれぞれ得意分野や操作性が異なってい
ます。Windowsは、デスクトップでの作業など
クライアント用途を得意とするOSですが、Unix
系OSを元に作られたLinuxは、ネットワークと

の親和性が高く、サーバー機能としての実績も
持っています。また、最近ではサーバーに限らず、
デスクトップ機能も充実しており、幅広い使い
方ができるようになっています。
　本書では、CentOSというLinuxを用いた、さ
まざまなサーバーとしての使い方を解説します。

Linux ってなに？1-1

LinuxはOSのひとつ

　Windowsは、コンピュータを起動してさまざまなソフトウェアを使うために必要
な環境を提供するものです。これを、OS（オペレーティングシステム）といいます。
Linuxも、Windowsなどと同じOSのひとつです。
　Linuxの最大の特徴はオープンソースである（内部が完全に公開されている）こと、
フリーソフトウェアであることです。
　Linuxでは、Kernel（カーネル）と呼ばれるOSの中心部分の上に、いろいろな組み合
わせのソフトウェア群が動作しています。その組み合わせがディストリビューションです。
　本書では、コマンドライン操作でサーバーを構築していきます。ここでは、Shell（シェ
ル）と呼ぶソフトウェアが、コマンド入力を基本としたユーザーインタフェース（UI）
を実現しています。また、X Window Systemを使えば、グラフィカルなUIを持つデス
クトップを共存させることもできます。
　Windowsなどの商用ソフトウェアの操作体系は統一されていますが、Linuxの場合、
それさえもアプリケーションの自由な組み合わせで実現されています。知識さえあれ
ばどこまでもカスタマイズが可能であることがLinuxの特徴といえます。

Linux ディストリビューション

Shell
X Window
System

GNOME

Linux カーネル

Linuxの世界では、Linuxカーネルとその他のソフトウェ
アのセットを使いやすくまとめたものを「ディストリ
ビューション」といいます。カーネルとしてのLinuxはひ
とつですが、ディストリビューションにはいくつもの種類
が あります 。本 書 で は 、そ の 中 の ひとつ で ある、

「CentOS」というディストリビューションを使います。

HINT!
ディストリビューションとは
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1-1　Linux ってなに？

Linuxはサーバー用のOSに最適

　Linuxには、サーバーとして使う上で重要な安定性があり、その上で使うプログラム
も実績があるものばかりです。さらに、一般的なパソコンにもインストールでき、OS
やアプリケーションも安く手に入れることができるので、導入するためのコストを低く
おさえられるのも魅力です。本書で取り上げるCentOSは、Linuxの中でもサーバーと
して利用されることの多いディストリビューションです。

安定性
特定のプログラムに問題が起こ
ったときでも、そのプログラム
だけを再起動したり停止したり
できるしくみになっているの
で、コンピュータ自体を再起動
する必要はない

信頼性
Linux は世界中で多く使われ、
その上で動作するプログラムも
サーバーとして実績のあるもの
が多い

低コスト
高価なサーバー専用機は必要な
く、パソコンにもインストール
でき、OS もソフトウェアも安
く手に入れられる

ネットワークとの親和性が高いLinux

　インターネットはもともとUnixというOSと共に発展してきたネットワークです。イ
ンターネット上のサーバー機能はUnix系のOSによって提供されてきました。現在で
もインターネットサーバーの中核を担っているのは多くのUnix系OSです。そのような
Unix系OSをパソコン上でも使えるように作られたものがLinuxです。
　また、イントラネットもインターネットと同じ技術が使われたネットワークです。そ
のため、Linuxはイントラネットとインターネットの両方と親和性が高く、サーバーに
適しています。

幅広い分野で活躍するLinux

　AndroidもLinuxをベースに開発されています。世界最速クラスのスーパーコン
ピュータもほとんどがLinuxで構成されるようになりました。証券取引所の大規模クラ
スタコンピュータもLinuxです。最近ではモバイルから大規模システムまで、幅広い分
野でLinuxが活躍するようになってきました。

Linux
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CentOSのメリット

　CentOSは、Red Hat社のRed Hat Enterprise 
Linux（RHEL）をベースに作られたOSで、RHEL
クローンと表現されることもあります。RHEL
はサーバーで使われる商用Linuxの代表ですか
ら、クローンと位置づけられるCentOSも、サ
ーバーに適しているといえます。

　CentOSの最大のメリットは、RHELと互換
でありながらフリーであることです。ただし、
RHELで受けられるサポートや商用パッケージ
は利用できないので、その点を割り切ってサー
バーを構築する必要があることは頭にいれてお
きましょう。

CentOSを使ってみよう1-2

サーバーとしてよく使われるCentOS

　CentOSとはCommunity ENTerprise Operating System（コミュニティベースで
開発された、エンタープライズ用途のOS）の略です。商用のエンタープライズ用途
Linuxとしては、Red Hat社のRed Hat Enterprise Linux（RHEL）が代表的ですが、
CentOSはそのRHELをベースに作られています。Red Hat社が無償公開したRHELの
ソースコードから、商標や商用の要素を含まない形で再構成されたものです。RHEL
クローンと表現されることもあります。
　RHELと互換でありながら無償であること（商用利用時の規定や寄付はあります）
が最大のメリットですが、逆に有償のRHELで受けられるサポートや商用パッケージ

（ドライバなども含む）は利用できません。その点を割り切ってサーバーを構築するの
に向いているディストリビューションといえるでしょう。
　Red Hat社は有償のRHELだけでなく、Fedoraという無償のディストリビューショ
ンを提供するFedora Projectをサポートしており、半年ごとにリリースされるFedora
で新機能を試しつつ、そのノウハウをRHELに反映しています。FedoraとRHELと
CentOSは右ページの図のような関係にあります。

RHELの最大の強みは、ハードウェアメーカーが正式
にドライバを提供していることです。CentOSではそ
の部分が省かれているので注意が必要です。最新の
サーバー機器を利用するとサポートされていない可能
性があります。そのため、なるべく一般的な（よく使
われている）ハードウェアにインストールしましょう。

HINT!
ハードウェアサポートに注意

RHELクローンといっても利用できるソフトウェアに違
いがあるので注意が必要です。商用のパッケージが使え
ないのはもちろんですが、インストールに利用できるリ
ポジトリが異なるので、RHELにあってもCentOSでは
用意されてないパッケージもあります。逆にCentOS 
だけで利用できるパッケージもあったりします。

HINT!
利用できるパッケージの違い
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1-2　CentOS を使ってみよう

リリースタイミングとサポート

　Red Hat社がFedoraで新機能を試しつつ、RHELに随時反映していることは先ほど
説明しましたが、FedoraとRHELのバージョン番号に直接的なつながりはありません。
それに対して、CentOSはRHELクローンと位置づけられているため、RHELとのバー
ジョンに関係があります。
　本書で扱うCentOS 6.4はRHEL 6.4クローンという位置づけとなります。RHEL 6.xと
CentOS 6.xは下の図のように対応しています。また、CentOS 5.xはRHEL 5.xと対応し
ています。今後も同様に対応されることになっています。
　CentOSは商用ではありませんが、コミュニティベースでサポートされており、新た
な機能の追加とセキュリティパッチが提供される「完全更新」が数年行なわれること
になっています。この期間は、例えばFedora（13か月）よりも長くなっています。また、
必要不可欠なセキュリティパッチのみ提供される「メンテナンス更新」はそれよりも
長く行なわれることになっており、その点でもサーバーとして安定動作させるのに向
いているといえます。

● Fedora、RHEL、CentOS のバージョンの対応（2013 年 6 月現在）

Fedora 12
（2009 年 11 月）

Fedora 13
（2010 年 5 月）

RHEL 6
（2010 年 11 月）

RHEL 5
（2007 年 3 月）

RHEL 7
（予定）

RHEL 5.9
（2013 年 1 月）

RHEL 6.4
（2013 年 2 月）

CentOS 6.0
（2011 年 7 月）

CentOS 6.4
（2013 年 3 月）

CentOS 5.0
（2007 年 4 月）

CentOS 7.0
（予定）

CentOS 5.9
（2013 年 1 月）

Fedora Core 6
（2006 年 10 月）

Fedora 18
（2013 年 1 月）

〜 〜

〜 〜
新技術を製品
に反映

クローン

◆CentOSのコミュニティ◆Fedoraのコミュニティ ◆Red Hat社
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構成の選択

　Linuxは各種のイントラネットサーバーやイン
ターネットサーバーの機能を提供できます。
　それぞれのサーバーは、1台のLinuxにまとめ
て構築可能なので、好きな組み合わせのサーバ
ーを作ることができます。
　また、ネットワークの接続形態に合わせたり、

仮想サーバー機能を使ったりと、いろいろな形
でのサーバー構築ができます。
　このレッスンでは、どのようなネットワーク
を使ってどんなサーバーを構築できるか把握し
て、自分がどのようなサーバーを構築してみた
いのか検討してみましょう。

サーバーの用途を検討しよう1-3

イントラネットサーバー
構築する前に必要なこと

	 ●	LANの構築（第5章）
	 ●	Linuxのインストール（第2章）
	 ●	ユーザーの追加（第4章）
	 ●	DHCPサーバーの構築（第13章）
構築するサーバー

 ファイルサーバー……………… 第14章
 プリントサーバー……………… 第15章
 メディアサーバー……………… 第16章

ひとつのファイルを複数のコンピュータから
利用したり、複数のコンピュータでプリンタ
を共有したりできます。

ダイナミック IP のインターネットサーバー
構築する前に必要なこと

	 ●	インターネット回線の用意（第5章）
	 ●	ダイナミックDNSの登録（5-9以降）
	 ●	静的IPマスカレードの設定（5-9以降）
	 ●	Linuxのインストール（第2章）
	 ●	接続前の準備（第4章）
構築するサーバー

 Webサーバー… ……………… 第10章
 Webアプリケーション… …… 第11章

個人向けのインターネット回線を使って Web
サーバーを公開できます。

http://www.dekiru.mydns.jp/

http://www.dekiru.mydns.jp/
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1-3　サーバーの用途を検討しよう

固定 IP のインターネットサーバー
構築する前に必要なこと

	 ●	固定IP回線の用意（第5章）
	 ●	ドメインの取得（第5章）
	 ●	ルーターの設定（5-8）
	 ●	Linuxのインストール（第2章）
	 ●	接続前の準備（第4章）
	 ●	DNSサーバーの構築（第8章）
構築するサーバー

 メールサーバー…………………… 第9章
 Webサーバー… ……………… 第10章
 Webアプリケーション… …… 第11章
 NAT…………………………… 第12章
 プロキシサーバー…………… 第12章

メールサーバーや Web サーバーを自分で動
かせます。独自ドメインなど好きなように構
成できます。

http://www.dekiru.gr.jp/

仮想サーバー
構築する前に必要なこと

	 ●		インターネット回線またはLANの用意
（第5章）

	 ●	Linuxのインストール（第2章）
構築するサーバー

 仮想サーバー… ……………… 第17章

1 台のコンピュータの中で複数の仮想的なサ
ーバーを動かせます。サーバー機能を切り分
けて互いに影響がないように構築できます。

● サーバーのネットワークの設定例一覧（本書の場合）

IPアドレス 219.166.227.154

ネットマスク 255.255.255.248（29ビット）

ネットワークアドレス 219.166.227.152

ブロードキャストアドレス 219.166.227.159

ゲートウェイ ルーターの
IPアドレス 219.166.227.153

192.168.1.254

ホスト名 server.dekiru.gr.jpserver.dekiru.gr.jp

255.255.255.0（24ビット）

192.168.1.0

192.168.1.255

192.168.1.1

設定項目 イントラネットサーバーおよびダイナミック
DNSのインターネットサーバーの設定例 固定IPのインターネットサーバーの設定例

http://www.dekiru.gr.jp/
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インターネットサーバーの概要

　サーバーとは、ユーザーが使うネットワーク
につながった「クライアント」というパソコン
にさまざまな機能を提供するものです。
　インターネットサーバーは、Webページを公
開したり、メールのやりとりをしたりする機能
を、インターネットを通じて広く提供できます。

　このレッスンでは、インターネットサーバー
ができることを整理した上で、インターネット
サーバーを作るために必要となる、ネットワー
クの構成について説明をします。準備できる回
線によって、インターネットサーバーでできる
ことが異なることも知っておきましょう。

インターネットサーバーを
作ろう1-4

インターネットサーバーを持つとできること

　インターネットサーバーを自分で持てば、必要な機能を自由に設定できます。自分
で取得したドメイン名を使って、わかりやすいメールアドレスやWebページのURLを
利用できます。また、メールアドレスの数をはじめ、各種設定に制限はありませんし、
Webページの容量もディスク容量が許す限り利用できます。

独自ドメイン名
dekiru.gr.jp

● 独自ドメイン名を使ったメール
アドレスが作れる

  hide@dekiru.gr.jp
会社名や個人名を組み合わせた覚えやす
いメールアドレスが利用できる

●必要なだけアドレスが作れる

利用できるメールアドレス数に制限がな
いので、必要なだけ発行できる

● 独自ドメイン名を使った URL
でホームページが持てる

  http://www.dekiru.gr.jp/
会社名などから連想しやすい URL が利用
できる

● サーバー容量やプログラムも設
定次第

Web サーバーのディスク容量や、CGI な
どのプログラムの使用、サーバーに接続
するハードディスクの容量なども、各種
設定で自由に設計できる

．．．

◆インターネットサーバー
メールサーバーやWebサーバー
などの機能を提供するサーバー

メモ	VPSなどのホスティングサービスを使っ
て、自分でサーバーのマシンを用意せずにイ
ンターネットサーバーを作ることもできます。
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1-4　インターネットサーバーを作ろう

インターネットサーバーの種類と役割

　インターネットサーバーは、メールのやりとり、Webページの公開といったインター
ネット上で利用される代表的な機能や、これらの機能を提供する上で欠かせないDNS

（Domain Name System）という重要な機能を提供します。また、クライアントがイン
ターネットに効率よくアクセスできるようにする機能も提供できます。

メールサーバー
　メールのやりとりを行なうためのサーバーです。個々のアドレスによるメールのや
りとりだけでなく、メーリングリストの設定もできます。

Webサーバー
　Webページを公開するためのサーバー。決まったページだけでなく、アプリケーショ
ンと連動したページも公開できます。本書ではその例として、Webメールやブログと
いった機能の提供も紹介します。

HOME

OFFICE
◆メールサーバー

◆Webサーバー

インターネット

インターネットを通じて
メールをやりとりできる

インターネットを通じてWeb
ページにアクセスできる

HOME
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インターネット

第 1 章　Linux について知る

LAN

 注意	ここで説明しているIPアドレスはサ
ンプルです。実際には、契約しているプ
ロバイダから割り当てられたIPアドレス
を設定してください。

アクセス
ライン

インターネット

固定IPのインターネットサーバーのネットワーク構成

　独自ドメインを取得し、そのドメインでWebサーバーやメールサーバーを構築する
ためには、ユーザー名義のグローバルIPアドレスが取得できるインターネット接続サー
ビスへの契約が必要となります。通常、8個以上のIPアドレスを取得できるサービスが
これに該当することになります。通常のインターネット接続サービスよりも費用が高く
なってしまいますが、本格的なサーバーを構築するためには必要となります。詳細は
レッスン5-4を参照してください。
　インターネット接続サービスによっては、オプションで1個の固定IPアドレスを割り
当ててもらえるサービスがありますが、この場合、割り当ててもらったIPアドレスが
ユーザー名義とはならないので、基本的に独自ドメインによるサーバーの運用ができ
ません。注意が必要です。

◆インターネットサーバー
Linuxをインストールし、メール
サーバー、Webサーバーなどを構
築する

◆クライアントパソコン
プライベートIPアドレスを
割り当てる

◆ルーター
アクセスラインとインター
ネットサーバーを接続する
ための機器

219.166.227.153 192.168.1.1
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インターネット

1-4　インターネットサーバーを作ろう

基
礎
編

LAN

アクセス
ライン

インターネット

イ ン タ ー ネ ッ ト か ら の
ア ク セ ス を ル ー タ ー が
192.168.1.254に転送

ダイナミックIPのインターネットサーバーのネットワーク構成

　インターネットを利用しているときには、必ずIPアドレスを使用しています。通常
のインターネット接続サービスでは、そのIPアドレスが固定のグローバルIPアドレス
であるとは限りません。
　そこで、常に変化するIPアドレスでもサーバーを公開できるように、現在利用して
いるIPアドレスを外部のDNSサービスに登録できるダイナミックDNSというサービス
があります。ダイナミックDNSを利用することで、独自ドメインによる本格的なイン
ターネットサーバーの構築はできませんが、固定IPでなくても手軽にWebサーバー機
能が提供できるようになります。
　ただし、集合住宅で提供されているインターネット接続サービスや、一部のケーブ
ルインターネットなど、インターネット接続がプライベートIPアドレスで提供される環
境では、必ずしもダイナミックDNSでサーバーが構築できるとは限りません。

192.168.1.254

◆クライアントパソコン
プライベートIPアドレスを
割り当てる

◆インターネットサーバー
Linuxをインストールし、メー
ルサーバー、Webサーバーな
どを構築する

◆ダイナミックDNS
外部のDNSサービスにIP
アドレスを登録する

◆ルーター
アクセスラインとインターネッ
トサーバーを接続するための機
器。グローバルIPアドレスと
プライベートIPアドレスを変
換する機能もある
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イントラネットサーバーの概要

　イントラネットサーバーは、インターネット
を経由しない、社内や家庭内などの限られた範
囲のネットワークに対して、ファイルの共有や
プリンタの共有といった機能を提供します。
　イントラネットサーバーはインターネット接
続を必要としないので、手軽に構築できます。

また、インターネットサーバーとして構築した
サーバーにイントラネットサーバーの機能を共
存して持たせることもできます。
　イントラネットサーバーでできることを知っ
た上で、自分がどのような機能を利用してみた
いか検討しておきましょう。

イントラネットサーバーを
作ろう1-5

OFFICE

イントラネットサーバーの種類と役割

　イントラネットサーバーとは、ファイルの共有、プリンタの共有など、イントラネッ
トにつながったクライアントに対してサービスを提供するものです。

ファイルサーバー
　クライアント間でデータファイルを共有するためのサーバーです。WindowsやMac 
OS Xといった複数のOSをまたがってファイルを共有できます。

プリントサーバー
　クライアント間でプリンタを共有するためのサーバーです。これも他のOSからプリ
ンタをネットワーク経由で共有できます。

◆ファイルサーバー

◆プリントサーバー

◆クライアント
サーバーを利用する
パソコン

クライアントはネットワークを通じ
てサーバーのファイルを利用したり、
印刷したりできる

イントラネット

複数のサーバー機能を1台で
提供することもできる
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1-5　イントラネットサーバーを作ろう
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◆ハブまたはルーター

◆イントラネットサーバー
Linuxをインストールし、ファイルサーバー、
プリントサーバーなどを構築する

◆クライアントパソコン
プライベートIPアドレスを
割り当てる

イントラネットサーバーのネットワーク構成

　イントラネットサーバーを構築するだけであれば、グローバルIPアドレスは必要あ
りません。クライアントパソコンとイントラネットサーバーを接続するLAN環境を構
築すればよいだけです。このときには、プライベートIPアドレスだけを使用すること
になります。
　イントラネットサーバーとインターネットサーバーを1台のコンピュータで構築する
こともできます。その場合にはLANに接続されたクライアントからLinuxのサーバーを
経由してインターネットを利用することもできます。
　インターネットに接続するメリットとしては、Linux自体のアップデートがネットワー
ク経由で行なえるため、サーバーの管理や運用が楽になるというメリットがあります。
逆に、インターネットに接続しない場合には、インターネットからの攻撃を気にする
必要がなくなるので、セキュリティ上のメリットがあります。

192.168.1.254
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CentOSとLinux、オープンソースを理解しよう

　CentOSはRed Hat Enterprise Linux（RHEL）クローンと本文で説明しましたが、
Red Hat社はCentOSの配布、開発に関与していません。同じくRHELと関係のある
Fedoraとは、位置づけも用途も違ったディストリビューションとなっています。Red 
Hat社の有償サポートを必要としない、企業のサーバー構築が、主なターゲットユーザー
となっています。

フリーソフトウェアとオープンソース
　Unix系OSで使われるソフトウェアの多くは、オープンソースのソフトウェアです。
そのライセンス規則はいくつかありますが、OSD（Open Source Definition）でその内
容がまとめられています。
　ソフトウェア自体は無料ですし、入手したプログラムを改良して、作者が設定した
規則に基づいて配布することができます。これによって、世界中の人が参加してより
よいものを作り上げることができます。Linuxを使うために必要なツールや、Linux上
で使うアプリケーションの多くは、FSF（Free Software Foundation）のGPL（General 
Public License）というライセンスにしたがっています。

CentOS   http://www.centos.org/
OSD 日本語訳  http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html
GNU（FSF）日本語訳 http://www.gnu.org/home.ja.html

商用Linuxディストリビューションのメリット
　Linuxのディストリビューションはほとんどが無償で、その中で使われているソフ
トウェアも上記で述べたオープンソースのものばかりです。それに対して商用である
RHELのメリットは何でしょうか。
　一番大きいのは、ハードウェアメーカーが正式にドライバを提供していることです。
無償のディストリビューションでは、たいていのハードウェア対応は、ユーザーコミュ
ニティが自力で作り上げています。そのため、どうしても動作保証がなく、よく使わ
れるハードウェアに限定されてしまいます。さらに、RHELでは、技術的な質問やトラ
ブルに対して問い合わせサポートを行なっています。無償版では自力で解決しなけれ
ばならない部分をサポートしてくれることがメリットといえます。

http://www.centos.org/
http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html
http://www.gnu.org/home.ja.html
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第2章
Linuxを

インストールする

Linuxを使ってサーバーを構築するために、本書付属のCD-ROM
を使ってCentOSをインストールしましょう。CentOSはさまざ
まな環境のパソコンで使うことができるようになっており、
CD-ROMドライブが使えない場合はUSBメモリを使ってインスト
ールを進めることもできます。

●この章の内容
2-1	 インストールの種類を確認しよう	････････････ 36
2-2	 インストールするコンピュータを用意しよう	･･ 38
2-3	 CentOSをインストールするには	･････････････ 40
2-4	 画面がうまく映らない場合は	････････････････ 48
2-5	 32ビット版をインストールするには	･････････ 50
2-6	 USBメモリからインストールするには	････････ 52
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インストール手順と設定内容の確認

　Linuxのインストールを始める前に、基本的な
設定内容を確認しておきましょう。IPアドレス
などネットワークの設定内容はインストール前
に必要になります。特に固定IPのインターネッ
トサーバーを構築する場合は、第5章を先に読ん
で、取得したIPアドレスやドメイン名を整理し

ておきましょう。
　本書ではLinuxを使っていろいろな種類のサー
バーを構築していきますが、まずは最小構成で
インストールを行ない、構築するサーバーごと
に必要に応じてパッケージを追加インストール
します。

インストールの種類を
確認しよう2-1

 IPアドレスの設定

　Linuxのインストール時にはネットワークの設定を行ないます。これから構築する
サーバーの種類によってもネットワークの設定は異なります。

イントラネットサーバーやダイナミックDNSの
インターネットサーバーの場合
　本書の設定にしたがってIPアドレスやネットマスクを入力すれば問題ありません。
ただし、ブロードバンドルーターを利用している場合は、設定を読み替えるか、ルーター
の設定を変更してください。

固定IPのインターネットサーバーの場合
　取得したIPアドレスやネットマスクなどを整理しておき、実際に設定するときには
設定内容を読み替えて正しい値を入力しましょう。また、インターネットサーバーは
ドメイン名も自由に付けてよいわけではありません。第5章を参照して、自分で取得し
たドメイン名を利用してください。

インターネットサーバーとイントラネットサーバーの両方を
1台のLinux上に構築する場合
　インストール時にはインターネットサーバーの設定を行ない、第12章のNATの設
定をしたあとで、イントラネットサーバーを構築してください。
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2-1　インストールの種類を確認しよう

さまざまな環境にインストールできる

　Linuxは本書付属のCD-ROMでGUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）のイン
ストーラを使ってインストールできますが、それ以外の方法でもインストールできます。
　GUIの画面がうまく映らない場合のために、グラフィックドライバに汎用のものを用
いたインストーラや、テキストモードでのインストーラが用意されています（レッスン
2-4）。
　本書付属のCD-ROMは64ビットのCPUに対応したLinuxですが、32ビット版のISOイ
メージをダウンロードしてインストールすることもできます（レッスン2-5）。インス
トール後はメモリ容量やパッケージのファイル名などを除いて、32ビット版も64ビット
版も操作感は特に変わりありません。64ビット版が使えるパソコンには64ビット版を、
そうでないパソコンには32ビット版を使いましょう。
　CD/DVDドライブの使えないパソコンには、USBメモリを用いてインストールする
こともできます（レッスン2-6）。

● サーバーのネットワークの設定例一覧（本書の場合：第5章を参照）

IPアドレス 219.166.227.154

ネットマスク 255.255.255.248（29ビット）

ネットワークアドレス 219.166.227.152

ブロードキャストアドレス 219.166.227.159

219.166.227.153

192.168.1.254

ホスト名 server.dekiru.gr.jpserver.dekiru.gr.jp

255.255.255.0（24ビット）

192.168.1.0

192.168.1.255

192.168.1.1

設定項目 イントラネットサーバーおよびダイナミック
DNSのインターネットサーバーの設定例 固定IPのインターネットサーバーの設定例

ゲートウェイ ルーターの
IPアドレス
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必要なハードウェア

　LinuxはWindowsやMac OS Xのように、コ
ンピュータを買ってきて電源を入れるとすぐに
使えるOSではありません。Linuxを使うには、
まずOSをインストールする必要があります。
　そのために、まずは本書の手順でインストー
ルできるコンピュータを準備しましょう。

　コンピュータに求められる基本的な性能はだ
いたい同じでも、インストールに使う機器や手
段によって、その方法は大きく異なります。こ
のレッスンを見て、自分のコンピュータにはど
うやってインストールしたらよいのか確認して
おきましょう。

インストールする
コンピュータを用意しよう2-2

外付けCD/DVDドライブには、特殊なドライバが必
要なものではなく、「USB Mass Storage Class」
に対応したドライブを選びましょう。「Windowsでド
ライバが不要」というように書かれていれば使える可
能性が高くなります。
なお、古いパソコンではUSB Mass Storage Class
からの起動に対応していない場合があるので、事前に
確認してください。

HINT!
外付けCD/DVDドライブを
購入する場合の注意

 コンピュータの準備

　本書付属のCD-ROMには、CentOS 6.4というLinuxディストリビューションのx86_64
版が収録してあります。これはIntelのCore2〜Core iシリーズやAMDのIntel互換CPU
などを使った一般的なコンピュータで動作するように作られています。
　CentOSサーバーが動作する環境はさまざまです。例えば、サーバー用にコンピュー
タを用意してインストールして使う方法や、仮想マシンにインストールする方法、イ
ンストール済みの状態で仮想マシンが提供されるホスティングサービス（VPS：仮想
プライベートサーバー）を使う方法などがあります。それぞれ特徴があるため、目的
に合って使いやすいものを選ぶとよいでしょう。

ネットワークカードなどの周辺機器が新たに必要にな
る場合は、Linux対応と明記してあるものを買うと安
心です。

古いパソコンでは、コンピュータのBIOSでPlug and 
Play OSの設定が有効になっていると、正常に動作し
ないことがあります。インストールしていて何か問題
が起こるようだったら、BIOSの設定項目でPlug and 
Play OSの設定を無効にしてみるとうまくいく場合も
あります。

HINT!

HINT!

周辺機器はLinux対応のものを買おう

BIOSの設定項目をチェックしておこう
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2-2　インストールするコンピュータを用意しよう

インストーラの操作にはキーボードやマウスが必要で
すが、インストールが終わったあとはマウスは使いま
せんし、リモートからログインして管理するようにな
ると、キーボードも使う機会がないかもしれません。
なお、キーボードを外す場合は、BIOSの設定によって
はエラーとして扱われてしまい、起動しない状態にな
ることもあるので、BIOSの設定に注意してください。

HINT!
インストールが終わったあとは
キーボードやマウスを外してもよい

●パソコンに最低限必要な性能

●インストール先の種類

●必要な機器
▼ディスプレイ

グラフィカルモードのインストーラを使うためには、解
像度が 800 × 600 ドット以上のものが必要です。

▼CD/DVDドライブ
インストール時にブート可能な CD/DVD ドライブが必
要になります。

▼ネットワーク環境
パッケージのアップデートやサーバーの構築には、ブロ
ードバンド環境が必要です。また、インターネットサー
バーを構築するには、プロバイダからグローバル IP ア
ドレスが割り当てられている必要があります。ブロード
バンドルーターとネットワークカードが必要です。

メモ KVMによる仮想サーバーを構築する場合に必要な
スペックは、レッスン17-1を参照してください。

本書付属のCD-ROMには64ビット版のCentOSが収
録されています。32ビット版のCentOSを使う場合
には、レッスン2-5を参考にして、必要なCD-ROM
イメージをダウンロードしてCD-ROMを作れば、同
じ手順で32ビット版のCentOSをインストールでき
ます。

HINT!
32ビット版のCentOSもある

インストール先 特徴
サーバーコンピュータ サーバーとなるコンピュータを用意してインストールする方法です。

動作が安定しており、最も良い性能を発揮します。その反面、実際
にハードウェアを自分で用意して維持する必要があります

仮想マシン 別の OS が動いているコンピュータ上に仮想マシンを作成してイン
ストールする方法で、既存の OS 環境を壊さずに手軽に使えます。
複数のサーバーを 1 台に集約する場合にも使われます

VPS インターネット上のホスティングサービスの一種で、ネットワーク
回線や OS インストールなどの準備が済んだ状態の仮想マシンを使
い始められるため、契約してすぐにサーバーの構築を始められます

64ビット版
CPU 64ビット（x86_64）対応のもの
メモリ 1GB
ハードディスク 1GB（ほかに追加インストール

やデータのための容量が必要）

32ビット版
メモリ 512MB
ハードディスク 1GB（ほかに追加インストール

やデータのための容量が必要）
※RHEL 6のサポート情報より
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付属CD-ROMからのインストール

　このレッスンでは、本書付属のCD-ROMから
サーバー向けにCentOSをインストールします。
インストール中にハードディスクの内容を削除
するので、インストールを始める前に、必要に
応じて大切なデータは別の場所に移しておきま
しょう。

　本書付属のCD-ROMはminimal版であり、最
低限のソフトウェアのみが収録されています。
そのため、インストール直後は最小構成の
CentOSが起動します。インストール後に必要
に応じてソフトウェアを追加し、設定すること
で多くの機能が使えるようになります。

CentOSを
インストールするには2-3

電源を入れる

本 書 付 属CD- 
ROMをセット

パソコンの電源が入った
ら本書付属CD-ROMを
セットする

一部のメーカー製パソコンに付属するUSBキーボー
ドは使えないことがあります。そのような場合は、
BIOSでUSBレガシー機能をオフにするか、手順❸の
画面でtキーを押し「 linux nousbv」（ は
半角スペース）と入力することで使える場合がありま
す。また、市販のUSBキーボードに買い替えると正
常に動作する可能性があります。

HINT!
USBキーボードが
正しく動作しない場合は

コンピュータの電源を入れる1 CD-ROMをセットする2

CD-ROMをセットして電源スイッチを入れてもイン
ストーラが起動しない場合は、パソコンのBIOSの設
定を見直してみましょう。ブートの優先順位でCD/
DVDドライブよりもハードディスクを優先している
のかもしれません。BIOSの設定の表示や変更の方法
はパソコンのマニュアルを参照してください。

HINT!
CD-ROMからブートできない
場合は
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2-3　CentOS をインストールするには

vキーを押す

CD-ROMの読み込みが始まるので、
しばらく待つ

CD-ROMの検証には時間がかかる
ので省略する

カーソルキーで［Skip］に合わせvキーを押す

このレッスンの手順どおりに実行すると、ハードディ
スクの内容はすべて消去されます。大切なデータがあ
る場合は、c+a+dキーを押してインストー
ルを中断し、バックアップを行なってからインストー
ルを再開してください。

HINT!
ハードディスクの中身は消去される

手順❸で選択肢として表示されるインストールメ
ニューを選択することで、汎用ビデオドライバを使っ
たインストールや、壊れてしまったインストール済み
のシステムを直すためのモードでの起動、インストー
ル済みハードディスクからの起動、メモリテストプロ
グラムの起動などが行なえます。

HINT!
インストールメニューの選び方

インストーラが起動する3

コンピュータが起動する4

CD-ROMが見つかる5

次のページに続く

インストーラを起動するときにマウスを接続していな
いと、本書のようなインストール画面にならないこと
があります。そのような場合でも、マウスを接続して
c+a+dキーを押して再起動すれば、本書の手
順どおりにインストール作業を進めることができます。

HINT!
マウスは接続しておく

マウスカーソルがうまく動かないときなどは、キー
ボードでもインストーラを操作できます。その場合、
tキーで項目を移動して入力します。入力が完了し
たら、［Next］をtキーで選び、vキーを押し
て次へ進みます。

HINT!
キーボードでも操作できる
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第 2 章　Linux をインストールする

グラフィカルモードのイ
ンストーラが起動する

CentOSのロゴ画面が
表示される

［Next］を
クリック

日本で使われる109や106配列
のキーボードを指定する

❷［Next］を
クリック

❶［Japanese］を
クリック

インストールで使用する
言語を選択する

CentOSのGUI環境では日本語が利用できるように
なっており、インストーラで選択しておけば日本語も
使えるようになります。サーバー向けの構成ではGUI
機能をインストールせずにLinuxを操作するため、日
本語を有効にすると一部の文字が表示できなくなって
しまいます。そのため、手順❼では英語環境のみを選
択します。

HINT!
［English］を選ぶ理由

インストールを開始する6 言語を選択する7

キーボードの種類を選択する8

❶［English(English)］を
クリック

❷［Next］を
クリック

jキーのない英語配列のキーボードを使っている
場合は、手順❽のキーボードの選択で［U.S. English］
を選択すると、キートップに書いてある記号のとおり
に入力することができます。

HINT!
英語キーボードを使っている場合は
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2-3　CentOS をインストールするには

インストール中に間違いに気づいたときは、直前の操
作であれば、［Back］ボタンでやり直すことができま
す。ただし、設定によってはやり直せないこともある
ので、確認しながら操作してください。 

HINT!
［Back］ ボタンでやり直せる

ここではサーバーに付いている
ディスクを選ぶ

続いてネットワークを設定する

ネットワーク接続の一覧画面が表示された

インストール先の種類を選ぶ

ホスト名を設定する

ネットワークの設定を開始する

9

10

11

❶［Basic Storage Devices］を
クリック

❶ホスト名を入力

❶［System eth0］をクリック

❷［Next］を
クリック

❷［Edit］をクリック

❷［Configure Network］を
クリック

次のページに続く

新品のハードディスクにインストールする場合など
で、既存のパーティションがないときは、手順❾のあ
と、すべてのデータを削除し初期化してよいか確認す
る画面が表示されます。そのときは［Yes, discard 
any data］をクリックして進んでください。

HINT!
新品のハードディスクでは
警告が表示される

［Yes, discard any data］をクリック

メモ ホスト名はレッスン2-1を参考に自
分の環境に合わせて設定してください。


