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1 今年の4月でZabbixは1.0のリリースから何周年か 12周年 8周年 10周年 11周年 9周年

2 AIXの製品販売カテゴリーはどれか アプライアンス OS SW HW 製品として提供されていない

3 qpstudyがニフティさんで初めて行われるようになったのは第何回か 第4回 第5回 第1回 第3回 第2回

4
以下のコマンドを実行した場合、標準出力にどう表示されるか
[user@host	 ̃]$	 echo	 a	 >	 file
[user@host	 ̃]$	 grep	 b	 file	 ¦¦	 grep	 a	 file	 &&	 grep	 a	 file

b<改行>と表示される a<改行>と表示される 何も表示されない a<改行>a<改行>と表示される 異常終了する

5 EC2の料金の説明で正しくないものを選べ 起動からの時間とトラフィックで課金される 負荷に応じて変動する 同時に複数台起動できる 無料で使う方法がある トラフィックは合算される

6 Amazon	 RDSをつかったスケール手法として正しくないものを選べ リードレプリカの作成 max_connectionを変更する サーバタイプの変更 Multi-AZの利用 DBサイズの変更

7 リーダーがqpstudyを始めようと思ったきっかけの勉強会を選べ hcstudy Linux女子部 hbstudy hastudy hdstudy

8 Zabbix	 APIが使えるようになったZabbixのバージョンを選べ Zabbix	 1.9 Zabbix	 2.0 Zabbix	 1.6 Zabbix	 1.4 Zabbix	 1.8

9 Twitter上で"Zabbix"を最もツイートしている言語は何か ポルトガル語 ラトビア語 日本語 英語 ロシア語

10 AIX	 v1の登場した年は何年か 1980 1988 1982 1984 1986

11
AIX	 v7.1	 の	 LVM	 では、最大いくつの物理区画上に論理区画を配置することが
できるか

4 2 3 1 5

12 Amazon	 S3説明で正しくないものを選べ アカウント間で共有できる ファイルのアップロードができる ファイルの暗号化ができる CGIが動作する Webサーバになる

13 日本とアメリカ西海岸との時差は何時間か -15時間 -18時間 -17時間 -14時間 -16時間

14 次のうち、AIXの動かなかったハードウェアはどれか EP8000 IBM	 System/370 IBM	 PowerPC	 ThinkPad Apple	 Network	 Server AP7000

15 プレイスメントグループを使えるリージョンは？ VPC内でのみつかえる 東京以外全て EUとUS東海岸リージョンで使える US東海岸 US東海岸、US西海岸

16
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、ページスキャナーが起動する条件
は？

メモリの空き領域がカーネルパラメータ
「destfree」未満になった場合

メモリの空き領域がカーネルパラメータ
「lotsfree」の値未満になった場合

メモリの空き領域がアプリケーションが要求
するメモリ領域未満の場合

メモリの空き領域が搭載物理メモリの1/16未
満になった場合

メモリの空き領域が16MB未満になった場合

17
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、カーネルパラメータを変更する際
に記述するファイルはフルパスで何か

/etc/setup /etc/sysconfig /etc/system /etc/service /etc/sysctl.conf

18 リーダーがqpstudyを開催しようと思った日はいつか 2010/3/28 2010/3/31 2010/3/30 2010/3/29 2010/3/27
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19
シェルスクリプトの最初の行に書いてある「#!/bin/bash」
これは何と呼ばれているか

キバン シバン ギャバン ジュバン ジバン

20 Amazon	 EBSの説明で正しくないものを選べ EBSで使用出来る最小ボリュームは1GBである
EBSの課金対象はディスク使用量と入出力リス

エストから算出される
ファイルシステムはext3のみ使用できる EBSはAmazon	 Elastic	 Block	 Storeの略である EBSはスナップショットをS3に保存出来る

21 qpstudy	 のビアバッシュで消費されたピザの最大枚数は何枚か 25 35 18 30 20

22
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、パッケージ管理システムである
IPSのリポジトリを追加することができるサブコマンドを選べ

add-publisher set-publisher set-repository add-authority add-repository

23 AIX導入後の標準デスクトップとして採用されているものはどれか twm KDE CDE GNOME xfce

24 Pacemakerクラスタの説明で誤っているものはどれか
複数リソースの起動停止順序を制御する場合

はgroupを使用する
リソース間の依存関係を設定する場合は

colocationを使用する

cloneに設定されたリソースが起動停止するタ
イミングは故障発生時も全ノードで常に同時

である

初期起動時のリソースの配置先はlocationで
指定する

ソースの起動順序を指定する場合はorderを使
用する

25
hitachi	 GR2000-Bシリーズにおいて、Route-OSのUPDATE作業を行う場合、
Updateする為に必要なファイルを転送する必要があるが、転送先のフォルダで
正しいものはどれか

/mc0/usr/local/update/ /mc0/usr/local/bin/update/ /mc0/usr/var/update/ /mc0/mnt/update/ /mc0/var/usr/bin/update/

26
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、プロセス番号「1817」に設定され
ているリソース制御の値を取得するコマンドは何か

prctl	 list	 -i	 process	 1817 prctl	 -i	 process	 -p	 1817 prctl	 -i	 process	 1817 prctl	 list	 -p	 1817 prctl	 -p	 1817

27 Zabbixはどこで開発されているか エストニア 日本 アメリカ ラトビア リトビア

28
Pacemakerクラスターにおける、メッセージングレイヤとクラスタマネー
ジャーの組み合わせで正しいものはどれか

メッセージングレイヤ：Heartbeat
クラスタマネージャ：DRBD

メッセージングレイヤ：Corosync
クラスタマネージャ：Heartbeat

メッセージングレイヤ：Pacemaker
クラスタマネージャ：Heartbeat

メッセージングレイヤ：Corosync
クラスタマネージャ：DRBD

メッセージングレイヤ：Heartbeat
クラスタマネージャ：Pacemaker

29
Alaxala	 AX3630sについて、初期設定状態でケーブルの接続を行ったが、コン
ボポートの1-4について1000BASE-TポートがLinkしないこの場合次のうち適切
な答えはどれか

筐体故障として保守対応を行う
XFPを購入して素直に10GBASE-Xを利用して接

続する
コンソールでax3630sへ接続し、vlan設定上の

media-type	 rj45　設定を行う
1-4番ポートを利用しないで残りのポートを使

う
コンソールでax3630sへ接続し、設定の初期化

を行う

30 AIX固有の管理ツールコマンドはどれか Webmin OEM YaST smit SMH

31 AWSにおいて、Windowsサーバの利用について間違っているものをえらべ RDPがデフォルトのコンソールである ソフトウェアアシュアランスでカバーされる Visual	 Studioをインストールできる RAIDを使用することができる オフィス製品は利用できない

32 Zabbixで対応していないエージェントレスの監視方法を選べ 自作スクリプト SNMP syslog IPMI ODBC

33
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、Module「unix」のDTraceのプロー
ブ一覧を出力するコマンドは何か

dtrace	 list	 -M	 unix dtrace	 list	 -m	 unix dtrace	 -L	 -m	 unix dtrace	 -l	 -m	 unix dtrace	 -L	 -M	 unix

34
Proliant	 DLシリーズで2.5inch-SASを使用してRaidを構築した際にアレイを構
成しているHDDの確認用に各HDDがRaidBIOS上で選択するとHDDトレイが光るの
だが、色は何色か

緑 赤 オレンジ 青 白

35
HP	 WorkStation	 Z800シリーズで仮想化（Vt)の設定を行う場合はどこの設定を
いじればよいか

BIOS上のシステム設定項目の中のVt有効化を
変更する

BIOS上のI/O項目の中のVt有効化を変更する
BIOS上のプロセッサ項目の中のVt有効化を変

更する
BIOS上のセキュリティ項目の中のVt有効化を

変更する
BIOS上の仮想化設定項目の中のVt有効化を変

更する

36
Solaris	 11	 Express/OpenIndianaにおいて、無線LANやDHCPなどのネットワー
ク設定を自動で構成するサービスを選べ

network/physical:setting network/seting:nwam network/seting:auto network/physical:auto network/physical:nwam
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37
OCF(Open	 Cluster	 Framework)に準拠したリソースエージェント(RA)の説明で
誤っているものはどれか

Master/Slaveリソースには、
promote/demote/remoteオペレーションを実装

する必要がある

シェルスクリプト以外にもPerl、Pythonなど
でRAを作成することができる

OCFでは回復処理としてsoft/hard/fatalが定
義されている

start/stop/monitorオペレーションを実装す
る必要がある

パラメータの有効性を検証するために
validate-allを実装する

38
Solaris	 10以降のサービス管理機構であるSMFの管理下にあるサービス名を全
て出力するコマンドは何か

service	 --list svcs	 -a show	 service svlist	 -a smflist	 -a

39
HeartbeatとPacemakerを組み合わせた構成では複数のプロセスが起動するが、
次のうち該当しないものはどれか

crmd attrd lrmd ccm pacemakerd

40
Juniper	 NetScreen50のOS-UPDATEを行おうとしたところ、起動はするものの、
新しいOSを正常に書き込む事ができないこの場合考えられる原因は次のうちの
どれか

NetScreen本体の電池が切れたためにSRAM上に
書き込む事ができない

NetScreen本体のOS-Updateが順当なバージョ
ンで書き込まれなかった為に空き領域が無く

なり書き込むことができない

当該OS-Update対応のNetScreen50ではなかっ
た為に書き込むことができない

NetScreen本体のFlashが破損したためにOSを
書き込む事ができない

NetScreen本体のBootROMのバージョンが低い
為に書き込む事ができない

41
19:20に起動した１０台のオンデマンドインスタンスのEC2インスタンスを
20:05に停止させたときの利用料金は？

450分=7時間半なので8時間分 20時を過ぎているので2時間x10台=20時間ぶん 45分のサーバが１０台なので10時間分
1時間経過するのをまってシャットダウンする

ので、10時間分
450分=7時間半なので7.5時間分

42 次の信頼性に関する用語の説明で誤っているものはどれか
稼働率は平均故障間隔/平均修復時間で求める

ことができる
平均故障間隔とは故障から次の故障までの平

均的な間隔である

平均修復時間とはあるシステムに障害が発生
してから修復が完了するまでの時間の平均値

である

故障率は平均故障間隔の逆数で求めることが
できる

平均故障間隔はシステムの稼動時間/故障回数
で求めることができる

43

ホームディレクトリ内に	 .bash*	 ファイルしかない状態で以下の1行スクリプ
トを実行した場合、どうなるか
[user@host	 ̃]$	 touch	 ̃/aho	 ;	 while	 :	 ;	 do	 [	 !	 -f	 ̃/aho	 ]	 &&	 echo	 aho	 ;
[	 -f	 ̃/aho	 ]	 ¦¦	 exit	 1;	 done

全てのユーザーのホームディレクトリ内に
ファイル「aho」を生成する

標準出力に「aho」がえんえんと出力される コマンド実行後すぐに終了する 標準出力に「aho」が一回出力される
Ctrl+Cで抜けるか、別ターミナルからファイ
ル「aho」を削除するまで何もおこらない

44 Zabbixにない機能を選べ
ジョブの管理やスケジューリングを行うジョ

ブ管理機能
監視サーバの親子関係を構築し負荷分散する

分散監視機能
取得したデータをグラフ化したり、マップを

作成するグラフィカル表示機能
管理者に障害メールを送信する障害通知機能

サーバ/ネットワーク機器のステータスを取得
する監視機能

45
ネットワーク経由で、Zabbix	 Agentに対して直接アイテムキーを送信し、その
監視結果を取得できるコマンドラインプログラムは何か

zabbix_get zabbix_agentd zabbix_sender zabbix_proxy zabbix_walker

46 プログラムの実行時間を計測するコマンドを選べ time clock cost start count

47 次のコマンド実行結果のうち、ファイルaのバイト数が一番少ないものを選べ $	 echo	 ++n	 >	 a $	 echo	 -n	 >	 a $	 echo	 +n	 >	 a $	 echo	 --n	 >	 a $	 echo	 >	 a

48 Pacemakerの設定で誤っているものはどれか
failure-timeoutには、リソースが故障した
後、自動的に故障回数を削除するまでの秒数

を設定する

target-roleに設定可能な値は、
Started/Stopped/Masterのいずれかである

resource-stickinessは、rsc_defaultsでデ
フォルト値を設定することができる

migration-thresholdで、ノードの故障回数を
設定することができる

multiple-activeで、リソースが二重起動した
場合の動作を定義することができる

49 qpstudy04メインセッションのお題のサブタイトルを選べ 絶対に笑えないサーバ24時 俺よりよれるヤツに会いに行く とある新人の研修内容 俺のOSがこんなに可愛いわけがない 60人寄れば文殊を超えるよ

50
Pacemakerクラスタにおいて、STONITHプラグインが含まれるコンポーネントは
どれか

heartbeat corosync resource-agents pacemaker cluster-glue

Amazon	 Web	 Services

コンピュータのottoでおなじみの国際産業技術株式会社

USP友の会

日本OpenSolarisユーザーグループ

Linux	 HA	 Japan

ZABBIX-JP

日本IBM株式会社

問題協力	 (順不同)


