
FTPを使用する際の設定例

GPG-SH03(SH-4搭載 CF型 CPUボード用ソフトウェア)を組み込んだ CFを使用し、FTP
を使用する為の設定等を解説します。

注) 記載している内容は、動作の保証はありません。使用される場合は、すべて自己責任で
お願いします。

　弊社Web siteからファイルをダウンロードする場合は、ユーザ IDを取得してください。

1. Debian Sarge編

1.1 CTP/CPZ-SH03から、Debianに FTPで接続する
ここでは、Debian上の FTPサーバとして wu-ftpdが動いているのとして説明します。

以下の実行例は、CTP/CPZ-SH03 から、IP アドレス 192.168.1.2 の Debian(FTP サー
バ)に接続している様子です。接続後、Debian側の xyzユーザにログインしています。

(実行例)

192.168.1.2に接続

Debian 側のユーザ名を指定(この例
では、ユーザ xyzを指定しています)

ここでパスワードを入力します

ログイン後、dirコマン
ドを実行した様子

byeコマンドを ftpを終了



1.2 rootにログインする場合
CTP/CPZ-SH03 から Debian 上の root にログインする場合、Debian(FTP サーバ)側の
/etc/ftpusersに rootと書かれているか調べ、書かれていたら削除するか、コメントにし

ます。

これで、rootへのログインが可能になります。

(実行例)

rootの前に#を付けてコメント行にする



/etc/ftpusersに rootの記載があった場合、以下の様なエラーになりログインは失敗しま
す。

1.3 よくあるエラーと対処方法
(1) ftp 192.168.1.2実行で、”ftp: connect: Connection refused”と表示して接続しない。

このエラーは、色々な条件で発生します。

(a) Debian側に FTPサーバ用のパッケージがインストールされていない。
Debian側で、dpkg -lで、パッケージのインストール情報を調べます。

この様に、FTPサーバ用のパッケージが表示されなかった場合、お好みの FTP
サーバ用パッケージをインストールしてください。

パッケージのインストールは、Debianのサイト または DebianCD/DVDから行えます。
以下は、Debianサイトを使ったインストールの実行例です。この例では、wu-ftpdパッ
ケージをインストールしています。Debian側で行います。

パッケージの取得元は、

/etc/apt/sources.list に
記述しています。

パッケージリストを更新し

ます。



インストール中に、wu-ftpd の設定画面が現れます。デフォルトのままでよければ、
[Enter]キーを押してください。

wu-ftpdパッケージをインストールします。



パッケージのインストールが正しく出来たら、dpkg -lで、FTPサーバパッケージが表示
されます。

(2) rootでログインしていないのに、”530 Login incorrect”と表示してログインが失敗す
る。

ユーザ名 または パスワードを間違っていると、このエラーになります。ユーザ
名，パスワードに誤りが無いか確認してください。

また、/etc/ftpusersにユーザ名が記載されている場合も、このエラーになりますの
で、/etc/ftpusersの内容も確認してみてください。

(3) “ftp: connect: No route to host”エラーになる
存在しない IP アドレスを指定すると、このエラーを表示します。指定した IP ア
ドレスが、Debian(FTPサーバ)の IPアドレスになっているか確認してください。

(4) “421 Service not available, remote server has closed connection”エラーになる
Debian側の/etc/hosts.deny, /etc/hosts.allowで、CTP/CPZ-SH03からのアクセス
が許可されていない場合、このエラーになります。

/etc/hosts.denyをすべてコメントにしてみるか、
/etc/hosts.allowに

ALL : 192.168.1.110
を追加してみてください。(ここの 192.168.1.110 は、ご使用の CTP/CPZ-SH03
の IPアドレスを指定してください)



2. Vine編

2.1 CTP/CPZ-SH03から、Vineに FTPで接続する
ここでは、Vine上の FTPサーバとして proftpdを使用する場合で説明します。

以下の実行例は、CTP/CPZ-SH03から、IPアドレス 192.168.1.2 の Vine(FTPサーバ)
に接続している様子です。接続後、Vine側の xyzユーザにログインしています。

(実行例)

192.168.1.2に接続

Debian 側のユーザ名を指定(この例
では、ユーザ xyzを指定しています)

ここでパスワードを入力します

ログイン後、dirコマン
ドを実行した様子

byeコマンドを ftpを終了



2.2 rootにログインする場合
CTP/CPZ-SH03 から Vine 上の root にログインする場合、Vine(FTP サーバ)側の
/etc/ftpusersに rootと書かれているか調べ、書かれていたら削除するか、コメントにし
ます。

また、/etc/proftpd.confに、RootLogin onを追加します。

rootの前に#を付けてコメント行にする



これで、rootへのログインが可能になります。

(実行例)

/etc/ftpusersに rootの記載があった場合や、/etc/proftpd.confに RootLogin onが無かっ
た場合、以下の様なエラーになりログインは失敗します。



2.3 よくあるエラーと対処方法
(1) “421 Service not available, remote server has closed connection”エラーになる

(a) /var/log/messages に”Check the ServerType directive to ensure you are
configured correctly.”が書かれている。
/etc/proftpd.confの ServerTypeが standaloneになっていたら、inetdに変更
します。

/etc/inetd.confの ftp ～ in.proftpd行の先頭に#が付いていたら、#を取り除き
ます。

(b) アクセス制限がかけられている。
Vine Debian側の/etc/hosts.deny, /etc/hosts.allowで、CTP/CPZ-SH03からの

ServerType を、standalone
から inetdに変更します。

行頭の#を取り除き、この行を
有効にする。



アクセスが許可されていない場合、このエラーになります。

/etc/hosts.denyをすべてコメントにしてみるか、
/etc/hosts.allowに

ALL : 192.168.1.110
を追加してみてください。(ここの 192.168.1.110は、ご使用の CTP/CPZ-SH03
の IPアドレスを指定してください)

(2) rootでログインしていないのに、”530 Login incorrect”と表示してログインが失敗す
る。

ユーザ名 または パスワードを間違っていると、このエラーになります。ユーザ
名，パスワードに誤りが無いか確認してください。

また、/etc/ftpusersにユーザ名が記載されている場合も、このエラーになりますの
で、/etc/ftpusersの内容も確認してみてください。

(3) “ftp: connect: No route to host”エラーになる
存在しない IP アドレスを指定すると、このエラーを表示します。指定した IP ア
ドレスが、Vine(FTPサーバ)の IPアドレスになっているか確認してください。



3. Red Hat Enterprise Linux(RHEL) ES v4編

3.1 CTP/CPZ-SH03から、RHELに FTPで接続する
ここでは、RHEL上の FTPサーバとして vsftpdを使用する場合で説明します。

以下の実行例は、CTP/CPZ-SH03から、IPアドレス 192.168.1.2 の RHEL(FTPサーバ)
に接続している様子です。接続後、RHEL側の xyzユーザにログインしています。

(実行例)

192.168.1.2に接続

RHEL側のユーザ名を指定(この例で
は、ユーザ xyzを指定しています)

ここでパスワードを入力します

ログイン後、dirコマン
ドを実行した様子byeコマンドを ftpを終了



3.2 rootにログインする場合
CTP/CPZ-SH03 から RHEL 上の root にログインする場合、RHEL(FTP サーバ)側の
/etc/vsftpd.ftpusersと/etc/vsftpd.user_listに rootと書かれているか調べ、書かれていた
ら削除するか、コメントにします。

rootの前に#を付けてコメント行にする。



これで、rootへのログインが可能になります。

(実行例)

/etc/vsftpd.ftpusersと/etc/vsftpd.user_listに rootの記載があった場合、以下の様なエラ
ーになりログインは失敗します。

3.3 よくあるエラーと対処方法
(1) “421 Service not available”エラーになる

アクセス制限がかけられている。

RHEL側の/etc/hosts.deny, /etc/hosts.allowで、CTP/CPZ-SH03からのアクセス
が許可されていない場合、このエラーになります。

/etc/hosts.denyをすべてコメントにしてみるか、



/etc/hosts.allowに
ALL : 192.168.1.110

を追加してみてください。(ここの 192.168.1.110 は、ご使用の CTP/CPZ-SH03
の IPアドレスを指定してください)

(2) ”530 Login incorrect”と表示してログインが失敗する。
ユーザ名 または パスワードを間違っていると、このエラーになります。ユーザ
名，パスワードに誤りが無いか確認してください。

また、/etc/vsftpd.ftpusers にユーザ名が記載されている場合も、このエラーにな
りますので、/etc/vsftpd.ftpusersの内容も確認してみてください。
また、/etc/vsftpd.user_list にユーザ名が記載されている場合、”530 Permission
denied”と表示してログインを失敗しますので、/etc/vsftpd.user_list”の内容も確認
してみてください。

(3) “ftp: connect: No route to host”エラーになる
(a) セキュリティでロックしている。
デスクトップ左上の”アプリケーション”をクリックし、”システム設定” → “セ
キュリティレベル”を選択して、”セキュリティレベルの設定”を立ち上げます。

セキュリティレベルの

設定画面で、

“セキュリティレベル”
を、”ファイヤーウォー
ルを無効にする”にす
るか、

“信頼できるサービス”
の”FTP”を有効にして
ください。

(b) 存在しない IPアドレスを指定した。
存在しない IPアドレスを指定すると、このエラーを表示します。指定した IP



アドレスが、RHEL(FTPサーバ)の IPアドレスになっているか確認してくだ
さい。

(4)  “ftp: connect: Connection refused”エラーになる
FTP サーバがインストールされていないか、起動していない場合、このエラーに
なります。

rpm -qa | grep ftpと実行し、vsftpdが表示されなかった場合、FTPサーバがイ
ンストールされていません。以下の手順で vsftpd をインストールし、OS 起動時
に立ち上がる様にします。

デスクトップの左上の”アプリケーション”を選択し、”システム設定” → “アプリ
ケーションの追加/削除”を選択し、”パッケージ管理”を立ち上げます。

①FTPサーバを有
効にします。

②詳細をクリックし

てパッケージを確認

できます。

③更新をクリックして、イン

ストールを開始します。



この表示で、”続ける”をク
リックし、パッケージのイ

ンストールを開始します。

この表示があっ

た場合、ディスク

1をセットして、
OK をクリック

します。

この表示になれば、”OK”をクリックしてパッケージのインストールが完了です。



次に、デスクトップの左上の”アプリケーション”を選択し、”システム設定” → “サ
ーバ設定” → “サービス”を選択し、”サービスの設定”を立ち上げます。

RHEL側を再起動します。

①vsftpdを有効にします。

②保存をクリックします。



4. Fedora Core 5編

4.1 CTP/CPZ-SH03から、Fedoraに FTPで接続する
ここでは、Fedora上の FTPサーバとして vsftpdを使用する場合で説明します。

以下の実行例は、CTP/CPZ-SH03 から、IP アドレス 192.168.1.2 の Fedora(FTP サー
バ)に接続している様子です。接続後、Fedora側の xyzユーザにログインしています。

(実行例)

192.168.1.2に接続

Fedora 側のユーザ名を指定(この例
では、ユーザ xyzを指定しています)

ここでパスワードを入力します

ログイン後、dirコマン
ドを実行した様子byeコマンドを ftpを終了



4.2 rootにログインする場合
CTP/CPZ-SH03 から Fedora 上の root にログインする場合、Fedora(FTP サーバ)側の
/etc/vsftpd/ftpusersと/etc/vsftpd/user_listに rootと書かれているか調べ、書かれていた
ら削除するか、コメントにします。

これで、rootへのログインが可能になります。

rootの前に#を付けてコメント行にする。



(実行例)

/etc/vsftpd/ftpusersと/etc/vsftpd/user_listに rootの記載があった場合、以下の様なエラ
ーになりログインは失敗します。

4.3 よくあるエラーと対処方法
(5) “421 Service not available”エラーになる

アクセス制限がかけられている。

Fedora側の/etc/hosts.deny, /etc/hosts.allowで、CTP/CPZ-SH03からのアクセス
が許可されていない場合、このエラーになります。



/etc/hosts.denyをすべてコメントにしてみるか、
/etc/hosts.allowに

ALL : 192.168.1.110
を追加してみてください。(ここの 192.168.1.110 は、ご使用の CTP/CPZ-SH03
の IPアドレスを指定してください)

(6) ”530 Login incorrect”と表示してログインが失敗する。
ユーザ名 または パスワードを間違っていると、このエラーになります。ユーザ
名，パスワードに誤りが無いか確認してください。

また、/etc/vsftpd/ftpusers にユーザ名が記載されている場合も、このエラーにな
りますので、/etc/vsftpd/ftpusersの内容も確認してみてください。
また、/etc/vsftpd/user_list にユーザ名が記載されている場合、”530 Permission
denied”と表示してログインを失敗しますので、/etc/vsftpd/user_list”の内容も確認
してみてください。

(7) “ftp: connect: No route to host”エラーになる
(c) セキュリティでロックしている。
デスクトップ左上の”デスクトップ”をクリックし、”管理” → “セキュリティレ
ベルとファイヤーウォール”を選択して、”セキュリティレベルの設定”を立ち上
げます。

セキュリティレベル

の設定画面で、

“Firewall”
を、”Disabled”にする
か、

“Enabled”で信頼でき
るサービス”の”FTP”
を有効にしてくださ

い。

(d) 存在しない IPアドレスを指定した。
存在しない IPアドレスを指定すると、このエラーを表示します。指定した IP



アドレスが、Fedora(FTPサーバ)の IPアドレスになっているか確認してくだ
さい。

(8)  “ftp: connect: Connection refused”エラーになる
FTP サーバがインストールされていないか、起動していない場合、このエラーに
なります。

rpm -qa | grep ftpと実行し、vsftpdが表示されなかった場合、FTPサーバがイ
ンストールされていません。以下の手順で vsftpd をインストールし、OS 起動時
に立ち上がる様にします。

デスクトップの左上の”アプリケーション” → ”Add/Remove Software”を選択
し、”パッケージマネージャー”を立ち上げます。

①サーバを選

択します。

②FTPサーバを有
効にします。

③適用をクリック

します。



この表示で、”継続”をクリ
ックします。

この表示になれば、”OK”をクリックしてパッケージのインストールが完了です。



次に、デスクトップの左上の”デスクトップ”を選択し、”管理” → “サービス”を選
択し、”サービスの設定”を立ち上げます。

Fedora側を再起動します。

①vsftpdを有効にします。

②保存をクリックします。


