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1. マニュアルの読み方 

 このマニュアルについて 
『HDE Controller 3.5 ISP Edition ユーザーマニュアル』では、実際の表示画面に従い、各機能・項目を実際の運用に即した形で

説明しています。 

説明内で、注意すべき点、語句について補足が必要な点などについては、注釈を設けています。標準機能についての説明が主

体となり、加えて、お客様のネットワークの構成に応じて設定されたオプション機能についての説明が、実際の機能に対応して構

成されています。 

 
 

 

 
説明中、注意すべき点がある場合は、注意マークや、黒枠での

注意書きにて、注意を促しています。 

 

 
 
 
 

 

HDE Controller 3.5 を使用する上で参考になる項目については、 
「ヒント」アイコンがついています。 
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2. 必要動作環境 

HDE Controller を導入するにあたり以下の環境をご用意ください。 

サーバー 

CPU ■ ５０ドメイン以下での運用 
Intel Pentium 3 / Celeron 互換プロセッサ 1Ghz 相当以上 
■ ５１ドメイン以上での運用 
Intel Pentium 3 / Celeron 互換プロセッサ 2Ghz 相当以上 

メモリ容量 ■ ５０ドメイン以下での運用 
512MB 以上 
■ ５１ドメイン以上での運用 
1GB 以上 

ハードディスク 空き容量 50MB 以上 
（アクセス速度の速いものをお使い頂くことをお勧めします。） 

必要ハードウェア CD-ROM ドライブ（インストール時のみ） 
ネットワークインターフェイスカード 

対応 OS Red Hat Enterprise Linux ES 2.1/3.0 
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1/3.0 
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0※ 
Red Hat Professional Workstation※ 
Red Hat Linux 9 
Red Hat Linux 7.3 
Red Hat Linux 7.2 
Turbolinux 8 Server 
Miracle Linux Standard Edition V2.1 
 
※DNS の機能は利用できません。 

 

管理コンソール 

Windows ブラウザ Microsoft Internet Explorer 6.0 以降 
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3. インストール時の注意事項 

インストールを行う前に以下を必ずご確認ください。 

本マニュアル導入手順以外でインストールされた場合に生じた不具合等については、保証いたしかねます。 

 注意事項 

 IP アドレス、ホスト名の設定 

Linux サーバーには、本製品を導入する前にあらかじめ IP アドレス、およびホスト名を設定する必要があります。ドメイン名は必須

であり、ドメイン名に 1 つ以上のドット“."を含む必要があります。FQDN が localhost や localhost.localdomain 等では動作しません

のでご注意ください。 

本製品は、本製品のインストール時に設定された IP アドレス、ドメイン名といった情報を内部的に保存し、利用します。インス

トール後に IP アドレス、ドメイン名などのネットワーク情報を変更される際は、本製品の設定画面から設定するようお願いいたしま

す。 

バーチャルドメインは、作成時に設定された IP アドレスの情報を利用して動作するようになっています。その為、バーチャルドメイ

ン作成後に IP アドレスの変更を行うと、バーチャルドメインにアクセスできなくなる場合がありますので、十分確認の上、設定を

行って下さい。 

 ポートの設定 

クライアントマシンの web ブラウザから、Linux サーバーの 16590 番ポートにアクセスできる必要があります。パケットフィルタ等でこ

のポートを閉じないようご注意ください。 

 パケットフィルタの設定 

HDE Controller のインストール前は、Linux やネットワークのパケットフィルタ(ファイアウォール)の設定を「高」に設定しないでくだ

さい。 

 不要なサービスの停止 

HDE Controller のインストール後は、Linux 上で動作している不要なサービスを停止するようにしてください。 

 Web サーバーについて 

本製品は web サーバーとして HDE 版 apache を利用します。対応するディストリビューションにおいて標準的に導入される apache、

apache-devel、mod-ssl パッケージ等との競合を避けるためそれらを削除し、HDE 版 apache を導入します。web サーバーとして利

用しない場合でも、本製品のインストール時に無条件で apache、apache-devel、mod-ssl パッケージ等は削除されますので、あらか

じめご了承ください。 
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 メールサーバーについて 

本製品はメールサーバーとして qmail、vpopmail、courier-imap を利用します。対応する各ディストリビューションにおいて標準的

に導入される sendmail との競合を避けるため、sendmail を削除し、qmail、vpopmail、courier-imap を導入します。メール

サーバーとして利用しない場合でも、本製品のインストール時に無条件で sendmail パッケージは削除されますのであらかじめご

了承ください。postfix が既に導入されている場合は、postfix パッケージが削除されます。 

 FTP サーバーについて 

本製品は FTP サーバーとして HDE 版 proftpd を利用します。対応するディストリビューションにおいて標準的に導入される vsftpd、

proftpd パッケージ等との競合を避けるためそれらを削除し、HDE 版 proftpd を導入します。FTP サーバーとして利用しない場合

でも、本製品のインストール時に無条件で vsftpd,proftpd パッケージ等は削除されますので、あらかじめご了承ください。 

 メーリングリストについて 

本製品はメーリングリスト管理ソフトとして majordomo を利用します。対応する各ディストリビューションにおいて導入される

mailman との競合を避けるため、mailman を削除し、majordomo を導入します。メーリングリストサービスを利用しない場合でも、本

製品のインストール時に無条件で mailman パッケージは削除されますのであらかじめご了承ください。 

 Web アクセスランキングについて 

本製品は web アクセスランキング用のログ解析に analog を利用します。analog がディストリビューションに付属していない場合は、

本製品 CD-ROM に収録のパッケージをご利用ください。 

 Linux のインストール 

本製品は、各 Linux ディストリビューションを標準的なインストール方法に従って導入した状態を基準に、各種コンフィグレーション

ファイルを制御します。OEM 製品等で、初期状態がカスタマイズされている場合や、お客様ご自身がエディタ等で直接変更され

た場合などには、本製品の動作に不都合が生じる場合もありますので十分ご注意ください。 
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4. Linux の導入 

下記の推奨するモードにて Linux ディストリビューションをインストールします。本製品はインストール時に qmail をビルドする作業

を行います。このため、kernel-source パッケージ等ビルドに必要な環境のインストールが必須となります。下記手順にてインス

トールを行ってください。また、IP アドレス、ホスト名、ドメイン名等のネットワーク設定を行ってください。 

 推奨するインストールモード 
Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｌｉｎｕｘ ７.２/７.３ 

インストールの種類 サーバ 

パッケージグループの選択 NFS ファイルサーバ、DNS ネームサーバ 

個別選択 システム環境 - ライブラリ：compat-libstdc++ 
開発 - システム：kernel-source 

 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｌｉｎｕｘ ９.０ 

インストールの種類 サーバ 

パッケージグループの選択 サーバ - DNS ネームサーバ 
開発 -カーネル開発 

個別選択 システム環境 - ライブラリ：compat-db、compat-libstdc++ 

 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ ＥＳ Ｖｅｒ２.１ 

インストールの種類 サーバ 

パッケージグループの選択 DNS ネームサーバ 
開発ツール、カーネル開発 

個別選択 システム環境 - ライブラリ：compat-libstdc++ 

 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ ＡＳ Ｖｅｒ２.１ 

インストールの種類 Advanced Server 

パッケージグループの選択 ソフトウェア開発 

個別選択 システム環境 - デーモン：bind 
開発 - システム：kernel-source 
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Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ ＥＳ Ｖｅｒ３．０ 

パッケージデフォルト インストールするパッケージセットをカスタマイズ 

パッケージグループの選択 サーバ - DNS ネームサーバ 
開発 -カーネル開発、レガシーソフトウェアの開発 

 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ ＡＳ Ｖｅｒ３．０ 

パッケージデフォルト インストールするパッケージセットをカスタマイズ 

パッケージグループの選択 サーバ - DNS ネームサーバ 
開発 -カーネル開発、レガシーソフトウェアの開発 

 

Ｒｅｄ Ｈａｔ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｌｉｎｕｘ ＷＳ Ｖｅｒ３．０ 

パッケージデフォルト インストールするパッケージセットをカスタマイズ 

パッケージグループの選択 サーバ - DNS ネームサーバ 
開発 -カーネル開発、レガシーソフトウェアの開発 

 

Ｔｕｒｂｏｌｉｎｕｘ ８ Ｓｅｒｖｅｒ 

インストールの種類 インターネットサーバ 

カスタム選択タブ カーネルコンパイルキット、開発ツール 

 

ＭＩＲＡＣＬＥ ＬＩＮＵＸ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ ２.１ 

インストールの種類 カスタムシステム 

パッケージグループの選択 NFS サーバ、DNS ネームサーバ、カーネル開発 

個別選択 System Environment - Libraries：compat-libstdc++、expat 
※依存関係に問題が発生した場合は 
 「依存関係を解決するパッケージをインストール」を選択してください 

 

 インストール時の注意事項 

 パーティションの設定 

ディスク使用量制限(quota)を使用する場合、OS のインストール時に制限を掛けたいディレクトリを別パーティションにする必要が

あります。各バーチャルドメインの Web コンテンツおよびユーザーのメールボックスは /home 以下に収められます。パーティショ

ンの設定の際、/home パーティションの容量を多めに確保されることをお勧めします。 
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5. インストール 

HDE Controller をご使用のコンピューターにインストールします。以下の手順でインストールを実行します。 

 インストール 
Linux のサーバーに管理者権限(root)でログインします。 

login: 

「root」と入力し、パスワードを「password:」の後に入力します。 

login: root 

password: 

HDE Controller の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。下図のコマンドを入力し、ENTER キーを押します。 

# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 

 
ご使用の環境で、CD-ROMデバイスのパスが上記と異なる場合は、ご使用の環境に合わせてパスを指定し

てください。 

HDE Controller のインストールファイルがあるディレクトリへ移動します。 

# cd /mnt/cdrom/HDE 

インストールスクリプトを、以下のように指定し、ENTER キーを押して実行します。 

# ./hde-install 
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以下の事項が表示されます。ENTER キーを押して続行します。 

競合を避けるためにインストール時に削除されるパッケージに関しての注意メッセージが表示されます。 

*************************** Notice *************************** 

*  HDE Controller needs :                                    * 

*   `qmail' package       (to provide Mail service)          * 

*   `hde-proftpd' package (to provide FTP service)           * 

*   `hde-apache' package  (to provide Web service)           * 

*                                                            * 

*  `apache' package has been installed in this system.       * 

*  This script would delete ORIGINAL `apache' package,       * 

*  then `hde-apache' package would be installed.             * 

*                                                            * 

*  `proftpd' package has been installed in this system.      * 

*  This script would delete ORIGINAL `proftpd' package,      * 

*  then `hde-proftpd' package would be installed.            * 

*                                                            * 

*  `sendmail' package has been installed in this system.     * 

*  This script would delete `sendmail' package,              * 

*  then `qmail' package would be installed.                  * 

************************************************************** 

ENTER キーを押してインストールを続行します。 

Press <ENTER> to continue... 

Please answer the following questions. 

ドメイン名、ホスト名が要求されます。OS 導入時に設定した値をそのまま設定します。 

Please input domainname(default:example.com) => 

Please input hostname(default:www) => 

 

Hostname    : www 

Domainname  : example.com 

Is it correct? ([y]/n): 

本製品が管理用に追加するユーザー、ispadmin、lcadmin のパスワードを入力します。 

Please input ispadmin password    => 

Please re-type ispadmin password  => 

 

Please input lcadmin password    => 

Please re-type lcadmin password  => 
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入力した項目が表示されます。 

インストールを続行する場合は、ENTER キーを、中止する場合は、Ctrl キーと C キーを同時に押します。 

!!!!!!!!!!!!! Press ENTER to continue installation. !!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ctrl-C for aborting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Delete sendmail... done 

Preparing...                ########################################### [100%] 

全てのインストールが完了すると、以下のメッセージが表示されます。 

表示された URL を Web ブラウザでアクセスし、HDE Controller にログインします。 

Finish ! Go to "https://www.example.com:16590/" 

インストール CD をアンマウントします。 

# umount /mnt/cdrom 

インストール中にいくつかのデーモンが起動し、CD-ROM がアンマウントできない場合があります。その場合は、以下の手順でア

ンマウントしてください。 

# /etc/rc.d/init.d/lcserver stop 

# /etc/rc.d/init.d/qmail-popup stop 

# /etc/rc.d/init.d/qmail-smtpd stop 

# /etc/rc.d/init.d/qmail stop 

# /etc/init.d/crond stop 

# umount /mnt/cdrom 

CD を取り出します。 

# /etc/rc.d/init.d/qmail start 

# /etc/rc.d/init.d/qmail-smtpd start 

# /etc/rc.d/init.d/qmail-popup start 

# /etc/init.d/crond stop 

# /etc/rc.d/init.d/lcserver start 

インストールスクリプトで設定した内容を反映させるため、マシンを再起動します。 

# /sbin/shutdown -r now 

以上でインストールは完了です。 
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6. アンインストール 

HDE Controller をご使用のコンピューターからアンインストールします。 
以下の手順でアンインストールを実行します。 
Linux のサーバーに管理者権限(root)でログインします。 
グラフィカルなログイン画面の場合は Ctrl+Alt+F2 キーを押すことで、コンソールのログイン画面が表示されます。 

login: 

「root」と入力し、パスワードを「password:」の後に入力します。 

login: root 

password: 

HDE Controller の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 
下図のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 

 
ご使用の環境で、CD-ROMデバイスのパスが上記と異なる場合は、ご使用の環境に合わせてパスを指定し

てください。 

HDE Controller の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 
下図のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 
以下のコマンドを入力して、アンインストールスクリプトのあるディレクトリに移動します。 

# cd /mnt/cdrom/HDE 

アンインストールスクリプトを実行します。 

# ./hde-uninstall 

レジストリ情報を残すかどうかたずねられますので、レジストリ情報を残す場合以外は y を入力します。 

Remove all the existing user's profiles ? ([y]/n): 

アンインストールの確認メッセージが表示されます。 
アンインストールを続行する場合は ENTER キーを、中止する場合は Ctrl+C を押してください。 

!!!!!!!!!!!!  Press ENTER to continue uninstallation.  !!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Ctrl-C for aborting  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ENTER キーを押すとパッケージが削除され、アンインストールが完了します。 
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7. HDE Controller 画面の説明 

HDE Controller を操作する上で主な操作部分について説明します。 

 HDE Controller の基本操作 
HDE Controller は様々なサーバー管理ツールをカテゴリーごとにまとめて提供しています。HDE Controller のトップページに表

示されるカテゴリーのことを「メインメニュー」と呼びます。 

メインメニューの下にはさらにサブメニューが存在し、それぞれのメニューにアクセスすると、左側にサブメニューが表示されます。

このサブメニューが具体的な設定などを行う場所になっています。 

また、サブメニューの中にもさらに下位分類がある場合には、画面中央に表示される設定項目に複数のタブが存在する場合があ

ります。 

 

 設定方法 

各種の設定は、サブメニューをクリックして表示される画面の中央下部にある「設定する」というボタンを押すことで完了します。

「設定する」ボタンをクリックすると、設定を保存する画面が表示された後、「設定が完了しました」というアラートが表示されます。

「設定する」ボタンをクリックしないと、設定は保存されないので注意してください。 

メニューによっては、設定ボタンが存在しないものがあります。 

 

選択されている

メインメニュー 

サブメニュー 

タブ

設定ボタン
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8. HDE Controller の初期設定 

HDE Controller を使用する前に、以下の事項を確認・設定します。 

 HDE Controller の起動 
Web ブラウザで、 
https://〈Linux サーバーの IP アドレス〉:16590/ に接続します。 
(例:https://192.168.0.2:16590/ ) 

ホスト名が解決されていれば、 
https://server.example.com:16590/ のようにホスト名でもアクセス可能です。 

 
NIC を 2 枚以上使用している場合、サービスを公開する IP アドレスにアクセスしてください。 
その他の IP(LAN 側の IP 等)では HDE Controller にはアクセスできません。 

セキュリティの警告画面が表示されます。セキュリティ証明(SSL)はサンプル値が設定されています、ここではそのまま続行します。 

「サーバーが見つかりません」「Not Found」などと表示されてしまった場合、Linux サーバー側のホスト名、ドメイン名の設定が誤っ

ているか、DNS での名前解決に失敗している可能性があります。 

Linux サーバー側の設定を再度ご確認ください。hostname -d コマンドでドメイン名が表示される必要があります。DNS で名前解決

を行っている場合には、host コマンド、あるいは nslookup コマンドにて、正引き逆引きともに解決していることを確認してください。 

また、表示するまで極端に時間がかかる場合、クライアントマシンの名前が解決されていない可能性があります。 

 HDE Controller 管理画面へのアクセス 
初回アクセス時は「使用許諾契約書」への同意が求められますので、内容に同意しましたら「同意する」をクリックしてください。 

HDE Controller の管理画面にアクセスすると、以下のような認証ダイアログが表示されます。 

 

管理者画面にアクセスするためには、以下のように入力します。 

ユーザー名:root 
パスワード:HDE Controller のインストール時に設定したパスワード 

プロダクト ID 及びライセンス ID の入力画面が表示されますので、プロダクト ID とライセンス ID を入力します。 
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 ユーザー登録 
HDE Controller をご使用になるには、プロダクト ID 及びライセンス ID を入力する必要があります。HDE Controller 製品には、プ

ロダクト ID 及び仮ライセンス ID を記録した用紙が同梱されております。弊社ホームページからユーザー登録を行って頂く事によ

り、正式なライセンス ID が発行されます。仮ライセンス ID には 60 日間の使用期間制限がございますので、ご使用の前には必ず

ユーザー登録を行い正式なライセンス ID を取得していただけるようにお願いいたします。 

 ユーザー登録ページ 

ユーザー登録ページへは以下の URL からアクセスすることができます。 

http://www.hde.co.jp/registration/ 

プロダクト ID およびライセンス ID を入力すると、HDE Controller の初期画面が表示されます。 

ここで「メインメニュー」か「初期セットアップウィザード」を選択できますが、 初のインストール時は「初期セットアップウィザード」を

使用することをおすすめします。質問形式の初期セットアップウィザード終了後、特別な設定を行わなくても HDE Controller を用

いたサーバー管理を始めることができます。 

なお、次回のアクセスからは初期画面は表示されず、直接メインメニューが表示されるようになります。 
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9. ユーザーの定義 

HDE Controller ISP Edition では、各管理者ユーザー、一般ユーザーの定義は以下の様に位置付けられます。 

root 全ての管理権限を有します。 

ispadmin リアルドメインにおいて、ユーザーおよびシステムの管理を行うことができます。root を補

佐する位置付けになります。 

lcadmin HDE Controller 全体を管理する権限を有します。 

admin@ドメイン名 バーチャルドメインにおいて、ユーザーおよびシステムの管理を行うことができます。 

 導入例と各ユーザーの役割(権限は提供するサービスにより異なります。) 

専用ホスティングサービス ホスティング業者権限: 
 root(管理者)ispadmin(オペレーター) 
ホスティング利用者権限: 
 lcadmin(お客様管理者)admin@ドメイン名(バーチャルドメイン管理者) 

共有ホスティングサービス ホスティング業者権限: 
 root(管理者)ispadmin、lcadmin(オペレーター) 
ホスティング利用者権限: 
 admin@ドメイン名(お客様管理者) 

 各ユーザーの相関図 

リアルドメイン/バーチャルドメイン、それぞれにおける管理権限の範囲は、以下の様なイメージとなります。各ユーザーの具体的

権限については次項の比較表をご参照ください。 

 

 

リアルドメイン 

ｒｏｏｔ 
ｉｓｐａｄｍｉｎ 

ｌｃａｄｍｉｎ＠ドメイン名 
ｉｓｐａｄｍｉｎ＠ドメイン名 

ｒｏｏｔ＠ドメイン名 

ｌｃａｄｍｉｎ 

バーチャルドメイン 

ａｄｍｉｎ＠ドメイン名 
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各ユーザーがデフォルト権限で利用可能な項目は以下比較表の設定になっております。 

リアルドメインを管理する HDE Controller の権限をリアル LC、バーチャルドメインを管理する権限をバーチャル LC と示します。

デフォルトで使用可能な項目を￮、使用できない項目を×で示します。 

 リアル LC、バーチャル LC の権限 

  root 
ispadmin lcadmin admin＠ドメイン名 root＠ドメイン名 

Web サーバー     

基本設定 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ管理 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ追加 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ認証設定 ○ ○ ○ ○ 

ディスク使用量一覧 ○ ○ ○ ○ 

アクセスランキング ○ ○ ○ ○ 

MIME 設定 ○ ○ × × 

セキュア Web サーバー     

基本設定 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ管理 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ追加 ○ ○ ○ ○ 

ディレクトリ認証設定 ○ ○ ○ ○ 

鍵と証明書の設定 ○ ○ ○ ○ 

FTP サーバー     

基本設定 ○ ○ ○ ○ 

メールサーバー     

基本設定 ○ ○ × × 

アクセス制御 ○ ○ × × 

スプール容量制限 ○ ○ × × 

スプール容量制限一括設定 ○ ○ × × 

エイリアス設定 ○ ○ × × 

スマートリレー設定 ○ ○ × × 

SPAM 拒否設定 ○ ○ × × 

宛先不明メール転送設定 ○ ○ × × 
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メーリングリスト     

メーリングリスト管理 ○ ○ ○ ○ 

メーリングリスト作成 ○ ○ ○ ○ 

テンプレート設定 ○ ○ ○ ○ 

DNS サーバー     

基本設定 ○ ○ × × 

ドメイン情報管理 ○ ○ × × 

ドメイン追加 ○ ○ × × 

サブドメイン追加 ○ ○ × × 

セカンダリ追加 ○ ○ × × 

問い合わせ転送設定 ○ ○ × × 

逆引きゾーン追加 ○ ○ × × 

レコード管理 ○ ○ ○ ○ 

NFS     

NFS サーバー設定 ○ ○ × × 

NFS クライアント設定 ○ ○ × × 

SNMP エージェント     

システム情報設定 ○ ○ × × 

コミュニティ設定 ○ ○ × × 

セキュリティグループ設定 ○ ○ × × 

ビュー設定 ○ ○ × × 

アクセス制御設定 ○ ○ × × 

PostgreSQL 管理     

基本設定 ○ ○ × × 

ユーザー管理 ○ ○ × × 

データベース管理 ○ ○ × × 

バックアップ ○ ○ × × 

リストア ○ ○ × × 
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ネットワーク     

基本設定 ○ × × × 

ルーティング設定 ○ × × × 

ポートフォワーディング設定 ○ × × × 

IP エイリアス設定 ○ × × × 

ネットワークの状態 ○ × × × 

帯域制御設定 ○ ○ × × 

ホスト名設定  ○ × × 

バーチャルドメイン管理     

バーチャルドメイン管理 ○ ○ × × 

バーチャルドメイン追加 ○ ○ × × 

ＣＳＶ一括管理 ○ ○ × × 

テンプレート編集 ○ ○ × × 

テンプレート追加 ○ ○ × × 

バーチャルドメインの状態 ○ ○ ○ ○ 

バーチャル容量制限初期化 ○ ○ × × 

ファイアウォール     

パケットフィルター設定 ○ ○ × × 

パケットフィルター管理 ○ ○ × × 

簡易パケットフィルター管理 ○ ○ × × 

パケットフィルター状態 ○ ○ × × 

セキュリティ     

TCP wrapper の簡易設定 ○ ○ × × 

TCP wrapper の一般設定 ○ ○ × × 
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アカウント     

ユーザー管理 ○ ○ ○ ○ 

ユーザー追加 ○ ○ ○ ○ 

CSV 一括ユーザー登録 ○ ○ ○ ○ 

CSV 一括ユーザー削除 ○ ○ ○ ○ 

CSV 一括ユーザー保存 ○ ○ ○ ○ 

グループ管理 ○ ○ × × 

グループ追加 ○ ○ × × 

アクセス権限設定 ○ ○ ○ ○ 

アクセス権限一括設定 ○ ○ ○ ○ 

テンプレート設定 ○ ○ ○ ○ 

個人情報管理     

ログインパスワード ○ ○ ○ × 

詳細設定 ○ ○ ○ × 

メール転送 ○ ○ ○ × 

メールパスワード ○ ○ ○ × 

自動メール返信設定 ○ ○ ○ × 

バックアップ/復元 ○ ○ ○ × 

ユーザーステータス ○ ○ ○ × 

時刻設定     

時間設定 ○ × × × 

タイムサーバー設定 ○ × × × 

ディスク容量制限     

パーティション設定 ○ ○ × × 

容量制限一覧 ○ ○ ○ ○ 

容量制限一括設定 ○ ○ ○ ○ 

バックアップ     

スケジュール追加 ○ ○ ○ ○ 

今すぐバックアップ ○ ○ ○ ○ 

バックアップファイルの復元 ○ ○ ○ ○ 

スケジュールの編集 ○ ○ ○ ○ 
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テープバックアップ     

バックアップの設定 ○ ○ × × 

バックアップの復元 ○ ○ × × 

テープドライブの状態 ○ ○ × × 

グラフレポート     

リソースレポート ○ ○ × × 

パフォーマンスレポート ○ ○ × × 

ログインレポート ○ ○ × × 

プロセスレポート ○ ○ × × 

任意のプロセスレポート ○ ○ × × 

グラフレポートの初期化 ○ ○ × × 

自己監視     

基本設定 ○ ○ × × 

リソース監視 ○ ○ × × 

パフォーマンス監視 ○ ○ × × 

ログイン監視 ○ ○ × × 

プロセス監視 ○ ○ × × 

任意のプロセス監視 ○ ○ × × 

自己監視サービスの状態 ○ ○ × × 

OS アップデート     

Red Hat 更新エージェント ○ ○ × × 

エージェント設定 ○ ○ × × 

システム登録 ○ ○ × × 

パッケージ管理     

アップデートサーバー設定 ○ ○ × × 

HDE Controller のアップデート ○ ○ × × 

RPM インストール ○ ○ × × 

インストール済み RPM 一覧 ○ ○ × × 

RPM アップデート設定 ○ ○ × × 

RPM アップデート ○ ○ × × 
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サーバーステータス     

コンピューターの状態 ○ ○ × × 

サービス稼働状況 ○ ○ × × 

サービス稼働状況メニューの編集 ○ ○ × × 

プロセス管理 ○ ○ × × 

コンピューターの停止 ○ ○（再起動のみ） × × 

ログ管理     

ログ閲覧 ○ ○ ○ ○ 

ログローテート ○ ○ × × 

ログ監視 ○ ○ ○ ○ 

HDE Controller 設定     

基本設定 ○ × × × 

SSL 設定 ○ × × × 

インターフェース設定 ○ × × × 

アクセス権限初期化 ○ × × × 

オプション     

ライセンス情報 ○ × × × 

cron 管理 ○ ○ × × 

サーバー情報送信 ○ ○ × × 

表示順序設定 ○ ○ ○ ○ 

ユーティリティ     

ファイルマネージャー ○ ○ ○ × 

初期セットアップウィザード     

初期セットアップウィザード ○ × × × 

 



はじめに 

 22

 リアルＬＣ/バーチャルＬＣ共通 
 全てのユーザー 

個人情報管理  

ログインパスワード ○ 

詳細設定 ○ 

メール転送 ○ 

メールパスワード ○ 

自動メール返信設定 ○ 

バックアップ/復元 ○ 

ユーザーステータス ○ 

ユーティリティ  

ファイルマネージャー ○ 

オプション  

表示順序設定 ○ 
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1. 基本設定 

Web サーバーの基本的な設定を行ないます。 

 基本設定 
適切な「サーバー名」「ポート番号」「管理者メールアドレス」「ドキュメントルート」（Web サーバーを通じて公開したいディレクトリ。こ

のディレクトリ以下のファイルおよびディレクトリが公開されます）を入力します。または「選択」ボタンをクリックし、ファイル選択画面

からファイルを指定します。 

 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 詳細設定 
公開するサーバーの規模、および、ユーザー領域を公開する場合の URL のタイプを設定します。 

 

サーバーの規模を、 
「 小(15)」「CGI 更に多い(150)」「CGI 多い(200)」「 大(250)」 
いずれか、お使いのサーバーの使用環境に合わせて設定します。 

「ユーザー領域の URL のタイプ」を選択します。 
下記のいずれかの形式となります。 

例: 
http://example.com/~username/ 
http://example.com/users/username/ 

設定が正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 エラーメッセージ設定 
リクエストされた Web サイトのアドレスが間違っている場合に表示するエラーメッセージを設定します。 

 

エラーメッセージの言語を、以下から選択します。 

「ブラウザーの言語設定に合わせる」「エラーメッセージを日本語にする」/「エラーメッセージを英語にする」 

エラーメッセージが記録されたファイルの場所を指定する場合は、 

「エラーメッセージの場所を指定する」を選択し、ファイルの保存されているパスを、 

以下のそれぞれの項目に入力します。 

「ファイルが見つからない(404)」/「アクセス不許可(403)」/「サーバーエラー(500)」 

設定が正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 suEXEC 設定 
suEXEC 機能を有効にすることで、CGI または SSI を一般ユーザー権限で実行することができます。 

 

但し、suEXEC 機能を有効にするとバーチャルドメインの admin ユーザーを除く一般ユーザーは CGI・SSI 自体が実行されなくなり

ます。リアルドメインの一般ユーザー権限かバーチャルの admin ユーザー権限で CGI・SSI を実行したい時のみ有効にして下さい。 
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2. ディレクトリ管理 

Web サーバーで公開するディレクトリの設定を行います。 

 CGI・SSI の設定 
CGI および SSI を設定する場合は「CGI」「SSI」ボタンをクリックします。 
「許可」に設定されるとボタンが点灯した状態に変わります。 

 

「設定する」ボタンをクリックして終了します。 

 
cgi-bin ディレクトリは Web サーバーの設定ファイルで、Script Alias が設定されている場合、HDE Controller の

CGI 設定に関わらず、CGI 実行可能です。 

 
cgi-bin ディレクトリ以外のディレクトリは、拡張子.cgi のファイルのみが実行可能です。 
その他の形式のファイルを実行する場合は、MIME タイプを設定してください。 

 ディレクトリの設定編集 
Web サーバーのディレクトリを編集します。 

ディレクトリの一覧から、「編集」ボタンをクリックすると、「ディレクトリの設定」画面が表示されます。 

 

「ディレクトリ」にパスを入力します。 

「CGI」「SSI」それぞれの、「使用可」「使用不可」を選択します。 

正しければ「OK」ボタンをクリックします。 

ディレクトリ一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして終了します。 
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 アクセス制御 
ディレクトリのアクセス制御をします。 

ディレクトリの一覧から、「編集」ボタンをクリックすると、「ディレクトリの設定」画面が表示されます。「アクセス制御」タブをクリックし

て設定画面を切り替えます。 

 

同じドメインのみアクセスを許可する場合は、 

「同じドメインからのみアクセスを受け付ける」を選択します。 

制御対象を指定する場合は「指定する」を選択します。 

「アクセス制御の評価順」メニューから、許可サイトと不許可サイトどちらの評価を優先するか選択し、「許可サイト」「不許可サイト」

それぞれに制御対象となるアドレスを入力します。 

正しければ「OK」ボタンをクリックします。 

ディレクトリ一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして終了します。 

 アクセス制御に入力できる形式 

ホスト名 host.example.com 

IP アドレス 192.168.0.1 

IP アドレスの一部 192.168.0. 

IP アドレス/ネットマスク 192.168.0.0/255.255.255.0 

複数の指定 192.168.0.0./24 172.16.0.0/16 
(それぞれスペースで区切るか改行) 

全てを指定 all(全てのホストに対して設定します。) 

ドメイン名 .example.com 
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 分散設定ファイル制御 
ディレクトリの一覧から、「編集」ボタンをクリックすると、「ディレクトリの設定」画面が表示されます。「分散設定ファイル制御」タブを

クリックして設定画面を切り替えます。 

 

ディレクトリの AllowOverride ディレクティブを設定します。 

AllowOverride ディレクティブは、分散設定ファイル(.htaccess というファイル名で知られています)によって設定の変更が可能な

ディレクティブを指定するものです。 

このディレクトリに対して何も設定しない場合は、このディレクトリの上位(親)ディレクトリの設定を継承します。 

分散設定ファイル制御を下記の設定方法から選択することができます。 

 

None 分散設定ファイルを使用できないようにします 

All 分散設定ファイルで設定できる全てのディレクティブを使用可能にします 

このディレクトリには設定しない 上位(親)ディレクトリの設定を継承します 

以下のリストから選択する 下記に示されたリストより設定方法を選択します 
  AuthConfig: 認証に関するディレクティブを使用可能にする 
  FileInfo: ドキュメントタイプを操作するディレクティブを使用可能にする 
  Indexes: ファイル・ディレクトリ一覧に関するディレクティブを使用可能にする 
  Limit: ホストへのアクセス制御に関するディレクティブを使用可能にする 
  Options: 特定のディレクトリにおける機能を操作するディレクティブを使用可能にする 

正しければ「OK」ボタンをクリックします。 

ディレクトリ一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして終了します。 
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3. ディレクトリ追加 

Web サーバーを通して公開するディレクトリを追加に設定します。 

 ディレクトリの追加 

 

Web サーバーで公開するディレクトリを追加し、CGI・SSI の許可を設定します。 

追加するディレクトリのパスを、「ディレクトリ」に入力するか、「選択」ボタンをクリックし、ディレクトリ選択画面から選択します。 

分散設定ファイル制御を下記の設定方法から選択します。 

None 分散設定ファイルを使用できないようにします 

All 分散設定ファイルで設定できる全てのディレクティブを使用可能にします 

このディレクトリには設定しない 上位(親)ディレクトリの設定を継承します 

以下のリストから選択する 下記に示されたリストより設定方法を選択します 
  AuthConfig: 認証に関するディレクティブを使用可能にする 
  FileInfo: ドキュメントタイプを操作するディレクティブを使用可能にする 
  Indexes: ファイル・ディレクトリ一覧に関するディレクティブを使用可能にする 
  Limit: ホストへのアクセス制御に関するディレクティブを使用可能にする 
  Options: 特定のディレクトリにおける機能を操作するディレクティブを使用可能にする 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 
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ディレクトリのアクセス制御をします。 

 

同じドメインのみアクセスを許可する場合は、 

「同じドメインからのみアクセスを受け付ける」を選択します。 

制御対象を指定する場合は「指定する」を選択します。 

「アクセス制御の評価順」メニューから、許可サイトと不許可サイトどちらの評価を優先するか選択し、 

「許可サイト」「不許可サイト」それぞれに制御対象となるアドレスを入力します。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 アクセス制御に入力できる形式 

ホスト名 host.example.com 

IP アドレス 192.168.0.1 

IP アドレスの一部 192.168.0. 

IP アドレス/ネットマスク 192.168.0.0/255.255.255.0 

複数の指定 192.168.0.0./24 172.16.0.0/16 
(それぞれスペースで区切るか改行) 

全てを指定 all(全てのホストに対して設定します。) 

ドメイン名 .example.com 
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4. ディレクトリ認証設定 

Web サーバーで公開するディレクトリの、認証設定を行います。 

 ディレクトリ認証の設定 
Web ディレクトリの一覧より、認証を設定するディレクトリの、「編集」ボタンをクリックします。 

認証内容の設定画面が表示されます。 

 

「認証名」、に認証時に表示する内容を入力します。(例:ENTERID/PASSWORD) 

認証の為の「ユーザー名」「パスワード」をそれぞれ入力し、「追加」ボタンをクリックすると、設定が追加されます。 

追加した認証を使用する場合は、「認証機能を有効にする」、を選択します。 

「戻る」ボタンをクリックし、ディレクトリ一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

既に認証が設定されているディレクトリについては、ディレクトリ一覧画面で、フォルダのアイコンをクリックすることにより認証の有

効/無効を切り替えることが出来ます。 
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5. ディスク使用量一覧 

ユーザーの Web スペース使用量を一覧表示します。 

 ディスク使用量一覧 
ディスク使用量一覧には、ユーザー名、ディレクトリ、ディスク使用量が一覧表示されます。 

 

ユーザーを検索する場合は、「ユーザーの検索」、に検索キーワードを入力します。 

検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

システムアカウントは通常表示されません。システムアカウントを検索結果として表示させる場合は、 

「システムアカウントも表示する」を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

ユーザー名の頭文字から検索する場合は、「ユーザー名の頭文字」に表示される、頭文字の範囲をクリックします。 

全てのユーザーを一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 

ユーザー名、ディスク使用量については、項目名をクリックすることで、表示を降順/昇順に切り替えることが出来ます。 
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6. アクセスランキング 

Web サーバーへのアクセスランキングを表示します。 

 

 アクセスランキング 
アクセス解析の条件を、「時間毎のレポート」「一般的なレポート」、それぞれから選択します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定に進みます。 

 

ウェブサーバーの統計として、解析の結果が表示されます。 
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7. MIME 設定 

ファイルの関連づけ情報である MIME タイプの設定を行います。MIME タイプを正しく設定することで、閲覧者に正しく情報を提

供することが出来ます。 

 MIME タイプの検索 
登録されている MIME タイプを検索します。 

 

検索条件として、「MIME タイプのカテゴリー」をメニューから選択します。 

「MIME タイプの検索」、に検索キーワードを入力します。 

検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

MIME タイプの頭文字から検索する場合は、「MIME タイプの頭文字」、に表示されている、頭文字の範囲をクリックします。登録

されている全ての MIME タイプを一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 
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 MIME タイプの追加 
MIME タイプを追加します。 

 

「MIME タイプ」に追加する MIME タイプを入力します。 

(例:video/mpeg) 

「拡張子」に追加する MIME タイプを割り当てるファイルの拡張子を入力します。 

(例:.mpg) 

「追加」ボタンをクリックして、MIME タイプを追加します。 

登録されている MIME タイプに割り当てられている拡張子を変更する場合は、検索した MIME タイプの一覧から修正できます。 

MIME タイプを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。削除を取り消す場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリックしま

す。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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1. 基本設定 

セキュア Web サーバーの基本的な設定を行ないます。 

 基本設定 
適切な「サーバー名」「ポート番号」「管理者メールアドレス」「ドキュメントルート」(Web サーバーを通じて公開したいディレクトリ。こ

のディレクトリ以下のファイルおよびディレクトリが公開されます)の各項目を正しく入力します。 

 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 詳細設定 
セキュア Web サーバーを通して公開する、ユーザーのディレクトリを設定します。 

 

通常の Web サーバーと同じ設定(public_html)にする場合は、 

「通常の Web サーバーと同じにする」を選択します。 

通常の Web サーバーと異なるディレクトリを指定する場合は、 

「通常の Web サーバーと異なる場所に置く」を選択します。 

異なるディレクトリを選択した場合は、ディレクトリ名を入力します。 

リモートホスト名を逆引きする場合は「リモートホスト名逆引き」を「する」に設定します。するに設定した場合、アクセスログに記録さ

れますが、Web サーバーのパフォーマンスが低下することがあります。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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2. ディレクトリ管理 

セキュア Web サーバーのディレクトリについて個別に管理・設定します。 

 基本設定 

 

CGI、および、SSI を有効にする場合は「CGI」「SSI」をクリックします。ボタンが点灯した状態に変わります。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 詳細な設定 

詳細な設定を行う場合は、ディレクトリ一覧画面から「編集」ボタンをクリックします。 

「ディレクトリの設定」「アクセス制御」「分散設定ファイル制御」の設定タブが表示されます。 

 

「ディレクトリの設定」メニューでは、ディレクトリの変更、CGI・SSI の使用可否を設定します。 

ディレクトリを変更する場合は、ディレクトリの場所を修正します。 

CGI・SSI の使用許可を設定します。 

「OK」ボタンをクリックしてディレクトリ一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

アクセス制御メニューでは、ディレクトリのアクセス制限を設定します。 

同じドメインのみ許可する場合は、「同じドメインからのみアクセスを受け付ける」を選択します。 

制御対象を指定する場合は、「指定する」を選択します。 

「アクセス制御の評価順」メニューから、許可サイト優先か、不許可サイト優先か選択し、 

「許可サイト」「不許可サイト」、それぞれに適切な値/ドメイン名を入力します。 

「OK」ボタンをクリックしてディレクトリ一覧画面に戻ります。 
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 アクセス制御に入力できる形式 

ホスト名 host.example.com 

IP アドレス 192.168.0.1 

IP アドレスの一部 192.168.0. 

IP アドレス/ネットマスク 192.168.0.0/255.255.255.0 

複数の指定 192.168.0.0./24 172.16.0.0/16 
(それぞれスペースで区切るか改行) 

全てを指定 all(全てのホストに対して設定します。) 

ドメイン名 .example.com 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 分散設定ファイル制御 

ディレクトリの AllowOverride ディレクティブを設定します。 

 

AllowOverride ディレクティブは、分散設定ファイル(.htaccess というファイル名で知られています)によって設定の変更が可能な

ディレクティブを指定するものです。 
このディレクトリに対して何も設定しない場合は、このディレクトリの上位(親)ディレクトリの設定を継承します。 
分散設定ファイル制御を下記の設定方法から選択することができます。 

None 分散設定ファイルを使用できないようにします 

All 分散設定ファイルで設定できる全てのディレクティブを使用可能にします 

このディレクトリには設定しない 上位(親)ディレクトリの設定を継承します 

以下のリストから選択する 下記に示されたリストより設定方法を選択します 
  AuthConfig: 認証に関するディレクティブを使用可能にする 
  FileInfo: ドキュメントタイプを操作するディレクティブを使用可能にする 
  Indexes: ファイル・ディレクトリ一覧に関するディレクティブを使用可能にする 
  Limit: ホストへのアクセス制御に関するディレクティブを使用可能にする 
  Options: 特定のディレクトリにおける機能を操作するディレクティブを使用可能にする 

正しければ「OK」ボタンをクリックします。 
ディレクトリ一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして終了します。 
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3. ディレクトリ追加 

セキュア Web サーバーのディレクトリを追加します。 

 ディレクトリの追加 
セキュア Web サーバーを通して公開するディレクトリを追加し、CGI・SSI の許可を設定します。 

 

公開するディレクトリのパスを「ディレクトリ」に入力します。 

CGI・SSI の使用を、「使用可」「使用不可」から選択します。 

ディレクトリを閲覧して選択する場合は、「選択」ボタンをクリックします。 

ディレクトリ選択画面が表示されます。 

 

左枠内にディレクトリの構成図が表示されます。構成図よりディレクトリをクリックして選択すると、右上枠内にその内容が表示され

ます。指定したいディレクトリをクリックすると、右下枠内のテキストボックスにパスが表示されます。 

新規にディレクトリを作成し指定する場合は、上枠内より「新規指定」をクリックすることで右上枠内に「新規指定」のテキストボック

スが表示されます。ディレクトリ名を入力し「指定」ボタンをクリックすると、右下枠内のテキストボックスにパスが表示されます。 

正しければ「選択」ボタンをクリックして設定画面に戻ります。 

矢印ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 
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ディレクトリのアクセス制御を設定します。 

分散設定ファイル制御を下記の設定方法から選択します。 

None 分散設定ファイルを使用できないようにします 

All 分散設定ファイルで設定できる全てのディレクティブを使用可能にします 

このディレクトリには設定しない 上位(親)ディレクトリの設定を継承します 

以下のリストから選択する 下記に示されたリストより設定方法を選択します 
  AuthConfig: 認証に関するディレクティブを使用可能にする 
  FileInfo: ドキュメントタイプを操作するディレクティブを使用可能にする 
  Indexes: ファイル・ディレクトリ一覧に関するディレクティブを使用可能にする 
  Limit: ホストへのアクセス制御に関するディレクティブを使用可能にする 
  Options: 特定のディレクトリにおける機能を操作するディレクティブを使用可能にする 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

同じドメインのみ許可する場合は、「同じドメインからのみアクセスを受け付ける」を選択します。 

制御対象を指定する場合は、「指定する」を選択します。 

「アクセス制御の評価順」メニューから許可サイト優先か、不許可サイト優先か選択し、 

「許可サイト」「不許可サイト」それぞれに適切な値/ドメイン名を入力します。 

設定が正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 アクセス制御に入力できる形式 

ホスト名 host.example.com 

IP アドレス 192.168.0.1 

IP アドレスの一部 192.168.0. 

IP アドレス/ネットマスク 192.168.0.0/255.255.255.0 

複数の指定 192.168.0.0./24 172.16.0.0/16 
(それぞれスペースで区切るか改行) 

全てを指定 all(全てのホストに対して設定します。) 

ドメイン名 .example.com 
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4. ディレクトリ認証設定 

Web サーバーで公開するディレクトリの、認証設定を行います。 

 ディレクトリ認証の設定 
Web ディレクトリの一覧より認証を設定するディレクトリの、「編集」ボタンをクリックします。 

 

「認証名」に認証時、認証画面表示する内容を入力します。 

(例:パスワードを入力してください) 

認証の為の「ユーザー名」「パスワード」をそれぞれ入力し「追加」ボタンをクリックします。設定が追加されます。 

追加する認証を使用する場合は「認証機能を有効にする」を選択します。 

「戻る」ボタンをクリックし、ディレクトリ一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

既に認証が設定されているディレクトリについては、ディレクトリ一覧画面で、フォルダのアイコンをクリックすることにより認証の有

効/無効を切り替えることが出来ます。 
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5. 鍵と証明書の設定 

セキュア Web サーバーの SSL 暗号化の為の秘密鍵・公開鍵の設定を行ないます。 

 

 設定の流れ 
鍵と証明書の設定の流れは以下のようになります。 

 

HDE Controller による設定 

● SSL 鍵の設定 
秘密鍵・公開鍵のペアと証明書を 
作成します。 

● SSL 鍵/CSR のダウンロード 
作成した SSL 鍵のペアと CSR（証明書署名要求）

をクライアントにダウンロードします。 
 

お客様が行う手続き 

● CA への証明書署名要求 
CA（認証局）へ CSR（証明書署名要求）を

送り署名を要求します。 
 

● SSL 鍵/CSR のアップロード 
クライアントにバックアップした SSL 鍵のペアと CA
より認証された証明書をアップロードします。 
 

 
● 中間 CA 証明書のアップロード 
128bitSSL を利用する場合は中間 CA 証明書

をアップロードします。 
 

メ
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 現在の証明書の情報 
現在設定されている証明書の情報が表示されます。 

 

 SSL 鍵の設定 
セキュア Web サーバー用の SSL 鍵を設定します。 

 

Web サーバーへのアクセスを SSL 化させるためこの設定により秘密鍵/公開鍵および証明書の発行が必要です。 

「国名/都道府県名/市町村名/組織名/サーバー名とドメイン名/E-mail アドレス」を正しく入力します。 

設定方法として、下表のいずれかから選択します。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 SSL 鍵の設定方法 

上記の情報を更新します。SSL 鍵のペアと証

明書が作成されることはありません。 
既に設定されている証明書の情報のみを更新します。 

新しい SSL 秘密鍵／公開鍵のペアと、証明書

を作り直します。 
新規に SSL 秘密鍵／公開鍵、証明書を作成します。初めて設

定する場合や証明書を変更する場合は必ず行ないます。 

上記の情報を用いて、証明書のみを作り直し

ます。 
既に設定されている鍵／証明書情報を元に、証明書のみを作

り直します。 
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 SSL 鍵/証明書/CSR ダウンロード 
SSL 鍵・証明書をクライアントにダウンロードすることができます。 

 

CSR は CA(認証局)へ送付するためにダウンロードを行ないます。 
秘密鍵・公開鍵ペア、および、証明書はバックアップのためにダウンロードを行ないます。 
「ダウンロード」ボタンをクリックするとファイルをダウンロードすることができます。 

 SSL 鍵/証明書アップロード 
SSL 鍵・証明書をクライアントからアップロードすることができます。 

 

アップロードする鍵、証明書は必ず対応するものを同時にアップロードします。 

ファイルの保存されているパスを、「秘密鍵/公開鍵ペア」「証明書」それぞれに入力するか「参照」ボタンをクリックし直接ファイル

が存在するディレクトリを指定します。テキストを直接入力することも可能です。 

 
 
ファイルを指定する方法と、直接入力する方法を同時に行なう事はできません。 

 
 
パスフレーズ付きの秘密鍵はご利用になれません 

 中間 CA 証明書アップロード 
中間 CA 証明書をアップロードします。 

 

Web ブラウザが正しく認証を行なうために中間 CA 証明書が必要な SSL 鍵の場合、必要になります。 

(128bit SSL を利用する場合に必要になります。ベリサイングローバルサーバーID など) 
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1. 基本設定 

FTP サーバーの基本設定を行います。 

 Anonymous FTP の設定 
匿名ログインを許可する Anonymous FTP について設定します。 

Anonymous FTP を有効にする場合は、「Anonymous FTP を有効にする」を選択します。FTP のログイン数を制限する場合は、「認

証クライアント 大数」にログイン 大数を入力します。 

ログインした匿名ユーザーに、incoming ディレクトリへの、ファイルの書き込み(アップロード)を許可する場合は、「incoming ディレ

クトリへの書き込みを有効にする」を選択します。 

 ポート設定 
Passive モードの場合に利用するポートの範囲を指定します。ポート範囲を指定する場合は「PASV モードのポートを制限する」を

選択し、開始ポートと終了ポートを入力します。 

終了ポートの入力を省略した場合は、開始ポートに入力したポートのみに限定されます。 

「PASV モードのポートを制限する」を選択しない場合には 1024 版ポート以上が利用されます。 

 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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1. 基本設定 

ここでは、メールサーバーの基本設定を行います。 

 基本設定 
メールの受け付けを許可するドメイン名が一覧表示されます。 

 

 詳細設定 

 

 SMTP のポート番号設定 

メールウィルススキャナを同一サーバー上で併用している環境で、メールサーバーである qmail の待ち受けポート番号を変更する

必要がある場合は、qmail-smtpd のポート番号を変更します。 

「待ち受けポート番号の変更」を選択し、ポート番号を入力します。 

 ＰＯＰのポート番号設定 

上記ＳＭＴＰと同様にＰＯＰに利用される待ち受けポート番号を変更する必要がある場合は、qmail-popup のポート番号を変更します。 

「待ち受けポート番号の変更」を選択し、ポート番号を入力します。 

 qmail の設定 

メールサーバーとして使用されている、qmail の設定を確認します。 
表示された設定が間違っていない限り、通常変更する必要はありません。 
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2. アクセス制御 

全てのホストからのメール中継を許可した場合、悪意のあるユーザーが不正にメール中継を利用し、迷惑メールを送信する等に

悪用される恐れがあります。不正なメール中継を防ぐために配信・中継を許可するクライアントを設定します。 

 

 

 

この設定での「クライアント」とは、メール中継を許可する、IP アドレス・ドメイン名・ネットワークアドレスの範囲を意

味します。 

 

POP before SMTP、又は、SMTP AUTH 対応のメールクライアントであれば、ここで明示的に許可しなくても配信/
中継が可能です。（SMTP AUTH は POP 認証時のみ対応です。APOP 認証時は使用できません。） 

 送信を許可するクライアント追加 
メールの送信を許可するクライアントを追加します。クライアントの IP アドレス、ネットワークアドレスのいずれかを入力し、「追加」ボ

タンをクリックして追加します。 

 
 
ドメイン名・ホスト名での追加はできません。 

追加すると「送信を許可するクライアント」のリストにクライアントが表示されます。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

設定項目 入力値 指定範囲 

IP アドレス 192.168.0.1 IP アドレス 

ネットワークアドレス 192.168.0. ネットワークアドレスで区切られるネットワークの範囲 

IP アドレス範囲指定 192.168.0.21-24 IP アドレスの範囲 

 送信を許可するクライアント削除 
「送信を許可するクライアント」のリストから、削除するクライアントの「削除」ボタンをクリックします。 

ボタンが「取消」ボタンに切り替わります。削除を取り止める場合は「取消」ボタンをクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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3. スマートリレー設定 

ファイアウォール内にあるメールサーバーから外部にメールを送信する際に経由し、メールを転送させる機能である、スマートリ

レーについて設定します。 

 スマートリレーの設定 
スマートリレーの対象の設定を行います。 

 

すべてのメールを転送する場合は、転送先となるメールサーバーの、IP アドレス、または、ドメイン名を入力します。 

ドメイン名を対象とする場合は、メールアドレスに含まれる「@」(アットマーク)以降の全てのドメイン名を入力し、転送先となる

メールサーバーの、IP アドレス、または、ドメイン名を入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、設定を追加します。 

設定を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。削除を止める場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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4. スプール容量制限 

メールアカウントを持つユーザーが使用できる、メールスプール(メールを保存しておける領域)の容量を制限します。 

 ユーザーの検索 
スプール制限の容量を設定するユーザーを検索します。 

 

「ユーザー検索」、に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

通常システムアカウントは表示されません。検索結果にシステムアカウントを表示する場合は、「システムアカウントも表示する」を

選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

ユーザーの頭文字から検索する場合は、「ユーザーの頭文字」に表示されている、頭文字の範囲をクリックします。全ての

ユーザーを一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 

ユーザー名、ディスク使用量については、項目名をクリックすることで、表示を降順/昇順に切り替えることが出来ます。 

 

 
システムがディスクの管理領域を使用している為、「ディスク使用量」がゼロになることはありません。 

制限容量を設定する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

容量制限の設定画面が表示されます。 

 

使用できる 大容量の値を「制限容量」に入力します。 
容量制限をかけない場合は、「メールスプールに容量制限をかけない」を選択します。 
「OK」ボタンをクリックします。 
制限容量一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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5. スプール容量制限一括設定 

メールアカウントを持つユーザーが使用できる、メールスプールの容量制限を一括設定します。 

 ユーザーの検索 
スプール制限の容量を設定するユーザーを検索します。 

 

「ユーザー検索」に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変更します。 

通常システムアカウントは表示されません。検索結果にシステムアカウントを表示する場合は、「システムアカウントも表示する」を

選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

ユーザーの頭文字から検索する場合は、「ユーザーの頭文字」に表示されている、頭文字の範囲をクリックします。全ての

ユーザーを一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 
ユーザー名、ディスク使用量については、項目名をクリックすることで、表示を、降順/昇順に切り替えることができます。 

制限容量を設定する場合は、設定するユーザーを選択し、矢印ボタンをクリックします。 

容量制限の設定画面が表示されます。 

 

使用できる 大容量の値を「制限容量」に入力します。 

容量制限をかけない場合は、「メールスプールに容量制限をかけない」を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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6. エイリアス設定 

メールアカウントに対して、他のメールアドレスへ転送するための設定を行います。 

 エイリアスの設定 

 

エイリアスにつける名前を、「追加エイリアス名」に入力します。 

 

 
エイリアス名の 初の文字が、アルファベットの小文字、その他の文字には、0-9 a-z - _ が使用できます。 

「エイリアス値」に転送先となる、ローカルユーザーのユーザー名、または、リモートユーザーのメールアドレスを入力します。 

複数指定する場合は、「, 」(カンマ)で区切って入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、エイリアスを追加します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 エイリアスの検索 
エイリアスを検索する場合は、「エイリアス検索」に検索キーワードを入力します。 

検索結果の表示件数を変更する場合は、「 大表示件数」の値を変更します。 

システム予約エイリアスは通常表示されません。システム予約エイリアスを表示する場合は、「システム予約エイリアスを表示する」

を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

エイリアスの頭文字から検索する場合は、「エイリアスの頭文字」に表示されている頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているエイリアスを、全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 
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 エイリアスの編集 
エイリアスを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

 

「エイリアス値」に転送先となる、ローカルユーザーのユーザー名、または、リモートユーザーのメールアドレスを入力します。 

複数指定する場合は、「,」カンマ、または、改行区切りで入力します。 

「OK」ボタンをクリックします。 

エイリアス一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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7. SPAM 拒否設定 

SPAM(受信者に無断で送信される広告メール等)の受信を拒否するための設定を行ないます。 

 受信拒否リスト自動設定 

 

メールサーバー参照する RBL(Realtime Blackhole List)の設定を行ないます。 

RBL にはメールを不正中継するメールサーバーが登録されており、RBL を登録することによって不正中継をするメール

サーバーからのメールを拒否することができます。 

多くの SPAM は送信元隠蔽のためにこのような不正中継を行なうメールサーバーから送信されています。 

RBL 参照先のサーバーを 1 サーバー1 行で入力します。参照しない場合は全て削除します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 受信拒否リスト手動設定 

 

受信を拒否する送信元メールアドレスを設定します。 

1 メールアドレス 1 行で入力してください。メールアドレスは「spam@example.co.jp」のようにフルアドレスで入力できるほか、

「@example.co.jp」のようにドメインでの指定をすることができます。拒否しない場合は全て削除してください。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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8. 宛先不明メール転送設定 

サーバーに存在しないアカウントやエイリアス宛のメールに対して、メールサーバーがどのような振る舞いをするかを設定します。 

 宛先不明メール転送設定 

 

宛先不明メールの転送先を設定します。 

宛先不明メールを送信者に送り返す場合は「宛先不明のメッセージを送信者に送り返す。」をチェックしてください。 

宛先不明メールを特定のメールアドレスに転送する場合は「下記のメールアドレスに転送する。」をチェックして、「転送先メールア

ドレス」に転送先メールアドレスを入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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1.メーリングリスト管理 

 メーリングリスト管理 
既に追加されたメーリングリストの設定内容やメンバーの追加・削除を行うには、「メーリングリスト管理」をクリックします。 

 

メーリングリストが一覧で表示されますので、設定変更したいメーリングリストの「編集」ボタンをクリックします。 

メンバーの変更画面が表示され、メーリングリストのメンバーの追加・削除を行うことができます。 

 

１つのメールアドレスにつき、１行で入力してください。 

メーリングリストの設定内容を変更するには、「メーリングリスト設定」タブをクリックします。 
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変更可能な項目のそれぞれの説明は、「メーリングリスト作成」の説明をご参照下さい。 変更後に、「OK」ボタンをクリックします。

その後、表示される画面の「設定する」ボタンをクリックすることで、変更が反映されます。 

メーリングリストへの投稿メールに特定のメッセージを自動的付加したい場合は、「メッセージ設定」タブをクリックし、付加メッ

セージを設定します。 

 

フロンターメッセージ 

投稿メールのメール本文の先頭に自動的に付加されるメッセージを設定します。 

フッターメッセージ 

投稿メールのメール本文の末尾に自動的に付加されるメッセージを設定します。 

設定後、「OK」ボタンをクリックします。その後、表示される画面の「設定する」ボタンをクリックすることで、変更が反映されます。 

 メーリングリストの削除 
メーリングリストを削除するには、メーリングリストが一覧画面において、削除したいメーリングリストの「削除」ボタンをクリックします。 

その後、「設定する」ボタンをクリックして削除を完了させます。 
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2.メーリングリスト作成 

 メーリングリストの作成 
メーリングリストを作成する方法について説明します。 

 

あらかじめ、「テンプレート設定」でテンプレートを作成している場合は、その設定値が初期値として画面上に表示されます。 

「メーリングリスト作成」画面では、下記の項目を設定することができます。 

メーリングリスト名 

作成したいメーリングリストの名前を入力します。 
既存のメーリングリスト名、ユーザーアカウント名、または半角英数文字以外を指定することはできません。 

コメント 

このメーリングリストの簡単な説明を設定します。 
全角英数字や半角カタカナを指定した場合、それぞれ半角英数字、全角カタカナに変更され設定されます。 
この項目は、できるだけ半角英数字のみで設定してください。 

管理者メールアドレス 

このメーリングリストの管理者のメールアドレスを設定します。 参加や退会の承認が必要なメーリングリストを作成した場合は、

subscribe/unsubscribe コマンドによる申し込みをすると、まずこのメールアドレスに承認確認のメールが送られます。 

管理用パスワード 

コマンドメールによる承認操作などに利用されるパスワードです。 

投稿者制限 

このメーリングリストに投稿を許可するユーザーを設定します。 
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通常は、「メンバーのみ」を選択してください。 
「管理者のみ」を選択するとニュース配信型のリストを作成することができます。 

返信先メールアドレス 

このメーリングリストの投稿メールにつける Reply To ヘッダのアドレスを設定します。 
通常は、メーリングリストと同じアドレスを指定します。 
空白で設定した場合は、投稿メールの送信者になります。 

最大メッセージサイズ 

このメーリングリストの投稿メールのメッセージサイズを制限します。 
制限したい場合は、そのサイズをバイトで指定してください。 

アーカイブ 

このメーリングリストの投稿メールのメッセージアーカイブを保存するかどうかを設定します。 
アーカイブを保存すると、コマンドメールで過去のメッセージを取り寄せることが可能ですが、トラフィックの多いメーリングリスト

の場合はディスクを消費しますので、用途に合わせて設定してください。 

以下の設定は、コマンドメールの動作を特定します。 
メーリングリストの用途に合わせて、適切に設定してください。 

参加方法 

subscribe コマンドによるリスト参加方法の設定を行います。 
「本人のみ」を選択した場合、コマンドメール送信者のアドレスのみ参加できます。 
「管理者の承認が必要」を選択した場合、管理者の承認を受けた後参加できます。 
「制限なし」を選択した場合、他人のアドレスを無条件で参加させることができます。 
「参加確認を行う」を選択すると、参加前、登録メールアドレスに参加確認メールが送信されます。 
subscribe による参加の方法は、メール本文に下記内容を記載し、majordomo@ドメイン名 宛てに送信します。 

 subscribe メーリングリスト名 [登録メールアドレス] 

退会方法 

unsubscribe コマンドによるメーリングリスト退会方法の設定を行います。 
「本人のみ」を選択した場合、コマンドメール送信者のアドレスのみ退会できます。 
「管理者の承認が必要」を選択した場合、管理者の承認を受けた後退会できます。 
「制限なし」を選択した場合、他人のアドレスを無条件で退会させることができます。 
unsubscribe による退会の方法は、メール本文に下記内容を記載し、majordomo@ドメイン名 宛てに送信します。 

 unsubscribe メーリングリスト名 [登録メールアドレス] 

参加者一覧取得 

who コマンドによる参加者一覧取得の制限を設定します。 
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「可能」を選択した場合、誰もがこのメーリングリストのメンバーを検索できます。 
「不可」を選択した場合、誰にもこのメーリングリストのメンバーを検索させません。 
「メンバーのみ」を選択した場合、メンバーのみこのメーリングリストのメンバーを検索できます。 
who によるメンバー一覧を取り寄せの方法は、メール本文に下記内容を記載し、majordomo@ドメイン名 宛てに送信します。 

 who メーリングリスト名 

参加リスト一覧取得 

which コマンドによる参加リスト一覧取得の制限を設定します。 
「可能」を選択した場合、誰もがこのメーリングリスト名を検索できます。 
「不可」を選択した場合、誰にもこのメーリングリスト名を検索させません。 
「メンバーのみ」を選択した場合、メンバーのみこのメーリングリスト名を検索できます。 
但し、「投稿者制限」を「管理者のみ」にした場合は、検索の対象となりません。 
which による参加メーリングリストの取り寄せの方法は、メール本文に下記内容を記載し、majordomo@ドメイン名 宛てに送信

します。 

 which [メールアドレス] 

設定が終わりましたら、矢印ボタンをクリックし「メンバー設定」画面に移ります。 

 

「メンバー設定」画面では、このメーリングリストに参加させたいメンバーのメールアドレスを設定します。 

１つのメールアドレスにつき、１行で入力してください。 

メーリングリスト作成に必要な設定は以上です。設定が問題なければ、「設定する」ボタンをクリックして設定をファイルに反映させ

ます。 
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3.テンプレート設定 

 テンプレート設定 
ここでは、新規にメーリングリストを作成する際に初期値として利用するテンプレートを設定します。 

テンプレートの設定を行うには、「テンプレート設定」をクリックします。 

 

設定項目のそれぞれの説明は、「メーリングリスト作成」の説明をご覧下さい。 
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1. 基本設定 

ここでは、DNS サーバー全体に関する設定を行います。 

 

「問い合わせを許可するホスト」は通常は「全てのホストを許可」に設定し、「ゾーン転送を許可するホスト」には、「アドレス指定」で 
同じセグメントのネットワークと、セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを指定します。 

その他の設定は通常は変更する必要はありませんが、必要に応じて変更してください。 

 
 
 

 

リモート・DNS サーバーへの問い合わせは query-source 
転送先サーバーIP アドレスは forwarders 
問い合わせを許可するホストは allow-query 
ゾーン転送を許可するホストは allow-transfer 
の各項目が設定されます。 
プロバイダから DNS サーバーの指定がある場合には、「問い合わせを転送する」にチェックを入れ、「転送タイプ」を

first に、「転送先サーバーIP アドレス 」にプロバイダから指定されている DNS サーバーを指定します。そうすることによ

り、DNS の問い合わせのパフォーマンスがアップします。 

後に「設定する」ボタンをクリックして、設定を保存します。 

 

 



 

 69

2. ドメイン情報管理 

 ドメイン情報管理 
ゾーン種別がプライマリマスタのゾーンの「編集」ボタンをクリックすると、このゾーンに関する下記の情報を編集することができま

す。変更の必要な場合のみ行ってください。 

 

管理者メールアドレス 

このゾーン情報の管理者のメールアドレスを指定します。 

問い合わせを許可するホスト 

このゾーンに対する問い合わせを許可するホストを指定します。 
IP アドレス、あるいは、ホストの属するネットワークを CIDR 形式で入力してください。 全てのホストに許可する場合は「any」、全

てのホストを拒否する場合は「none」で指定することもできます。 

ゾーン転送を許可するホスト 

このゾーンのゾーン情報の転送を許可するホストを指定します。 
IP アドレス、あるいは、ホストの属するネットワークを CIDR 形式で入力してください。 全てのホストに許可する場合は「any」、全

てのホストを拒否する場合は「none」で指定することもできます。 

リフレッシュ間隔(秒) 

セカンダリサーバー(スレイブサーバー)がこのゾーンのシリアル番号をチェックする間隔を秒で指定します。 
セカンダリサーバーは指定した秒間隔でシリアル番号のチェックを行い、番号に変更があればセカンダリサーバーにゾーン情

報を転送します。 
小さい数値に設定した場合、プライマリマスタサーバーの内容は直ぐにセカンダリサーバーに反映されますが、ネットワークの

帯域をより多く使います。 
ゾーン追加時の初期値は、10800 秒(3 時間)に設定されます。この項目は、通常変更の必要はありません。 
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リトライ間隔(秒) 

上記のリフレッシュ間隔が過ぎてもプライマリマスタサーバーに接続できない場合、どれくらいの間隔でリフレッシュの再試行を

行うかを秒で指定します。 ゾーン追加時の初期値は、3600 秒(1 時間)に設定されます。この項目は、通常変更の必要はあり

ません。 

有効期間(秒) 

セカンダリサーバーがプライマリマスタサーバーに接続できない時、どれくらいの期間現在持っているゾーン情報のコピーを利

用できるかを秒で指定します。 
この期間を過ぎてもプライマリマスタサーバーに接続できない場合は、そのゾーン情報を破棄してゾーンの問い合わせに返答

しないようになります。但し、プライマリマスタサーバーへの接続は続けられます。 
この値は、リトライ間隔や後述のネガティブキャッシュ保持期間の値よりも大きくなければなりません 
ゾーン追加時の初期値は、1209600 秒(14 日間)に設定されます。この項目は、通常変更の必要はありません。 

ネガティブキャッシュ保持期間(秒) 

ネガティブキャッシュの保持期間を秒で指定します。 
ネガティブキャッシュとは、「存在しないドメイン名である」という問い合わせ失敗のキャッシュです。 
ゾーン追加時の初期値は、86400 秒(24 時間)に設定されます。この項目は、通常変更の必要はありません。 
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3. ドメイン追加 

新たにドメインを追加します。この設定により、上位ネームサーバーより権威を委任されたプライマリマスタサーバーとなります。 

 ドメイン名の追加 

 

「ネットワークアドレス選択」から、ドメインの範囲となるネットワークアドレスを選択します。 

・現在のシステムのネットワークアドレス 

 設定されているネットワークアドレスから選択します。 

・その他 

 新たにネットワークアドレスを指定します。「ネットワークアドレス/ネットワーク長」の形式で入力します。 

「ネットワーク種別選択」メニューから、 

専用線/LAN/OCN エコノミー/DION スタンダード/逆引き SUB 型/逆引き A 型 

その他の専用線 

いずれか選択します。 

その他の専用線、を選択した場合は、逆引きプレフィックスを入力します。 

 

 

プレフィックスは、ネットワーク長が 2 5 以上のクラスレスのネットワークの場合に、ネットワークアドレスの 4 オク

テット目に追加される任意の文字のことを言います。 
例：SUB240.0.16.172.in-addr.arpa（172.16.0.240/28 の逆引きゾーン名） 
プレフィックスはプロバイダにより異なります。設定の際はプロバイダで提供された設定情報をご確認ください。 
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 ネットワークの種別 

ネットワーク種別 逆引きゾーンの指定形式 

OCN エコノミー xxx.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 

DION スタンダード xxxh.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 

逆引き SUB SUBxxx.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 

逆引き A 型 Axxx.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 

その他の専用線 文字列.ccc.bbb.aaa.in-addr.arpa 

「ドメイン名」に追加するドメインを入力します。 

「管理者メールアドレス」にドメイン管理者のメールアドレスを入力します。 

セカンダリ DNS サーバーを使用する場合は、 

「セカンダリ DNS サーバーのホスト名」 「セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス」に、 

ホスト名、IP アドレス、を入力します。(ホスト名は FQDN で入力します。) 

「登録済みドメイン一覧」には、既に登録したドメインとその種別が表示されます。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定に進みます。 

設定したドメイン名に、ホストを追加します。 

ドメインに、ホストを追加します。 

「ホスト種別」から 

通常のホスト/メールサーバー(優先度高い)/メールサーバー(優先度低い) 

ネームサーバー/別名エントリ/ドメイン名エントリ 

のいずれかを選択します。 

「ホスト名」に新たに追加するホスト名を入力します。 

(ホスト名は 後に「.」ドット、をつけた FQDN で入力します。例:example.com. ) 

「値」に「別名エントリ」を選択した場合はホスト名を、それ以外を選択した場合は、IP アドレスを入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、予約済みエントリに追加します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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4. サブドメイン追加 

新たにサブドメインを追加します。 

親ドメインに属するホストが増大してしまった場合や、同一ドメイン内で名前による管理を行う場合などに使用します。 

例: www.example.com(親ドメインに属するホスト) 

   www.sub1.example.com(サブドメインに属するホスト) 

 サブドメインの追加 

 

「サブドメイン名」にサブドメイン名を入力し、サブドメインが属するドメイン名を、メニューから選択します。 

「管理するサーバー」を選択します。 

この設定を行っているサーバーで管理する場合は、「このサーバーで管理」を、その他のサーバーで管理する場合は、「他の

サーバーで管理」を選択します。 

「他のサーバーで管理」を選択した場合は「サーバーの名前」を入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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5. セカンダリ追加 

新たにスレイブ(セカンダリマスタ)サーバーを追加します。スレイブは、プライマリーネームサーバーが停止してしまった場合の補

助的役割や、名前解決を効率化します。 

 スレイブの追加 
スレイブサーバーを追加設定します。 

 

「ドメイン名」にスレイブサーバーのドメイン名を、「プライマリマスタの IP アドレス」にプライマリマスタサーバーの IP アドレスを入力

します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 

6. 問い合わせ転送設定 

このメニューでは、特定のゾーン宛ての問い合わせを、他のサーバーへ転送する設定をすることができます。通常は使用しない

高度な設定となります。 

プロバイダが提供している DNS サーバーに問い合わせを全て転送するなどの場合には、「基本設定」の問い合わせ転送の設定

で設定してください。 

 

 



 

 75

7. 逆引きゾーン追加 

ここでは、IP アドレスからホスト名へのマッピングを行うプライマリマスタゾーンの作成を行います。 

プライマリマスタゾーンとは、DNS サーバー上にそのゾーンに関するデータをファイルとして持っているゾーンのことをいいます。 

 

「ネットワークアドレス」に、逆引きゾーンで管理したい IP アドレスの範囲を表すネットワークアドレスを指定します。 

ネットワークアドレスの指定は、「システムのネットワーク」に表示されるネットワークアドレス(CIDR 表記)から選択します。 

「システムのネットワーク」に作成したいネットワークが表示されていない場合は、「その他」を選択し、逆引きゾーンで管理したい

IP アドレスの範囲を表すネットワークアドレスを CIDR 表記で入力してください。 

 
 

 
 

CIDR（Classless Inter-Domain Routing ）表記とは・・・ 
192.168.0.0/24 のように「アドレス/ネットワーク長」の形式で IP アドレスまたはネットワークアドレスを表す表記方法

を CIDR 表記といいます。 
ネットマスクが「255.255.255.128」の場合（2 進表記で「11111111.11111111.11111111.10000000」）、25 ビットがネット

ワーク ID（ネットワーク長が 25）として利用されることになり、/25 で表すことができます。 

「ネットワーク種別」は、「ネットワークアドレス」でネットワーク長が 25 以上のネットワークを指定した場合に選択可能になります。 

「その他の専用線」を選択した場合は、逆引きゾーンの先頭に付加するプレフィックスを指定してください。 

プロバイダ等でプレフィックスが特定されている場合はその文字列をつける必要があります。 

全ての項目を指定した後、矢印ボタンをクリックし、逆引きゾーンへのレコード追加を行います。 

「レコード追加」において、まず、NS レコードを追加します。 

NS レコードとは、このゾーンの情報を管理するネームサーバーのサーバー名を特定するためのレコードです。 

NS レコードを追加するには、「レコード」は空欄のまま、「レコード種別」に「NS」を選択し「レコードの値」にこのサーバーの FQDN
を入力し、「追加」ボタンをクリックします。FQDN の指定の際は、FQDN の末尾に「.(ドット)」をつけるのを忘れないように注意してく

ださい。 
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次に、PTR(逆引き)レコードの追加を行います。 

PTR レコードを追加するには、「レコード」に追加したい IP アドレスの 終オクテットの数値を「レコード種別」に「PTR」を選択し「レ

コードの値」に IP アドレスに対応させたいホストの FQDN を入力し、「追加」ボタンをクリックします。FQDN の指定の際、FQDN の

末尾に「.(ドット).」をつけるのを忘れないように注意してください。 

例えば、192.168.0.0/24 のネットワークの逆引きゾーン「 0.168.192.in-addr.arpa」に IP アドレス「 192.168.0.5 」とホスト名

「host5.example.com」のマッピングのための PTR レコードを追加する場合は、「レコード」に「5」、「レコード種別」に「PTR」、「レ

コードの値」に「host5.example.com.」を指定します。 

 
 

 

「レコードの値」において末尾にドット「.」をつけず指定をすると、ネームサーバーのゾーンファイル上、末尾に「.
ゾーン名.」が補完され解釈されます。 
例えば、ゾーン名「0.168.192.in-addr.arpa」において、「レコードの値」に「host1.example.com」を指定しますと、

「host1.example.com.0.168.192.in-addr.arpa.」と解釈されてしまいます。このため、「レコードの値」にホスト名を指定

する場合、末尾に「.（ドット）」のついた FQDN で指定するようにしてください。上記の例では、

「host1.example.com.」を指定する必要があります。 

全てのレコードが追加できましたら、「設定する」ボタンをクリックして設定ファイルに内容を反映します。 
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8. レコード管理 

既に設定されているプライマリマスタゾーンに、新たなレコードを追加したり、既存のレコードを削除したりすることができます。 

「ゾーン選択」には、既に設定されたプライマリマスタゾーンの選択リストが表示されますので、レコードの管理を行いたいゾーンを

選択した後、矢印ボタンをクリックし、レコード管理画面にすすみます。 

 

レコード管理画面では、レコードの追加と削除を行います。 

新規レコードの追加を行うには、「レコード追加」の「レコード」「レコード種別」「レコードの値」に追加したいレコードの情報を入力

し、「追加」ボタンをクリックします。 

なお、「レコード種別」については、正引きゾーンの場合、NS レコード/A レコード/MX レコード/CNAME レコードが選択でき、逆引

きゾーンの場合、NS レコード/PTR レコード/CNAME レコードが選択できます。 

 
 

 

「レコードの値」において末尾にドット「.」をつけず指定をすると、ネームサーバーのゾーンファイル上、末尾に

「.ゾーン名.」が補完され解釈されます。 
例えば、ゾーン名「0.168.192.in-addr.arpa」において、「レコードの値」に「host1.example.com」を指定しますと、

「host1.example.com.0.168.192.in-addr.arpa.」と解釈されてしまいます。このため、「レコードの値」にホスト名を

指定する場合、末尾にドット「.」のついた FQDN で指定するようにしてください。上記の例では、

「host1.example.com.」と指定する必要があります。 

削除を取り消したい場合は、「取消」ボタンをクリックします。 

全ての設定が終わったら、「設定する」ボタンをクリックして設定ファイルに内容を反映します。 
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1. NFS サーバー設定 

NFS を使用してコンピューターの一部の領域を共有します。 

 NFS エクスポートの追加 
外部に公開するためのディレクトリ、(エクスポートディレクトリ)を追加します。 

 

「エクスポートディレクトリ」のパスを入力するか、「選択」ボタンをクリックし、ディレクトリ選択画面から、ディレクトリを選択します。 

「追加」ボタンをクリックして、オプション設定へ進みます。 

エクスポートディレクトリの共有を許可するクライアントを指定します。 

「追加するクライアント」に共有を許可するクライアントを、 

ホスト名、FQDN、IP アドレス、または、IP アドレス/ネットマスク 

の形式で入力します。 

 
 
ホスト名、FQDN は指定した名前が解決できるよう設定されている必要があります。 

「*」または、「？」の記号を入力し、全てのクライアントを指定することができます。 

 

 
全てのクライアントに対し共有する場合は、データの漏えいなどを考慮し、十分注意の上設定してください。 

公開するディレクトリの属性として、ご使用になる環境に応じ、「オプション」を選択します。 

読み込み専用/「匿名アクセス」/root としての書き込みを認める 

「追加」ボタンをクリックして、クライアントを追加します。 

追加の項目の下に、追加したクライアントの設定が一覧表示されます。 

削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。削除を取り消す場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリックします。 

「OK」ボタンをクリックし、エクスポートディレクトリ一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 エクスポートディレクトリの編集 
追加したエクスポートディレクトリの設定を編集する場合は、エクスポートディレクトリの一覧から、「編集」ボタンをクリックします。 

 

クライアントを追加する場合は、「追加するクライアント」に共有を許可するクライアントを、 

ホスト名、FQDN、IP アドレス、または、IP アドレス/ネットマスク 

の形式で入力します。 

 
 
ホスト名、FQDN は指定した名前が解決できるよう設定されている必要があります。 

「*」または、「？」の記号を入力し、全てのクライアントを指定することができます。 

 
 
全てのクライアントに対し共有する場合は、データの漏えいなどを考慮し、十分注意の上設定してください。 

「OK」ボタンをクリックし、エクスポートディレクトリ一覧画面に戻ります。 

追加の項目の下に、追加したクライアントの設定が一覧表示されます。 

削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。削除を取り消す場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリックします。 

「OK」ボタンをクリックし、エクスポートディレクトリ一覧画面に戻ります。 

設定を残したまま、共有を解除する場合は、共有を解除するディレクトリの「有効」の選択を解除します。 

「設定する」ボタンをクリックして、編集を終了します。 
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2. NFS クライアント設定 

NFS で共有されている他のコンピューターのディレクトリをマウントします。 

 NFS の追加 
NFS で公開されているディレクトリを、追加・マウントします。 

 

「NFSサーバー」に追加するコンピューターのホスト名、FQDN、IP アドレス、または IPアドレス/ネットマスク、の形式で入力します。 

「リモートディレクトリ」に、共有されているディレクトリのパスを入力します。 

「マウントポイント」に、ローカルファイルシステムのマウントするパスを入力します。 

または「選択」ボタンをクリックして、ディレクトリ選択画面より、マウントポイントを指定します。 

「マウントオプション」として、以下から選択します。 

ブート時に自動的にマウント/読み込み専用でマウント/直ちにマウントする 

「追加」ボタンをクリックして、NFS を追加します。 

追加した NFS の設定が、追加設定項目の下に、一覧表示されます。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 NFS の編集 
追加した NFS の設定を編集します。 

「マウントオプション」を変更する場合は、以下を選択、または、解除します。 

ブート時に自動マウント/読み込み専用でマウント/直ちにマウントする 

設定した NFS をマウント、または、アンマウントする場合は、「接続/解除」の項目のアイコンをクリックします。 

 

ネットワークの状態により、マウント／アンマウントが失敗する場合があります。その場合は、ネットワークの

設定や接続状態を、再度確認してください。 

追加した NFS の設定を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

削除を取り消す場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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バーチャルドメイン管理の概要 

バーチャルドメインを追加することにより、1 台のサーバーマシンであるにもかかわらず、あたかも複数台のサーバーが稼動してい

るかのような運用ができます。バーチャルドメインごとに提供するサーバー(Web サーバー、セキュア Web サーバー、メール

サーバー、FTP サーバー)や使用可能なディスク容量の制限などを行うことができます。 

 バーチャルドメイン管理者 
各々のバーチャルドメインの管理は全て、バーチャルドメイン追加時に作成される「admin@バーチャルドメイン名」という

ユーザーで行います。 

 

HDE Controller 2.5ISP では、名前ベースバーチャルドメインについては、バーチャル Web サーバーのドキュメント

ルートを Web マネージャー(委任したリアルユーザー)で管理していました。3.0ISP からはバーチャルドメインの種類に

関係なく、バーチャルドメイン管理者が管理します。 

 バーチャルドメインの種類 
HDE Controller で作成できるバーチャルドメインには、以下の 2 つの種類が存在します。 

・名前ベースバーチャルドメイン 
・IP ベースバーチャルドメイン 

どちらの種類のバーチャルドメインでも使用可能なサービスや使用されるディレクトリは同じです。 

HDE Controller 2.5 ISP Edition までは、名前ベースバーチャルドメインの場合、FTP サービスの使用、ユーザーごとの Web
ページ作成ができませんでした。また、バーチャルドメインの種類によって使用されるディレクトリも異なっていました。 

使用可能なサービス Web サービス 
セキュア Web サービス 
メールサービス 
FTP サービス 

使用されるディレクトリ Web サービスのドキュメントルートは下記のようになります。 
/home/lcvirtualdomain/example.com/htdocs/ 
また URL は下記のように設定されます。 
http://www.example.com/ 
バーチャルユーザー(user@example.com)の Web 領域は下記のようになります。 
/home/lcvirtualdomain/example.com/users/user/public_html/ 
また URL は下記のように設定されます。 
http://www.example.com/~user/ 

セキュア Web サービスを使用する場合は、IP アドレスに関係なく追加した全てのバーチャルドメインでポート番号がユニークにな

るように設定しなければなりません。 



 

 85

 名前ベースバーチャルドメインの特徴 
名前ベースのバーチャルドメインは、1 つの IP アドレスにバーチャルドメインを複数追加できます。複数の IP アドレスを持っていな

い場合や全ての IP アドレスにバーチャルドメインを追加している場合でも追加できます。 

 IP ベースバーチャルドメインの特徴 
IP ベースバーチャルドメインは、1 つの IP アドレスにバーチャルドメインを 1 つだけ追加できます。複数の IP アドレスを持っていな

い場合や全ての IP アドレスにバーチャルドメインを追加している場合は追加できません。IP ベースバーチャルドメインを追加する

と逆引きレコードが作成されます。 

なお、IP アドレスの 1 つはデフォルトドメイン(リアルドメイン)が使用するのでバーチャルドメインには使用できません。 

 バーチャル LC へのアクセス 
推奨の Web ブラウザで HDE Controller にアクセスします。設定例では以下の URL を入力します。 

https://example.com:16590/ 

※https を省略せず入力します。 

認証ウインドウが表示されます。利用者の権限による適切な「ユーザー名@ドメイン名」と「パスワード」を入力します。 

また、FTP のログインでも同様に「ユーザー名@ドメイン名」になります。 

 バーチャルドメインの POP/IMAP の利用方法 
メールクライアントの POP アカウント設定を以下の形式で設定します。 

「アカウント名%ドメイン名」(%は@でも可) 

※「@」(アットマーク)で設定した場合、ご使用のメールクライアントによっては正しく処理されない場合があります。(例:ネットス

ケープ) 
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1. バーチャルドメイン管理 

追加されたバーチャルドメインの削除や設定変更を行います。 

 ドメインの検索 

 

登録されているドメインを検索する場合は、「ドメイン検索」に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変更する場合

は、「表示件数」の値を変更します。「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

ドメイン名の頭文字で検索する場合は、「ドメイン名の頭文字」に表示されている頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているドメイン名を全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 

 バーチャルドメインの編集 
バーチャルドメインを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

バーチャルドメイン編集画面(「サーバー選択」画面)が表示されます。 

 サーバー選択 

 

バーチャルドメインで利用を許可するサービスの選択を行います。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「バーチャルドメインの管理」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 



 

 87

 運用メニューの設定 

 

このバーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメニューの設定を行います。また、ここで設定した

「個人情報管理」のメニューは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニューとしても用いられます。 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを選択します。「全てチェック」ボタン/「全て削除」ボタンをクリックすると、運

用メニュー単位で選択/解除できます。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「バーチャルドメインの管理」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 制限設定 

 

このバーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメーリングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使

用可能なディスク容量、使用可能な Web 帯域幅制限、シェル変更の可/不可の設定を行います。 

このバーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの 大数」に入力します。 

 

 
 

バーチャルドメイン追加時に、ドメイン管理者(admin@ドメイン名)と anonymousFTP 用ユーザー(ftp@ドメイン名)が
追加されます。これらのユーザーも、バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数として含まれます。例

えば、バーチャルドメインの制限設定で「ユーザーアカウントの 大数」を 100 に設定し、バーチャルドメイン追加

を行った場合、このバーチャルドメインで作成可能な残りユーザー数は 98 となります。 
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このバーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリスト

の 大数」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メールス

プール容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「 大ディスク容量」

に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できる Web 帯域幅を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「Web 帯域幅制限」

に入力します。 

 

 
CGI からの出力は、Web 帯域幅制限で制限できません。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする場合は、チェックボックスをチェックします。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「バーチャルドメインの管理」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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2. バーチャルドメイン追加 

追加するバーチャルドメインの情報を設定し、バーチャルドメインの追加を行います。 

 バーチャルドメインの追加 

 

バーチャルドメインの種類を、「名前」ベース、「IP」ベースのいずれかから選択します。 

ドメイン名を割り当てる IP アドレスをメニューから選択します。 

ドメイン管理者(admin@ドメイン名)のパスワードを入力します。 

追加するドメインのマスターネームサーバーをこのサーバーにする場合は、「このドメインの、マスターネームサーバーになる」を、

他のサーバーにまかせる場合は、「このドメインのマスターネームサーバーをまかせる」を選択します。 

 
bind パッケージがインストールされていない場合は、この項目は表示されません。このドメインの名前解決は、他

のマスターサーバーが行うものとします。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 サービス形態選択 

 

追加するドメインの目的に応じてサービス形態を選択します。サービス携帯は「テンプレート」にて追加できます。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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 サーバー選択 

 

このバーチャルドメインで利用を許可するサービスを選択します。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 運用メニュー設定 

 

このバーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメニューの設定を行います。また、ここで設定した

「個人情報管理」のメニューは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニューとしても用いられます。 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを選択します。「全てチェック」ボタン/「全て削除」ボタンをクリックすると、運

用メニュー単位で選択/解除できます。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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 制限設定 

 

このバーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメーリングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使

用可能なディスク容量、使用可能な Web 帯域幅制限の設定を行います。 

このバーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの 大数」に入力します。 

 

 

バーチャルドメイン追加時に、ドメイン管理者(admin@ドメイン名)と anonymousFTP 用ユーザー(ftp@ドメイン名)
が追加されます。これらのユーザーも、バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数として含まれま

す。例えば、バーチャルドメインの制限設定で「ユーザーアカウントの 大数」を 100 に設定し、バーチャルドメイ

ン追加を行った場合、このバーチャルドメインで作成可能な残りユーザー数は 98 となります。 

このバーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリスト

の 大数」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メールス

プール容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「 大ディスク容量」

に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できる Web 帯域幅を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「Web 帯域幅制限」

に入力します。 

 
 
CGI からの出力は、Web 帯域幅で制限できません。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする場合は、チェックボックスをチェックします。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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 Web サーバー設定 

追加するドメインで運用する Web サーバーの設定を行います。 

 

このドメインで運用する Web サーバー/セキュア Web サーバーの設定・確認を行います。 

サーバー名は、ドメイン名と同じ名前で登録されます。 

Web サーバー/セキュア Web サーバーのポート番号を確認し、必要があれば変更します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 メールサーバー設定 

 

メールサーバー名に、SMTP サーバー、POP サーバーとしてユーザーに指定させるホスト名を入力します。 

 ネームサーバーへ追加するレコードの確認 

表示内容を確認し、「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

外部のネームサーバーを使用する場合には表示されているエントリを追加して下さい。 
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3. CSV 一括管理 

CSV データにより、バーチャルドメインの一括登録、または、一括削除を行います。また、バーチャルドメインの情報を CSV データ

としてダウンロードします。 

 バーチャルドメインの一括登録 
所定の CSV データファイルをアップロードするか、CSV データを貼り付けることで、バーチャルドメインを一括登録できます。なお、

CSV データの形式は、後述の「ダウンロード」の項を参照ください。 

 

 ファイルからの一括登録 

所定の CSV 形式で作成したファイルをアップロードすることで、バーチャルドメインを一括追加できます。 

「バーチャルドメインの一括登録」画面で「ファイルを選択してください」にファイル名を入力します。 

「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択することもできます。 

「今すぐ反映」ボタンをクリックすると直ぐにバーチャルドメインの一括登録処理が開始します。 

 テキストによる一括登録 

入力欄に所定の CSV 形式のテキストデータを貼り付けることで、バーチャルドメインを一括登録できます。 

「バーチャルドメインの一括登録」画面でテキストデータ入力欄に所定の CSV データを入力します。 

「今すぐ反映」ボタンをクリックすると直ぐにバーチャルドメインの一括登録処理が開始します。 
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 バーチャルドメインの一括削除 
削除したいバーチャルドメインの一覧を記述したファイルをアップロードすることで、バーチャルドメインを一括削除できます。 

 

 ファイルからの一括削除 

「バーチャルドメインの一括削除」画面でファイル名を入力します。 

「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択することもできます。 

「今すぐ反映」ボタンをクリックすると直ぐにバーチャルドメインの一括削除処理が開始します。 

 テキストによる一括削除 

入力欄に削除するバーチャルドメイン名の一覧を貼り付けることで、バーチャルドメインを一括削除できます。 

「バーチャルドメインの一括削除」画面でテキストデータ入力欄に削除するバーチャルドメイン名の一覧を入力します。 

「今すぐ反映」ボタンをクリックするとすぐにバーチャルドメインの一括削除処理が開始します。 

 ダウンロード 
現在登録されているバーチャルドメインの設定情報を CSV 形式でダウンロードできます。また、このフォーマットに合わせて改変

したものをアップロードすることにより類似したバーチャルドメインを容易に一括登録できます。 

「ダウンロード」画面で「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

 

直ぐにバーチャルドメインの設定情報のダウンロード処理が開始します。 
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なお、CSV データの形式は以下の通りです。 

1. ドメイン名 

2. ホスト名または IP 

3. IP アドレス 

4. 管理者のパスワード 

5. マスター/非マスター 

6. アカウント制限 

7. メーリングリスト制限 

8. スプール制限 

9. Web 帯域制限 

10. 最大ディスク容量 

11. セキュア Web サーバーポート番号 

12. メールサーバー名 
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4. テンプレート編集 

テンプレート追加で登録したバーチャルドメインのサービス形態テンプレートを編集します。 

 サービス形態テンプレートの編集 
テンプレートを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

テンプレート編集画面が表示されます。 

 

提供するサービスを変更する場合は、サービスを選択/解除します。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 運用メニュー設定 
バーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメニューの設定変更を行います。また、ここで設定した

「個人情報管理」のメニューは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニューとしても用いられます。 

 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを変更する場合は、メニューを選択/解除します。「全てチェック」ボタン/「全

て削除」ボタンをクリックすると、運用メニュー単位で選択/解除できます。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 制限設定 

 

バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメーリングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使用可

能なディスク容量、使用可能な Web 帯域幅制限の設定変更を行います。 

バーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの 大数」に入力します。 

 

 

バーチャルドメイン追加時に、ドメイン管理者(admin@ドメイン名)と anonymousFTP 用ユーザー(ftp@ドメイン名)
が追加されます。これらのユーザーも、バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数として含まれま

す。例えば、バーチャルドメインの制限設定で「ユーザーアカウントの 大数」を 100 に設定し、バーチャルドメイ

ン追加を行った場合、このバーチャルドメインで作成可能な残りユーザー数は 98 となります。 

バーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリストの

大数」に入力します。 

バーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メールスプール

容量」に入力します。 

バーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「 大ディスク容量」に入

力します。 

バーチャルドメインが使用できる Web 帯域幅を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「Web 帯域幅制限」に入

力します。 

 
 
CGI からの出力は、Web 帯域幅制限で制限できません。 

バーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする場合は、チェックボックスをチェックします。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了し

ます。 
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5. テンプレート追加 

バーチャルドメインを追加する際に選択する、バーチャルドメインのサービス形態テンプレートを作成します。選択したテンプ

レートに設定した値を、バーチャルドメイン作成時の初期値として表示します。あらかじめ、バーチャルドメインに提供するサービ

ス形態(サービスメニュー)ごとに、テンプレートを作成しておくとバーチャルドメインの作成が容易になります。 

例えばサービスメニューに、全てのサービスが利用可能、メールだけが利用可能という 2 つのタイプがあれば、バーチャルドメイン

を作成する前にそれぞれのテンプレートを作成しておきます。バーチャルドメイン作成時に該当するテンプレートを選択すればタ

イプごとの値を初期値として表示できます。 

 サービス形態テンプレートの作成 

 

テンプレート名を入力します。元になるテンプレートを選択します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 サーバー選択 

 

提供するサービスを選択します。矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 
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 運用メニュー選択 

 

バーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメニューの設定を行います。また、ここで設定した「個

人情報管理」のメニューは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニューとしても用いられます。 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを選択します。「全てチェック」ボタン/「全て削除」ボタンをクリックすると、運

用メニュー単位で選択/解除できます。 

矢印ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 制限設定 

 

バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメーリングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使用可

能なディスク容量、使用可能な Web 帯域幅制限の設定を行います。 

バーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの 大数」に入力します。 

 

 

バーチャルドメイン追加時に、ドメイン管理者(admin@ドメイン名)と anonymousFTP 用ユーザー(ftp@ドメイン名)
が追加されます。これらのユーザーも、バーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数として含まれま

す。例えば、バーチャルドメインの制限設定で「ユーザーアカウントの 大数」を 100 に設定し、バーチャルドメイ

ン追加を行った場合、このバーチャルドメインで作成可能な残りユーザー数は 98 となります。 
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バーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリストの

大数」に入力します。 

バーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「メールスプール

容量」に入力します。 

バーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「 大ディスク容量」に入

力します。 

バーチャルドメインが使用できる Web 帯域幅を制限する場合は、チェックボックスをチェックし、制限値を「Web 帯域幅制限」に入

力します。 

 
 
CGI からの出力は、Web 帯域幅制限で制限できません。 

バーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする場合は、チェックボックスをチェックします。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 



 

 101

6. バーチャルドメインの状態 

追加された全てのドメインの設定の概要がリスト表示されます。 

 

 ドメインの検索 
登録されているドメインを検索する場合は、「ドメイン検索」に検索キーワードを入力します。検索結果の表示件数を変更する場合

は、「表示件数」の値を変更します。「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

ドメイン名の頭文字で検索する場合は、「ドメイン名の頭文字」に表示されている頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているドメイン名を全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 

 ドメインの各種情報 
各ドメイン毎に、以下の情報を表示します。 

ドメインタイプ 名前ベースドメインか IP ベースドメインかを表示します。 

ユーザー数 現在の登録ユーザー数と登録可能ユーザー数を表示します。 

ML 数 現在の登録メーリングリスト数と登録可能メーリングリスト数を表示します。 

ディスクサイズ Web スペースを含むホームディレクトリ領域のサイズとその使用可能容量をキロバイトで表示します。 

スプールサイズ メールスプール領域のサイズとその使用可能容量をキロバイトで表示します。 

Web Web サービスが利用可能かどうかを表示します。 

セキュア Web セキュア Web サービスが利用可能かどうかを表示します。セキュア Web サービスで利用するポート番号

も表示されます。 

メール メールサービスが利用可能かどうかを表示します。 

ML メーリングリストサービスが利用可能かどうかを表示します。 

FTP FTP サービスが利用可能かどうかを表示します。 

DNS DNS サービスが利用可能かどうかを表示します。 

シェル ドメインに属するユーザーのログインシェル変更可能かどうかを表示します。 
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7.バーチャル容量制限初期化 

バーチャルドメインごとに使用可能なディスク容量を制限するための準備(バーチャルドメイン容量制限の初期化)を行います。な

お、バーチャルドメイン容量制限の初期化を行ってもディスクの内容は削除されません。 

 

容量制限の設定を有効にするために初期化を実行します。 

初期化されていない場合は、「設定する」ボタンをクリックします。 

 
バーチャル容量制限の初期化を行うためには、あらかじめ、/home、または、/home/lcvirtualdomain が独立した

パーティションとしてマウントしておく必要があります。 

 
バーチャルドメイン容量制限の初期化を行わないと、バーチャルドメインごとに使用可能なディスク容量を制限

することはできません。 

 
 
バーチャル容量制限の初期化を実行後、コンピューターを再起動する必要があります。 
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1. TCP wrapper の簡易設定 

外部からのアクセスに対する、セキュリティレベルを設定します。 

 TCP wrapper の簡易設定 

 

セキュリティレベルを、以下から選択します。 

・全てのアクセスを許可します 

・同じドメインからのアクセスのみを許可します 

・全てのアクセスを拒否します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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2. TCP wrapper の一般設定 

サービス毎にアクセスポリシーを決定し、セキュリティレベルを設定します。 

 アクセスポリシーの追加 

 

「対象サービス」のメニューからアクセスの規制の対象となるサービスを選択します。 

ポリシーとして、アクセスを、「認める」、「拒否する」、いずれか選択します。 

対象ホストを、ネットワークの範囲を指定するか、IP アドレスを指定するか、選択します。 

ネットワークの範囲は、全て(ALL)/同じネットワーク/同じドメイン、いずれかを選択します。 

「IP アドレス指定」を選択した場合は、対象となる IP アドレスを入力します。 

規制の対象となるアクセスがあった際、管理者にメールで通知する場合は「オプション」のチェックボックスにチェックを入れ、通知

先となるメールアドレスを入力します。 

次に、「追加」ボタンをクリックしてアクセスポリシーを追加します。 

また、既存のポリシーを削除する場合は、アクセスポリシー一覧から「削除」ボタンをクリックします。 

後に、「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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ファイアウォールの概要 

ファイアウォールでは外部からのアクセスや攻撃を防御するためのパケットフィルターの設定・管理をすることが出来ます。 

 

パケットフィルター系のメニューでの設定内容はパケットフィルターの再起動、または Linux の再起動を行うことで反映

されます。 

 

 パケットフィルター 
パケットフィルターは IP 層でのフィルタリングを行います。 アプリケーション層でのフィルタリングと違い、より高速にフィルタリング

処理を行うことが出来ます。 簡単なパケットフィルタリングでは ftp のような複数ポートが関連付けられて処理をする場合などに完

全対応することは出来ません。 HDE Controller 3.5 では iptables のステートフル・インスペクションに対応していますので、このよう

な場合も正確なフィルタリングを行うことが出来ます。 

パケットフィルターは下記の 3 種類を独立してフィルタリングすることが出来ます。 

入力パケットフィルタリング 

他のホストから送信されたパケットを受信するときのフィルタリングです。 

出力パケットフィルタリング 

他のホストへ送信するパケットのフィルタリングです。 

通過パケットフィルタリング 

他のホストから他のホストへ送信するパケットで、このサーバーを通過して送信されるようなパケットののフィルタリングです。 

入力フィルタリング 

ホスト =入力=> Linux 

出力フィルタリング 

ホスト <=出力= Linux 

通過フィルタリング 

ホスト =入力=> Linux(通過) =出力=> ホスト 
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 フィルタリング機能 
フィルタリングは下記のような階層で構築されています。 

 /フィルター 

 +---/ルール 

 |   +---基本情報設定 

 |   +---IP タイプ別設定 

 |   +---処理設定 

 | 

 /フィルター 

 +---/ルール 

 |   +---基本情報設定 

 |   +---IP タイプ別設定 

 |   +---処理設定 

 | 

フィルターは複数のルールを束ねた情報になります。 フィルターには個別に名称・コメント・有効化・簡易パケットフィルターへの

表示(可視化)設定・ルールが設定できます。 

フィルター名 

全てのフィルターには名前が必要です。名前は英数字とアンダーラインでのみ構成出来(1 文字目は英字のみ)20 文字まで

使用することが出来ます。 フィルター名は受信・送信・通過別であれば同名を使用することが出来ますが、その中では同名

は使用できません。 

コメント 

フィルターのコメントです。使用目的などを記述するといいでしょう。このコメントは「簡易パケットフィルター管理」の項目名を

兼ねます。 

有効化 

フィルターの有効化の設定です。ここをチェックをすると該当フィルターは有効になります。一時的にフィルターをはずしたり

するときに利用できます。 

可視化 

「簡易パケットフィルター管理」で該当フィルターを表示するかどうかを指定します。 ここをチェックすると「簡易パケットフィル

ター管理」で表示されますが、チェックをはずすと表示されません。 日常の管理者には「簡易パケットフィルター管理」を渡

す場合に、変更されたくないフィルターはチェックを外し、表示させないようにするといいでしょう。 

ルール 

実際のフィルタリングルールの設定です。 フィルタリングルールはひとつのフィルターで複数個使用することが出来ます。 
ルールの設定項目は下記のようになります。 
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 パケットフィルター画面構成 
パケットフィルターの画面構成は下記のようになっています。 

パケットフィルター設定 

パケットフィルターの全体的な設定を行います。 また、iptables としての設定もここで行います。 

パケットフィルター管理 

フィルタリングルールの管理を行います。HDE Controller で実現可能な設定項目はすべてここで設定を行うことが可能で

す。 

簡易パケットフィルター管理 

フィルタリングルールを簡易的に表示した管理画面です。表示する項目は「パケットフィルター管理」メニューで修正すること

が出来ます。 

パケットフィルター状態 

フィルタリング状態を閲覧することが出来ます。 この画面で iptables の起動・停止を行うことも出来ます。 
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1. パケットフィルター設定 

パケットフィルター全体の設定を行います。 ここでの設定のほとんどはパケットのフィルタリング処理全体に影響します。 

 基本設定 

 

基本設定 

Linux 起動時の動作 

Linux を起動したときに同時にパケットフィルターを起動するかどうか指定をします。 チェックを付けると Linux を起動し

たときに同時に起動します。  

 
iptables はパケットフィルターだけではなく、マスカレードやポートフォワード(NAPT)も構築します。 iptables を起動しな

ければマスカレードおよびポートフォワードを使用することは出来ません。 

パケットフィルターの使用 

iptables を起動したときに、パケットフィルターを設定するかどうかを指定します。 チェックを付けると iptables の起動時に

パケットフィルターを設定します。 

フィルター毎のデフォルトルール 

パケット受信 

パケットを受信したときにフィルタリングルールのいずれにも適応しなかったときにどうするかを指定します。「許可」を選

ぶとそのパケットを受信し、「破棄」を選ぶとそのパケットを破棄します。 

パケット送信 

パケットを送信するときにフィルタリングルールのいずれにも適応しなかったときにどうするかを指定します。「許可」を選

ぶとそのパケットを送信し、「破棄」を選ぶとそのパケットを破棄します。 

パケット通過 

パケットを通過させるときにフィルタリングルールのいずれにも適応しなかったときにどうするかを指定します。「許可」を

選ぶとそのパケットを通過転送し、「破棄」を選ぶとそのパケットを破棄します。 
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 高度な設定 

 

モジュール設定 

iptables で使用するモジュールを設定します。モジュールは主にステートフル系と NAT 系があります。  

ステートフル系 

このモジュールは主に複数ポートを用いるアプリケーションに対して制御を行う場合に使用します。 例えば ftp のアクティブ

接続や IRC や DCC 機能などが該当します。 ステートフル系のモジュールは ip_conntrack で始まるモジュール名が該当し

ます。 

NAT 系 

インターネットとのルーター・ゲートウェイを設置し、プライベートネットワークを構築した環境では通常 NAT や NAPT を

使用しますが、そういった環境で Linux を使用する場合、アプリケーション層のアドレス変換も行わなければなりません。 
NAT 系のモジュールはそういった場合に使用します。 NAT 系のモジュールは ip_nat で始まるモジュール名が該当しま

す。 

その他の設定 

TCP/IP の MSS の自動調整 

ADSL 回線などでルーター・ゲートウェイにする場合にチェックします。ここをチェックすることで、分断されたパケットを

正確に送受信することが出来るようになります。  

 ウェブブラウザなどで「一部のサイトが見れない」といった場合にチェックをいれると改善される場合があります。 
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2. パケットフィルター管理 

フィルタリングルールの構築を行います。 

 

 インターフェース毎の設定 

ネットワークインターフェース毎にフィルタリングを行うときに使用します。 使用するときには編集ボタンをクリックします。 

 フィルター追加 

フィルタリンググループを追加するときに使用します。各項目を記入し、追加ボタンをクリックするとフィルタリンググループが追加

されます。 次に追加されたフィルタリンググループはフィルタリングルールを持っていないので、編集ボタンで編集を行います。 

フィルター順位 

新規に追加する順位を指定します。既にその番号の順位がある場合は下にずれることになります。 

フィルター名 

フィルタリンググループ名を指定します。名前は半角英数字とアンダーラインの組み合わせで 20 文字まで指定できま

す。 

 フィルター一覧 

登録されているフィルターグループの一覧です。各項目は「フィルタリング機能」を参照ください。 
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 インターフェース毎の設定 

 

ここではネットワークインターフェース毎のパケットの処理を設定します。 

ここの設定対象になったインターフェースを対象としたパケットはフィルタリングルールで検査されませんので注意してください。 

ループバック(lo) 

ループバックインターフェース(lo)に対してのパケットの処理を設定します。  

暗黙で許可・破棄せずにルールで検査する 

ループバックインターフェースに対してのパケットの許可・破棄はせずにすべての処理をフィルタリングルールの検査

によって行います。 

常に許可する 

ループバックインターフェースに対してのパケットをすべて許可します。 

常に破棄する 

ループバックインターフェースに対してのパケットをすべて破棄します。  

ループバックインターフェースはほとんどの場合において常に破棄する必要はありません。 常に破棄すると多くのア

プリケーションが処理を行えなくなる可能性があります。 

PPP 

暗黙で許可・破棄せずにルールで検査する 

インターフェース単位での許可・破棄はせずにすべての処理をフィルタリングルールの検査によって行います。 

常に許可する 

PPP インターフェースに対してのパケットをすべて許可します。 

常に破棄する 
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PPP インターフェースに対してのパケットをすべて破棄します。 

イーサネット 

暗黙で許可・破棄せずにルールで検査する 

インターフェース単位での許可・破棄はせずにすべての処理をフィルタリングルールの検査によって行います。 

常に許可する 

イーサネットインターフェースに対してのパケットをすべて許可します。 

常に許可するインターフェースを指定する 

指定されたイーサネットインターフェースに対してのパケットをすべて許可します。 

常に破棄する 

イーサネットインターフェースに対してのパケットをすべて許可します。 

常に破棄するインターフェースを指定する 

指定されたイーサネットインターフェースに対してのパケットをすべて破棄します。 

 ルール管理 
ルール管理ではフィルタリンググループ内に定義するフィルタリングルール群の管理を行います。 また、フィルタリンググループ

の名称・コメントなどの設定をすることも出来ます。 

 

 フィルター設定 

フィルタリングルールを管理しているフィルタリンググループの設定を行います。 

フィルター名 

フィルター名を設定します。有効文字数などはフィルター管理の画面に準じます。 

コメント 
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フィルターにコメントを設定します。ここで設定したコメントが「簡易パケットフィルター管理」メニューの一覧表示に使用されま

す。 

有効化 

フィルタリンググループをパケットフィルタリングの設定に使用するかどうかを指定します。使用する場合はチェックボックスに

チェックを入れます。 

可視化 

「簡易パケットフィルター管理」メニューで該当フィルタリングルールを表示するかどうかを指定します。  

 

可視化を有効に使うことで、「サーバー設置者が「パケットフィルター管理」メニューでフィルタリングルールを 構築

し、操作されたくないフィルタリングルールの可視化のチェックボックスをはずす」「サーバー運用者が「簡易パケット

フィルター管理」メニューを用いて 設定の調整を行う」といったことが出来ます。 

 ルール追加 

フィルタリングルールを追加します。 フィルタリングルールの追加はルール順位で追加する順位を指定します。 追加したルール

は「すべてのパケットを許可」として追加されるので、該当番号の編集ボタンをクリックし、フィルタリングルールの編集作業に入り

ます。 

 ルール一覧 

フィルタリンググループに含まれるルールの一覧です。編集ボタンをクリックすることで書くルールを編集することが出来ます。 

 ルール設定 
この画面ではフィルタリングルールの設定を行います。 
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 基本情報 

基本情報はフィルタリングルールの順位とルールが含まれるフィルタリンググループ名が表示されます。 

 ネットワーク設定 

ネットワーク設定はパケット検査の基本的な設定を行います。 

送信元ネットワーク 

パケットの送信元ネットワークに対しての情報を設定します。 パケットを受信・通過転送をする場合はこの項目はパケットの

送信元を指定します。 パケットを送信する場合はこの項目は自分自身のネットワークのいずれかを指定します。 未指定の

場合はすべてのネットワークからのパケットが対象になります。 

受信先ネットワーク 

パケットの送信先ネットワークに対しての情報を設定します。 パケットを受信する場合はこの項目は自分自身のネットワーク

のいずれかを指定します。 パケットを送信・通過転送をする場合はこの項目はパケットの送信先を指定します。 未指定の

場合はすべてのネットワークからのパケットが対象になります。 

入力インターフェース 

パケットを受信・通過転送するときのインターフェースを指定します。 インターフェースは固有の名称(eth0 など)でも指定で

きますし、インターフェースのカテゴリ(すべてのイーサネットインターフェースなど)という指定も出来ます。 入力イン

ターフェースの設定は送信フィルターでは使用しません。 未指定の場合はすべてのインターフェースからのパケットが対象

になります。 

出力インターフェース 

パケットを送信・通過転送するときのインターフェースを指定します。 インターフェースは固有の名称(eth0 など)でも指定で

きますし、インターフェースのカテゴリ(すべてのイーサネットインターフェースなど)という指定も出来ます。 出力イン

ターフェースの設定は受信フィルターでは使用しません。 未指定の場合はすべてのインターフェースからのパケットが対象

になります。 
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状態指定 

パケットに関連するネットワークのセッション接続状態による検査を行います。  

未指定 

パケットのセッション接続の検査は行いません。 

指定する 

パケットのセッション接続の検査を行います。状態検査は下記の種類のいずれかを組み合わせて指定できます。  

接続要求 新規にセッション確立を要求するパケット(ACK)を対象とします

接続済み 既に接続されているセッションのパケットを対象とします 

関連接続 複数ポートでセッションが確立しているパケットを対象とします 

不当接続 TCP フラグが不正など不当なパケットを対象とします 

 プロトコル設定 

対象になるパケットのプロトコルの設定をします。 ICMP・TCP/IP・UDP・IGMP の指定ができ、指定する場合はプロトコルのチェッ

クボックスをチェックします。 いずれのプロトコルのチェックをしなかった場合はすべてのプロトコルが対象になります。 

ICMP 

ICMP のチェックボックスにチェックを入れると、ICMP パケットを対象とした検査を行います。 ICMP パケットは下記の条件を

追加指定することが出来ます。  

種類指定 

エコー返答 エコー要求(ping)への返答(pong)パケットです。主に ping コマンドで使用されます。 

送信先未到達 送信先機器が無かった場合のルーターなどからの返答です 

エコー要求 エコー要求(ping)パケットです。主に ping コマンドで使用されます。 

TTL 切れ パケットの生存期間(TTL)が切れた時の応答パケットです。主に traceroute などで利用されます。

TCP/IP 

TCP/IP のチェックボックスにチェックを入れると、TCP/IP パケットを対象とした検査を行います。 TCP/IP パケットは下記の条

件を追加指定することが出来ます。  

ポート指定 

パケットの送信元ポートと送信先ポートをそれぞれ指定します。 ポートは「カンマ(,)」区切りで複数指定することが出来

ます。 また「コロン(:)」を使用してポートを範囲指定することが出来ます。  

 入力値としてカンマを使用する場合は、同時にコロンを使用することが出来ません。 
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フラグ指定 

検査対象になる TCP フラグを指定します。 フラグはマスクと値を別々に指定します。 マスクは対象のパケットからビット

演算でマスクします(チェックがついているビットのみ残す) 次にマスク後の値と指定の値を比較し、同じ値になった場合

はそのパケットが処理対象になります。 

UDP 

UDP のチェックボックスにチェックを入れると、UDP パケットを対象とした検査を行います。 UDP パケットは下記の条件を追

加指定することが出来ます。  

ポート指定 

パケットの送信元ポートと送信先ポートをそれぞれ指定します。 ポートは「カンマ(,)」区切りで複数指定することが出来

ます。 また「コロン(:)」を使用してポートを範囲指定することが出来ます。  

 入力値としてカンマを使用する場合は、同時にコロンを使用することが出来ません。 

IGMP 

IGMP のチェックボックスにチェックを入れると、IGMP パケットを対象とした検査を行います。 IGMP は追加で指定できる条

件はありません。 

 処理設定 

ルールに適応したパケットの処理を設定します。 

処理 

適応したパケットの処理方法を指定します。  

許可する 対象のパケットを正常処理します。 

破棄する 対象のパケットを単に破棄します。 

拒否する 対象のパケットを拒否します。この場合パケットの拒否をしたことを、送信

元に通知します。 

**** を実行する(他のフィルタリング

ルールに推移する) 
別のフィルタリングルールに検査を推移します。 
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処理頻度制限 

適応するパケットの制限をします。これは DoS 的なパケットを防御するような場合に使用します。  

設定例(2 つのルールで指定します) 

ICMP を「10 パケット/秒」まで受ける 

ICMP を拒否する 

この例では 1 秒以内に 10 個までのパケットは許可しますが、それ以上に送られたパケットは拒否することになります。 

ログ記録 

対象のパケットを処理するときにログにパケットの情報を記録します。 通常/var/log/messages に保存されます。 

ログに追加する文字列 

ログに記録するメッセージの行頭に指定の文字列を付加します。 ログ監視などと併用することで不正なパケットを検知する

ことが出来ます。 
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3. 簡易パケットフィルター管理 

簡易パケットフィルター管理は「パケットフィルター管理」メニューをより簡易的なインターフェースにしたメニューです。 

 

項目は「パケットフィルター管理」メニューで「可視化」がチェックされたフィルタリンググループです。 

外部からのアクセスの「許可する」をチェックすることで該当フィルタリンググループ内のルールを全て「許可する」にします。 
チェックを外すと全て「破棄する」にします。 

「ログ記録する」をチェックすると全てのフィルタリングルールに適応したときにログ記録をします。 チェックを外すとログ記録をしま

せん。 

 

このメニューで出てくる項目は全て「パケットフィルター管理」メニューにてフィルタリンググループに「可視化」をチェッ

クしたメニューのみです。 「簡易パケットフィルター管理」メニューで表示したい場合は該当フィルタリンググループの

可視化をチェックしてください。 
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4. パケットフィルター状態 

 

「パケットフィルター管理」および「簡易パケットフィルター管理」メニューで設定したフィルターの状態を表示することが出来ます。 
状態は入力・出力・通過の個別に表示するこちとが出来ます。 

フィルタリングルール毎に適応パケットのパケット数・バイト数を表示します。 

 
フィルターの状態はフィルター内のルール別に表示することは出来ず、全ルールで適応した総パケット数と総バイト

数になります。 
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5. パケットフィルターの構築 

 簡単な構築 

まず、初期設定として「パケットフィルター設定」で基本的な設定を行い、フィルタリング設定には「簡易パケットフィルター管理」メ

ニューのみを用いた運用をします。 あまりネットワークやパケットフィルターに詳しくない方にお勧めの方法です。 

 少し複雑な構築 

まずフィルタリンググループ・ルールの構築には「パケットフィルター管理」メニューを使用します。 既存のルールの修正や新規の

グループ・ルールの作成を行います。 積極的なフィルタリングを行いたい方にお勧めの方法です。 

フィルタリンググループの使い分けは運用ポリシーに合った使い分けをするといいでしょう。 

複数のネットワークからのフィルタリングをきめ細かく行いたい 

拠点をフィルタリンググループと考え、拠点で許可・破棄するサービスをルールで定義する方法があります。 

1 台の Linux で複数サービスを提供する 

提供するサービスをフィルタリンググループと考え、フィルタリングルールで許可・拒否を行います。 

 応用的な運用 
「パケットフィルター管理」メニューと「簡易パケットフィルター管理」メニューを使い分けることで、ファイアーウォールの構築と運用

をスムーズに行うことが出来ます。 ここでは手順を簡単に説明します。 

 基本的な構築 

「パケットフィルター管理」をベースにフィルタリングを構築します。 

ゲートウェイ用途の場合はまずプライベートなネットワーク側をインターフェース毎の設定で設定します。 異常なパケットの破棄

ルールは標準で用意されているのでそれを使用します。 独自でルールを作成する場合は下記のことに注意して構築します。 

• 状態指定で「不当接続」を破棄する 

• TCP/IP は異常な TCP フラグの定義をし、すべて破棄する 

また、プライベートネットワークは信頼すると 初に提案しましたが、もしよりセキュアなサーバにしたければ出力されるパケットに

対してもフィルタリングルールを検討してみるといいでしょう。 

 Linux サーバー自身でサービスを公開する場合 

Linux サーバーで公開するサービス毎の設定をします。 フィルタは入力フィルタに対して設定します。 フィルタリングルールを構

築するポリシーは基本的に公開していいサービスのみ公開します。 公開したくないサービスについてはルールは作成せずにデ

フォルトルールで破棄します。 特定のネットワークにのみ公開する場合はパケットの送信元ネットワークを制限するといいでしょ

う。 
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 Linux をゲートウェイルーターとして構築する場合 

外部へ見せるサービスなどを必要数設定します。 フィルタは通過フィルタに対して設定します。 

よりセキュア度を上げたい場合はプライベートアドレスも信頼するインターフェースとせずに一つ一つ設定するといいでしょう。 
サービスで必要なポートのみを公開するようにします。 

 2 つの管理メニューを使い分けた構築 
サーバー構築とサーバー運用の担当者が違い、サーバー構築者より運営者の方がスキルが低い場合に有効な方法です。 

簡単に説明するとサーバー構築時は「パケットフィルター管理」を用いてフィルタリングルールを構築し、サーバー運営者は「簡易

パケットフィルター管理」で表示されている項目のみを設定します。 

まず「パケットフィルター設定」でフィルタリングルールを構築します。 初期設定は非常に簡単なルールしかないので、前述の構

築方法を参考に、より積極的なフィルタリングルールを構築します。 

次にサーバー運営前にサーバー運営者が「パケットフィルター管理」メニューにアクセスできないようにします。 方法は下記の二

通りです。 

• サーバー管理者はサーバー構築者と別のアカウントにする。 そのアカウントは「パケットフィルター管理」メニューの権

限をもたずに、「簡易パケットフィルター管理」メニューの権限のみを与える。 

• root など HDE Controller の管理者アカウントから「パケットフィルター管理」メニューの権限を剥奪する。 後々再度必

要になったときに改めてメニュー権限を復活する。 

 

 

 



 

 

    HDE Controller 3.5 
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1. コンピューターの状態 

ディスクとメモリの使用状況を表示し、コンピューターの稼動状況を管理します。 

 コンピューターの状態 

 

 

「ディスクの使用状況」にはパーティションのマウントポイント、総容量、使用容量使用率が表示されます。 

「メモリの使用状況」には、物理メモリの総容量、空き容量、仮想メモリの総容量、空き容量、メモリ全体の使用率が表示されます。 
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2. サービス稼働状況 

各種サーバーの稼働状況を管理します。 

 サーバー状態 

 

「各種サーバーの状態」が表示されます。 

コンピューターの起動時にサーバーを起動させる場合は、「システム起動時」の項目を「on」、コンピューター起動時に起動させな

い場合は「off」、に設定します。 

停止しているサーバーを直ちに起動する場合は「起動」ボタンをクリックします。 

起動しているサーバーを停止する場合は「停止」ボタンを、再起動する場合は、「再起動」ボタンをクリックします。 

 
 
起動、停止、および、再起動は、実行後すぐに適用されます。十分確認の上、実行して下さい。 
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3. サービス稼働状況メニューの編集 

「サーバーの状態」メニューに表示される項目を設定します。 

 状態を表示するサーバーの追加 

 

サーバーの状態メニューで表示される、サーバーを追加します。 

新たに表示するサーバーを「サーバーの選択」から選択します。 

選択したサーバーがメニュー内で表示される際の名前を「サーバーの名前」に入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、追加を実行します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 サーバー状態の表示・非表示設定 
表示するサーバーに登録されているサーバーを、メニューに表示するかどうか設定します。 

メニューに表示する場合は、表示するサーバーを選択します。非表示にする場合は、選択を解除します。 

表示するサーバーのリストから削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

削除を取り止める場合は、再度、ボタン(取消ボタン)をクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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4. プロセス管理 

稼動しているプロセスの状況を一覧します。 

 プロセスの管理 

 

現在実行されているプロセスの一覧が表示されます。 

「 新の状況に更新」をクリックすると、 新の状況に更新されます。 

「プロセス再起動」をクリックするとプロセス ID を入力するプロンプトが表示されます。 

再起動するプロセス ID を入力し「OK」ボタンをクリックします。 

停止、強制終了する場合も、再起動と同様に、プロセス ID を入力し、「OK」ボタンをクリックします。 

 

5. コンピューターの停止 

コンピューターを再起動・停止します。 

 

 コンピューターの再起動 
コンピューターを再起動します。 

再起動する場合は「再起動」ボタンを、クリックします。 

 コンピューターの停止 
コンピューターを停止、または、再起動します。 

停止する場合は「停止」ボタンを、再起動する場合は「再起動」ボタンをクリックします。 
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1. ユーザー管理 

サーバーにアクセスしたり、特定のサービスにアクセスするためにはサーバー上にユーザーアカウントが設定されている必要があ

ります。また、ユーザーごとに利用環境などを個別に設定することができます。また、ユーザーの管理の簡便化を図るためにグ

ループが設定できます。グループを設定することで、ユーザーごとの設定だけでなく、ユーザーをひとまとまりに考えたグループ

ごとで設定を行うことができます。 

システム管理者は、デフォルトドメイン(リアルドメイン)のアカウントを設定・管理します。なお、バーチャルドメインのアカウント設定・

管理は通常、各バーチャルドメインの管理者が行いますが、システム管理者がバーチャルドメインにログインして管理することもで

きます。 

 ユーザー管理 
ユーザーアカウントを編集、削除します。 

 

 ユーザーの検索 
ユーザーアカウントを検索します。 

「ユーザー検索」に検索キーワードを入力します。 

一度に表示する検索結果の 大件数を変更する場合は「表示件数」の値を変更します。 

検索結果にシステムアカウントを表示する場合は、「システムアカウントを表示する」を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。 

又、ユーザー名の頭文字で検索する場合は「ユーザーの頭文字」から選択します。 

全てのユーザーを表示させる場合は「全て表示」をクリックします。 
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 ログイン/メール/FTP の許可状況 
ユーザーのログイン/メール/FTP の許可状況が表示されます。 

 

ログイン/メール/FTP の許可状況を変更する場合は、「編集」ボタンをクリックして該当項目を変更します。詳細は後述の

ユーザー設定変更を参照ください。 

 ユーザー設定の編集 
アカウントを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

アカウント編集画面が表示され、以下の項目について設定ができます。 

 ユーザー設定変更 

 

パスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」を選択し、「パスワード」にパスワードを入力します。 

グループを変更する場合は、「グループのメニュー」から選択します。 

必要に応じて「追加情報(本名など)」を入力します。この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、ユーザー一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 メール転送設定 

 

送されたメールを、他のメールアドレスへ転送するための設定を行います。 

転送先となるアドレスを「メールの転送先」に入力します。 
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複数のメールアドレスを指定する場合は、半角スペースか、カンマで区切るか、1 つずつ改行して入力することで登録できます。 

転送するメールを、サーバーに保存しておきたい場合は、「メールの転送を行う場合に、このサーバーのメールスプールにも電子

メールを残す」を選択します。 

 
 
同じドメインに転送する場合でも、表記はドメイン付きにする必要があります。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、ユーザー一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 メールパスワード設定 

 

メールパスワードなどメールの基本的な設定を行います。 

パスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」を選択し、「パスワード」にパスワードを入力します。 

メールを利用不可に変更する場合は、メールで「利用不可」を選択します。 

メールの認証を APOP だけに限定してメールを利用可能にする場合は、メールで「APOP のみで認証」を、POP でも APOP でも

メールを利用可能にする場合は、「POP 及び APOP で認証」を選択します。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。なければ「OK」ボタンをクリックして、ユーザー一覧画面に戻り「設定

する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 制限設定 

シェルや FTP の利用、アカウントの有効期限、ホーム領域やメールスプール領域の制限設定を行います。 

シェルの利用を許可する場合は、シェルのメニューから利用するシェルを選択するか、「その他」を選択してシェルをフルパスで入

力します。シェルの利用を許可しない場合は、シェルで「利用不可」を選択します。 

 

FTP の利用を許可する場合は「利用可」を、許可しない場合は FTP で「利用不可」を選択します。 

アカウント有効期限を設定する場合は有効期限を年月日で指定し、設定しない場合は「無期限」を選択します。 

ホーム領域制限を設定する場合は、「警告容量」と「 大容量」に制限値を入力します。なお、ディスク使用容量制限が有効でな

い場合は設定できません。 

ホーム領域制限を設定しない場合は、「警告容量」と「 大容量」の制限値を空にします。 

メールスプール領域制限を設定する場合は、制限値を入力します。 

メールスプール領域制限を設定しない場合は、制限値を空にします。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、ユーザー一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 ユーザーの削除 
既存のユーザーを削除します。 

ユーザー一覧画面で「削除」ボタンをクリックします。削除を取りやめたい場合はもう一度ボタン(取り消しボタン)をクリックします。 

画面に表示されているユーザーを全て削除する場合は、「全て削除」ボタンをクリックします。取りやめたい場合は削除と同様にも

う一度ボタン(取り消しボタン)をクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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2. ユーザー追加 

新規にユーザーを追加します。ユーザー追加画面には、テンプレート設定で指定した値が初期値として表示されます。あらかじ

めテンプレート設定を行うことによりユーザー追加がスムーズに行えます。テンプレート設定を行っていない場合は先にテンプ

レート設定を行うことをお薦めします。 

 ユーザーの追加 

 

追加するユーザー情報の設定を行います。 
「ユーザー名(ログイン名)」、「パスワード」を入力します。 
「グループ」のメニューから、ログイン名と同じにする/デフォルトグループ(users)を使う/表示されている既存のグループのいずれか

を選択します。 
必要に応じて「追加情報(本名など)」を入力します。 
シェルの利用を許可する場合は、シェルのメニューから利用するシェルを選択するか、「その他」を選択してシェルをフルパスで入

力します。 
シェルの利用を許可しない場合は、シェルで「利用不可」を選択します。 
メールの認証を APOP だけに限定してメールの利用を許可する場合はメールで「APOP のみで認証」を、POP でも APOP でも

メールの利用を許可する場合は「POP 及び APOP で認証」を選択します。 
メールの利用を許可しない場合は、「メール」で「利用不可」を選択します。 
FTP の利用を許可する場合は「FTP」で「利用可」を、許可しない場合は「利用不可」を選択します。 
アカウント有効期限を設定する場合は有効期限を年月日で指定し、設定しない場合は「無期限」を選択します。 
ホーム領域制限を設定する場合は、「警告容量」と「 大容量」に制限値を入力します。なお、ディスク使用容量制限が有効でな

い場合は設定できません。 
ホーム領域制限を設定しない場合は、「警告容量」と「 大容量」の制限値を空にします。 
メールスプール領域制限を設定する場合は、制限値を入力します。 
メールスプール領域制限を設定しない場合は、制限値を空にします。 
「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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3. CSV 一括ユーザー登録 

デフォルトドメイン(リアルドメイン)にユーザーを一括して登録します。 

 CSV 一括ユーザー登録 

 

ユーザーリストのファイルをアップロードする場合は、「ファイルをアップロードしてユーザーを追加する」に、ファイルのパスを入力

するか、「参照」ボタンをクリックし、ファイルの指定ウインドウからファイルの場所を指定します。 

手入力の場合は「手動でまとめてユーザーを追加する」にユーザー情報を入力します。 
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 一括管理の入力形式 

1. ユーザー名（必須） 

2. 平文パスワード、省略時はランダムで決定されます。（追加後に表示されます。） 

3. 本名などの付加情報 

4. アカウントが所属するグループ名（省略時はユーザー名と同じになります。 

  グループ名が無い場合は新たに作成されます。） 

5. ログインシェル 

6. 転送メールアドレス 

7. メールパスワード 

8. メール設定（-1:不可 / 0:POP&APOP / 1:APOP） 

9. ユーザーの有効期限（YYYY/MM/DD） 

10. FTP ログインの可否（0:可 / 1:不可） 

11. メールスプール制限容量（Bytes） 

12. ディスク制限容量（kB） 

13. i ノード制限数 

14. ディスク超過許容量（kB） 

15. i ノード超過許容数 

 
 
ひらがなや漢字などは、文字コードが EUC-JP の場合のみご利用になれます。 

「追加」ボタンをクリックして登録します。 

 
 
半角カナ／全角文字がファイル名、または、パスに含まれる場合アップロードが正常に実行できないことがあります。 
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4. CSV 一括ユーザー削除 

デフォルトドメイン(リアルドメイン)に登録されているユーザーを一括して削除します。 

 CSV 一括ユーザー削除 

 

ユーザーリストのファイルをアップロードする場合は、「ファイルをアップロードしてユーザーを削除する」、にファイルのパスを入力

するか「参照」ボタンをクリックしファイルの指定ウインドウからファイルの場所を指定します。 

手入力の場合は「手動でまとめてユーザーを削除する」にユーザー情報を入力します。 

 
 
入力形式は 141 ページ「一括管理の入力形式」をご参照ください。 

「削除」ボタンをクリックして削除を実行します。 

 
 
半角カナ／全角文字がファイル名、または、パスに含まれる場合アップロードが正常に実行できないことがあります。 
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5. CSV 一括ユーザー保存 

デフォルトドメイン(リアルドメイン)に登録されているユーザー情報を CSV 形式のファイルに保存することが出来ます。 

 CSV 一括ユーザー保存 

 

「ダウンロード」ボタンをクリックし、保存場所を指定してダウンロードします。 

このファイルには、パスワード以外のユーザー情報が記録されています。 

 
 
入力形式は 141 ページ「一括管理の入力形式」をご参照ください。 
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6. グループ管理 

グループの設定を管理、編集します。 

 

 グループの検索 
グループを検索します。 
「グループ検索」に検索キーワードを入力します。一度に表示する検索結果の件数を変更する場合は「表示件数」の値を変更し

ます。 
「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。 
システムグループを表示する場合は、「システムグループを表示する」を選択します。 
グループ名の頭文字で検索する場合は「グループの頭文字」から選択します。 
全てのグループを表示させる場合は、「全て表示」をクリックします。 

 グループの編集 
設定を編集したいグループの「編集」ボタンをクリックします。 
編集画面が表示されます。 

 メンバー設定 

 

グループの管理者、および、メンバーを編集します。 
管理者、および、グループに所属するメンバーを入力します。 
「OK」ボタンをクリックします。 
グループ一覧画面に戻り、「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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7. グループ追加 

グループを追加します。 

 グループの追加 

 

グループ名、グループ ID を入力します。 

グループ ID が空欄の場合は自動的に指定されます。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定に進みます。 

 

グループの管理者およびメンバーを指定します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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8. アクセス権限設定 

ユーザーごとに利用を許可する(権限を委譲する)HDE Controller のメニュー設定(アクセス権限設定)を行います。 

 ユーザーの検索 
ユーザーアクセス権限を管理するユーザーを検索します。 

「ユーザー検索」に検索したいユーザー名の一部または全てを検索キーワードに入力します。 

 

検索結果の表示件数を設定する場合は、「表示件数」に一度に表示する件数を入力します。 

「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。 

ユーザー名の頭文字から検索する場合は、「ユーザーの頭文字」からアルファベットの範囲をクリックします。 

全て表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 
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 アクセス権限設定 
アクセス権限の変更を行う場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

ユーザーの運用メニュー設定画面が表示されます。 

 

「使用/権限委譲状態」には、各メニューに属する権限の総数と、現在委譲されている権限の数が表示されます。 

メニューに属する全ての権限を委譲する場合は「全て」ボタンをクリックします。 

(特定のユーザーに権限を委譲すると危険なものについては選択できません。) 

委譲されている権限を全て取り消す場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

メニューに属する権限を個別に設定する場合は、「カスタム」ボタンをクリックします。「カスタム」をクリックすると運用メニューに属

する権限の以上画面が表示されます。 

委譲する権限を選択、または、取り消す権限の選択を解除し、「OK」ボタンをクリックします。 

運用メニュー設定画面に戻り、更に「戻る」ボタンをクリックしてユーザー選択画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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9. アクセス権限一括設定 

root・ispadmin・lcadmin を除くユーザーに利用を許可する(権限を委譲する)HDE Controller のメニュー設定(アクセス権限設定)
を一括編集します。 

 

各運用メニューで全ての設定メニューを使用する場合は「全て」ボタン、使用する設定メニューを自分で選択する場合は「カスタ

ム」ボタン、設定メニューを使用しない場合は「削除」ボタンを押して下さい。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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10. テンプレート設定 

ユーザー追加画面の初期値として表示する値の設定を行います。同じような設定を持つユーザーを効率的に追加できます。 

 

シェルの利用を許可する場合は、シェルのメニューから利用するシェルを選択するか、「その他」を選択してシェルをフルパスで入

力します。シェルの利用を許可しない場合は、シェルで「利用不可」を選択します。 

メールの認証を APOP だけに限定してメールの利用を許可する場合はメールで「APOP のみで認証」を、POP でも APOP でも

メールの利用を許可する場合は「POP 及び APOP で認証」を選択します。 

メールの利用を許可しない場合は、メールで「利用不可」を選択します。 

FTP の利用を許可する場合は「FTP」で「利用可」を、許可しない場合は「利用不可」を選択します。 

アカウント有効期限を設定する場合は有効期限を年月日で指定し、設定しない場合は「無期限」を選択します。 

ホーム領域制限を設定する場合は、「警告容量」と「 大容量」に制限値を入力します。なお、ディスク使用容量制限が有効でな

い場合は設定できません。 

ホーム領域制限を設定しない場合は、「警告容量」と「 大容量」の制限値を空にします。 

メールスプール領域制限を設定する場合は、制限値を入力します。 

メールスプール領域制限を設定しない場合は、制限値を空にします。 

「設定する」ボタンをクリックし、設定を終了します。 
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1. ログ閲覧 

各サービスが記録したログファイルを管理します。 

 ログ閲覧 
「ログ閲覧」のメニューをクリックすると、ログ閲覧画面が表示されます。 

 

ここでは、ログファイルの内容を表示します。またクライアント側にダウンロードしてログを保存することができます。 

プルダウンメニューより閲覧したいログファイルを選択します。 

次に、プルダウンメニューより「先頭」もしくは「末尾」からのログファイルの行数を指定します。 

「ダウンロード」または「表示」を選択し、ログを閲覧します。 
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2. ログローテート 

 ログローテート 
「ログローテート」メニューをクリックすると「ログローテート」設定画面が表示されます。 

 

ログの一覧に、新たにログファイルを追加する場合は、「ログファイル名」から追加するログを選択します。 

ログの説明などを「コメント」に入力します。 

「一覧に追加」ボタンをクリックして追加します。 

ファイルの保存世代数と保存周期を変更する場合は、各ログの「周期」から保存周期を選択し、「世代数」に保存するファイルの

世代数を入力します。 

コメントの右側に表示されている、ファイルのアイコンにマウスカーソルを重ねると、ログファイルの保存されているパスが表示され、

確認することができます。 

ログ一覧から、追加したログを削除する場合は「一覧から削除」ボタンをクリックします。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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3. ログ監視 

 

Linux でサーバーを立てている場合バックグラウンドで実行された結果はすべてログファイルに記録されます。何か障害が起きた

場合の原因究明や日々のサーバーの利用状況の調査、悪意のあるクラッカーからのアクセスの解明などログファイルの監視は

様々用途に応用でき、サーバーの運用管理には欠かせない機能となっています。 

ログ監視設定では logsurfer を用いたログ監視の設定を行うことができます。logsurfer は常にログの監視を行い特定のキーワード

を検出するとその結果をリアルタイムでメールによるレポートを行います。 

 メールアドレスの設定 

「メールアドレス」にメールアドレスを指定します。ここで登録されたメールアドレスに対してレポート結果がリアルタイムで送信され

ます。 

 ログファイルの追加 

監視する対象のログファイルの追加を行います。既にいくつかの典型的なログファイルが選択肢にありますのでこの中から選ぶか、

あるいはログファイル名を直接してしてログファイルを追加してください。ログファイルを追加するとルールの編集画面になります。 

 ルールの設定 

監視するログファイルに対するルールの追加・編集を行います。ここで指定したルールが上から順に評価され、ルールにマッチす

るとアクションが実行さ れます。一度ルールが評価されるとそれ以降のルールは評価されません。ここで指定されたルールはロ

グファイルの 1 行毎に評価されます。 
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 ログ監視のルール 
ルールには「マッチする正規表現」「マッチしない正規表現」「アクション」の 3 つの要素があります。それぞれの要素は以下のよう

になります。 

マッチする正規表現 - マッチするための正規表現を指定します。ここで指定した正規表現にマッチした行が見つかるとアクション

が実行されます。 

マッチしない正規表現 - マッチさせたくない正規表現を指定します。「マッチする正規表現」でマッチしてもここで指定した正規

表現がマッチした場合はアクションは実行されません。 "-"または空文字(何も入力しない)にすると何も指定しません。 

アクション 

アクションには「無視」「メール送信」の 2 種類あります。  

無視 

何もしません。以降のルールを適用させたくない場合に使用します。 

メール送信 

メールを送信します。マッチした行の内容が送信されます。 
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1. スケジュール追加 

バックアップのスケジュールを追加します。 

 スケジュールの追加 

 

「このバックアップ予定につける題名」にスケジュールの設定名を入力します。 

バックアップしたい領域を選択します。 

既にリストにある領域以外を指定する場合は「その他の領域」、にパスを入力するか、「ディレクトリ選択」ボタンをクリックし、ディレ

クトリ選択ウインドウで場所を指定します。 

その他の領域を複数指定する場合は「その他の入力欄を増やす」をクリックすると、入力欄を追加することができます。 

矢印ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 

 
 
保存されるファイルのアーカイブ形式は tgz（tar+gzip）形式になります。 

バックアップのスケジュールを指定します。 
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「バックアップの日程」を「毎日」「毎週何曜日」「毎月何日」から選択します。 

「毎週何曜日」を選択した場合は曜日の選択項目が表示されます。 

「毎月何日」を選択した場合は、日付の選択項目が表示されます。 

日程を正しく指定します。 

実行する時間を「AM」「PM」、何時、何分か選択します。 

大保存数を指定します(1~999 世代の間で指定します。) 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

バックアップの保存先を指定します。 

保存先のパスを入力するか、「ディレクトリ」選択ボタンをクリックし、ディレクトリ選択ウインドウでディレクトリを選択します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

メールによる報告を設定する場合は、「バックアップ結果を下記メールアドレスへ送信します」を選択し、メールアドレスを入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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2. 今すぐバックアップ 

バックアップファイルを直ちに保存します。 

 サーバー内に保存 

 

バックアップファイルをサーバー内に直ちに保存します。 
バックアップする領域を選択します。 
既にリストにある領域以外を指定する場合は、「その他の領域」、にパスを入力するか「ディレクトリ選択」ボタンをクリックし、ディレ

クトリ選択画面で指定します。 
その他の領域を複数指定する場合は、「その他の入力欄を増やす」、をクリックすると、入力欄を追加することができます。 
「実行」ボタンをクリックして保存を実行します。 

 クライアント内に保存 

 

バックアップファイルをクライアント内に直ちに保存します。(https 経由) 
バックアップする領域を選択します。 
既にリストにある領域以外を指定する場合は「その他の領域」、にパスを入力するか、「ディレクトリ選択」ボタンをクリックし、ディレ

クトリ選択画面で指定します。 
その他の領域を複数指定する場合は「その他の入力欄を増やす」をクリックすると入力欄を追加できます。 
バックアップファイルの保存形式を指定します。「バックアップファイル形式」から保存形式を選択します。 
「実行」ボタンをクリックしてバックアップを実行します。 
保存ダイアログが表示されたら保存場所を指定しバックアップを完了します。 
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3. バックアップファイルの復元 

HDE Controller で生成されたバックアップファイルを復元します。 

 サーバー内ファイルの復元/管理 

 

サーバー内に保存されているバックアップファイルを復元/管理します。 

バックアップファイルを検索する場合は、「スケジュール名」を選択し、検索条件となる日時を「日時」に入力します。 

「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。 

バックアップファイルの内容を全て復元する場合は、「全て復元」ボタンを、クリックします。 

バックアップファイルを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。削除を取り消す場合は、再度ボタン(取消ボタン)をクリック

します。削除の場合のみ、「設定する」ボタンをクリックして実行します。 

復元するファイルを選択する場合は、「内容表示」ボタンをクリックし、バックアップファイルの内容を表示します。 

バックアップファイルに保存されたファイル/ディレクトリ構成に基づいてディレクトリ内を仮想的に移動することができます。 

表示されたファイル/ディレクトリを全て選択解除する場合は、「全てチェックを外す」ボタンをクリックします。 

表示されたファイル/ディレクトリを全て選択する場合は、「全てチェックする」ボタンをクリックします。 

選択されたファイルを、直ちに復元する場合は、「復元」ボタンをクリックします。 

 
 
復元後、ディスクに存在する同名のファイルが、直ちに上書きされます。 

 
サイズの大きなバックアップファイルを復元する場合は、処理に時間がかかります。Web ブラウザーのタイ

ムアウトで正常に処理されないことがあります。 
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 クライアント内ファイル 

 

クライアント内に保存されているバックアップファイルを復元します。 

バックアップファイルが保存されている場所のパスを入力するか、「参照」ボタンをクリックし、保存場所指定画面でファイルの場所

を指定します。 

「復元」ボタンをクリックして復元を実行します。 

 
バックアップファイルのファイル名や、ファイルパスの中に、半角カナ／全角文字が含まれている場合、Web
ブラウザの種類等によりファイルのアップロードが正常に出来ない場合があります。 

 
 
指定するバックアップファイルは、HDE Controller で保存されたものでなければなりません。 

 その他の復元 

 

サーバー内に保存されているバックアップファイルを直接指定し、復元します。 

復元するファイルが保存されているパスを入力します。 

ファイルの復元先となる場所のパスを入力するか、「ディレクトリ選択」ボタンをクリックし、ディレクトリ選択画面から復元場所を指定

します。 

削除する場合は「削除」ボタンをクリックします。(直ちに削除されます。) 
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4. スケジュール編集 

保存されているバックアップスケジュールの編集・削除を行います。 

 スケジュールの編集 
「編集」ボタンをクリックすると編集画面が表示され「バックアップする領域」「スケジュール設定」「保存先設定」「メールアドレス設

定」の 4 つのタブが表示されます。 

 バックアップする領域 

 

「バックアップする領域」メニューでは、スケジュールの題名、バックアップする領域を管理/変更することができます。 

題名を変更する場合は「このバックアップ予定につける題名」を変更します。 

領域を変更する場合は、変更したい領域を選択します。 

「OK」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 スケジュールの設定 

 

「スケジュール設定」メニューでは、設定したスケジュールを変更します。 

「バックアップの日程」を「毎日」「毎週何曜日」「毎月何日」から選択します。 

「毎週何曜日」を選択した場合は曜日の選択項目が表示されます。 

「毎月何日」を選択した場合は日付の選択項目が表示されます。 

バックアップの時間を「AM」「PM」を選択し、時/分を指定します。 

「OK」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 保存先設定 

 

「保存先設定」メニューでは、バックアップファイル保存先を管理・変更します。 

保存先を変更する場合は、変更後の保存先となる場所のパスを入力するか、「ディレクトリ選択」ボタンをクリックし、ディレクトリ選

択画面から保存場所を指定します。 

「OK」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 メールアドレス設定 

 

「メールアドレス設定」メニューでは、バックアップ結果送信先の設定を行います。 

バックアップ結果をメールで報告する場合は、「バックアップ結果を下記メールアドレスへ送信します」を選択し、メールアドレスを

入力します。 

「OK」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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1. テープバックアップの設定 

バックアップのスケジュールやテープドライブの設定を行います。 

 スロットの設定 

 
オートローダーが接続されている場合表示されます。テープドライブのみが接続されている場合は、ドライブの状態

が表示されます。 

バックアップの設定を選択すると、以下の画面が表示され、現在のテープドライブの、「スロットの状態」が表示されます。 

 

「ロード中」「使用中」「空き」の状態がアイコンで表示されます。 

テープバックアップで使用する「スロットの設定」を行います。 

バックアップの対象となるテープドライブの、 

「開始スロット」「終了スロット」「クリーニングテープ用スロット」 

に、それぞれスロットの番号を入力します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 テープの設定 

 

「テープラベルの設定」を行います。 

「ラベル名」に、バックアップで使用するテープのラベル名を入力します。 
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ラベル名はこのスケジュールで使用する全ての磁気テープに適用されます。 

「テープタイプの設定」では、「テープタイプ」を選択し、使用する「テープの容量」を入力します。 

ご使用のテープが選択肢にない場合は、テープタイプで「その他」を選択し、テープの容量を入力します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 バックアップ領域の設定 
バックアップしたい領域を選択します。 

 

表示されたパーティション以外の領域をバックアップする場合は、「その他の領域」にパスを入力するか、「ディレクトリ選択」ボタン

をクリックし、ディレクトリ選択画面から選択します。 

その他の領域を追加設定する場合は、「その他の領域」」を増やす、をクリックし、入力項目を追加します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定に進みます。 

 バックアップ方法の設定 
バックアップのスケジュールと圧縮について設定します。 

「スケジュールの設定」を行います。 

 

フルバックアップと、インクリメンタルバックアップ(更新されたものだけについてバックアップ)、それぞれの、開始曜日と、終了曜日
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をメニューから選択します。 

日付を指定する場合は、「日付設定」ボタンをクリックし、日付設定画面から、日付を指定します。 

「実行時刻」を「AM/PM」「時/分」をそれぞれクリックして指定します。 

 
バックアップのタイミングを間違えないために、AM/PM は必ず確認して指定してください。 
例：AM0 時（深夜）、PM0 時（正午） 

例:AM0 時(深夜)、PM0 時(正午) 

「その他の設定」として、圧縮を行うかどうかを設定します。設定する場合は、「する」しない場合は、「しない」を選択します。 

矢印ボタンをクリックして、次の設定に進みます。 

 バックアップ実行結果の設定 

 

バックアップが行われたあと、バックアップの結果をメールで通知する場合は、宛先となるメールアドレスを入力します。 

メールアドレスは二つまで登録できます。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 
「設定する」ボタンをクリックした後、テープへのラベリングが行われます。再度設定する場合は、しばらく経って

から設定を行って下さい。 
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2. テープバックアップの復元 

テープにバックアップしたファイルを復元します。 

 

 バックアップデータの検索 
復元するデータの領域を「バックアップデータ領域」から選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、復元データを検索します。 

該当するバックアップファイルが検索結果として表示されます。 

復元するファイルの「内容表示」ボタンをクリックし、ファイルの内容一覧画面を表示します。 

バックアップファイルの内容から、復元するファイルを選択します。 

バックアップファイルの内容から復元するファイルを検索する場合は、「検索文字列」に検索キーワードを入力します。一度に表示

する検索結果を変更する場合は、「表示件数」に件数を入力します。 

「検索」ボタンをクリックして検索を実行します。 

ファイルのソート番号から検索する場合は、「ソート番号」の範囲をクリックします。 

全てを一度に表示する場合は、「全て表示」をクリックします。 

復元するファイルの選択は手動で行うか、「全てチェックをする」「全てチェックをはずす」をクリックして、一覧のファイルを全て選

択/解除できます。 

復元先となるディレクトリを、パスを入力して指定するか、「ディレクトリ選択」ボタンをクリックして指定します。 

「復元」ボタンをクリックして、ファイルの復元を実行します。 
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3. テープドライブの状態 

テープドライブの状態を表示します。 

 

 スケジュールの削除 
テープバックアップのスケジュールを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

スケジュールが直ちに削除されます。 

 スロットの状態 

 
 
オートローダーが接続されている場合のみ表示されます。 

スロットの使用状況/稼動状況が表示されます。 

使用中/ロード中/空き、の状態がアイコンでスロット毎に表示されます。 

 テープドライブの状態 
テープドライブのハードウェア情報、稼動状況が表示されます。 
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1. アップデートサーバー設定 

アップデートサーバーでプロキシサーバーを使用する場合は、ここで設定を行って下さい。ここで設定した内容は「RPM アップ

デート」でも使用されます。 

 

使用するプロキシサーバーのサーバー名とポート番号を入力し、「設定する」ボタンをクリックします。 

 

2. HDE Controller のアップデート 

HDE Controller のアップデートサーバーへ接続し、HDE Controller を 新の状態にアップデートします。 

 HDE Controller のアップデート 
「HDE Controller のアップデート」を開くと、自動的にアップデートサーバーへ接続されます。(インターネットに接続されている必

要があります。) 

インターネットに接続出来ない場合や、その他、ネットワークの設定に問題がある場合はアップデートサーバーへの接続ができな

い旨表示されます。 
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3. RPM インストール 

ソフトウェア(RPM パッケージ)のインストール・アップデートを行います。 

既にインストールされているソフトウェアの 新バージョンをインストールする場合は、新しいバージョンにアップデートします。 

 パッケージのインストール 

 

ネットワーク経由でインストール、の場合は、ソフトウェアの URL を「URL」に入力し「インストール」ボタンをクリックして実行します。 

ファイルを指定してインストール、の場合は、予め用意されたソフトウェアのファイルの場所を指定してインストールします。 

「ファイル」にソフトウェアの保存されているパスを入力します。 

クライアント内にあるソフトウェアの場合は、「参照」ボタンをクリックし、参照画面から指定することができます。 

 
ファイル名や、ファイルの存在するパスの中に、半角カナ／全角文字が含まれている場合、Web ブラウザ

の種類等によりファイルのアップロードが正常に出来ない場合があります。 

「インストール」ボタンをクリックして実行します。 
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4. インストール済み RPM 一覧 

現在インストールされているソフトウェアを一覧、および、削除します。 

 

 ソフトウェアの一覧 
ソフトウェアについて詳細な情報を表示する場合は、「詳細」ボタンをクリックします。 

ソフトウェアの詳細画面が表示されます。 

ソフトウェア一覧画面に戻る場合は「戻る」ボタンをクリックします。 

 ソフトウェアの削除 
ソフトウェアを削除する場合は、「アンインストール」ボタンをクリックします。 

 



 

 173

5. RPM アップデート設定 

「RPM アップデート」を利用するために必要な設定（各ディストリビューションのアップデートパッケージを提供するサイトの URL の

指定など）を行います。 

 URL 登録 

 

アップデートパッケージの取得を行なう URL を指定します。アップデートパッケージのある URL は各種ディストリビューションに

よって異なります。Web ページを参照するなどして下さい。 

 

 

各ディストリビューションのアップデート情報は以下になります。 
 RedHat: http://jp.redhat.co.jp/support/errata/ 
 turbolinux: http://www.turbolinux.co.jp/security/ 
 MIRACLE LINUX: http://www.miraclelinux.com/security/ 

URL の部分にアップデートパッケージの存在する URL を、エイリアスの部分にこの URL に付ける名前を入力し、「追加」ボタンを

押してください。 

この URL を常に使用する場合は、「デフォルトとして登録する」にチェックを入れます。 

また、一般的なディストリビューションについてはあらかじめ HDE Controller に URL のテンプレートが登録されています。「デフォ

ルトテンプレートを登録する」をクリックすると、URL が自動で登録されます。 

「設定する」をクリックして登録を完了します。 
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 オプション設定 
RPM アップデートでの様々な設定を行なうことができます。 

 

 メール設定 

実行結果をメールで送信するかどうか設定します。 

 FTP 設定 

FTP で接続する場合にパッシブモードを使用するかどうか設定します。 

 キャッシュ設定 

取得したパッケージをキャッシュするかどうか設定します。キャッシュが残っている場合は、「キャッシュされた rpm を削除する」が

表示されます。クリックするとキャッシュを削除することができます。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了します。 
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6. RPM アップデート 

ここでは、HDE Controller がインストールされているサーバーの RPM パッケージのアップデートを行うことが出来ます。 

各ディストリビューションのアップデートパッケージも日々更新されていますので、こまめにアップデートするようにしましょう。 

 RPM アップデート 

 

パッケージの取得先を指定して「選択」をクリックするとアップデート可能なパッケージのリストが表示されます。アップデートしたい

パッケージを選択して「アップデート」をクリックしてください。アップデートが開始されます。 

アップデート中は画面が 30 秒毎に更新され、逐次結果が表示されます。処理の終了後、「アップデート画面に戻る」をクリックして

ください。元の画面に戻ります。 

依存関係などでパッケージがアップデートされなかった場合は、アップデートを行なうパッケージの組み合わせを変更して下さ

い。 
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概要 

Linux で提供される各種サービスもソフトウェアの 1 つであり、他のソフトウェアと同様にバグが存在する可能性があります。ソフト

ウェアのバグに は様々な種類がありますが、中にはセキュリティ的に重大な被害を及ぼすものも存在します。そのため各種ディス

トリビューションでは、提供しているソフト ウェアにバグが発見された場合に、アップデートパッケージを提供しています。Linux の

セキュリティレベルを保つためには、パッケージのアップデートが 欠かせません。 

 

1. 最新ソフトウェアへのアップデート（Red Hat Linux の場合） 

Red Hat Network に登録したシステムプロファイルの情報に基づき、依存関係を解決してソフトウェアの更新を行うことができます。 

HDE Controller を利用し、 新のソフトウェアに更新するために必要な作業手順は下記の通りです。 

 (1) Red Hat Network にユーザーアカウントを登録します。 
Red Hat Network のウェブサイト（https://rhn.redhat.com）にアクセスし、アカウントを登録してください。 

既にアカウントが作成されている場合は、(2)に進んでください。 

 (2)このコンピューターのシステムプロファイルを Red Hat Network に登録します。 
「Red Hat 更新エージェント」メニューで 新ソフトウェアへのアップデートを行うには、まずコンピューターを Red Hat Network に登

録しなければなりません。既に登録済みの場合は、(3)に進んでください。 

「システム登録」メニューより、プロファイル名を指定しシステムプロファイルの登録を実行してください。 

 

登録済みのプロファイルを上書きしたい場合は、Red Hat Network のウェブサイト（https://rhn.redhat.com）にアクセスし不要なプロ

ファイルを削除してから「システム登録」メニューで登録し直すことができます。 

システムを登録するには、プロファイル名に任意の名前を指定し「実行」ボタンをクリックします。 

このとき、「ハードウェアとネットワークに関する情報を含みます」を選択すると、このコンピューターのハードウェアとネットワークに

関する情報も Red Hat Network に送信されます。 
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アップデートの際にどのソフトウェアとドライバが適切かを決定するために必要ですので、特に必要のない限りはチェックを外さな

いでください。 

「実行」ボタンをクリックした後、Red Hat Network のアカウント名とパスワードの入力が求められますので、あらかじめ Red Hat 
Network に登録されたアカウント名とそのパスワードを入力します。 

登録が完了した場合は、「登録に成功しました。」のメッセージが表示されます。 

 (3)更新エージェントの設定を行います。 
「OS アップデート」－「エージェント設定」メニューより、「Red Hat 更新エージェント」メニューのアップデート動作に関する設定を行

います。 

通常は変更の必要はありませんが、プロキシの設定をしたい場合など必要に応じて設定を変更してください。 

 一般設定 

 

Red Hat Network サーバーの指定と接続方法に関する設定を行います。 

利用する Red Hat Network サーバーを変更する場合は、「一覧から選択」を選択し、選択ボックスの一覧よりサーバーの URL を

選択してください。 

一覧にないサーバーを指定したい場合は、「一覧以外を指定」を選択し、その URL を入力してください。 

この項目は、通常変更する必要はありません。 

HTTP プロキシ経由で接続する場合は、「HTTP プロキシを有効にする」をチェックし、プロキシサーバー名とポート番号を入力し

てください。 

さらに、プロキシの利用にユーザー認証が必要な場合は、「HTTP プロキシ認証を使う」をチェックし、認証ユーザー名とそのパス

ワードを入力してください。 
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 取得/インストール設定 

 

アップデートパッケージの取得とインストールの動作に関する設定を行います。 

取得だけ行い、インストールはしない 

実際のアップデート処理は行わず、パッケージファイルの取得のみ実行したい場合に選択します。 

ローカルの構成が変更されているときは、パッケージをアップグレードしない 

サーバーにカスタマイズされたパッケージをインストールしていて、それらを更新したりデフォルトの Red Hat Linux パッ

ケージに戻したくない場合に選択します。 

ソース RPM もバイナリパッケージと一緒に取得する 

ソースパッケージファイルとバイナリパッケージファイルの両方をダウンロードしたい場合に選択します。 

GPG を使用してパッケージの完全性を検証する 

パッケージのインストール前に Red Hat の GPG 署名を確認したい場合に選択します。 

インストール後に、バイナリパッケージをディスクに保存する 

パッケージのインストール後にバイナリパッケージファイルを削除せず収納ディレクトリに保存したい場合に選 択します。 

パッケージの収納ディレクトリ 

ダウンロードされたパッケージファイルの収納されるディレクトリを入力してください。 
特に必要のない場合は変更しないでください。 
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 除外パッケージ設定 

 

除外するパッケージ 

アップデート時にインストールをスキップしたいパッケージの名前を左のテキストエリアに入力し、「追加」ボタンをクリックして

ください。 

「追加」ボタンをクリックすると、「除外リスト」の一覧に追加されます。 

複数のパッケージ名を一括で追加したい場合は、テキストエリアに１行１パッケージ名で入力します。 
また、パッケージ名の指定にはワイルドカードが使用できます。 

スキップを解除したい場合は、「除外リスト」から該当パッケージ名を選択し、「削除」ボタンをクリックします。 

除外するファイル 

アップデートによってシステム上の特定のファイルを上書きしたくない場合は、そのファイルの含まれるパッケージのインス

トールをスキップすることができます。 

アップデート時にインストールをスキップしたいファイルの絶対パスを左のテキストエリアに入力し、「追加」ボタンをクリックし

てください。 

「追加」ボタンをクリックすると、「除外リスト」の一覧に追加されます。 

複数のファイルを一括で追加したい場合は、テキストエリアに１行１パッケージ名で入力します。 

また、ファイルの指定にはワイルドカードが使用できます。 

スキップを解除したい場合は、「除外リスト」から該当パッケージ名を選択し、「削除」ボタンをクリックします。 
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 (4)最新のソフトウェアにアップデートします。 
「Red Hat 更新エージェント」メニューより、RPM パッケージの依存関係を解決しパッケージのアップデートを行います。 
「Red Hat 更新エージェント」をクリックすると、このシステムで利用可能なチャンネルを検出し表示します。 

 

チャンネルが検出されない場合は、Red Hat Network へのシステム登録が適切にされていないか、サーバーの指定が適切でない

可能性があります。エラーメッセージにしたがって、適切に対応してください。 

 エラーメッセージと対応方法 

エラー(1) 

メッセージ: このシステムは Red Hat Network サーバーに登録されていません。 
対応方法 : 「システム登録」を行い、Red Hat Network にこのサーバーのシステムプロファイルを登録してください。 

エラー(2) 

メッセージ: システムプロファイル「xxxxxxxx」は、サービスが無効になっています。 
対応方法 : Red Hat Network のウェブサイト(https://rhn.redhat.com) にログインし、「Systems」タブの「System Entitlements」メ

ニューで該当システムプロファイルのエンタイトルを変更するか、既存のシステムプロファイルを削除し再度「システム登録」

を行ってください。 

エラー(3) 

メッセージ: Red Hat Network サーバーに接続できませんでした。 
対応方法 : ネットワーク設定が適切であるか、指定した Red Hat Network サーバーが正しいか確認してください。 
Red Hat Network サーバーの変更は、「エージェント設定」で行うことができます。 
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有効なチャンネルが検出された後矢印ボタンをクリックすると、「パッケージ選択」画面に移ります。 

 

「Red Hat 更新エージェント」の初回実行時は、Red Hat Network から全アップデートパッケージの情報をダウンロードするため、処

理に時間がかかる可能性があります。 

「パッケージ選択」画面には、現在アップデート可能なパッケージの一覧が表示されます。 
パッケージ名の左隣に「pkg」と表示されたパッケージは、「除外パッケージ」設定のパッケージ名でマッチしたパッケージで、

「file」と表示されたパッケージは、「除外パッケージ」設定のファイル名でマッチしたパッケージを表し、アップデートの対象外とな

ります。 

除外パッケージをアップデートしたい場合は、「エージェント設定」の「除外パッケージ」で設定を変更してください。 
アップデートしたいパッケージを選択し、「アップデート」ボタンをクリックします。 一覧の全てのパッケージを選択したい場合は「全て

チェック」を、全てのパッケージの選択を解除したい場合は「全てチェックを外す」をクリックします。 

「アップデート」ボタンをクリックした後、画面上に現在のアップデートの進捗状況が表示され、アップデートが完了すると、アップ

デートのログとアップデート可能なパッケージの一覧が再度表示されます。 

 パッケージによっては、アップデート後サーバー再起動が必要な場合があります。 

 



17. OS アップデート 

 184

2. 最新ソフトウェアへのアップデート（Turbolinux の場合） 

パッケージの依存関係を解決し 新パッケージのアップデートを行うことができます。 

「更新エージェント」をクリックすると、「サーバー選択」画面が表示されます。 

「サーバー選択」画面には、ディストリビューションであらかじめ用意されたアップデート用 FTP サーバーリストが表示されます。 

 

リスト中からアップデートで利用したい FTP サーバー名を選択します。 

リストには、既に廃止されたサーバーやメンテナンス中のサーバーなどが含まれる場合がありますので、サーバーを選択する際に、

「接続テスト」ボタンでサーバーの稼動状況や反応状況などを確認してください。 
(接続テストには、時間がかかる場合があります) 

 「更新エージェント」では、プロキシ経由のアップデートはできません。 

FTP サーバーを選択しましたら、矢印ボタンをクリックし「パッケージ選択」画面に移ります。 
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「パッケージ選択」画面には、現在アップデート可能なパッケージの一覧が表示されます。 

 

アップデートしたいパッケージを選択し、「アップデート」ボタンをクリックします。 

一覧の全てのパッケージを選択したい場合は「全てチェック」を、全てのパッケージの選択を解除したい場合は「全てチェックを外

す」をクリックします。 

「アップデート」ボタンをクリックした後、画面上に現在のアップデートの進捗状況が表示され、アップデートが完了すると、アップ

デートのログとアップデート可能なパッケージの一覧が再度表示されます。 

 

アップデート実行中はRPMデータベースにロックがかかりますので、HDE Controllerの一部の機能が利用できなくなり

ます。アップデートが完了するまで他の画面に移動せず、そのままの画面でしばらくお待ちください。 
パッケージによっては、アップデート後サーバー再起動が必要な場合があります。 
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1. パーティション設定 

ディスクのパーティション毎に、容量制限を行います。 

 容量制限の設定 
パーティションの設定を選択すると以下の画面が表示されます。 

 

容量制限を適用するパーティションの「容量制限」のボタン(「制限無し」ボタン)をクリックします。ボタンが「制限あり」に変わりま

す。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 
容量制限を適用した場合、ディスク I/O が通常より遅くなります。容量制限を使用するパーティションは、必要 低限

の数にすることを推奨します。 

 
 
設定はコンピューターの再起動後に適用されます。 
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2. 容量制限一覧 

容量制限を適用しているパーティションから、ユーザー毎の容量制限を行います。 

 容量制限の一覧 
容量制限を設定するパーティションを選択します。 

「選択」ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 

 

ユーザー毎の容量制限編集を行います。 

一度に表示される件数の初期値は 10 となっています。一度に表示する件数を増やす場合は、「一度に表示する件数」の数値を

変更し、「表示」ボタンをクリックします。 

また、システムアカウントも表示する場合は、「システムアカウントも含めて表示」を選択し、「表示」ボタンをクリックします。 

 
 
システムアカウントは、root でログインした時にのみ表示されます。 

容量制限を編集するユーザーの「編集」ボタンをクリックします。 
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容量制限の設定画面が表示されます。 

 

「容量制限( QUOTA )値」「超過許容サイズ」、それぞれについて、サイズ、i ノード、による容量制限を設定します。 

「OK」をクリックして、「ユーザーQUOTA 編集」画面に戻ります。 

超過許容サイズは、容量制限値を一時的に超えて使用することを許可する 大サイズとなります。 

必ず容量制限値より大きな値を設定して下さい。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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3. 容量制限一括設定 

容量制限の設定を一括して行います。 

 容量制限の一覧 
容量制限を設定するパーティションを選択します。 

「選択」ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 

 

アカウントの選択画面が表示されます。 

アカウントを検索する場合は、検索条件として、「データの抽出」をする場合は、メニューから抽出内容を選択し、検索キーワード

を入力して、検索の一致形式を選択します。 

「検索」ボタンをクリックして、検索を実行します。 

検索結果の表示件数を変更する場合は、「一度に表示する件数」の値を変更し、「表示」ボタンをクリックします。 

容量制限を設定するユーザーを選択し、矢印ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

容量制限の設定画面が表示されます。 
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「容量制限( QUOTA )値」「超過許容サイズ」、それぞれについて、サイズ、i ノード、による容量制限を設定します。 

「OK」をクリックして、「ユーザーQUOTA 編集」画面に戻ります。 

超過許容サイズは、容量制限値を一時的に超えて使用することを許可する 大サイズとなります。 

必ず容量制限値より大きな値を設定して下さい。 
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1. 基本設定 

ネットワークに関する基本設定を行います。 

 基本設定 

 

HDE Controller が動作しているコンピューターのホスト名、ドメイン名、ネームサーバーを設定します。 

ホスト名/ドメイン名/ネームサーバーの IP アドレスを入力します。 

ネームサーバーは三つまで指定することができます。 

 
 
ネームサーバーは IP アドレスで指定します。ホスト名は使用できません。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 
 
設定はコンピューター再起動後に有効になります。 
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 ネットワークカード設定 
ネットワークカードに割り当てる IP アドレスを設定します。 
設定を変更するネットワークカードの「編集」ボタンをクリックすると編集画面(ネットワークカード設定)が表示されます。 

 

コンピューター起動時に自動的に IP アドレスを設定する場合は、「起動時設定」を「はい」、起動時設定しない場合は、「いいえ」

に設定します。 

IP アドレスの取得方法を、「IP アドレス取得」メニューから選択します。 

「手動で設定」、を選択した場合は、「IP アドレス」、「ネットマスク」、を設定します。「DHCP で取得」、または、「BOOTP で取得」を

選択した場合は、自動で取得されます。DHCP および BOOTP に設定したネットワークインターフェースはバーチャルドメインで使

用できません。 

「OK」ボタンをクリックします。 

ネットワークカード一覧の画面に戻ります。 
「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 ゲートウェイ設定 

 

外部のネットワークと相互に通信するために、ゲートウェイの設定を行います。 

「ゲートウェイデバイス」メニューから、ゲートウェイとして機能するネットワークインターフェースを選択します。 

「ゲートウェイアドレス」、にゲートウェイとなるデバイスの IP アドレスを入力します。 

「IP 転送」、を使用する場合は、「有効」を選択します。 
「IP マスカレード」、を使用する場合は、「有効」を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 
 
設定はコンピューター再起動後に有効になります。 
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2. ルーティング設定 

異なるネットワーク間の通信を行うためのルーティングについて設定を行います。 

 ルーティングの追加 

 

新たにネットワークの経路(ルーティング)を追加します。 
ルーティングの種類を、「ネットワーク」、が対象か、「ホスト」、が対象か選択します。 
ルーティングの対象となるネットワーク、または、ホストのアドレスを、「ターゲット」に入力します。 
経由するゲートウェイのアドレスを、「ゲートウェイ」、に入力します。 
ターゲットとなるネットワークのネットマスクを、「ネットマスク」、に入力します。 
「追加」ボタンをクリックして、ルーティングテーブルに追加します。 

 
 
「追加」は実行後、直ちに適用されます。設定を追加する場合は、必ず確認の上実行して下さい。 

 ルーティング設定の編集 
ルーティングテーブルに登録されている、ルーティングの設定を編集します。 
編集が必要なルーティングの「編集」ボタンをクリックします。 
選択したルーティング情報が、ルーティングテーブル一覧から削除され、追加の項目に内容が表示されます。 
編集が必要な項目を設定します。 
正しければ「追加」ボタンをクリックして、ルーティングテーブルに登録します。 

 
 
編集を開始したルーティング設定は、ルーティングテーブルより直ちに削除されます。 

設定後は、必ず追加を実行して再度ルーティングテーブルに登録してください。 
登録した設定を削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

 
 
「削除」は実行後、直ちに適用されます。設定を削除する場合は、必ず確認の上実行して下さい。 
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3. ポートフォワーディング設定 

転送するデータの経路をポート毎に指定するポートフォワーディングの設定を行います。 

 ポートフォワーディングの設定 

 ポートフォワードルールの追加と削除 

 

ポートフォワーディングのルールを追加します。 

プロトコルの種別を、「TCP」「UDP」から選択します。 

ローカルネットワークおよびリモートネットワークの IP アドレス、ポート番号を入力します。 

「追加」ボタンをクリックして、ポートフォワードルールを追加します。 

ポートフォワードルールを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックします。削除を取り消したい場合は、再度ボタン(取消ボタン)を
クリックします。 

 ポートフォワードルールの編集 

ポートフォワーディングのルールを編集する場合は、現在のポートフォワードの状態一覧より、「編集」ボタンをクリックします。 

編集するポートフォワードルールの内容が、追加の項目に表示されます。 

修正の必要な項目を変更し、「追加」ボタンをクリックします。 
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4. IP エイリアス設定 

ネットワークカードに複数の IP アドレスを割り当てる、IP エイリアスの設定を行います。 

 IP エイリアス設定 

 IP エイリアスの追加 

新たに IP エイリアスを追加します。 

メニューより IP を割り当てるネットワークカードを選択します。 

「追加」ボタンをクリックします。 

ネットワークカード設定画面が表示されます。 

 

IP アドレス、ネットマスクを入力してください。 

「OK」ボタンをクリックします。 

 IP エイリアスの編集 

IP エイリアスの設定を編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

ネットワークカード設定画面が表示されます。 

IP アドレスおよびネットマスクを入力してください。 

「OK」ボタンをクリックします。 

IP エイリアス一覧画面に戻ります。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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5. ネットワークの状態 

ネットワークの状態を一覧表示します。データの送受信や、ポートの利用状況を閲覧することができます。 

 ネットワークインターフェースの状態 
ネットワークインターフェースの稼動状況を一覧表示します。 

 

インターフェースの名称、割り当てられている IP アドレスと、インターフェースが持つ MAC アドレス、データの送受信量とその状態

が一覧の中に表示されます。 

使用停止のネットワークインターフェースを直ちに起動する場合は、「起動」ボタンを、稼働中のインターフェースを停止する場合

は、「停止」ボタンをクリックします。 

 
設定中の HDE Controller にアクセスできなくなる場合がありますので、インターフェースを停止する場合

は、十分ご確認の上、実行して下さい。 

 ネットワークポートの状態 
ネットワークインターフェースを利用しているプログラムと、利用プロトコル種別、IP アドレスとポート、プログラムのプロセス ID、

データの送受信状況(キュー)、とポートの状態が一覧表示されます。 
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6. 帯域制御設定 

HDE Controller では、CBQ(Class-based Queueing)を用いたネットワーク帯域制御の設定と起動/停止を行うことができます。 

CBQ とは、通信パターンを元にクラスという単位に振り分け、各クラスのパケットを監視し帯域制御する方法です。 

HDE Controller のメインメニューから「ネットワーク」－「帯域制御設定」を選択します。 

 

帯域制御を設定するには、まず各ネットワークカードの物理帯域幅を設定し、帯域制御をしたいポート番号ごとにクラスを設定し

ます。 

 

ここで制御可能なものはサーバーからクライアントへのデータのみで、ネットワークカードとポート番号ごとの設定だけ

です。 
また、FTP の PASV モードなどポート番号の不定な場合は、原則として制御できません。 (proftpd を利用している場合

は「PassivePort」でポートを限定することで可能となりますが、他のサービスがこの範囲のポート番号を使用する可能性

があり完全に FTP の PASV モードのみをサポートすることはできません。) 

 

 ネットワークカードの物理帯域幅の設定 
使用しているネットワークカードの物理的な帯域幅を入力します。 
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 帯域の割り当て 
サービス毎に帯域を割り当てるには、クラスを設定する必要があります。 

新規クラスを追加する場合は、クラス名をテキストボックスに入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

この際、帯域制御したいポートに関連するサービス名をつけることをお勧めします。 

例えば、 

80 番ポートを設定する場合は http 
443 番ポートを設定する場合は https 
110 番ポートを設定する場合は pop 

などを指定します。 

「追加」ボタンをクリックすると、「クラスの編集」画面が表示されます。 

既にいくつかのクラスを追加している場合は、追加されているクラスの一覧が表示され、~「削除」「編集」 
ボタンをクリックすることで該当クラスを削除、編集することができます。 

「編集」ボタンをクリックすると、「クラスの編集」画面が表示されます。 

「クラスの編集」画面では、指定したクラスの通信パターンや 大速度などを設定することができます。 

コメント 

このクラスに関する説明を入力してください。日本語の入力も可能です。 

対象ネットワークカード 

帯域制御の対象となるネットワークカードを選択してください。 

対象ポート番号 

帯域制御の対象となるポート番号を入力してください。 
例えば、Web サービスを対象としたい場合は 80 番を指定します。 

最大速度 

このクラスにマッチした場合の 大速度を指定してください。 

全ての設定が完了しましたら、「設定する」ボタンをクリックしてください。 

 帯域制御の状態 
「起動時設定」で ON を選択すると、サーバーの起動時に帯域制御が有効になり、OFF を選択すると無効になります。 

「現在の状態」では、帯域制御が現在稼動しているかどうか表示されます。 

「アクション」では、起動中の場合「停止」「再起動」ボタンが表示され、それぞれクリックスすると停止、再起動が実行されます。停

止中の場合「起動」ボタンが表示され、クリックすると起動されます。 
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1. 基本設定 

データベース(PostgreSQL)は、オープンソースのデータベースで、SQL92/SQL99 やその他の 新の機能をサポートしている本

格的な RDBMS(Relational Database Management System)です。 

HDE Controller の PostgreSQL 管理では、データベースのパスワード認証による運用環境を容易に構築することができます。また、

ユーザーやデータベースを追加・削除したり、データベースやクラスタのバックアップ、リストアなどを行うことができます。 

「PostgreSQL 管理-基本設定」をクリックします。 

 

ここでは、データベース管理用ユーザー(postgres)の設定を行ないます。 

データベース管理用ユーザーのパスワードとして設定する文字列を入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 

 

「設定する」をクリックすると Unix ドメインソケット経由のデータベース認証は全てパスワード認証となります。PostgreSQL
管理を使用する以前から PostgreSQL を運用している場合はデータベースに接続できなくなることがありますのでご注意

ください。 

 



 

 205

2.ユーザー管理 

 

ここでは、データベースサーバーに接続する時のユーザーアカウントの新規追加、削除、編集を行います。 

このユーザーはデータベースを利用するためだけのもので Linux のユーザーアカウントとの関連性はありません。 
なお、データベースの所有者は削除できません(「削除」ボタンは表示されません)。 
また、postgres ユーザーは自動的に追加され、削除、編集はできません。 

 

 

ユーザー名、DB 接続時のパスワード、データベース作成権限、ユーザー作成権限の有無を選択します。 

既に登録されているユーザー名を指定することはできません。 

 

編集画面では、DB 接続時のパスワード、データベース作成権限、ユーザー作成権限の有無を変更します。 

DB 接続時のパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」にチェックをし、変更を行なってください。 

削除するデータベースを選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 
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3. データベース管理 

 

ここでは、データベースの追加、削除、編集(所有者の変更)を行います。 template で始まるデータベースは追加、削除、編集で

きません。 

 

データベース名を入力し、所有者を選択します。 既に登録されているデータベース名を指定することはできません。 

 

編集においても、新規追加の内容と同様に設定を行ないます。 

削除するデータベースを選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 
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4. バックアップ 

 

ここでは、データベースのバックアップを行います。 

バックアップの対象がデータベースもしくは、クラスタの一方を選択します。 

データベースをバックアップする場合は、データベースを選択します。既存のデータベースが存在しない場合は選択できませ

ん。 

保存先の、ディレクトリ名、ファイル名 を指定します。 

「実行」ボタンをクリックしてバックアップを行ないます。 

 
バックアップした内容でリストアを行う場合は、バックアップ時と同一の PostgreSQL バージョンでリストアを行ってくださ

い。 

 OID とラージオブジェクトはバックアップしないのでご注意ください。 

 

PostgreSQL パッケージが提供する pg_dump 及び pg_dumpall コマンドでデータベース及びクラスタのバックアップを行

うため、pg_dump 及び pg_dumpall コマンドの制約により手作業でダンプ順序を変更するなどをしなければリストアでき

ない場合があります。 
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5. リストア 

 

ここでは、データベースのリストアを行ないます。 

リストア方法を選択します。 

既に存在するデータベースをクリアにし、リストアする場合 

既存のデータベースの内容は削除されますのでご注意ください。 
またバックアップのデータの所有者が存在しない場合、バックアップが正常に行われません。バックアップデータのデータ

ベースの所有者、テーブルの所有者が 存在することを確認し、存在しない場合は、「データベースユーザー管理」におい

て、ユーザーを作成後、リストアの実行を行ってください。  
なお、既存のデータベースが存在しない場合は選択できません(表示されません)。 

新しいデータベースを作成しリストアする 

新しいデータベースを作成し、バックアップデータをリストアします。またバックアップのデータの所有者が存在しない場合、

バックアップが正常に行われません。 
バックアップデータのデータベースの所有者、テーブルの所有者が存在することを確認し、存在しない場合は、「データ

ベースユーザー管理」において、ユーザーを作成後、リストアの実行を行ってください。 

クラスタをリストアする 

バックアップデータをクラスタへリストアします。既存の内容は削除されますのでご注意ください。 

またバックアップのデータの所有者が存在しない場合、バックアップが正常に行われません。バックアップデータのデータベース

の所有者、テーブルの所  有者が存在することを確認し、存在しない場合は、「データベースユーザー管理」において、

ユーザーを作成後、リストアの実行を行ってください。 

「バックアップ」で作成したファイルを指定します。 

「実行」ボタンをクリックしてリストアを行ないます。 
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 バックアップ時の PostgreSQL と同一のバージョンでリストアを行ってください。 

 

PostgreSQL パッケージが提供する pg_dump 及び pg_dumpall コマンドでデータベース及びクラスタのバックアップを行

うため、pg_dump 及び pg_dumpall コマンドの制約により手作業でダンプ順序を変更するなどをしなければリストアでき

ない場合があります。 

 
クラスタのリストアの際に/var/lib/pgsql/data ディレクトリが削除されるため、postgresql.conf ファイルなどで固有の設定を

行っている場合はリストア後再設定してください。 
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1. 時間設定 

サーバーの持つ時間は、メール配信の時刻から Web サーバーのスクリプトまで様々な部分に影響を与えるため、常に正しい時間

に合わせられている必要があります。ここでは、サーバーの時間を設定します 

 手動設定 

 

手動で時刻を入力し、時間を設定します。 

正しい時間を入力します。 

ハードウェア自体に設定されている時計にあわせる場合は、「ハードウェア・クロック」を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 自動設定 

 

タイムサーバーと同期し、自動で時刻を設定します。 

外部のタイムサーバーの IP アドレスを、「リモート・タイム・サーバーIP」、に入力します。 

同時にハードウェア・クロックも設定する場合は、「ハードウェア・クロックも設定する」を選択します。 
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2. タイムサーバー設定 

時刻を定期的に自動で修正するためタイムサーバーの設定を行います。 

 基本設定 

 

時刻を同期するためのタイムサーバーを指定します。 

タイムサーバーのアドレスを、IP アドレスまたはホスト名で入力します。 

タイムサーバーは 3 つまで指定できます。 

修正すべき時差をあらかじめ記録しておき、タイムサーバーとの同期作業の負荷を減らすための Drift を使用する場合は、「Drift
を使用する」、を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 

 アクセス制限設定 

 

ここでは、タイムサーバーへのアクセス制限を設定することができます。 

 
この機能は、ntp のバージョン 4 以上が必要です。バージョン 3 がインストールされている場合は、設定画面は表示さ

れません。 

「全般設定」では、アクセス制限の基本となるポリシーを設定します。 

「全てのクライアントからのアクセスを拒否する。」を選択すると、「個別設定」で指定されたクライアントからのアクセスのみを許可し、

それ以外のクライアントのアクセスは拒否します。 

チェックを外すと、全てのクライアントからのアクセスを許可します。 

「個別設定」では、このタイムサーバーにアクセスを許可するクライアントを設定します。 
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アクセスを許可するクライアントを追加するには、そのクライアントの属するネットワークのネットワークアドレスとネットマスクを入力

し、「追加」ボタンをクリックします。 

既に追加済みのクライアントを削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

ここで設定したクライアントからだけアクセスを許可したい場合は、「全般設定」で「全てのクライアントからのアクセスを拒否する。」

を選択してください。 

以上の設定が終了したら「設定する」ボタンをクリックしてください。「しばらくお待ちください」の表示後、「設定が完了しました」ダ

イアログが表示されれば設定は終了です。 
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自己監視の概要 

サーバーの設定後、サーバーを安定稼動させるにはディスクやメモリなどのハードウェアリソースやプロセスなどの監視が欠かせ

ません。サーバーの監視 を行うことにより、サーバーが不安定になる前にパフォーマンス低下やリソース不足などの予兆を検知・

対処することで、様々な障害を未然に防止できます。 

しかし、システム管理者が常にサーバーを監視することは、多大な時間が必要であること、見逃しなど人為的ミスが発生し易いの

で現実的ではありません。 

「自己監視」を使用すれば、システム管理者の代わりにサーバーの状況を定期的に把握して異常時にログやメールで警告したり、

あらかじめ設定しておい たスクリプトを実行させたりすることにより、障害を自動復旧することもできます。また、「グラフレポート」で

表示する時系列グラフのデータとなるサーバー の状況を定期的に収集します。 

「グラフレポート」を使用すれば、現在までのサーバーの状況を時系列グラフとして表示できます。これを元に「自己監視」でしきい

値(異常と見なす 値)を超えた場合のアクション(メール送信やスクリプト実行)を設定しておくと、コンピューターに異常を検知させ

ることができます。  

また、システム管理者は「サーバーステータス」を使用すれば、その瞬間のサーバーの状況を確認したり、必要に応じてサービス

を起動または停止したりすることもできます。 

ここでは、HDE Controller を用いたサーバーの監視方法について述べます。 

 サーバー監視の自動化 

 監視項目の選定としきい値の決定 

自己監視で監視できる項目には、次のようなものがあります。 

監視項目ごとに、それぞれの意味やしきい値の決め方について説明します。これを参考に監視項目を選定し、しきい値を決めて

ください。 

(1) ディスク使用率 

ファイルシステムによって適切な値は異なりますが、ディスク使用率が 100%になるとディスクにメールなどのデータが保存で

きなくなります。また、システムを続行できなくなることもありますので余裕を持った設定をお薦めします。 

(2) 実メモリ使用率 

バッファメモリ(buffers と cached)を含まないメモリ使用率です。 バッファメモリを含むメモリ使用率(物理メモリ使用率)より小さ

い値になります。 実メモリ使用率が高くなるとシステムが使用できるバッファメモリが少なくなりパフォーマンスの低下を招き

ます。しきい値を設定する場合は、グラフレポートで通常使用されている実メモリ使用率を把握して多少大き目の値をお薦

めします。 
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(3) 物理メモリ使用率 

この値が 100%近くであっても特に問題ではありませんが、実メモリ使用率との差が小さい場合はパフォーマンスが低下して

いる可能性があります。 

(4)swap 使用率 

性能を重視するサーバーであれば、swap を使用するようなら物理メモリの増設を検討することも必要となります。あまり性能

を重視しないサーバーであっても 100%となった場合にはシステムが停止することもありますので余裕を持った設定をお薦め

します。 

(5) システム負荷 

システム負荷とは簡単にいうと、CPU の稼働率のことで 1.00 以下であれば滞りなくプロセスが実行されているということを、

1.00 以上であれば負荷が重くいくつかのプロセスの実行に遅延が生じていることを示します。  

高負荷がかからない環境では 2.0 前後、データベースなどを使用し、高負荷がかかる環境では正常に処理が行える範囲の

目安を作り適切な値を設定してください。 

(6) CPU 使用率 

前回の監視時点からの CPU 使用率(idle を除く)の平均値です。この値が 100%近くであ れば、監視間隔が 5 分なら 5 分間

CPU を 100%近く使用し続けていたということになります。CPU の能力不足や動作しているプロセスに異常が発生してい る

可能性が考えられます。なお、プロセスによっては正常な動作として一定期間 CPU を 100%近く使用する場合がありますが、

監視間隔を長めに設定すれば このようなプロセスでアラートは上がりません。 

(7) ログインユーザー数 

ログインユーザーの増加に伴い、メモリや CPUなどのシステムリソースが消費されます。システムがサービスを提供する上で

必要なシステムリソースまでも消費してしまい、システムが続行できなくな ることもあります。また、ログインを開放していない

システムであれば不正侵入などセキュリティ上の問題が考えられます。  

telnet、ssh のログインを開放し、ユーザーのログインが行われていたり、管理を頻繁に行っていたりする環境でない限り、管

理に 低限必要なログイン数の設定をお薦めし ます。各種ログインを許可している環境ではログインユーザーの使用状況

により適切な値を設定してください。 

(8) 全てのプロセス数 

プロセスは、メモリや CPU などのシステムリソースを消費します。プロセス数が多くなるほど、システムリソースの消費量も増加

し、ついにはシステムが続行できなくなることもあります。  

システムの状況により適切な値を決定し、設定してください。 

(9) 実行中プロセス数 

システムで実行中のプロセスの数です。特殊な場合を除き、この数を監視する必要はありません。 

(10) スリープ中プロセス数 

システムで実行待ちのプロセスの数です。特殊な場合を除き、この数を監視する必要はありません。 
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(11) 停止中プロセス数 

ユーザーの指示などにより、実行を一時停止しているプロセスの数です。実行を一時停止しているプロセスもメモリなどのシ

ステムリソースを消費しています。この数が多いとシステムリソースが有効に使用できず、システムリソース不足を招く要因に

なることもあります。  

システムの状況により適切な値を決定し、設定してください。 

(12) ゾンビプロセス数 

ゾンビプロセスそのものは動作していませんが、システムリソースを無駄に消費している良くない状態です。システムで新た

なプロセスを起動することができなくなる要因になることもあります。  

通常は、1 をお薦めしますが、システムの状況により適切な値を決定し、設定してください。 

(13) 任意のプロセス数 

プロセスには、crond のように１つだけ起動されるものもあれば、httpd のように ある数の範囲内で起動されるものもあります。

１つだけ起動されるプロセスが二重起動されていたり、あるいは１つも起動されていない（サービスダウン）場合 や、ある範囲

の数で起動されるプロセスがこの範囲外で起動されている場合は、正常な運用ができなくなることがあります。  

プロセスごとの適切な下限数と上限数（どちらか１つでも可）を設定してください。 

 設定の流れ 

1. 異常時にメールを送信したい 
→ 「自己監視」－「基本設定」で送信先メールアドレスなどを設定します。 

2. サーバーのリソース（メモリ、ディスク）を監視したい 
→ 「自己監視」－「リソース監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプトを設定します。 

3. サーバーの負荷を監視したい 
→ 「自己監視」－「パフォーマンス監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプトを設定します。 

4. ログインユーザー数を監視したい 
→ 「自己監視」－「ログイン監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプトを設定します。 

5. 総プロセス数やゾンビプロセス数などを監視したい 
→ 「自己監視」－「プロセス監視」でしきい値や異常時に実行させるスクリプトを設定します。 

6. 任意のプロセス数を監視したい 
→ 「自己監視」－「任意のプロセス監視」で監視するプロセス名、しきい値、異常時に実行させるスクリプトを設定します。 

7. 監視した結果を時系列グラフとして表示できるようにしたい 
→ 「グラフレポート」－「初期化」で「設定する」ボタンをクリックして初期化します。既に初期化されている場合はこの操作は

必要ありません。 

8. 自己監視の設定をもとにサーバーの自動監視を開始したい 
→ 「自己監視」－「自己監視サービスの状態」で自己監視サーバー、自己監視補助サーバーを起動します。 
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9. 自己監視により検知されたアラートを確認したい 
→ 「ログ管理」－「ログ閲覧」でログ監視のアラートログを選択し、表示ボタンをクリックします。 

10. 現在までのサーバーの状況を確認し、しきい値を見直したい 
→ 「グラフレポート」で確認したい監視項目に該当するレポートをクリックします。 

11. 現在のサーバーの状況を確認したい 
→ 後述のシステム管理者によるサーバー監視を参照してください。 

必要に応じてしきい値や異常時に実行させるスクリプトを見直し、それぞれの設定画面で変更します。 

なお、変更したしきい値などは次回の監視時刻から有効になります。変更した値を有効にするために、自己監視デーモンや自己

監視補助デーモンを再起動する必要はありません。 
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1. 基本設定 

 

しきい値を超えた場合メールを送信する、または、送信しないよう設定を変更します。 

メールを送信すれば、携帯電話や PDA などでもサーバーの状況を把握できます。 

1. 「自己監視」－「基本設定」を選択します。 

2. しきい値を超えた場合メールを送信するか否か、送信する場合のメールアドレスを設定します。 

3. 設定するボタンをクリックします。 
しきい値を超えるたびにメールを送信します。このため、状況が変わらなければ大量にメールされることになりますのでご注

意ください。 
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2. リソース監視 

 

選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否か、しきい値などを設定します。 

• 実メモリ使用率 

• 物理メモリ使用率 

• swap 使用率 

• ディスク使用率 

1. ｢自己監視｣－｢リソース監視｣を選択します。 

2. 監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、編集ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（ス

クリプト）を設定することもできます。 

3. 設定するボタンをクリックします。 
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3. パフォーマンス監視 

 

選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否か、しきい値などを設定します。 

• CPU 使用率（データ取得間隔での平均値） 

• システム負荷（過去５分間の平均値） 

1. 「自己監視」－「パフォーマンス監視」を選択します。 

2. 監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、編集ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（ス

クリプト）を設定することもできます。 

3. 設定するボタンをクリックします。 
 

4. ログイン監視 

 

選定した監視項目などをもとに、ログインユーザー数について、監視を有効にするか否か、しきい値などを設定します。 

1. 「自己監視」－「ログインユーザー監視」を選択します。 

2. 監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。更に、編集ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（ス

クリプト）を設定することもできます。 

3. 設定するボタンをクリックします。 
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5. プロセス監視 

 

選定した監視項目などをもとに、以下のものについて、監視を有効にするか否か、しきい値などを設定します。 

• 全てのプロセス数 

• 実行中プロセス数 

• スリープ中プロセス数 

• 停止中プロセス数 

• ゾンビプロセス数 

1. 「自己監視」－「プロセス監視」を選択します。 

2. 監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。 
さらに編集ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（スクリプト）を設定することもできます。 

3. 設定するボタンをクリックします。 
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6. 任意のプロセス監視 

 

選定した監視項目などをもとに、監視すべきプロセス名を追加し、監視を有効にするか否か、しきい値などを設定します。プロセ

スごとにプロセス数の上 限と下限を設定できます。例えば、crond のように１つだけ起動されるものについては、上限に 2、下限に

1 を設定すれば、該当プロセス数が 2 以上または 1 未満(0)になると異常とみなすことができます。そして、1 未満(0)の場合に以

下のようなスクリプトを設定しておくと、crond を起動することもで きます。 

crond を起動するスクリプトの例 

 /etc/rc.d/init.d/crond start 

1. 「自己監視」－「任意のプロセス監視」を選択します。 

2. 監視するプロセス名を「追加するプロセス名」に入力し、「追加」ボタンをクリックします 

3. 監視を有効にするか否か、しきい値を設定します。 
さらに、編集ボタンをクリックすると、しきい値を超えた場合のアクション（スクリプトの実行など）を設定することもできます。 

4. 設定するボタンをクリックします。 

7. 自己監視サービスの状態 

 

設定したしきい値に従って、コンピューターに異常を検知させるサービスを起動、停止します。このサービスが起動されていなけ

れば、しきい値を設定し ても自己監視は行われません。一度、「起動」ボタンをクリックすると、システム起動時に自動起動される

ようになります。システム起動時の自動起動は、「停 止」ボタンのクリックで解除されます。 

1. 「自己監視」－「自己監視サービスの状態」を選択します。 

2. 起動、または、停止ボタンをクリックします。 
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8. アラートの確認 

しきい値を超えた場合、アラートログが出力されます。このログを確認することにより、しきい値を超えた監視項目とその時の値など

を知ることができま す。サーバーが不安定になる前にパフォーマンス低下やリソース不足などの予兆を検出・対処することで、

サーバーを安定稼動できます。 

1. 「ログ管理」－「ログ閲覧」を選択します。 

2. プルダウンメニューから、「自己監視のアラートログ」を選択し、表示ボタンをクリックします。 

3. 自己監視のアラートログが表示されます。 
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1. グラフレポートの初期化 

自己監視の監視結果を時系列グラフとして表示できるようにします。 

1. 「グラフレポート」－「グラフレポートの初期化」を選択します。 

2. 「設定する」ボタンをクリックします。既に初期化されている場合はこの操作は必要ありません。 

 

サーバーのリソースやパフォーマンスなどの状況は自己監視サービスが収集するので、自己監視サービスを常時起動

しておく必要があります。この時、監視間隔が「監視しない」以外に設定されている必要がありますが、しきい値やアク

ションの設定は必須ではありません。 

 

サーバーの時刻が常に正確に設定されていないと監視結果が保存できなくなる場合があります。このため、リモート・

タイムサーバーと時刻を同期させ常に正確な時刻が設定させるよう「時刻設定」－「タイムサーバー設定」の設定を行う

ことをお薦めします。 

 



 

 229

2. しきい値の見直し 

自己監視の監視結果を時系列グラフとして表示します。 

1. 「グラフレポート」を選択します。 

2. 時系列グラフを表示したい監視項目に対応するレポートを選択します。 

3. 時系列グラフの「レポートの期間」は 1 日(ディスク使用率は 1 ヶ月)ですが、1 日、1 週、1 ヶ月、6 ヶ月、1 年に変更することも

できます。変更する場合は「レポートの期間」を変更し「表示」ボタンをクリックします。なお、「レポートの期間」が複数ある場

合は必要に応じてそれぞれ変更します。「レポートの期間」が複数ある場合どの「表示」ボタンをクリックしてもかまいません。 

 

Last value ・・・ 新値、 終データ登録時刻です。 
Max value ・・・ 大値です。 
Avg value ・・・ 平均値です。 
Min value ・・・ 小値です。 

「レポートの期間」で指定した期間が長いとグラフ中にデータ線が引かれず、Last Value( 新値)、Max value( 大値)、Avg 
value(平均値)、Min value( 小値)が nan と表示される場合があります。特にディスク使用率の「レポートの期間」の初期値は 1 ヶ

月なのでしばらくの間このように表示されます。このような場合は「レポートの期間」を短くしてください。「レポートの期間」を 1 日に

指定しても nan と表示される場合は、自己監視で設定した監視間隔に達してから再度表示してください。 
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1. システム情報設定 

SNMP(Simple Network Management Protocol)は、ネットワーク機器を管理するための規約で、多くのベンダーが SNMP に対応し

た機器を開発しています。SNMP を用いたネットワーク管理は、管理する側(マネージャー)と管理される側(エージェント)で構成さ

れます。エージェントは、管理情報データベース(MIB)にエージェントの情報を保存します。なお、MIB には様々なものがあります

が、機器によって管理する情報が異なるため、どの MIB をサポートしているかはエージェントに依存します。マネージャーは、

エージェントと通信して MIB を取得し、グラフ表示するなどしてネットワーク機器を管理します。 

HDE Controller は、サーバーを SNMP エージェントとして利用するための設定を行います。SNMP エージェントとして、各ディスト

リビューションに含まれる net-snmp または ucd-snmp パッケージを利用します。このため、SNMP エージェントがサポートする MIB
については、各ディストリビューションの net-snmp または ucd-snmp パッケージをご確認ください。 

ここでは、システムの所在などを示すロケーション情報、システム管理者の名前やメールアドレスなどの管理者情報を設定しま

す。 

 システム情報設定 
MIB をアクセスすることにより、ここで設定した内容を取得できます。システムロケーション情報は.1.3.6.1.2.1.1.6.0、管理者情報

は.1.3.6.1.2.1.1.4.0 という MIB から取得できます。 

 

ロケーション情報にシステムの所在などを、管理者情報にシステム管理者の名前やメールアドレスを指定し、「設定する」ボタンを

クリックします。 
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2. コミュニティ設定 

ここで設定したコミュニティ名は、SNMP マネージャーから SNMP エージェントの MIB にアクセスする際に使用します。 

 

コミュニティ名を入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

 

このコミュニティ名を許可するアクセス元をルールとして追加します。ルールとして、セキュリティ名には任意の文字列を、アクセス元

には SNMP マネージャーのアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリックします。ルールの有効がチェックされていることを確認してくだ

さい。また、不要なルールが設定されている場合は、有効のチェックを外してください。確認したら「OK」ボタンをクリックします。 

コミュニティ名の設定画面に切り替わったら、「設定する」ボタンをクリックします。 
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3. セキュリティグループ設定 

ここでは、コミュニティ設定で割り当てたセキュリティ名と、SNMP マネージャーと通信する際のセキュリティモデル(v1,v2c など)を
対応付けたルールを、セキュリティグループとして割り当てます。 

 
SNMP マネージャーがサポートするセキュリティモデルを指定していないと SNMP による監視は行えません。よく

知られている SNMP マネージャー多くは、v1、v2c のいずれか、または、両方をサポートします。 

セキュリティグループ名を入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

 

ルールの追加で、このセキュリティグループで利用できるセキュリティモデルをプルダウンメニューから選択、セキュリティ名を入力し、

「追加」ボタンをクリックします。セキュリティ名はコミュニティ設定で指定したものを入力します。「一覧」ボタンをクリックすることにより、

設定されているセキュリティ名を表示、選択することもできます。設定したルールの「有効」がチェックされていることを確認してくださ

い。また、不要なルールが設定されている場合は、「有効」のチェックを外してください。確認したら OK ボタンをクリックします。 

セキュリティグループ設定画面に切り替わったら、「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. ビュー設定 

ここでは、SNMP マネージャーからアクセス可能な MIB の範囲をビュー名として設定します。 

 

ビューの追加で、ビュー名を入力し、「追加」ボタンをクリックします。 

ルールの追加で、以下の MIB ツリーを含めるか、除外するをプルダウンメニューから選択し、サブツリーと必要に応じてマスクを

入力し、「追加」ボタンをクリックします。設定したルールの「有効」がチェックされていることを確認してください。また、不要な

ルールが設定されている場合は、「有効」のチェックを外してください。確認したら OK ボタンをクリックします。 

ビューの設定画面に切り替わったら、「設定する」ボタンをクリックします 
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5. アクセス制御設定 

ここでは、コミュニティ設定、セキュリティグループ設定、ビュー設定などで割り当てた内容を用いてセキュリティグループごとのア

クセス制御を設定します。 

 

アクセス制御ルールの追加で、「追加」ボタンをクリックします。 

 

ルールの追加で、アクセス制御の設定対象となるセキュリティグループ名を入力します。引き続き、セキュリティモデル、読み込み

ビュー名、書き込みビュー名、通知ビュー名を指定します。なお、SNMP マネージャーから全ての MIB を参照できる(書き込みや

通知は不可)ようなアクセス制御を設定する場合は、書き込みビュー名と通知ビュー名は none を指定します。 

 
セキュリティモデルに、SNMP マネージャーがサポートするものが指定されていないと SNMP による監視は行え

ません。 
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1. 基本設定 

HDE Controller にアクセスするための設定を行います。 

 LC サーバー設定 

 

LC サーバーポート設定では、HDE Controller にアクセスするためのポート番号を変更できます。 
他のソフトウェアと競合しない限り変更する必要はありません。 

アクセスポリシーの設定では、HDE Controller にアクセスできるネットワークの範囲を指定できます。 
サーバーの運用形態に合わせて設定してください。 

「SSL を有効にする」にチェックを入れると、HDE Controller に SSL で接続します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を完了します。 

 
 
設定後、サーバーを再起動する必要があります。 
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2. SSL 設定 

ここでは、LC サーバーを SSL 化するための秘密鍵/公開鍵のペア、および鍵の証明書の作成を行います。 

鍵および証明書は、一度作成すれば証明書の有効期限が切れるまでは変更の必要はありません。 

 

 

 

 

3. インターフェース設定 

ここでは、HDE Controller の外観を変更することができます。 

 

「画面背景の変更」では、メイン画面の背景に表示される画像を変更することができます。 
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4. アクセス権限初期化 

HDE Controller で利用できるメニュー項目を制御する権限情報(権限委譲情報)の初期化をすることができます。 

 

 

 
HDE Controller をアップデートした時に新規メニューが追加される場合がありますが、既に権限委譲情報が作成されてい

るユーザー(HDE Controller に一度でもログインしているユーザー)は「アカウント」－「アクセス権限設定」で、手動で追加

するか、このメニューにて初期化をする必要があります。 
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1. ライセンス情報 

HDE Controller のプロダクト ID、ライセンス ID を設定します。 

この設定が行われないと HDE Controller を使用することができません。 
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2. cron 管理 

システムテーブルとユーザーテーブルについてスケジュールの設定ができます。システムテーブルでは、ユーザーを 

指定してスケジュールを設定します。ユーザーテーブルでは、設定するユーザーに対してスケジュールを設定します。 

 crontab 管理 

 システムテーブル 

 

システムテーブルを設定するには、システムテーブルの追加欄に任意のテーブル名を入力し「追加」ボタンをクリックします。一覧

に追加したテーブル名が表示されるので「編集」ボタンをクリックしてスケジュールを設定します。 

任意のテーブル「example」で毎月 10 日、20 日、20 日の午前 3 時に、admin ユーザーで /home/admin/example.sh というスクリプ

トを実行させたい場合には、システムテーブルの追加欄に、example を入力して「追加」ボタンをクリックします。 

cron スケジュールの編集では、 

月は毎月ですので入力しません。(毎月は入力しない、指定する場合は 1-12 と入力) 

日は 10 日 20 日 3.5 日に実行させますので、範囲に 1-31 間隔に 10 を入力します。 

曜日は入力しません。(指定しない場合は入力しない、指定する場合は 0(日曜)-6(土曜)と入力) 

時は 3 を入力します。(毎時は入力しない、指定する場合は 0-23) 

分は 0 を入力します。(毎分は入力しない、指定する場合は 0-59) 

オーナーに admin を入力します。 

コマンドに「 /home/admin/example.sh 」を入力して「追加」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧に追加されていることを確認したら「OK」ボタンをクリックして前の画面に戻ります。 

設定を完了するには、「設定する」ボタンをクリックします。「設定が完了しました」ダイアログが表示されたら設定は完了です。 

スケジュールを編集するには、システムテーブルから編集したいスケジュールの「編集」ボタンをクリックします。cron スケジュール

の編集画面になるので、スケジュール一覧から編集したいスケジュールの「編集」ボタンをクリックし、上記を参考に編集を行い
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「追加」ボタンをクリックします。 

スケジュール一覧で更新されていることを確認たら「OK」ボタンをクリックして前の画面に戻ります。 

設定を完了するには、「設定する」ボタンをクリックします。 

スケジュールを削除するには、システムテーブルから削除したいスケジュールの「削除」ボタンをクリックします。ボタン表示が「取

消」ボタンに変わるので「設定する」ボタンをクリックして設定してください。 

「設定が完了しました」ダイアログが表示されたら設定は完了です。 

 ユーザーテーブル 

ユーザーテーブルを設定するには、ユーザーテーブルの追加欄に設定したいユーザー名を入力し「追加」ボタンをクリックします。

一覧に追加したユーザー名が表示されるので「編集」ボタンをクリックしてスケジュールを設定します。 

cron スケジュールの編集はシステムテーブルの項を参照してください。オーナーは、ユーザーテーブルで入力したユーザー名に

なります。 

 cron ユーザー管理 
cron を使用できる・使用できないユーザーを設定することができます。 

 

 ユーザーポリシー 

全てのユーザーに対して、cron を許可する・許可しないを設定することができます。 

 ユーザー設定 

ユーザーを指定して許可する・許可しないの設定をすることができます。 

ユーザーを指定するには、ユーザー名の入力欄に設定したいユーザー名を入力してプルダウンメニューよりポリシーを選択し「追

加」ボタンをクリックするとユーザー一覧にユーザーが追加されます。設定を完了するには、「設定する」ボタンをクリックします。 

ユーザー一覧から削除するには、「削除」ボタンをクリックします。ボタン表示が「取消」ボタンに変わるので「設定する」ボタンをク

リックして設定してください。 
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3. サーバー情報送信 

ログファイル、設定ファイル等のサーバー情報をサポートセンターへ送信します。また、そのサーバー情報をクライアントマシン上

にファイル保存することもできます。特に指示がない限り操作を行う必要はありません。 

 

 

4. 表示順序設定 

HDE Controller のメインメニューで表示される順序を変更します。 

 

リストからメニューを選択し「UP」「DOWN」ボタンで順序を変更します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を完了します。 
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1. ファイルマネージャー 

サーバーを利用するにあたってホームディレクトリをはじめ各ファイル・ディレクトリの管理を行う「ファイルマネージャー」を利用す

ることができます。 

 ファイルマネージャー 
ログインしたユーザーのホームディレクトリが表示されます。 

 

 検索方法 

検索文字列のテキストボックスに検索したい文字を入力します。(検索したい文字の一部分を入力し、検索することも可能です。) 

｢検索｣ボタンをクリックします。 

 
一度に表示する項目数はデフォルトでは 10 項目になっています。（数字を入力し、変更することも可能です。｢全て表示｣

をクリックすると、カレントディレクトリの全てのファイルとディレクトリを表示します。） 

 ディレクトリの作成方法 

ディレクトリ名を入力し、｢新規作成｣ボタンをクリックします。 

カレントディレクトリのパーミッションによっては作成出来ない場合があります。その際画面右上に  ｢カレントディレクトリにディレ

クトリを作成するための権限がありません｣と表示されます。 

また、全角文字や半角かな文字などを使用すると Linux でのアクセスが困難になったり不都合が発生したりする場合があります。 
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 ファイルのアップロード 
クライアントから Linux にファイルのアップロードをします。 

｢参照｣ボタンをクリックし、クライアントマシンから目的のファイルを選択し、｢アップロード｣ボタンをクリックします。 

 
カレントディレクトリのオーナーが自分でない場合（その際画面右上に｢ファイルをアップロードするための権限がありませ

ん。｣と表示されます。）や、同名のファイルが既に存在する場合はアップロードできません。 

 ファイルのダウンロード 
表の中のアクションボタンをクリックします。｢ファイルのダウンロード｣画面が表示されるので、クライアントマシンの保存先を選択し、

｢保存｣ボタンをクリックします。 

読込み権限がない場合にはダウンロードできません。その際、ボタンは薄いグレーで表示されます。 

 パーミッションの変更 

表の中のアクションボタンをクリックして設定します。 

【名前】 

ファイル名・ディレクトリ名です。長い名前は省略されます。正式な名前はマウスポインタを該当の項目に移動すると表示されま

す。 

【サイズ】 

ファイルのサイズ・ディレクトリのブロック数が表示されます。 

通常、単位は Byte で表示されます。 

大きな数字はkByte(1,024バイト)・MByte(1,024 キロバイト)として表示されます。正確な数値は該当する項目にマウスポインタを移

動すると表示されます。 

【日付】 

ファイル・ディレクトリの作成・更新日付です。該当項目にマウスポインタを移動するとより詳細に表示します。 
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【パーミッション】 

ファイル・ディレクトリのパーミッションです。9 桁の文字で表示されます。左から順番に下記のようになります。 

r ファイルの作成者がファイルを読み込む権限があります。 

w ファイルの作成者がファイルを書き込む権限があります。 

x ファイルの作成者がファイルを実行する権限があります。ディレクトリの場合は該当ディレクトリに移動する 

   権限になります。 

r ファイルの作成グループがファイルを読み込む権限があります。 

w ファイルの作成グループがファイルを書き込む権限があります。 

x ファイルの作成グループがファイルを実行する権限があります。ディレクトリの場合は該当ディレクトリに移 

   動する権限になります。 

r 全てのユーザーがファイルを読み込む権限があります。 

w 全てのユーザーがファイルを書き込む権限があります。 

x 全てのユーザーがファイルを実行する権限があります。ディレクトリの場合は該当ディレクトリに移動する権 

   限になります。 

【アクション】 

それぞれのファイル・ディレクトリに対して可能なアクションがアイコンで表現されています。ハイライト表示されている場合にその

機能が利用出来ます。 

  
ファイル・ディレクトリの情報を見ることができます。ファイルの変更をすることが可能な場合はパーミッションを変更することができ

ます。 

  
ファイル・ディレクトリの削除をします。ファイルのオーナーが自分でない場合は出てきません。ディレクトリの場合はディレクトリ内

にファイル・ディレクトリが存在してはいけません。 

  
ファイル・ディレクトリのダウンロードをします。読込み権限が無い場合はダウンロードできません。 
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1. 初期セットアップウィザード 

初期セットアップウィザードでは、バーチャルドメインを作成するために必要なマシンの基本設定を行います。これらの設定が不

完全な状態でバーチャルドメインを作成しますと、予期せぬ問題が発生する場合があります。なるべくバーチャルドメインの作成

前に初期セットアップウィザードを実行するようにします。なお、これらの設定は、あくまでも基本設定であり、設定後も個別に設定

の変更・修正を行う事ができます。 

 

初期セットアップウィザードを開始するには「start」ボタンをクリックします。 

なお、初期セットアップウィザードの設定は 後に設定を完了するまで有効にはなりません。 

 ネットワーク基本設定 

 

HDE Controller を使用するサーバーの、ネットワーク基本設定を行います。サーバーの「ホスト名」「ドメイン名」を入力します。この

画面で設定したドメイン名が「リアルドメイン」になります。 

ドメイン名を解決するための「ネームサーバー」の IP アドレスを入力します。 

ネームサーバーは三つまで指定できます。(ホスト名では指定できません) 

ホスト名に付けて検索するドメインを「ドメイン検索リスト」に入力します。複数のドメインを指定するにはスペースで区切って入力し

ます。 
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 ネットワークカード設定 

 

ネットワークカードに割り当てる IP アドレスを指定します。 

変更が必要な場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

 ネットワークカードの編集 

 

ネットワークカード編集画面では、Linux サーバー起動時の有効/無効化、IP アドレス取得方法を設定します。 

「起動時設定」から、起動時有効にする場合は「はい」無効にするには「いいえ」を選択します。 

「IP アドレス取得」方法として、「手動で設定」「DHCP で取得」「BOOTP で取得」、いずれか選択します。ISP Edition では、安定し

たサービス提供のためにも「手動で設定」を選択される事をおすすめします。 

手動を選択した場合は、「IP アドレス」「ネットマスクアドレス」を入力します。 

設定後、「OK」ボタンをクリックしネットワークカード設定へ戻ります。ネットワークカード設定画面にて、「NEXT」ボタンをクリックし

ます。 
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 ゲートウェイ設定 

 

ゲートウェイの設定をします。 

手動で IP を取得するよう設定した場合は、ゲートウェイの IP アドレスを入力します。 

DHCP から取得の場合は、自動でゲートウェイの情報が設定されるため、設定は必要ありません。 

設定後、「NEXT」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 DNS サーバーの設定 

 

ネームサーバーの利用用途を選択します。 

「マスターサーバーとして使用する」(ドメインを管理するメインサーバーとして設定) 

「スレイブサーバーとして使用する」(マスターサーバーの補助的役割をするサーバーとして設定) 

「DNS サーバーとして使用しない」(ネームサーバーを他のサーバーに任せるため、ネームサーバーとして使用しない設定) 

 
 
bind パッケージがインストールされていない場合は表示されません。 
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 ドメインの追加 

 

マスターサーバーを選択した場合は、管理するドメイン名の情報を追加します。 

「ネットワークの種別選択」から、ご使用のネットワーク形態にあわせ種別を選択します。 

セカンダリネームサーバーとなるサーバーの「ホスト名」と「IP アドレス」を入力します。 

設定後、「NEXT」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 ホストの登録 

 

ドメインの追加で設定したドメインにホストを登録します。 

「ホストの種別」を選択します。 

「通常のホスト」はホスト名だけが追加されます。(ホスト名 A 値) 

「メールサーバー(優先度高い)」は使用優先度の高いメールサーバーとして追加されます。 

(ドメイン名 MX 10 ホスト名) 
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「メールサーバー(優先度低い)」は使用優先度の低いメールサーバーとして追加されます。 

(ドメイン名 MX 3.5 ホスト名) 

「別名エントリ」は設定されているホスト名に対する別名として追加されます。 

(ホスト名 CNAME 値) 

追加する「ホスト名」を入力します。 

「値」には、IP アドレスを入力します。別名エントリを選択した場合のみ、ホスト名を入力します。 

「追加」ボタンをクリックしホスト名を追加します。 

設定後、「NEXT」ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 

 Web サーバー設定 

 

Web サーバーのホスト名を設定します。 

 メールサーバーの設定 

 

受信するメールアドレスのドメイン名を確認します。 
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 パーティションへの quota 適用設定 

 

ユーザー毎の容量制限を行うパーティションを選択します。 

容量制限を行うパーティションの「容量制限」のボタン(「制限無し」ボタン)をクリックします。ボタンが「制限あり」に変わります。 

入力後、「NEXT」ボタンをクリックして次の設定へ進みます。 

 
容量制限を適用した場合、ディスク情報の処理が通常より遅くなります。容量制限を使用する場合は、必要 低

限の設定にすることを推奨します。 

 パケットフィルターの設定 

 

パケットフィルターの設定を行います。インターネットサービスを提供するサーバーでは不要なサービスを公開しないように注意し

て設定してください。なお、必要なサービスを「公開しない」に設定してしまうとサービスが提供できなくなってしまうので注意してく

ださい。 

なお、この設定はメインメニューの「ファイアウォール」からも設定する事ができます。 

 ネームサーバーエントリ確認画面 
「ネームサーバーサーバーの設定」にて、「マスターサーバーとして使用する」以外を先選択した場合に、プライマリーネーム

サーバーに登録する必要のあるレコードの内容が表示されます。この画面に表示された内容をプライマリーネームサーバーの管

理者に登録してもらってください。 
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 システムの再起動 

 

初期セットアップウィザードで設定した内容にはシステムの再起動を行うまで有効にならないものがあります。そのため、初期セッ

トアップウィザードの実行後は再起動を行ってください。 
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1. ログインパスワード 

ユーザーのパスワードの設定を行います。 

 パスワードの設定 

 

ユーザーのパスワードを変更します。 

変更する場合は「現在のパスワード」と「新しいパスワード」を入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 
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2. 詳細設定 

ユーザーの追加情報/シェルを設定します。 

 ユーザーの詳細設定 

 

ユーザーの追加情報/シェルを設定します。 

「追加情報」にユーザーの名前などコメントを必要に応じて入力/変更します。 

シェルが使用できる場合は「使用するシェル」に/etc/shells に登録されているシェルが表示されます。使用するシェルを選択しま

す。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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3. メール転送 

ユーザーのメール転送先を設定します。 

 メールの転送先設定 

 

ユーザーのメール転送先を設定します。 

「メールの転送先」に転送先メールアドレスを入力します。 

転送するメールをサーバーに保存する場合は「このサーバーのメールスプールにも電子メールを残す」を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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4. メールパスワード 

ユーザーのメールパスワードの設定を行います。 

 メールパスワードの設定 

 

ユーザーのメールパスワードの設定および、APOP の使用を設定します。 

APOP のみ認証可能にする場合は「APOP のみ認証可能にする」を選択します。 

メールパスワードを変更する場合は「現在のメールパスワード」と「新しいメールパスワード」を入力します。 

正しければ「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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5. 自動メール返信設定 

ユーザーあてのメールに対し、自動的に返信を行う設定をします。 

 自動メール返信の設定 

 

自動メール返信を有効にする場合は、「自動メール返信機能を有効にする」を選択します。 

返信メール差出人/返信メール件名/返信メール本文、を入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を終了します。 

 
自動返信メールは、メーリングリストに参加している場合など、自動返信機能が問題になる場合があります。 
使用に問題がないか、必ず確認の上設定してください。 

 
メール本文は、テキスト文で送信されます。HTML タグ等は、テキストとしてそのままの状態で表示されます。 
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6. バックアップ/復元 

ユーザーのホームディレクトリをバックアップ、または、バックアップファイルを復元します。 

 ホームのバックアップ 

 

ホームディレクトリをバックアップする場合は、「実行」ボタンをクリックして、バックアップを実行します。 

保存ダイアログが表示されます。 

保存を選択し、バックアップファイルをダウンロードします。 

 ホームの復元 

 

クライアントコンピューター内に保存されているバックアップファイルを復元します。 

「ファイル指定」に、バックアップファイルが保存されているパスを入力します。 

ファイルを参照して指定する場合は、「参照」ボタンをクリックしファイル選択画面から指定します。 

 
バックアップファイルは、「ホームのバックアップ」で生成された、tgz 形式のファイルを指定してください。 

 
ファイル名、または、ファイルのパスに、半角カナ／全角文字が含まれている場合、Web ブラウザの種類

によっては、正常にアップロードできないことがあります。 

「復元」ボタンをクリックし、復元を実行します。 
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7. ユーザーステータス 

ユーザー情報を表示します。 

 ユーザーステータスの表示 

 

HDE Controller にログインしているユーザーの、以下の情報を表示します。 

ユーザー名/ホームのディスク使用量/メールスプールのディスク使用量 
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