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マニュアルの読み方 
 

1. このマニュアルについて  

『HDE Controller インストールマニュアル』では、ご使用になるまでの

OS のインストールと HDE Controller (以下、本製品とします)のインス

トール、初期設定の手順を記載してあります。 

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。 

 

 

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 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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第 1 章 はじめに 
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1. 概要 

この度は、HDE Controller (以下、本製品)をお買い上げいただきまして

ありがとうございます。この章では、本製品の概要やご使用になられる

にあたっての注意点を説明します。 

 

HDE Controller のメニュー画面 

 

➢ HDE Controller とは 

オープンソースにより開発されている Linux は、その安定性や迅速なセ

キュリティ対応、なによりコストパフォーマンスの高さにより、さまざ

まなサーバーで利用されています。 

Linux の人気が高まるにつれ、これまで UNIX を利用したことのないユ

ーザーも Linux に高い関心を持つようになりました。しかしながら、

UNIX の流れを汲む Linux は、昔ながらのコマンドライン操作と複雑な

設定ファイルの編集が必要なため、Windows 等のユーザーフレンドリー

な操作画面に慣れたユーザーにとって、導入の敷居が高いのも事実で

す。 
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HDE Controller は、そのようなユーザーでも容易に Linux サーバーの管

理を行えるツールとして、2000 年 1 月に発売されました。その後、ユ

ーザーからの要望を取り入れながらバージョンアップを重ねてきまし

た。 

Linux サーバーに HDE Controller をインストールすれば、Web ブラウザ

経由で Windows ライクな操作感を実現します。 

グッドデザイン賞を受賞した秀逸なインターフェースは、Linux に関す

る知識が少ない方でも直感的にサーバーの管理を行うことができるよう

設計されています。 

ネットワークの初期設定から、各種サービスの設定、アカウントの管

理、バックアップ、ログの管理、状態監視、セキュリティアップデート

など、サーバー管理に必要な操作を Web ブラウザから行うことがで

き、煩わしいコマンド操作の必要はありません。 

HDE Controller は、Linux サーバー安定稼動の実現のみならず、サーバ

ー管理者の教育コストや管理者変更の場合の引継ぎコストの削減、遠隔

地への移動コストの削減など、サーバー導入後に必要な様々な管理コス

トを削減します。 

 

➢  Linux とは 

Linux とは、当時フィンランドのヘルシンキ大学の学生だった Linus 

Torvalds 氏によって開発された自由に再配布可能な UNIX 互換の OS で

す。Linux は OS の中でもコアとなるカーネルの部分の名前ですが、カ

ーネル以外に使いやすくするためのツールなどを付加したものとカーネ

ルを含めて、Linux と呼ぶことが広く普及しています。 

Linux は基本的には無償で配布されているものですが、そのままのカー

ネル単体ではインストーラーなどはなく、使い勝手があまりよくありま

せん。そのため、一般的には Linux に簡単にインストールすることがで

きるインストーラーや、使用しやすいツールなどをパッケージ化したデ

ィストリビューションと呼ばれる形に整えて配布されています。 
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ディストリビューションを配布している配布元はディストリビューター

と呼ばれ、サポートを付けて Linux を有償で配布しているものもありま

す。有名なディストリビューションとして、Red Hat Enterprise Linux 

や CentOS などがあります。 

かつての Linux は個人で使われることが多かったのですが、最近では企

業の基幹業務でも使われるようになり、信頼性も認められてきていま

す。昔は PC/AT 互換機でしか動かないものでしたが、最近では大手ハ

ードウェアベンダーなども開発に参加することによって様々なプラット

フォームで使用されるようになってきています。 

2. HDE Controller の使い方 

 

➢ HDE Controller の概要 

Linux サーバーに、本製品をインストールすることにより、コマンドラ

インを使用せずに Web ブラウザを使用してサーバーの設定を行うこと

ができます。 

HDE Controller の概要 

 

まずは Linux がインストールされているサーバーを用意し、そのサーバ

ーに本製品をインストールします。 

その後、別のクライアントマシンから Web ブラウザを使用してアクセ

スし設定を行います。 
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➢ 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は、画面中

央に表示される設定項目に複数のタブが表示されることがあります。 

 

 選択されているカテゴリー お気に入り   タブ 

 

 

 

サブメニュー            設定ボタン 

HDE Controller メニュー構成 
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➢ 設定方法  

各種設定は、「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」ボタンをクリックすることで完了します。 

「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」というポップアップが表示されます。

「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。 ただし、メニューによっては、「設定する」ボタンが存

在しないものもあります。 
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3. 必要動作環境 

HDE Controller の必要動作環境は以下の通りになります。 

 

必要動作環境（サーバー） 

CPU 最低: Intel Pentium III 1.0 GHz 以上もしくはその互

換プロセッサ 

メモリ 最低: HDE Controller のために 1 GB 以上の空きメモリ 

使用環境に応じてさらに多くのメモリが必要となりま

す。 

ハードデ

ィスク 

プログラムサイズ 50 MB 以上(インストール時) 

使用環境に応じてさらに多くの空き容量が必要となりま

す。 

その他 ネットワークインターフェースカード 

 

対応ディストリビューション 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server for x86_64 

Red Hat Enterprise Linux 7.1 Server for x86_64 

 
CentOS 7(1511) for x86_64 

 

対応仮想化環境 

VMware ESXi  5.5 / 6.0 

対応仮想化環境上のゲスト OS での動作を確認しております。仮想化

環境で利用される場合下記の注意事項にご了承いただきご利用をお願

いします。 

・パフォーマンス劣化を起こさないようにシステムリソースを配置す

る必要があります。 

・ゲスト OS は上記の対応仮想化環境での対応ディストリビューショ

ン下に限られます。 

・VMware にてサポート対象ゲスト OS になっていない OS について
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はサポートできませんのでご了承ください。 

・仮想化固有(VMware)の問題に対してのサポートは行いませんので

ご了承願います。 

・ゲスト OS のシステム時刻が常に正しく取得できる必要がありま

す。 

 

 

管理コンソール 

OS Microsoft Windows  8/8.1 

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 10/11 

モニタ解像度 表示解像度 XGA (1024×768) 以上 

 

最新の必要動作環境等につきましては、HDE の Web サイト 

http://www.hde.co.jp/  をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.hde.co.jp/
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第 2 章 HDE Controller 動作環境構築 
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1. 概要 

HDE Controller は、Linux がインストールされたサーバーの設定、管理

を行うソフトウェアです。 

HDE Controller を使用するためには、あらかじめ対応ディストリビュー

ションの Linux が適切にインストールされている必要があります。 

対応ディストリビューション、対応仮想化環境に関しては、【第 1 章 は

じめに - 3. 必要動作環境】の項を参照してください。 

 

 

2. インストール時の注意事項 

本製品の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。 

 

➢ 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。 
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➢ 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、ファイア

ウォール等でこのポートを閉じないようご注意ください。 

 

➢ 不要なサービスの停止 

本製品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。 

 

➢ 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。 

 

➢ 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

限をかけた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。 

各ユーザーのデータおよびメールは /home 以下、RDBMS などのアプリ

ケーションデータは /var 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、/var 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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3. Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) のインス

トール 

この項では、本製品で管理する Linux のインストール手順について説明

します。 

 
ここに記述されている以外の手順で Linux のインストールを

行った場合、本製品が正常に動作しなくなったり、すべての

機能を使用できなくなったりする場合がありますので注意し

てください。 

 

なお、以下の記述は本製品の機能をすべて使用するための必要最低限の

設定事項になります。その他の設定事項に関しては、ご使用の環境にあ

わせて設定を行ってください。 

 

➢ DVD メディアからの起動 

インストールするサーバーの CD/DVD ドライブへ Red Hat Enterprise 

Linux 7 Server (x86_64)のメディアを挿入し、CD/DVD ドライブのメデ

ィアから起動させます。 

 

OS のインストールを開始するためには、BIOS の起動順序を

変更して、CD/DVD ドライブから起動するように設定が必要

な場合があります。 

 

➢ インストーラーの起動 

インストーラーが起動すると、下記のようなインストールメニュー画面

が表示されます。 

 「Install Red Hat Enterprise Linux 7」を選択し、「Enter」キーをクリ

ックします。 
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「Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 7」を選択するとイ

ンストールメディアのチェックを行います。 

自分で作成した DVD などの場合で、OS インストールエラーが発生する

ような場合などには、これを選択して、メディアが正しく作成されてい

るかを確認してください。 

 
 
 

➢ グラフィカルインストーラーの起動 

グラフィカルインストーラーが起動し、「WELCOME TO RED HAT 

ENTERPRISE LINUX 7」画面でインストーラーの言語を選択します。

日本語で行いたい場合は「Japanese(日本語)」を選択し「続行」ボタン

をクリックします。 
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これ以降、「インストールの概要」画面の設定メニューから、システム

やインストールオプションに関する各種設定を行います。 



20 

 
 
 

➢ 「日付と時刻」の設定 

日本で問題なければ、「アジア」-「東京」が選択されていることを確

認し、「完了」ボタンをクリックします。 
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➢ 「キーボード」の設定 

日本語キーボードの場合は、「日本語」を選択し、「完了」をクリック

します。日本語キーボードでない場合は、お客様のキーボードに合わせ

て選択して下さい。 

 

 

➢ 「インストール先」の設定 

「デバイスの選択」でインストールするデバイスを選択します。通常

は、認識された「ローカルの標準ディスク」を選択してください。 

quota によるディスク容量制限を行いたい場合は、「その他のストレー

ジオプション」で「パーティション構成を行いたい」を選択してくださ

い。 
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選択が完了しましたら、「完了」をクリックします。 

 

 

 

● 手動パーティション設定 

パーティションを設定します。 

各ユーザーのデータおよびメールは /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。 

各ユーザーにディスク容量制限を設定したい場合は、「手動パーティシ

ョン設定」画面で /home パーティションを作成してください。 
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 左下に表示された「+」ボタンをクリックすることで、パーティション

の作成が可能です。 

 

 

 

➢ 「ネットワークとホスト名」の設定 

「ホスト名」に、サーバーの FQDN を入力します。 

例えば、「controller.example.com」とした場合には、ホスト名は

controller、ドメイン名は example.com ということになります。 
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本製品では、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。 

 

 

 

次に、設定したいネットワークデバイスを選択し、「設定」ボタンをク

リックします。 

以下のような、デバイス編集画面が表示されますので、お客様の環境に

合わせて、IP アドレス、ネットマスク、DNS サーバー等を設定して下

さい。 
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全ての入力が完了しましたら 「保存」をクリックし、「ネットワーク

とホスト名」画面に戻りましたら、「完了」をクリックし、ネットワー

ク設定を終了します。 

 

 
サーバーには、HDE Controller 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。 

 
 

➢ ソフトウェアの選択 

「ベース環境」から「インフラストラクチャーサーバー」を選択しま

す。 
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さらに右画面に表示された「選択した環境のアドオン」から「DNS ネ

ームサーバー」「メールサーバー」「FTP サーバー」を選択します。 

 

 

本製品の一部の設定機能は、追加でインストールが必要なソフトウェア

があります。必要に応じて、以下のように追加していきます。 

ご使用になる場合に明らかに不要なパッケージは、追加しなくてもかま

いません。本製品のメニュー上に表示されますが利用できない状態とな

ります。(カスタマイズ機能でメニューを非表示にすることは可能です) 

 

 

 「ファイル共有サーバー」機能、または、「NFS」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「ファイルとストレージサーバー」

「ネットワークファイルシステムクライアント」を追加で選択します。 

「ファイル共有サーバー」機能の「共有プリンター」を利用する場合

は、さらに「プリントサーバー」を追加で選択します。 
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 「LDAP」機能、または、「LDAP クライアント」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「ディレクトリ接続クライアント」

「ディレクトリサーバー」を追加で選択します。 

 

 「MySQL 管理」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「MariaDB データベースサーバー」を

追加で選択します。 

 

 「PotgreSQL 管理」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「PostgreSQL データベースサーバ

ー」を追加で選択します。 

 

 「SNMP エージェント」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「Linux 向けリモート管理」を追加で

選択します。 

 
 
 

➢ インストールの開始 

全ての設定が完了しましたら 「インストールの概要」画面に戻り、下

部に表示される「インストールの開始」をクリックし、Red Hat 

Enterprise Linux のインストールを開始します。 

インストール開始後、root ユーザーのパスワード設定が表示されます。

パスワードは、セキュリティ上、他人から推測されやすいもの、また、

文字数の少ないものは避け、定期的に更新されることを推奨いたしま

す。 
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➢ OS インストールの完了 

「完了しました！ お使いのシステムに Red Hat Enterprise Linux のイン

ストールが完了しました。」と表示されれば、インストールは完了で

す。 

画面の指示に従って、再起動してください。 
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➢ 追加パッケージのインストール 

OS インストール後の再起動が完了しましたら、サーバーにログインし、パ

ッケージを追加インストールします。 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) の CD/DVD メディア に含ま

れる 以下の RPM パッケージ を yum または rpm コマンドを使ってイン

ストールしてください。 

httpd 
httpd-tools 
apr 
apr-util 
mod_ssl 

 

インストール実行例 1: 

# yum install httpd-2.*.x86_64.rpm \ 
    httpd-tools-2.*.x86_64.rpm \ 
    apr-1.4.*.x86_64.rpm \ 
    apr-util-1.5.*.x86_64.rpm \ 
    mod_ssl-2.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install httpd mod_ssl 

または 
# yum groupinstall web-server 

 
 

 「LDAP」機能、または、「LDAP アカウント」機能を利用する場合 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) の CD/DVD メディア に含ま

れる 以下の RPM パッケージ を yum または rpm コマンドを使ってイン

ストールしてください。 



30 

openldap-servers 
openldap-clients 
nss-pam-ldapd 
nscd 
libtool-ltdl 

 

インストール実行例 1: 

# yum install openldap-servers-2.*.x86_64.rpm \ 
    openldap-clients-2.*.x86_64.rpm \ 
    nss-pam-ldapd-0.*.x86_64.rpm \ 
    nscd-2.*.x86_64.rpm \ 
    libtool-ltdl-2.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install openldap-servers openldap-clients 

nss-pam-ldapd nscd libtool-ltdl 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall directory-server directory-client 

 
 

 「DHCP サーバー」機能を利用する場合 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) の CD/DVD メディア に含ま

れる 以下の RPM パッケージ を yum または rpm コマンドを使ってイン

ストールしてください。 

dhcp 

 

インストール実行例 1: 

# yum install dhcp-4.*.x86_64.rpm 
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既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install dhcp 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall network-server 

 
 

 「PROXY サーバー」機能を利用する場合 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) の CD/DVD メディア に含ま

れる 以下の RPM パッケージ を yum または rpm コマンドを使ってイン

ストールしてください。 

squid 
libecap 
libtool-ltdl 
perl-DBI 
perl-Net-Daemon 
perl-PlRPC 

 

インストール実行例 1: 

# yum install squid-3.*.x86_64.rpm \ 
    libecap-0.*.x86_64.rpm \ 
    libtool-ltdl-2.*.x86_64.rpm \ 
    perl-DBI-1.*.x86_64.rpm \ 
    perl-PlRPC-0.*.noarch.rpm \ 
    perl-Net-Daemon-0.*.noarch.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 



32 

# yum install squid libecap libtool-ltdl perl-

DBI perl-PlRPC perl-Net-Daemon 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall web-server 

              
 *下記のパッケージは、利用する機能によっては既にインストールされてい

る場合があります。 

libtool-ltdl perl-DBI perl-Net-Daemon perl-PlRPC 

 

 「Web サーバー - アクセス統計」機能を利用する場合 

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (x86_64) の CD/DVD メディア に含ま

れる 以下の RPM パッケージ を yum または rpm コマンドを使ってイン

ストールしてください。 

gd 
fontconfig 
fontpackages-filesystem 
libXpm 

 

インストール実行例 1: 

# yum install gd-2.*.x86_64.rpm \ 
    fontconfig-2.*.x86_64.rpm \ 
    fontpackages-filesystem-1.*.noarch.rpm \ 
    libXpm-3.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install gd fontconfig fontpackages-

filesystem libXpm 
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4. CentOS 7 (x86_64) のインストール 

この項では、本製品で管理する Linux のインストール手順について説明

します。 

 
ここに記述されている以外の手順で Linux のインストールを

行った場合、本製品が正常に動作しなくなったり、すべての

機能を使用できなくなったりする場合がありますので注意し

てください。 

 

なお、以下の記述は本製品の機能をすべて使用するための必要最低限の

設定事項になります。その他の設定事項に関しては、ご使用の環境にあ

わせて設定を行ってください。 

 

➢ DVD メディアからの起動 

インストールするサーバーの CD/DVD ドライブへ CentOS 7 (x86_64) 

のメディアを挿入し、CD/DVD ドライブのメディアから起動させます。 

 

OS のインストールを開始するためには、BIOS の起動順序を

変更して、CD/DVD ドライブから起動するように設定が必要

な場合があります。 

 

 

➢ インストーラーの起動 

インストーラーが起動すると、下記のようなインストールメニュー画面

が表示されます。 

 「Install CentOS 7」を選択し、「Enter」キーをクリックします。 

「Test this media & install CentOS 7」を選択するとインストールメディ

アのチェックを行います。 
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自分で作成した DVD などの場合で、OS インストールエラーが発生する

ような場合などには、これを選択して、メディアが正しく作成されてい

るかを確認してください。 

 

 

 

➢ グラフィカルインストーラーの起動 

グラフィカルインストーラーが起動し、「WELCOME TO CENTOS 7」

画面でインストーラーの言語を選択します。日本語で行いたい場合は

「Japanese(日本語)」を選択し「続行」ボタンをクリックします。 
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これ以降、「インストールの概要」画面の設定メニューから、システム

やインストールオプションに関する各種設定を行います。 
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➢ 「日付と時刻」の設定 

日本で問題なければ、「アジア」-「東京」が選択されていることを確

認し、「完了」ボタンをクリックします。 

 

 

 

➢ 「キーボード」の設定 

日本語キーボードの場合は、「日本語」を選択し、「完了」をクリック

します。日本語キーボードでない場合は、お客様のキーボードに合わせ

て選択して下さい。 

 

➢ 「インストール先」の設定 

「デバイスの選択」でインストールするデバイスを選択します。通常

は、認識された「ローカルの標準ディスク」を選択してください。 
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quota によるディスク容量制限を行いたい場合は、「その他のストレー

ジオプション」で「パーティション構成を行いたい」を選択してくださ

い。 

選択が完了しましたら、「完了」をクリックします。 

 

 

● 手動パーティション設定 

パーティションを設定します。 

各ユーザーのデータおよびメールは /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。 

各ユーザーにディスク容量制限を設定したい場合は、「手動パーティシ

ョン設定」画面で /home パーティションを作成してください。 
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 左下に表示された「+」ボタンをクリックすることで、パーティション

の作成が可能です。 

 

 

 

➢ 「ネットワークとホスト名」の設定 

「ホスト名」に、サーバーの FQDN を入力します。 

例えば、「controller.example.com」とした場合には、ホスト名は

controller、ドメイン名は example.com ということになります。 

 

 
本製品では、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。 
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次に、設定したいネットワークデバイスを選択し、「設定」ボタンをク

リックします。 

以下のような、デバイス編集画面が表示されますので、お客様の環境に

合わせて、IP アドレス、ネットマスク、DNS サーバー等を設定して下さ

い。 
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全ての入力が完了しましたら 「保存」をクリックし、「ネットワーク

とホスト名」画面に戻りましたら、「完了」をクリックし、ネットワー

ク設定を終了します。 

 

 
サーバーには、HDE Controller 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。 

 

 

➢ ソフトウェアの選択 

「ベース環境」から「インフラストラクチャーサーバー」を選択しま

す。 

さらに右画面に表示された「選択した環境のアドオン」から「DNS ネ

ームサーバー」「メールサーバー」「FTP サーバー」を選択します。 

 

 

本製品の一部の設定機能は、追加でインストールが必要なソフトウェア

があります。必要に応じて、以下のように追加していきます。 
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ご使用になる場合に明らかに不要なパッケージは、追加しなくてもかま

いません。本製品のメニュー上に表示されますが利用できない状態とな

ります。(カスタマイズ機能でメニューを非表示にすることは可能です) 

 「ファイル共有サーバー」機能、または、「NFS」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「ファイルとストレージサーバー」

「ネットワークファイルシステムクライアント」を追加で選択します。 

「ファイル共有サーバー」機能の「共有プリンター」を利用する場合

は、さらに「プリントサーバー」を追加で選択します。 

 

 「LDAP」機能、または、「LDAP クライアント」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「ディレクトリ接続クライアント」

「ディレクトリサーバー」を追加で選択します。 

 

 「MySQL 管理」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「MariaDB データベースサーバー」を

追加で選択します。 

 

 「PotgreSQL 管理」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「PostgreSQL データベースサーバ

ー」を追加で選択します。 

 

 「SNMP エージェント」機能を利用する場合 

「選択した環境のアドオン」から「Linux 向けリモート管理」を追加で

選択します。 
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➢ インストールの開始 

全ての設定が完了しましたら 「インストールの概要」画面に戻り、下

部に表示される「インストールの開始」をクリックし、CentOS のイン

ストールを開始します。 

インストール開始後、root ユーザーのパスワード設定が表示されます。

パスワードは、セキュリティ上、他人から推測されやすいもの、また、

文字数の少ないものは避け、定期的に更新されることを推奨いたしま

す。 

 

➢ OS インストールの完了 

「完了しました！ お使いのシステムに Red Hat Enterprise Linux のイン

ストールが完了しました。」と表示されれば、インストールは完了で

す。 

画面の指示に従って、再起動してください。 
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➢ 追加パッケージのインストール 

OS インストール後の再起動が完了しましたら、サーバーにログインし、パ

ッケージを追加インストールします。 

CentOS 7 (x86_64) の CD/DVD メディア に含まれる 以下の RPM パッ

ケージ を yum または rpm コマンドを使ってインストールしてくださ

い。 

httpd 
httpd-tools 
apr 
apr-util 
mod_ssl 

 

インストール実行例 1: 
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# yum install httpd-2.*.x86_64.rpm \ 
    httpd-tools-2.*.x86_64.rpm \ 
    apr-1.4.*.x86_64.rpm \ 
    apr-util-1.5.*.x86_64.rpm \ 
    mod_ssl-2.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install httpd mod_ssl 

または 
# yum groupinstall web-server 

 
 

 「LDAP」機能、または、「LDAP アカウント」機能を利用する場合 

CentOS 7 (x86_64) の CD/DVD メディア に含まれる 以下の RPM パッ

ケージ を yum または rpm コマンドを使ってインストールしてくださ

い。 

openldap-servers 
openldap-clients 
nss-pam-ldapd 
nscd 
libtool-ltdl 

 

インストール実行例 1: 

# yum install openldap-servers-2.*.x86_64.rpm \ 
    openldap-clients-2.*.x86_64.rpm \ 
    nss-pam-ldapd-0.*.x86_64.rpm \ 
    nscd-2.*.x86_64.rpm \ 
    libtool-ltdl-2.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 
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インストール実行例 2: 

# yum install openldap-servers openldap-clients 

nss-pam-ldapd nscd libtool-ltdl 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall directory-server directory-client 

 
 

 「DHCP サーバー」機能を利用する場合 

CentOS 7 (x86_64) の CD/DVD メディア に含まれる 以下の RPM パッ

ケージ を yum または rpm コマンドを使ってインストールしてくださ

い。 

dhcp 

 

インストール実行例 1: 

# yum install dhcp-4.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install dhcp 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall network-server 

 
 

 「PROXY サーバー」機能を利用する場合 

CentOS 7 (x86_64) の CD/DVD メディア に含まれる 以下の RPM パッ

ケージ を yum または rpm コマンドを使ってインストールしてくださ

い。 
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squid 
libecap 
libtool-ltdl 
perl-DBI 
perl-Net-Daemon 
perl-PlRPC 

 

インストール実行例 1: 

# yum install squid-3.*.x86_64.rpm \ 
    libecap-0.*.x86_64.rpm \ 
    libtool-ltdl-2.*.x86_64.rpm \ 
    perl-DBI-1.*.x86_64.rpm \ 
    perl-PlRPC-0.*.noarch.rpm \ 
    perl-Net-Daemon-0.*.noarch.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install squid libecap libtool-ltdl perl-

DBI perl-PlRPC perl-Net-Daemon 

または 
# yum --setopt=group_package_types=optional 

groupinstall web-server 

 
 

 「Web サーバー - アクセス統計」機能を利用する場合 

CentOS 7 (x86_64) の CD/DVD メディア に含まれる 以下の RPM パッ

ケージ を yum または rpm コマンドを使ってインストールしてくださ

い。 

gd 
fontconfig 
fontpackages-filesystem 
libXpm 
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インストール実行例 1: 

# yum install gd-2.*.x86_64.rpm \ 
    fontconfig-2.*.x86_64.rpm \ 
    fontpackages-filesystem-1.*.noarch.rpm \ 
    libXpm-3.*.x86_64.rpm 

 

既にサーバーが Red Hat Networks に登録されている場合は、以下のよ

うにインストールすることも可能です。 

インストール実行例 2: 

# yum install gd fontconfig fontpackages-

filesystem libXpm 

 
 
  



48 
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第 3 章 HDE Controller のインスト

ール 
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1. インストール概要 

本製品をインストールして利用するまでには、下記の手順に従って作業

を進める必要があります。 

 

1. Linux のインストール等 (第 2 章) 

 

 

2. HDE Controller のインストール等 (第 3 章 2) 

 

 
3. 仮ライセンスでの管理画面へのアクセス (第 3 章 3) 

 

 

4. ユーザー登録をして、正規ライセンスの取得 (第 3 章 4) 

 

 
5. 管理画面への正規ライセンスの登録 (第 3 章 5) 

 

 
6. 初期設定 (第 4 章) 

 

 
ユーザー登録を完了して、正規ライセンスの取得を行わない

と、インストール後 60 日間の使用期限がありますので、必ずユ

ーザー登録を行ってください。 
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2. HDE Controller のインストール 

 

➢ インストールの前に 

インストール前に、下記の点に注意をしてください。 

 

 

本製品のインストーラーで、SELinux を自動的に無効

(disable)に変更します。SELinux とは共存できないのでご

注意ください。 

 

 

OS インストール直後の iptables は、最低限のポートしか開

放していません。必要に応じて、本製品の「ファイアウォー

ル」設定を利用してポートを開放してください。 

 

➢ インストール 

インストールの作業は、全て root ユーザーで、コマンドラインで実行す

る必要があります。 

Terminal や xterm、テキストコンソールでのログイン、ssh を使用した

ログインなどで、コマンドラインを使用できるようにしてください。 

まずは、su コマンドを使用して、root ユーザーに切り替えます。 

 

% su - root 

 

root ユーザーのパスワードを聞かれるので、パスワードを入力します。 
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本製品の ISO ファイルからインストールする場合は、ISO ファイルを

サーバーの任意のディレクトリに配置し、以下のコマンドで任意のディ

レクトリにマウントします。 

 

# mount -o loop HDE_Controller_11.0-XXX.iso /mnt 

 

 

 
ご使用の環境で、ISO ファイル名、マウント先が上記と異なる

場合は、ご使用の環境に合わせて読み替えてください。 

 

本製品の CD-ROM からインストールする場合は、CD-ROM をサーバーのド

ライブにマウントします。 

 

# mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt 

 

 
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。 

 

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/HDE_Controller_11.0/  

 

インストールスクリプトを実行します。 

 

# ./lc-install 
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必要パッケージがインストールされていない状態で実行すると警告が表

示されます。警告が出た場合、表示に従って不足しているパッケージを

インストールしてください。 

 

インストールスクリプトの指示に従い、lcadmin（HDE Controller にお

ける管理者）のパスワード、ドメイン名、ホスト名などを入力します。 

インストーラーの指示に従って、インストールを進めていきます。 

 

 

 

初めに、管理者の設定を行います。ホスト名は、OS インストールした

ときに設定したものが表示されますので、通常の場合にはそのままにし

ます。 

次に、管理画面にアクセスするための lcadmin(HDE Controller における

管理者)のパスワードを入力します。ユーザー名については、lcadmin と

いうユーザーで固定されています。 
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プロキシの設定を行います。 

インターネットの外部への接続時に、プロキシを経由する必要がある場

合には、この項目を設定してください。 

プロキシがユーザー認証を必要にしている場合は、ユーザー名とパスワ

ードの項目も入力してください。 

ユーザー名とパスワードが不要な場合には、空欄にしておきます。 

 

 

プロキシ設定は、インターネット接続にプロキシが必要であ

る場合に指定します。ここで設定された情報は、本製品のア

ップデート等の外部接続時に利用されます。 

インストール後、管理画面からでも設定変更は可能です。 
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これらの設定を全て入力し、確認画面で「OK」をクリックすると、本

製品のインストールが開始されます。 
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インストールが完了すると、以下のような画面が表示されます。 

 

 

「OK」ボタンをクリックすると、インストーラーが終了します。 

最後に完了メッセージが表示されましたら、インストールは終了です。 

 

終了しました。 

以下の URL にアクセスしログインしてください。 

https://controller.example.com:16590/ 

 

 

もしも、エラーメッセージが表示されインストールが中断さ

れた場合は、画面上のエラーメッセージとログファイル 

(/root/lc-install.log)でエラー原因を確認し、問題を解決してか

ら再度インストールを行ってください。 
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3. 管理画面へのアクセス 

Web ブラウザを使用して以下の URL にアクセスします。なお、対応ブ

ラウザに関しては【第 1 章 はじめに - 3. 必要動作環境】の項を参照して

ください。 

https://[サーバーの FQDN]:16590/ 

 

 

管理画面の URL にアクセスすると、ブラウザでは下記のよ

うな画面が表示されます。 

これは、管理画面で使用している証明書が、自己署名証明書

であるために表示されるものです。 

 

 

上記の URL にアクセスすると、使用許諾契約書が表示されます。 

本製品をご使用いただくにあたっては、同意していただく必要がありま

すので、よくお読みいただき、画面下の「同意する」ボタンをクリック

してください。 
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一度、使用許諾契約に同意していただくと、次回からは管理画面の URL 

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。 
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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 lcadmin 

パスワード インストール時に設定したパスワード 

 

 
ユーザー名を root とし、root のパスワードを入力しても同様

に管理者としてログインすることができます。 

 

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。 

本製品には、プロダクト ID と仮ライセンス ID が記載されたライセン

ス証書が同梱されております。証書に記載されているライセンス ID は

仮ライセンス ID となっており、60 日間の使用期限がございます。 

弊社ホームページからユーザー登録を行って頂くことにより、正式なラ

イセンス ID が発行されます。 

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。 

 

 
インストール前にユーザー登録を済ませて、正式なライセン

ス ID を取得している場合には、この画面で正式な ID を入力

することも可能です。 
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プロダクト ID と ライセンス ID を入力すると、HDE Controller のメイ

ンメニュー画面が表示されます。 

 

 

 
管理者権限で HDE Controller 管理画面に同時にアクセスを

行うと、設定が正常に行われない可能性がありますのでご注

意ください。 
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4. 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。本製品には、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ことにより、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/ 

 

ユーザー登録の詳細な説明等につきましても、上記登録ページをご参照

ください。 
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5. 正式ライセンスの登録 

ユーザー登録が完了して、メール等で正式なライセンス ID を取得した

ら、ライセンス ID を本製品に入力する必要があります。 

Web ブラウザを使用して、本製品の管理画面にアクセスをしてくださ

い。 

 

メインメニュー内の「HDE Controller 設定」をクリックして、その中の

「ライセンス情報」のメニューをクリックしてください。 

ライセンス情報が表示されますので、プロダクト ID とライセンス ID の

項目に取得済みの正式なライセンスを入力します。 
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「設定する」をクリックして、登録が完了します。 
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6. HDE Controller のアンインストール 

本製品をご使用のコンピューターからアンインストールする場合には以

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:  

 

本製品の ISO ファイルのアンインストーラを利用する場合は、ISO フ

ァイルをサーバーの任意のディレクトリに配置し、以下のコマンドで一

時ディレクトリにマウントします。 

 

# mount -o loop <filename>.iso /mnt 

 

 

 
ご使用の環境で、ISO ファイル名、マウント先が上記と異なる

場合は、ご使用の環境に合わせて読み替えてください。 

 

本製品の CD-ROM のあんインストーラを利用する場合は、CD-ROM をサ

ーバーのドライブにマウントします。 
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# mount –t iso9660 /dev/cdrom /mnt 

 

 
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。 

 

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/HDE_Controller_11.0/  

 

 

アンインストールスクリプトを実行します。 

# ./lc-uninstall 

# ./lc-uninstall 

 

 

アンインストールの確認メッセージが表示されます。 

「OK」ボタンを選択する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。 

 

 
HDE Controller のアンインストールを行っても、ユーザー情

報や OS に含まれるサーバーの設定情報は消去されません。

ただし、HDE Controller が追加しているアプリケーションの

情報は原則として削除されます。 
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  HDE Controller 11 

第 4 章 サーバーの初期設定 
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1. サーバーの初期設定について 

 

➢ 初期設定方法の概要 

HDE Controller をインストールした後は、まずサーバーの初期設定を行

います。 

本マニュアルに従い、下記の手順で実行していきます。 

 

1. ネットワークの設定 

 

 
2. 時刻の設定 

 

 

3. LC サーバーの設定 

 

 

OS インストール直後の iptables は、最低限のポートしか開

放していません。必要に応じて、本製品の「ファイアウォー

ル」メニューを利用しポートを開放してください。 

 

 

2. ネットワークの設定 

IP アドレス等のネットワークの設定が正しくできていない場合には、他

のコンピューターと物理的に接続されていても、通信をすることができ

ません。 

さらに、ネットワーク設定を誤ったために、既存のネットワークに悪影

響を与えることもあります。そのために、ネットワークの設定は正しく

行う必要があります。 
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ここでは、ネットワークに関する設定について説明します。お客様のネ

ットワーク環境に合った設定を行うようご注意ください。 

「メインメニュー」－「ネットワーク」をクリックしてください。 

 

 

➢ 基本設定 

「ネットワーク基本設定」タブをクリックし、各設定項目に適切な値を

入力してください。 

 

● ホスト名 

このサーバーのホスト名を入力します。FQDN (ドメイン名を含めた表

記)による指定はできません。 

この項目は省略できないので、必ず項目を埋めてください。 
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● ドメイン名 

このサーバーのドメイン名を入力します。example.com のように、必ず

ドットを含む表記で入力してください。com、example のような不適切

なドメイン名を指定することはできません。 

この項目は省略できないので、必ず項目を埋めてください。 

● DNS サーバー 

このサーバーからパケット到達可能なネームサーバーを IP アドレスで

指定してください。この設定により、名前解決を指定したネームサーバ

ーに問い合わせが可能になります。 

このサーバー自身がネームサーバーを兼ねている場合は、ループバック

アドレス 127.0.0.1 を指定します。 

DNS サーバーは、最大３つまで指定することができます。 

１つ目のサーバーが問い合わせに対して応答を返さなかった場合など

は、２つ目、３つ目のサーバーに問い合わせを行います。 

１つ目の DNS サーバーは省略できないので、必ず指定してください。 

 

➢ ネットワークカード設定 

「ネットワークカード設定」タブをクリックし、認識されたネットワー

クカードの一覧を表示します。 
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IP アドレス、及び、ネットマスクを設定したいネットワークカードの

「編集」ボタンをクリックすると、そのネットワークカードの設定画面

に移動します。 

 

● 起動時設定 

サーバー起動時に、このネットワークカードの利用を有効にするかどう

かの設定です。サーバーのメンテナンスをするなどの場合以外は、「は

い」を選択してください。 

● IP アドレス取得 

指定したネットワークカードに付与する IPアドレスの取得方法を選択

します。固定 IP の場合は、「手入力」を選択してください。 

● IP アドレス 

指定したネットワークカードに付与する IPアドレスを入力します。イ

ントラネットサーバーは、組織内(LAN 内)に置かれるため、プライベー

トアドレスの範囲で設定します。「IP アドレス取得」において、「手入

力」以外を選択した場合は設定する必要はありません。 

 

 

プライベートアドレスとは 
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RFC 1918 によって定義されたインターネット上では利用さ

れることのないアドレス空間のことで、下記アドレスを組織

内で自由に割り振ることができます。 

クラス A 10.0.0.0～10.255.255.255 

クラス B 172.16.0.0～172.31.255.255 

クラス C 192.168.0.0～192.168.255.255 

 

 

 

● ネットマスク 

ここでは、上記で指定した IP アドレスに対するネットマスクを入力し

ます。「IP アドレス取得」において、「手入力」以外を選択した場合は

設定する必要はありません。ネットマスクまたはネットワーク長がわか

らない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

 

 

ネットマスクとは 

IP アドレスからネットワーク ID 部とホスト ID 部を分ける時

に使用されるマスク値のことです。ネットワーク ID 部を 1、

ホスト ID 部分を 0 として生成された 2 進表記を IP アドレス

のような 8 ビット毎にドットで区切った 10 進数表記で示し

ます。2 進数表記の時、ネットワーク ID 部の 1 が連続する長

さをネットワーク長とよぶことがあります。 

 

ネットワーク長とネットマスクの対応 

ネットワーク長 ネットマスク 

8 255.0.0.0 

16 255.255.0.0 
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24 255.255.255.0 

25 255.255.255.128 

26 255.255.255.192 

27 255.255.255.224 

28 255.255.255.240 

 

 

 
 

➢ ゲートウェイ設定 

「ゲートウェイ設定」タブをクリックし、各設定項目に適切な値を入力

してください。 

 

 

● ゲートウェイアドレス 

サーバーの置かれるネットワーク上のゲートウェイ（または、ルータ

ー）の IP アドレスを入力してください。 

設定した内容が適切であるか再度確認し、画面下部の「設定する」ボタ

ンをクリックしてください。 



73 

誤った設定を行いますと、サーバーにアクセスできなくなったり、ネッ

トワーク上の他のホストに悪影響を及ぼす可能性があります。 

変更内容をシステムに反映するには、設定変更終了後にサーバー再起動

が必要です。 

 

 

ゲートウェイとは 

他のセグメント上のホストにアクセスする際に中継するサー

バーのことです。ゲートウェイを正しく設定することで、イ

ンターネットなど他のネットワークにアクセスすることがで

きます。 
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3. 時刻の設定 

ここでは、サーバーの時刻を設定します。OS 上の時刻、及び、ハード

ウェア上の時刻を同期させることができます。 

「メインメニュー」－「オプション」－「時間設定」をクリックしてく

ださい。 

OS 上の時刻のみ設定した際に、ハードウェア上の時刻とずれていた場

合は、サーバーの再起動時にハードウェア側の時刻で設定されるのでご

注意ください。 

 

➢ 手動設定 

 

「手動設定」では、現在システムに設定されている時間を直接修正して

設定することができます。ハードウェア上の時間も設定する場合は「ハ

ードウェアクロックも設定する」にチェックを入れてください。 

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。 

 

➢ 自動設定 

「自動設定」では、公開されているリモート・NTP サーバーから時刻情

報を取得して設定することができます。 
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この設定を利用するには、TCP 123 番のポートが利用可能で

ある必要があります。 

リモート・NTP サーバーの入力欄に、時刻情報を取得するサ

ーバーの IP アドレス、または、 FQDN を入力します。ハー

ドウェア上の時間も設定する場合は「ハードウェアクロック

も設定する」にチェックを入れてください。 

 

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。 

 

➢ NTP サーバー設定 

「メインメニュー」－「NTP サーバー」－「NTP サーバー設定」をク

リックしてください。 
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リモート・NTP サーバーと時刻を同期させ常に正確な時刻を取得するこ

とができます。サーバー1～3 の入力欄に、時刻情報を取得するサーバ

ーの IP アドレス又は FQDN を入力します。「Drift を使用する。」チェ

ックをするとサーバーへの負荷を減らすことができます。 

 

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。 

 

➢ NTP サーバーのアクセス制限設定 

ここでは、NTP サーバーへのアクセス制限を設定することができます。 
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「グローバル設定」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。 

 

「詳細設定」では、この NTP 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。 

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。 
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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、

「グローバル設定」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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4. LC サーバーの設定 

LC サーバーは、HDE Controller の管理画面による各種サービス設定機

能を提供するサーバープログラムで、クライアントの Web ブラウザか

らのリクエストに基づいてファイル書き込みや画面出力などの処理を行

います。 

初期状態では LC サーバーへのアクセス制限などの基本設定はされてい

ませんので、必要に応じ、LC サーバー設定画面でポート番号やアクセ

ス制限の設定を行うことができます。 

「メインメニュー」－「HDE Controller 設定」－「基本設定」をクリッ

クしてください。 

 

● ポート番号設定 

HDE Controller の管理画面にアクセスするためのポート番号を設定しま

す。 

指定するポート番号は、well-known ポート(1023 以下のポート番号)の範

囲外で、かつ、他のサービスが未使用のポートである必要があります。 
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● アクセスポリシー設定 

HDE Controller の管理画面にアクセスできるクライアントネットワーク

の範囲を設定します。 

 

初期値として「全てのサイトからの接続を認める」が選択されています

ので、接続を許可するネットワークの範囲を限定してください。 

設定を誤りますと、HDE Controller の管理画面に接続できなくなりま

すので、入力は慎重に行ってください。 
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● SSL設定 

HDE Controller の管理画面への接続に SSL(Secure Sockets Layer)を利

用するかどうかを選択します。通常はセキュリティ向上のために

SSL(Secure Sockets Layer)による接続を有効にしてください。 

SSL を有効にした場合、接続時の URL は https:// で始まるアドレスにな

り、無効にした場合は、http:// で始まるアドレスになります。 

 

 

 
「LC サーバー設定」の変更内容を反映するには、マシンの

再起動が必要となります。 
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