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マニュアルの読み方   

 このマニュアルについて  

『HDE Controller 11 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 X  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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1. 概要  

この章以下では、メインメニューの各カテゴリー毎の詳細について説明しま

す。 

HDE Controllerへ管理者権限でアクセスした場合、メインメニューには以下

のようなグループ及びアイコンが表示されます。 

※アクセス権限設定で表示アイコンの変更を行っている場合や HDE 

Controller の Editionの違い等で、全てのアイコンが表示されていない場合

があります。 
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 インターネット 

インターネットで利用するためのネームサーバーやWebサーバー等の設定

を行う機能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

1-1. Webサーバー 

1-2. セキュアWebサーバー 

1-3. メールサーバー(postfix) 

1-4. メーリングリスト 

1-5. DNSサーバー 

1-6. NTPサーバー 

1-7. FTPサーバー 

 

 イントラネット 

イントラネットで使用されるファイル共有設定やデータベース設定等を行う機

能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

1-8. ファイル共有サーバー 

1-9. LDAP 

1-10. DHCPサーバー 

1-11. MySQL管理 

1-12. PostgreSQL管理 

1-13. PROXYサーバー 

1-14. NFS 
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 運用 

サーバーの運用のためのパッケージ管理や管理またサーバーを利用するユ

ーザーの管理に必要な機能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

1-15. アカウント 

1-16. LDAPアカウント 

1-17. サーバーステータス 

1-18. OSアップデート 

1-19. パッケージ管理 

1-20. バックアップ 
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 監視 

各サーバーの稼働状況やハードディスクの使用状況等の確認や監視を行う

ための機能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

1-2１. グラフレポート 

1-2２. 自己監視 

1-2３. ログ管理 

1-24. SNMPエージェント 

 

 システム 

システムで利用するネットワークの基本設定やセキュリティ設定等の設定を行

う機能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

1-25. ネットワーク 

1-26. ディスク容量制限設定 

1-27. ファイアーウォール (IPv4) 

1-28. ファイアーウォール (IPv6) 

1-39. HDE Controller設定 

1-30. オプション 
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 パーソナル 

ユーザー毎にご利用いただける、パスワードの変更やメールの転送設定また

ファイルマネージャー等の機能群です。 

 

各機能ごとに、以下の章で説明します。 

 

1-31. 個人情報管理 

1-32. ユーティリティ 

 

 

 



 

   HDE Controller 11 

1-1. Web サーバー 
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1. 基本設定 

Webサーバーの基本的な設定を行います。 

 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」を入力します。 

 サ

ーバー

名 

外部に公開するサーバー名を入力します。（この例では www.example.com

と指定） 

 ポート番号 

通常は 80です。 

変更した場合は、このサーバーにアクセスするための URLが

http://www.example.com/のように、「：」の後に指定したポート番号を入力す

る必要が出てきます。 

  管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスには、Web管理者のメールアドレスを入力します。多く

の場合、ここには個人のアドレスではなく「webmaster@example.com」など

のようなアドレスを入力します。（これらのアドレスは最終的にはメールサーバ

ーの設定や、メーリングリストを使用して管理者に届くように設定します。） 
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 ドキュメントルート 

Webサーバーとして公開したいディレクトリを指定します。 

ドキュメントルートを管理するユーザーのホームディレクトリにディレクトリを作

成し、そのディレクトリをドキュメントルートとすれば、FTPでファイルをアップロ

ードすることができます。 

 

 

「ポート番号」、「ドキュメントルート」は通常は変更する必要はあり

ませんが、Webサイトの管理者とサーバー管理者が異なる場合

は、ドキュメントルートをWebサイト管理者のホームディレクトリに

変更すると便利です。 

「設定する」ボタンをクリックし、設定を完了します。 
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 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。 

 最

大同時

接続数 

同時に接続できるクライアントの最大値を設定します。Prefork方式のため 1

プロセス 1コネクションです。そのため最大でこの値の数だけ Apacheのプロ

セスが生成されます。リソースには十分注意してください。デフォルト値は

256、上限値は 1024です。 

 最大アイドルプロセス数 

アイドル状態(リクエストを扱っていない状態)の Apacheのプロセスの最大値

を設定します。アイドル状態の Apacheプロセス数がこの値の数を越えると

Apacheはそのプロセスを kill します。デフォルト値は 20です。 

 最小アイドルプロセス数 

アイドル状態(リクエストを扱っていない状態)の Apacheのプロセスの最小値

を設定します。アイドル状態の Apacheプロセス数がこの値の数を下回ると

Apacheは新たにプロセスを生成します。なお、この値は StartServers(起動

時のプロセス数)へも自動的に設定されます。デフォルト値は 5です。 
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 ユーザー領域の URL のタイプ 

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。 

 

 リモートホスト名の逆引き 

HostnameLookupを設定します。逆引きを行うと、アクセスログにリモートホ

ストがホスト名で記録されます。逆引きを行うと、Webサーバーのパフォーマ

ンスが低下する可能性があります。 

 

 サーバーバージョンの表示 

サーバーのレスポンスヘッダーやエラーメッセージ等にサーバーのバージョン

を表示しない場合は、チェックを入れます。サーバーのバージョンを表示する

必要がある場合は、チェックをはずします。 

 

 TRACE メソッドの使用 

HTTPの TRACE メソッドの使用を禁止する場合は「禁止する」にチェックを入

れます。TRACE メソッドを使用する場合はチェックを入れます。 

 

クロスサイトトレーシングなどの TRACE メソッドを使用した攻撃手法が存在す

るため、特別な理由がない限り TRACE メソッドの使用を禁止することをお勧

めします。 
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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。 

 「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。 
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2. ディレクトリ管理  

ここでは「ディレクトリ追加」で作成したディレクトリの CGIや SSI、DAV、アク

セス制御を変更します。またこの画面より、ディレクトリの設定を削除すること

が可能です。 

「ディレクトリの管理」をクリックしてください。CGIや SSI、DAV、アクセス制御

の設定をしてあるディレクトリが表示されます。 

CGIや SSI、DAVの許可を変更する場合は、変更したディレクトリの左側の

ボタンをクリックすることにより、許可の状態を変更することができます。 

CGI、SSI 、DAVの設定がすべて完了したら、「設定する」ボタンをクリックして

設定を完了させます。 

設定されているディレクトリを変更したり、アクセス制御などを変更する場合に

は、「編集」ボタンをクリックします。 
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 ディレクトリ管理 

 

ディレクトリの変更を行う場合には、この画面のディレクトリ名を変更し、その

後必要に応じて、CGI、SSI、DAVの設定を行います。 

CGIや SSIの CPU使用時間を制限したい場合は、「CPU最大使用時間」に

使用を許可する最大の時間を秒単位で設定します。これは CGIなどが実際

に CPUを使用した時間であり、起動してからの経過時間でありません。 

何も指定しない場合は無制限となります。 

 

設定が完了したら、「OK」ボタンクリックし、次の画面に表示される「設定する」

ボタンをクリックして、完了です。 
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 アクセス制御 

ここでは、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、評価順を選択します。 

「許可サイト => 不許可サイト」の設定では、まず許可サイトを評価したあと、

不許可サイトを評価します。特定のサイトからのアクセスを拒否したい場合に

便利です。アクセスはデフォルトで拒否されます。 

「不許可サイト => 許可サイト」の設定では、まず不許可サイトを評価したあ

と、許可サイトを評価します。特定のサイトからのみ、アクセスを許可する場合

に便利です。アクセスはデフォルトで許可されます。 
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それぞれ、許可サイトと不許可サイトをアクセス制御に入力できる形式で入力

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 

（それぞれスペースまたは改行で区切る） 

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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3. ディレクトリ追加  

ここでは、Webサーバーで公開するディレクトリを追加し、CGI、SSI、DAVの

許可などを設定します。 

 

 ディレクトリ 

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、「ディレクトリ選択」

ボタンをクリックしてディレクトリ選択画面から選択します。 

 CGI 

このディレクトリで CGIを「使用可」にするか「使用不可」にするを選択します。

使用不可にすると、CGIは動作しません。 

 SSI 

このディレクトリで SSIを「使用可」にするか「使用不可」にするを選択します。

使用不可にすると、SSIは動作しません。 

 DAV 

このディレクトリで DAVを「有効にする」にするか「無効にする」にするを選択

します。 

 CPU 最大使用時間 

CGIや SSIの CPU使用時間を制限したい場合は、「CPU最大使用時間」に

使用を許可する最大の時間を秒単位で設定します。これは CGIなどが実際
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に CPUを使用した時間であり、起動してからの経過時間でありません。何も

指定しない場合は無制限となります。 

「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

 

 

 ディレクトリアクセス制御 

次に、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。 

「許可サイト => 不許可サイト」の設定では、まず許可サイトを評価したあと、

不許可サイトを評価します。特定のサイトからのアクセスを拒否したい場合に

便利です。アクセスはデフォルトで拒否されます。 
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「不許可サイト => 許可サイト」の設定では、まず不許可サイトを評価したあ

と、許可サイトを評価します。特定のサイトからのみ、アクセスを許可する場合

に便利です。アクセスはデフォルトで許可されます。 

 

「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。入力できる形式は、下記の表の形式となります。 

 

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 

（それぞれスペースまたは改行で区切る） 

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 

 

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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4. ディレクトリ認証設定  

ここでは、「ディレクトリの追加」で作成した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。 

次の説明にしたがって必要な項目を入力していきます。 
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 認証の有効化 

まず、「認証機能を有効にする」にチェックを入れます。 

 

 認証名 

「認証名」に認証時に表示する内容を入力します。

(例:ENTERID/PASSWORD) 
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 新規ユーザー追加 

新規のユーザーを作成します。 

今回の例では下記のように入力します。 

ユーザー名 example 

パスワード test 

パスワードは、確認のために 2度入力する必要があります。 

その後「追加」ボタンをクリックすると、下に作成したユーザーが追加されま

す。 

さらに続いて、ユーザーとパスワードを指定することによって、さらに追加する

ことが可能です。 

必要な分だけのユーザーを追加したら、「戻る」ボタンをクリックしてください。 

ディレクトリの一覧画面に戻ります。 

登録してあるユーザー数が表示され、ディレクトリのアイコンが「認証あり」の

アイコンになっているのを確認してください。 

問題がなければ、最後に「設定する」ボタンをクリックし、設定を完了します。 

 

 ブラウザからの確認方法 

ブラウザから認証を設定したディレクトリにアクセスし、ディレクトリ認証がかか

っていることと、指定したユーザー名で認証を通過することができることを確認

してください。 

 

 ディレクトリ認証の有効、無効の変更 

ここでは、認証がかかっているディレクトリの認証を解除したり、ディレクトリ認

証の設定の変更方法について説明します。 

ディレクトリに認証をかけないようにするには、変更したいディレクトリのフォル

ダのマークをクリックします。 

認証がかかっているディレクトリのフォルダをクリックすると、認証なしのフォル

ダになります。認証なしのフォルダをクリックすると、認証がかかったフォルダ

となります。 

認証のユーザーを追加する場合には、ディレクトリ名の「編集」ボタンをクリッ

クし、ディレクトリ認証の設定時のように、ユーザーを追加していきます。 
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5. Alias 設定  

ここでは、Webサーバーへのアクセスに対して、アドレスの変換を行う Alias

の追加を行います。 

 Alias の追加 

 評

価順 

評価順には、新しい Alias設定を挿入する場所を指定します。すでに同じ値の

Alias設定がある場合は、指定した場所に新しいものが挿入され、以降がひと

つずつずれます。 

 Alias タイプ 

Alias タイプには、下記のディレクティブから、Alias, AliasMatch, ScriptAlias, 

ScriptAliasMatchのいずれかを選択します。 

Alias URLの特定のパターンを、特定のディレクトリ・ファ

イルに割り当てます。 

変換元 URLにマッチするパターンが、そのまま変

換先 Pathに置き換わります。 

AliasMatch 機能としては Alias と同じですが、変換元 URLを

正規表現で指定する点が異なります。 

変換先 Pathでは、後方参照として$1, $2...が使用

できます。 

ScriptAlias 値の指定は Alias と同じですが、変換先 Pathにあ

るファイルが、CGI等のスクリプトであることを暗黙

に指定できるので、拡張子が.cgiでない CGIファ

イルを実行したい場合に便利です。 

ScriptAliasMatch 

 

機能としては ScriptAlias と同じですが、変換元

URLを正規表現で指定する点が異なります。 

変換先 Pathでは、後方参照として$1, $2...が使用

できます。 
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 変換元 URL 

変換元 URLには、アクセスされる URLを入力します。 

 変換先 Path 

変換先 Pathには、そのアドレスにアクセスした場合に実際にアクセスされる

ファイルシステム上の Pathを入力または、「ディレクトリ選択」より選択しま

す。 

 

 

 

 

 Alias の評価順変更 

追加された Alias設定の評価順を変更します。 

評価順を変更する行を選択し(複数選択可能)、上下ボタンを押すことにより、

その行の評価順を上下に移動することができます。 
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移動し終わったら、「設定する」ボタンをクリックします。 

Alias設定は、評価順の昇順に評価されます。すなわち、より上位にある

Alias設定のサブセットを、それよりも下位に指定しても有効になることはあり

ません。  

例: 

評価順 Alias タイプ 変換元 URL 変換先 Path 

１ Alias /abc /var/www/abc 

２ ScriptAlias /abc/def /var/www/def 

 

この場合、/abc/defにアクセスしても、より上位にある/abcのルールにマッチ

してしまうため、/var/www/defへはアクセスされず、/var/www/abc/defにアク

セスされます。 

 

 

 

 

 Alias の編集 

追加された Alias設定の値を変更します。一覧から編集したい行の「編集」ボ

タンをクリックします。 

Alias タイプ、変換元 URL、変換先 Pathを変更し、「OK」ボタンをクリックしま

す。 

全ての編集が終了したら、「設定する」ボタンをクリックします。 
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6. MIME タイプ設定 

ここでは、Webサーバーがデータ形式を認識するための、MIMEタイプの設

定を行います。 

MIMEタイプとは、Webサーバーのアクセスされるファイルがどんな性質なの

かを定義するもので、「タイプ名/サブタイプ名」の形式の文字列で表します。 

ファイルの関連づけ情報である 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できます。 

 

 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 

「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 

「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:.mpeg) 

「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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7. アクセス統計 

Webサーバーのログを解析し、解析結果を表示します。 

月の統計、日ごとの統計、時間ごとの統計、ヒット数ランキング(URL、エントリ

ー、Exit、サイト）、リファラー、検索文字列、ユーザーエージェント、国別統計

が利用できます。 

「アクセス統計」メニューをクリックすると、まず過去 12ヶ月の月の統計が表

示されます。 
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表示される指標の意味は以下の通りです。 

 

Hits エラーを含む、Webサーバーへの全アクセス数 

Files Hitsのうち、正常なアクセスの数 

Pages Hitsのうち、HTMLページの数 

Visits 訪問者数（30分以内で同一の IPアドレスからのアクセスは

カウントしない） 

Sites 訪問者数（同一の IPアドレスからのアクセスはカウントしな

い） 

KBytes 転送したデータ量 

 

月の統計以外の統計については、各月のリンクをクリックすると表示されま

す。 
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1. 基本設定 

ここではセキュアWebサーバーの基本的な設定を行います。 

 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」の各項目を正しく入力します。 

 

 サーバー名 

外部に公開するサーバー名を入力します。（この例では www.example.com

と指定） 

 ポート番号 

通常は 80です。 

変更した場合は、このサーバーにアクセスするための URLが

http://www.example.com/のように、「：」の後に指定したポート番号を入力す

る必要が出てきます。 

 管理者メールアドレス 

管理者メールアドレスには、Web管理者のメールアドレスを入力します。多く

の場合、ここには個人のアドレスではなく「webmaster@example.com」など

のようなアドレスを入力します。（これらのアドレスは最終的にはメールサーバ

ーの設定や、メーリングリストを使用して管理者に届くように設定します。） 
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 ドキュメントルート 

Webサーバーとして公開したいディレクトリを指定します。 

ドキュメントルートを管理するユーザーのホームディレクトリにディレクトリを作

成し、そのディレクトリをドキュメントルートとすれば、FTPでファイルをアップロ

ードすることができます。 

 

 

「ポート番号」、「ドキュメントルート」は通常は変更する必要はあり

ませんが、Webサイトの管理者とサーバー管理者が異なる場合

は、ドキュメントルートをWebサイト管理者のホームディレクトリ

に変更すると便利です。 

 

「設定する」ボタンをクリックし、設定を完了します。 
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 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。（フォルダは作成されないので、

手動で作成してください。） 

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。 

 

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。 

 

1-1. Webサーバーのディレクトリ管理の内容とほぼ同じですので、1-1. Web

サーバーのディレクトリ管理をご参照ください。 
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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。 

 

1-1. Webサーバーのディレクトリ追加の内容とほぼ同じですので、1-1. Web

サーバーのディレクトリ追加をご参照ください。 
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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。 

1-1. Webサーバーのディレクトリ認証設定の内容とほぼ同じですので、1-1. 

Webサーバーのディレクトリ認証設定をご参照ください。 
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5. 鍵と証明書の設定  

ここではセキュアWebサーバーの暗号化(SSL)の為の秘密鍵・公開鍵の設

定を行います。 

 

 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鍵設定 

秘密鍵・公開鍵のペアと証明書を

作成します。 

● SSL鍵証明書/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。 

CAに対して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鍵証明書のアップロード 

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。 
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 鍵と証明書の情報 

現在設定されている証明書の情報が表示されます。 
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 SSL 鍵設定 

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暗号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。 

 

 

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アドレスなどの情報が正しく入力されていないと、CAにて受

け付けられないことがあるので注意してください。 
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SSL鍵の設定方法として、下表にあるように複数の方法があります。 

 

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。 

 

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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 SSL 鍵/証明書/CSR ダウンロード 

SSL鍵・証明書・CSR(証明書署名要求)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す

ることができます。 

「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。 
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 SSL 鍵/証明書のアップロード 

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、証明書は必ず対になってい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」「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。 

 

 

アップロードする鍵、証明書は必ず対になっているものを同時にア

ップロードしてください。 

 

 

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うことは

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。 
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 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。 

中間 CAの証明書をアップロードします。SSL鍵によっては、中間 CA証明書

をサーバーに認識させないと、ブラウザが正しく認証できない場合があります

(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) 

中間 CA証明書の入手方法は、各 CAのサイトなどをご覧下さい。 
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1-3. メールサーバー (postfix) 
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1. 基本設定 

メールサーバーはメールの送信、受信のために必要なサービスです。主にメ

ール送信のための SMTPサーバーと、受信のための POPサーバーに分類

されます。 

example.comのメールサーバーの構築を例に、それぞれについて設定方法

を説明します。 

｢メインメニュー」－「メールサーバー(postfix)｣をクリックしてください。 
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 基本設定 

「基本設定」をクリックします。基本設定の画面では、メールを受け付けるドメイ

ン名を入力します。(この例では example.comです。) 

その後、「追加」ボタンをクリックすると、受け付けるドメイン一覧に追加される

ので、「設定する」ボタンをクリックして、基本設定を完了させます。 

この基本設定を完了させると、SMTPサーバーと POPサーバーの両方のサ

ーバーが使用可能になります。 

 

 

メールを受け付けたいドメイン名が、追加することなくはじめから

受け付けるドメイン一覧に表示されていたとしても、必ず「設定す

る」ボタンをクリックし基本設定を完了させてください。 

基本設定が完了しないと、メールサーバーが使用可能になりませ

ん。 
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 詳細設定 

メールサーバーの待ち受けポート番号や最大メッセージサイズなどの詳細な

設定を行うことができます。 

 詳細設定 

◇ 最大メッセージサイズ 

ここでは、このサーバーで受信するメールの一通あたりの最大サイズを設定

することができます。 

postfixならば最大サイズは 10240000バイト(10 メガバイト)に指定されてい

ます。 

設定する場合には、制限するを選択して、最大サイズを入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了します。 

制限しない場合は、「制限しない」を選択して下さい。 

 

サイズは本文部だけでなくメールヘッダ部を含んだ全体のサイズ

です。 

 

◇ DNS ホスト名解決 

DNSによる名前解決が正常に行われない場合、スマートリレーを行うことが

できません。 

その場合、名前解決を行わないように設定する必要があります。 

特別な理由がない限り、DNSホスト名解決を行うように設定してください。 

◇ サーバーバージョン表示 

SMTPによる接続時に Postfixのバージョン番号を表示させるか、させないか

を設定します。 
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 メールサービス設定各種メールサービスの待ち受けポート 

番号とメールサービスを有効にするかの指定を行います。利用できるプロトコ

ルは、お使いの OSのバージョンや、メールスプールの形式によって異なりま

す。 

プロトコル毎に、ポート番号を変更することができます。 

他のサービスによって既に使用されているポートを指定しますと、起動ができ

なくなりますので変更は慎重に行ってください。 

また、利用しないプロトコルは、チェックを外すことにより、無効になります。利

用しないものは、セキュリティ上なるべく無効にすることをお勧めいたします。 
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 セキュリティ設定 

SMTP接続について、SMTP認証や SSL/TLSに関する設定、Submission

についての設定を行います。 

◇ SMTP 

SMTP認証でユーザー認証を行う場合は、「有効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SSL/TLSの項目については、通信を暗号化するか指定します。 

「有効」 通信の暗号化はクライアント側の設定に依存します。クラ

イアント側で SSL/TLSを使用する設定の場合のみ通信

が暗号化されます。 

SMTP認証を有効にしている場合は、パスワードを保護するために、「有効」

に設定することをお薦めします。 
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◇ Submission 

Submissionポートを利用する場合に SMTP認証でユーザー認証を行う場合

は、「有効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SSL/TLSの項目については、通信を暗号化するか指定します。 

「無効」 通信の暗号化は行われません。 

「有効」 通信の暗号化はクライアント側の設定に依存します。クラ

イアント側で SSL/TLSを使用する設定の場合のみ通信

が暗号化されます。 

「強制」 必ず通信は暗号化されます。クライアント側で SSL/TLS

を使用しない設定になっている場合は、メールの送信はで

きません。クライアント側の設定ミスで通信が暗号化され

ない状態を防ぐことができます。 

 

◇ SMTPS 

SMTPSを利用する場合に、SMTP認証でユーザー認証を行う場合は、「有

効」にチェックします。 

認証にはローカルアカウントのユーザー名/パスワードを使用します。ただし、

rootユーザーで認証を行うことはできません。 

 

SMTPによる通信の場合には、メールクライアントで SSLの設定が必要にな

ります 

 

 

SMTP認証で使用できるパスワードは、システムパスワードで

す。 

システムパスワードには、プレーンテキストでの認証のみとなりま

す。 

APOPのパスワードを利用する場合には、DIGEST-MD5と

CRAM-MD5も使用できます。 
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 高度な設定 

メールサーバーについての高度な設定を行います。 

 

 

サイズは本文部だけでなくメールヘッダ部を含んだ全体のサイズ

です。 

 

必要な場合にのみ設定をしてください。通常の利用の場合には、変更する必

要はありません。 

◇ メッセージ キュー保存時間 

メール配送不可で送り返すまでに、メールがキューに保存されている最大時

間を設定します。 

「maximal_queue_lifetime」パラメータが設定されます。 

◇ バウンスメッセージ キュー保存時間（秒） 

配送不可で送り返すまでに、バウンスメールがキューに保存されている最大

時間を設定します。 

「bounce_queue_lifetime」パラメータが設定されます。 

◇ 最大再送間隔（秒） 

メール再送タイミングの最大間隔を設定します。 

「maximal_backoff_time」パラメータが設定されます。 
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◇ 最小再送間隔（秒） 

メール再送タイミングの最小間隔を設定します。 

「minimal_backoff_time」パラメータが設定されます。 
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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。 

 

 

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。 
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 アクセス制御 

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、ドメイン名、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。 

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 

ドメイン名 example.com ドメイン名を入れる 

 

 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  

ここでは、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。 

転送先には、IPアドレスまたは FQDN（ホスト名とドメイン名）とポート番号の

組み合わせで指定することができます。 

例として、内部宛てのメール(@以下が、local.example.com)は、

192.168.12.34の 1025番ポートへ転送(処理を任せる)し、外部宛てのメール

は、192.168.56.78の 25番ポートへ転送する(処理を任せる)設定例を説明し

ます。 

ドメイン名に「local.example.com」と入力、転送先に「192.168.12.34」、ポート

番号に「1025」と入力し「追加」ボタンをクリックします。次に、全てのメールの

転送先に「192.168.56.78」、ポート番号に「25」と入力し「追加」ボタンをクリッ

クします。 

「セカンダリ配送先メールサーバー」は、プライマリサーバーへの接続が失敗

した場合にセカンダリ配送するメールサーバーです。 

セカンダリメールサーバーはスマートリレー設定されたドメインに対して 1つの

み指定可能です。セカンダリメールサーバーを利用したくないドメインは「転送

失敗時に、セカンダリに転送する」のチェックを外して設定を行います。 

転送先の利用設定を変更する場合は、該当設定を削除してから再設定を行

います。 
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4. 転送制限数設定  

メール転送先アドレス数の制限を行います。 

転送制限数を設定したい場合は、「メール転送数を制限する」にチェックを入

れ、「メール転送制限数」に制限したい数を入力して、「設定する」ボタンをクリ

ックしてください。これにより、「個人情報管理」－「メール転送」で登録できる転

送先メールアドレス数を制限できます。 

また、メール転送数を無制限にする場合は、「メール転送数を制限する」のチ

ェックを外し、「設定する」ボタンをクリックしてください。 
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5. 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。 

 

 

ユーザー名（ログイン名）に利用できる文字は、半角英数字、「-」

（ハイフン）、「_」（アンダースコア） が利用できます。また、最初の

文字は必ずアルファベットの小文字である必要があります。 
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「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、「最大表示件数」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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6. APOP 設定  

この APOP設定では、全てのユーザーの APOPデータベースを削除し、全

員を POP認証にするときに使用します。 

APOPデータベースを初期化する場合は、「APOPデータベースを初期化す

る」をクリックしてください。APOPデータベースが削除されます。 
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1. 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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 メンバー設定 

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。 
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 メーリングリスト設定 

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。 

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

照ください。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。 
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 メッセージ設定 

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」タブをクリックして付加メッセージを設定します。 

 

 ヘッダーメッセージ 

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。 
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2. メーリングリスト作成  

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。 
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 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。 

 

 

最初の文字は必ずアルファベットの小文字である必要がありま

す。 

 

 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。 

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。 
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 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。 

 

 件名プレフィックス 

投稿メールの件名の先頭に付与する文字列を指定します。 

例えば、testml を指定すると [testml] という文字列が追加されます。 

「通し番号を追加する」を選択すると、[testml:00010] のように件名プレフィッ

クスの後ろに通し番号が追加されます。 

 

 通し番号開始値 

投稿メールを処理するごとに加算される通し番号の開始値を 0から 99999の

範囲で指定してください。 

通常、変更する必要はありません。 

作成時「変更しない」を選択すると、1が指定されたものとみなされます。 
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 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、「進む」ボタンをクリックし「メンバー設定」画面に移りま

す。 
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「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  

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」の説明をご覧くださ

い。 

設定後、「設定する」ボタンをクリックし設定をファイルに反映させます。 
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1. 基本設定 

DNSサーバーは、コンピューターの名前と IPアドレスの対応を管理していま

す。例えば、私たちがインターネットの URL（住所）を打ち込んだ場合 にその

URLを管理しているサーバーのホスト名（FQDN）に対応する IPアドレスを私

たちのコンピューターに教えてくれる役割をしています。 

DNSサーバーを正しく設定しないと、ホスト名やドメイン名を指定しても全く外

部からアクセスすることができなくなります。そのために、とても重要な役割を

するサーバーです。 

 

ここでは、DNSサーバー全体に関する設定を行います。 

「DNSサーバー」－「基本設定」をクリックしてください。 
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「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。 

再帰的問い合わせ許可ホストは、通常は LAN内などの安全な同一ネットワ

ークを指定します。 

その他の設定は通常は変更する必要はありません。 

 

 サーバーバージョン表示 

DNSサーバーのサービスを提供する BINDのバージョンを外部に公開しない

ようにする場合には、チェックを入れてください。 

 

 

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 

再帰的問い合わせ許可ホストは allow-recursion 

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。これにより、DNSの問い合わせのパフォ

ーマンスがアップします。 

 

最後に「設定する」ボタンをクリックして、設定を保存します。 
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2. ドメイン情報管理 

 ドメイン情報の編集 

ゾーン種別がマスターのゾーンの「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。 

 

 ゾーン管理権限を持つマスターサーバー名 

ゾーンファイルのもとになるデータを管理するマスターサーバー名を FQDN

形式で指定します。 

通常は、変更する必要はありません。 

 

 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。 
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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。 

 

 ゾーン変更通知するホスト 

ゾーンデータが更新されたことを通知するスレーブサーバーを IPアドレスで

指定します。 

複数の IPアドレスを指定したい場合は、カンマ区切りで入力してください。 

 

 レコードキャッシュ保持期間（秒） 

レコードの問い合わせを行ったクライアント側のキャッシュにレコード情報をど

の期間保持するかを秒で指定します。 

 

 リフレッシュ間隔(秒) 

スレー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。 

スレーブ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

変更があればスレーブ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、マスターサーバーの内容は直ぐにスレーブサー

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マスター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) 

スレーブサーバーがマスター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マスター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、マスタ

ー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。 

 

 

 

 ドメイン情報の削除 

作成済みのドメインを削除する場合には、削除したいドメインの「アクション」

で、「削除ボタン」をクリックします。 

その後、「設定ボタン」をクリックして、ドメインを削除してください。 
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3. ドメイン追加 

ここでは、ドメインを追加する方法を説明します。 

ここで設定したドメインを使用するためには、レジストラに正しく DNSサーバ

ーの登録ができているか、上位サーバーから正しく権限が委譲されている必

要があります。 

ドメインを登録したレジストラなどで、正しく DNSサーバーが登録されている

かを確認してください。正しくレジストラに登録されていない場合には、 ここで

設定しても外部から使用することができないので、メールが届かない、Webペ

ージが見つからないなどの問題が発生します。 

「DNSサーバー」の「ドメインの追加」をクリックしてください。 

ここで設定されるのはプライマリのマスターサーバーになります。スレーブサ

ーバーは「スレーブ追加」で作成します。 
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ここでは、example.com というドメインを IPアドレスが 202.211.133.181の

サーバーに構築する方法となります。 

「ネットワークアドレス選択」では、ここで作成するドメインを公開するネットワー

クのアドレスを入力します。通常、サーバーマシンにつけられているネットワー

クが表示されているので、作成したいドメインのネットワークを選択してくださ

い。 

 

 

 

サーバーマシンのネットワーク空間と、作成するドメイン空間が異

なる場合には、「その他」を選択し、グローバル IPアドレスの空間

を入力します。 

 

「ネットワーク種別選択」では、ネットワークの逆引きのゾーンの形式を決定す

るために選択、入力します。そのために、逆引きが委譲されていないネットワ

ークやドメインの場合にはどれを選択しても構いません。 

LAN内で使用する場合には LANを選択し、専用線をご利用の場合にはプル

ダウンから選択してください。プルダウンで選択できる形式は、オンラインヘル

プに記載されています。 

これ以外の形式の場合には、「その他の専用線」を選択後、下のフォームでプ

レフィックスを入力します。 

ドメイン名には作成するドメイン名を記入します。 

管理者のメールアドレス」には、DNSの管理者のメールアドレスを入力しま

す。hostmaster@ドメイン名などの名称が使われる場合が多いです。 

「スレーブサーバーのホスト名」には、このゾーンを補助的に管理するサーバ

ーのホスト名を FQDNで入力してください。プロバイダ等からスレーブサーバ

ー(セカンダリ DNSサーバー)を指定されている場合には、そのホスト名を 入

力してください。スレーブサーバーが存在しない場合等には空欄のままで構い

ません。 

スレーブ DNSサーバーがある場合には、それぞれホスト名と IPアドレスを入

力します。 

逆引きゾーンの自動作成のチェックボックスを選択すると、逆引きゾーンも自

動で作成されます。正引きゾーンだけを作成したい場合は、チェックボックスの

チェックを外してください。 

全て入力したら、「進む」ボタンをクリックします。 

追加したドメインに、設定するホストを追加します。 
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ホストの種別でホストを選択し、ドメインに登録したいホスト名、そしてそれに

対応する IPアドレスを入力し、「追加」ボタンをクリックすると下のレコード一覧

に追加されていきます。 

ホスト名は、最後に「.」をつけた FQDNを入力します。www.example.com と

いうホスト名を指定したい場合には、「www.example.com.」と入力します。 

DNSサーバーとして最低でも 1レコード(自分自身)登録する必要がありま

す。メールサーバーを登録したドメインで運用するには、メールサーバーを最

低 1レコード登録する必要があります。 

全てのサーバーを追加し終わったら、「設定する」ボタンをクリックし、設定を完

了させます。 

ここで全てのサーバーを設定しなくても「レコード管理」メニューであとから追加

することもできます。 
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4. スレーブ追加 

インターネットでは DNSの仕組みはとても重要であるため、DNSサーバーは

複数台設置するのが一般的です。ある一台のサーバーをマスターDNSサー

バーとして、残りのサーバーをスレーブ DNSサーバーとして構築します。 

スレーブ DNSサーバーは、マスターDNSサーバーの情報が更新されると、

自動的にデータをコピーしてくることによって、管理を省力化することができま

す。 

ドメインのスレーブ DNSサーバーを構築する場合には、「スレーブ追加」をク

リックして、作成します。 

スレーブ DNSサーバーを構築するには、マスターDNSサーバー側でゾーン

転送が許可されていないと構築することができませんので、ご注意ください。 

「ドメイン名」には構築するドメイン名を入力し、「マスターサーバーの IPアドレ

ス」にはマスターサーバーの IPアドレスを入力します。 

その後、「設定する」をクリックし、登録を完了します。 
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5. 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。 
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6. 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マスターゾーンの作成

を行います。 

マスターゾーンとは、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。 
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「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、「進む」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。 

 

 

 

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アドレスの最終オク

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。 
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「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。 

 



102       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

7. レコード管理 

既に設定されているマスターゾーンに、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、既に設定されたマ

スター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、「進む」ボタンをクリックし、レコード管理画面に進みます。 

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/TXT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/TXT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。 
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レコード種別で TXTを選択したときは、TXTレコード問い合わせ

で返答したい文字列を入力します。 

日本語等のマルチバイト文字列を含めることはできません。 

TTLには、このレコードの有効期限を入力します。省略時は、「DNSサーバ

ー」－「ドメイン情報管理」で該当ドメイン編集画面の「レコードキャッシュ保持

期間(秒)」で指定した値が適用されます。 

レコードの削除を行うには、「レコードリスト」中の該当レコードの「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、「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ます。 

 

 

レコードリストの一覧表のヘッダーフィールド（レコード、TTL、レコ

ード種別、レコードの値）をクリックすると、クリックした項目でソー

トすることができます。 
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1-6. NTP サーバー 
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1. NTP サーバー設定  

 基本設定 

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

レス又はホスト名(FQDN)を入力します。 

「Driftを使用する」にチェックをすると Driftファイル作成します。Driftファイル

は時刻のずれの統計を取り、補正に必要な時差を保存するファイルです。設

定を行うとサーバーへの負荷を減らすことができます。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 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。 
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 グローバル設定 

「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 

「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。 

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、「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。 

「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. 時刻同期サーバーの状態  

ここでは、リモートの時刻同期サーバーの状態を表示します。 

表示される内容は「ntpq -p」コマンドの出力結果です。 

「最新状態を表示」ボタンを押すことで、最新の状態が表示されます。 

「remote」列で先頭に「*」が付いているサーバーと時刻が同期されています。 

 

表示内容の意味は以下の通りです。 

remote 

 

リモートの時刻同期サーバーのホスト名 

ホスト名の先頭の記号の意味は以下の通りです。 

*, o : 同期中のサーバー 

+, # : 同期の候補となるサーバー 

その他 : 同期に不適格なサーバー 

refid 参照 ID 

st リモートサーバーの階層 

t 種類 

l : ローカル 

u : ユニキャスト 

m : マルチキャスト 

b : ブロードキャスト 
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when 最後のパケットを受信してからの経過時間（秒） 

poll ポーリング間隔（秒） 

reach 到達可能性レジスタ(8進数) 

delay 遅延（ミリ秒） 

offset オフセット（ミリ秒） 

jitter ばらつき（ミリ秒） 
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1-7. FTP サーバー 
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1. 基本設定 

FTPサーバーの基本設定を行います。 

 基本設定 

Passiveモードを使用する場合は「PASVモードのポートを有効にする」を選

択し、「開始ポート」と「終了ポート」を入力します。 

開始ポート、終了ポートに 0 を指定した場合は、任意のポートが使用されま

す。 

「PASVモードのポートを有効にする」を選択しない場合には、アクティブモー

ドのみ使用可能となります。 

 

 

「アカウント」設定で rootの FTP利用を可能にしていないと root

でのログインはできません。 

ディレクトリへのアクセス制限を行いたい場合は「アクセス制御を行う」をチェッ

クし、トップディレクトリを選択します。 

 

 

 

トップディレクトリを「~/public_html」にした場合、rootでのログイン

はできなくなります。 
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FTPクライアントが接続した際に表示するバナーメッセージを変更したい場合

は「バナーメッセージを変更する」をチェックし、「表示する文字列」にそのメッセ

ージを入力します。 

 

「SSL/TLSで FTP接続」を「必須」と選択した場合は、SSL/TLS接続のみ有

効になります。 

また、「使用」を選択した場合は、通常接続および SSL/TLS接続どちらとも使

用可能になります。 

 

 

anonymousユーザは、通常接続のみ使用可能です。 

SSL/TLS接続は、FTPES(FTP over explicit SSL)を使用してお

り、クライアントが AUTHコマンドを実行しなければ通常の FTPと

して機能します。 

 

「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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 Anonymous FTP の設定 

匿名ログインを許可する場合は、「Anonymous FTP を有効にする」を選択し

ます。 
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1-8. ファイル共有サーバー 
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1. 一般設定 

 グローバル設定 

ここでは、以下の 4つのケースを想定し、ファイルサーバーを設定する手順を

紹介します。 

 既にWindowsネットワーク上に存在するワークグループに参加する場

合 

 Windowsネットワーク上に新たにワークグループを作成する場合 

 既にWindowsネットワーク上に存在するWindows ドメインのメンバー

になる場合 

既にWindows ドメインを管理するサーバー（プライマリ・ドメイン・コント

ローラ、以下 PDC）が存在し、ファイルサーバーへの認証をこのサーバ

ーへ任せます。ファイル共有サービスを利用するユーザーのアカウント

情報は PDCで管理されます。 

 新たにWindows ドメインを作成し、そのWindows ドメインの PDCとな

る場合 

Windows ドメインを作成し、ユーザーアカウント情報を一括管理します。 
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 ［ケース１］ Windows ネットワーク上に既に存在するワー

クグループに参加する場合 

「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。既にWindowsネット

ワーク上にワークグループが存在する場合は、「既存ワークグループへ参加」

項目が表示されますので、項目を選択し、参加したいワークグループを選んで

ください。 
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Windowsネットワークのスキャン結果で、Windowsネットワーク上に既存ワ

ークグループを見つけることができなかった場合は、後述の方法でワークグル

ープを新規作成してください。 

 

 ［ケース２］ Windows ネットワーク上に新たにワークグル

ープを作成する場合 

「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 

「ワークグループを作成」項目を選択し、右隣テキストボックスにワークグルー

プ名を入力してください。 

 

 ［ケース３］ Windows ネットワーク上に存在する Windows

ドメインのメンバーになる場合 

Windows ドメインを管理するサーバー(PDC)上で、メンバーとなるマシンのマ

シンアカウントの登録があらかじめ必要となる場合があります。ドメインの管理

者に依頼して、このコンピューターのマシンアカウントを追加してもらってくださ

い。 

「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 

既にWindowsネットワーク上にWindows ドメインが存在する場合は、「既存

Windows ドメインへ参加」項目が表示されますので、項目を選択し、参加した

いWindows ドメインを選んでください。 

もし、Windowsネットワークのスキャン結果で、Windowsネットワーク上に既

存のWindows ドメインを見つけることができなかった場合は、「既存

Windows ドメインへ参加」項目横に「WIndows ドメイン」「パスワードサーバ

ー」の設定項目が表示されますので、それぞれ参加したいWindows ドメイン

の名前とそのWindows ドメインを管理する PDCのマシン名(NetBIOS名)を

入力してください。 

このドメインのメンバーになる場合は、PDCに接続するのにと必要となる管理

者のパスワードを入力してください。このサーバーが PDCになる場合には、

入力の必要はありません。 
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 ［ケース４］ 新たに Windows ドメインを作成し、その

Windows ドメインのＰＤＣとなる場合 

「ファイル共有サーバー」－「一般設定」をクリックします。 

「Windows ドメインを作成」項目を選択し、右隣テキストボックスにWindows

ドメイン名を入力してください。「設定」をクリックしてこのコンピューターを PDC

として設定します。 

 

  

 

 



120       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

 個人用フォルダ設定 

個人用フォルダに関する設定を行います。 

  

 フ

ォルダ

の説明 

Windowsクライアントのマイネットワーク等のブラウズリストで個人用フォルダ

の説明に表示される文字列を指定します。 

 利用を拒否するユーザー 

個人用フォルダへのアクセスを拒否するユーザーのユーザー名を指定しま

す。複数指定する場合は、カンマ(,)区切りで指定してください。 

 ファイル作成時属性 

個人用フォルダ内に新規でファイルを作成する場合のファイル属性を指定しま

す。実行属性は常に付与されます。 

 フォルダ作成時属性 

個人用フォルダ内に新規でフォルダを作成する場合のフォルダ属性を指定し

ます。実行属性は常に付与されます。 
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 詳細設定 

ファイルサーバーに関する詳細な設定を行います。 

  

 Linux ファイルシステムに利用される文字コード 

共有フォルダ内にファイルおよびフォルダを作成する時に適用されるファイル

名の文字コードを指定します。 

 ゲストアカウント 

ファイルサーバーにゲストとしてログインした時に適用されるユーザーアカウ

ント名です。 

 不正パスワードによるログイン処理 

ファイルサーバーへのアクセス時に不正パスワードで認証が失敗した場合

に、どのように取り扱うかを選択します。 

Never ログインを拒否します。 

Bad User ログインを拒否しますが、ログインユーザーが存在し

ない場合はゲストログインとして扱います。 

Bad Password ゲストログインとして扱います。 

 

 NetBIOS 名 

Windowsネットワーク上のマシン識別名を指定します。省略時は、ホスト名が

指定されたものとみなされます。 
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2. 共有フォルダ管理  

「ファイル共有サーバー」－「共有フォルダ管理」をクリックします。 

「共有フォルダの作成」で、テキストボックスに作成する共有フォルダ名を入力

し「追加」ボタンをクリックします。 
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 ［ケース１］ アカウントを持った全てのユーザーのみが読

み書き可能なフォルダ 

「共有フォルダ編集」画面において、以下ように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループアクセス制限を行わない。」を選択

します。 

「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選択します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース２］ 特定グループのみ書き込み可能なフォルダ(他

グループの読み込み可能) 

「共有フォルダ編集」画面において、以下のように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループのみ書き込みを認める。」を選択

し、テキストボックスにそのグループを入力します。また、「上記グループ以外

の読み取りを」で「許可」を選択、「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選択

します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース３］ 特定グループのみ書き込み可能なフォルダ(他

グループの読み込み不可) 

「共有フォルダ編集」画面において、以下ように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループのみ書き込みを認める。」を選択

し、テキストボックスにそのグループを入力します。また、「上記グループ以外

の読み取りを」で「不許可」を選択、「ゲストアクセス制限」項目で「不許可」を選

択します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 
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 ［ケース４］ 全てゲストユーザーとして読み書き可能なフ

ォルダ 

「共有フォルダ編集」画面において、以下のように設定を行います。 

「グループアクセス制限」項目で「グループアクセス制限を行わない。」を選択

します。「ゲストアクセス制限」項目で「全てゲストでアクセス」を選択します。 

その他の設定項目は、任意で行ってください。 

 

全て入力が終わりましたら、「OK」ボタンをクリックして、共有フォルダ管理画

面に戻ります。この時、「ディレクトリ」項目で指定したディレクトリが存在しない

場合はディレクトリを新規作成してよいかどうかが質問されますので、よろしけ

れば、「OK」を選択してください。 

共有フォルダの追加作業を完了し、設定をシステムに反映させるために、「設

定する」ボタンをクリックしてください。 
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3. Windows ドメインメンバー管理  

このマシンが PDCに設定されている場合には、ドメインメンバーとなるマシン

アカウントを登録する必要があります。 

ここでは、ドメインメンバーとなるマシンのマシンアカウントを管理することがで

きます。 

 

 

この設定を行う場合は、あらかじめこのマシンを PDCに設定して

おく必要があります。 

 

 メンバーの追加 

ドメインメンバーマシンの NetBIOS名を入力し、「追加」ボタンをクリックしま

す。 

設定をシステムに反映するために、「設定する」ボタンをクリックします。 

 メンバー一覧 

ドメインメンバーマシンの NetBIOS名の一覧を表示します。 

削除したい場合は、その NetBIOS名の右に表示される「削除」ボタンをクリッ

クします。 
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設定をシステムに反映するために、「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. ドメイン管理者設定  

PDCの管理するWindows ドメインのドメイン管理者の設定を行います。ここ

で設定するドメイン管理者情報は、ドメインメンバーマシン上でWindows ドメ

インに参加する際に必要となります。 

 

この設定を行う場合は、あらかじめこのマシンを PDCに設定して

おく必要があります。 

 

 ド

メイン

管理者

名 

Windows ドメインを管理するドメイン管理者のアカウント名を入力します。 

ここで指定できるユーザー名は、以下の制限があります。 

先頭が半角小文字アルファベットで始まること 

半角小文字アルファベット、半角数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)、.(ドッ

ト)で構成されていること 

32文字以内であること 

 パスワード 

ドメイン管理者のパスワードを入力します。 

 

ドメイン管理者名とパスワードは、ドメインメンバーマシンが

Windows ドメインに参加する際に必要となりますので忘れないよ

うに注意してください。 
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1-9. LDAP 
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LDAP 概要  

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)は、主にネットワークを利用

するユーザーのアカウント情報やメールアドレスなど、環境に関する情報を管

理・検索するのに用いられるサービスです。 

LDAPにアカウント情報(LDAPアカウント)を登録し、この情報で認証を行え

ば、同一ユーザーが複数のコンピューターを使用するような場合でもそれぞれ

のコンピューターにアカウントを登録する必要がなく、パスワードの管理も１つ

で済むため、アカウント管理が非常に容易になります。 

HDE Contollerでは、LDAPアカウントによる認証(LDAP認証)の許可や

LDAPアカウントの登録が管理画面から容易に行えます。 

 

 LDAP 通信の暗号化 

LDAPサーバーとクライアントとの通信は、通常 389ポートを使用して行われ

ます。LDAPの通信内容には、アカウント情報など重要な情報が含まれる場

合があるので、通信内容を暗号化し盗聴を防止することも可能です。通信内

容の暗号化は、暗号化専用ポート(ldaps:636)を使用する SSLと、クライアン

ト側の暗号化サポート状況を確認して暗号化の可否を決定し暗号化するもの

もしないものも通常ポート(ldap:389)を使用する STARTTLSが選択できま

す。 

 

 LDAP 認証が可能な主なサービス 

LDAP認証が可能な主なサービスは次のようなものです。 

 HDE Controllerの管理画面 

 login 

 telnet 

 ssh 

 ftp (vsftpd) 

 pop3 

 imap (dovecot)  

 smtp auth (postfix)  

 smb 
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CD-ROMなどディストリビューションメディアに含まれるパッケー

ジの不具合で LDAP認証が行えないなどの問題が発生する場合

があります。LDAP認証を行う前に、必ずディストリビューターが提

供する最新パッケージにアップデートしてください。 

 

 LDAP 認証を行うために必要な作業 

LDAP認証を行う場合の大まかな作業は次のようになります。 

 (1) LDAP サーバーの構築／設定 

HDE Contollerが想定する環境に設定された LDAPサーバーが必要です。 

存在しない場合は、ディストリビューションメディア(CD-ROM等)から

OpenLDAPのサーバーパッケージを LDAPサーバーを構築するコンピュータ

ーにインストールします。OpenLDAPサーバーをインストールしたコンピュー

ター上の管理画面で「LDAP」－「サーバー基本設定」および「データベース作

成」を選択し、OpenLDAPサーバーの設定を行います。 

詳細は、この後の「サーバー基本設定」、及び、「データベース作成」の項を参

照ください。 

 (2) LDAP 認証の許可 

HDE Contollerが想定する環境に設定された LDAPサーバーが準備できた

ら、LDAP認証を許可するコンピューター上の管理画面を表示します。管理画

面で「LDAP」－「クライアント基本設定」を選択し、準備しておいた LDAPサー

バー名や接続する LDAPデータベースの「ベース DN」などを設定します。 

この作業は、LDAP認証を許可する HDE Controller がインストールされたマ

シン上の管理画面で行う必要があります。 

詳細は、この後の「クライアント基本設定」の項を参照ください。 

 (3) LDAP アカウントの登録 

LDAP認証を許可したコンピューター上の管理画面で「LDAPアカウント管理」

－「ユーザー追加」を選択し、LDAPアカウントを登録します。 

この作業は、LDAP認証を許可したどのコンピューター上の管理画面からでも

できます。 

詳細は、「5-17 LDAPアカウント」の節を参照ください。 
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 LDAP アカウントとローカルアカウントとの差異 

LDAPサーバーに登録したユーザー(LDAPアカウント)は、各コンピューター

に登録したユーザー(ローカルアカウント)と比べ、以下のような制限や差異が

あります。 

 LDAPアカウントは、LDAPサーバーが稼動していない場合や通信でき

ない場合は認証できません。 

 LDAPアカウントは、ftpの使用を不許可にすることができません。 

 LDAPアカウントは、APOPを使用できません。 

 LDAPアカウントは、ホームディレクトリが存在しない場合があります。 

 

 

LDAPアカウント登録作業を行ったコンピューター上には、LDAP

アカウント登録時にホームディレクトリが作成されます。しかし、そ

の他の LDAPクライアントのコンピューター上には、ホームディレ

クトリは作成されませんが、そのコンピューターの SSHサービス

を利用した時点でホームディレクトリを自動作成することもできま

す（このコンピューターにも HDE Controller X / 6.x / 5.x 

Professional/LG Edition がインストールされている必要がありま

す。) 

 

 ホームディレクトリの自動作成 

LDAPクライアントコンピュータ上の管理画面で「LDAP」－「クライアント基本

設定」の「自動ホームディレクトリ作成」をチェックしておくと、ユーザーが SSH

や Telnetでログインした時点、あるいは、LDAPクライアントコンピュータ上の

管理画面にログインした時点でホームディレクトリが存在しなければホームデ

ィレクトリを自動的に作成します。 

 

 ホームディレクトリの共用 

自動マウントの知識がありご自身で問題解決が行える方に限定されますが、

どの LDAPクライアントコンピュータを利用した場合でも、LDAPアカウントが

同じホームディレクトリを使用したいというような運用も可能です。 

各 LDAPクライアントコンピュータ上の管理画面で「LDAPアカウント管理」－

「ユーザーテンプレート」の「ホームディレクトリのプレフィックス」をローカルア

カウントのホームディレクトリとは別のファイルシステムに設定し、このファイル

システムを LDAPアカウントが使用する全てのコンピューターで自動マウント

するように設定しておく必要があります。 
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自動マウントの設定についてのお問い合わせはサポート外となり

ますので、自動マウントの知識が十分にありご自身で問題解決が

行える方以外はこの方法は絶対にご使用にならないでください。 

 

 HDE Contoller が想定する LDAP サーバー環境 

HDE Controllerが想定する LDAPサーバー環境を示します。既存の LDAP

サーバーから移行する場合などの参考にしてください。 

なお、使用するオブジェクトツリー構造、および、LDIFについては、初期状態

の OpenLDAPサーバーに管理画面で「LDAP」－「クライアント基本設定」か

らベース DN「example.com」を作成し、アカウントの追加などを行った場合を

例にしたものです。 

 

 (1)使用するスキーマファイル 

/etc/openldap/schema/core.schema 

/etc/openldap/schema/cosine.schema 

/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 

/etc/openldap/schema/nis.schema 

/etc/openldap/schema/samba.schema  

 

 

 (2)使用するオブジェクトツリー構造 

ベース DN:  dc=example,dc=com 

ユーザー情報:  ou=Users,dc=example,dc=com 

グループ情報:  ou=Groups,dc=example,dc=com 

コンピューター情報: ou=Computers,dc=example,dc=com 
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 (3) LDIF 

# example.com 

dn: dc=example,dc=com 

objectClass: dcObject 

objectClass: organization 

dc: example 

o: example 

 

# Users, example.com 

dn: ou=Users,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: Users 

 

# Groups, example.com 

dn: ou=Groups,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: Groups 

 

# Computers, example.com 

dn: ou=Computers,dc=example,dc=com 

objectClass: organizationalUnit 

ou: Computers 

 

# foo, Groups, example.com 

dn: cn=foo,ou=Groups,dc=example,dc=com 

objectClass: posixGroup 

objectClass: sambaGroupMapping 

cn: foo 

gidNumber: 10001 

sambaSID: S-1-5-21-3330201069-3057011054-2046070042-21003 

sambaGroupType: 2 

displayName: foo 

 

# foo, Users, example.com 

dn: uid=foo,ou=Users,dc=example,dc=com 

objectClass: top 

objectClass: inetOrgPerson 

objectClass: posixAccount 

objectClass: shadowAccount 

objectClass: sambaSamAccount 

cn: foo 

sn: foo 

uid: foo 

uidNumber: 10001 

gidNumber: 10001 
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homeDirectory: /home/foo 

loginShell: /bin/bash 

shadowLastChange: 12971 

shadowMin: 0 

shadowMax: 99999 

shadowWarning: 7 

sambaLogoffTime: 2147483647 

sambaKickoffTime: 2147483647 

sambaPwdMustChange: 2147483647 

displayName: foo 

sambaAcctFlags: [U          ] 

sambaSID: S-1-5-21-3330201069-3057011054-2046070042-21002 

sambaPrimaryGroupSID: S-1-5-21-3330201069-3057011054-

2046070042-21003 

sambaHomeDrive: C: 

sambaLogonScript: foo.cmd 

sambaProfilePath: \\_PDCNAME_\profiles\foo 

sambaHomePath: \\_PDCNAME_\homes 

sambaPwdCanChange: 1120715335 

sambaLMPassword: A108796B6ACB1E3A25AD3B83FA6627C7 

sambaNTPassword: 7CCBE21EA6FF186378FAFB095F5DFAD8 

sambaPasswordHistory: 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 00000000 

sambaPwdLastSet: 1120715335 
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1. クライアント基本設定  

ユーザー、グループ情報を LDAPで管理したり、LDAP上で管理されている

ユーザー・グループ情報を参照するために必要な設定を行います。 

「メインメニュー」－「LDAP」－「クライアント基本設定」を選択します。 

 LDAP 認証 

SSH、telnet等によるこのサーバーへのアクセス時の認証に LDAP上のユー

ザーアカウント情報を利用するかどうかを指定します。 

 LDAP サーバー名 

参照する LDAPサーバーを FQDNまたは IPアドレスで指定します。 

 ポート番号 

LDAPサーバーのポート番号を指定します。通常は、389番ポートが使用され

ます。 
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 ベース DN 検索 

「LDAPサーバー」、「ポート番号」、「SSL/TLS利用」を指定した後に、「検索」

ボタンをクリックすることで、指定した LDAPサーバー上で管理されているベ

ース DNを検索し、検索されたベース DNが表示されます。 

表示されたベース DNの左に表示されるボタンをクリックすることで、「ベース

DN」のテキストボックスに入力補完することができます。ベース DNが見つか

らなかった場合は、以下の理由が考えられます。 

 LDAPサーバーの指定に誤りがある 

 LDAPサーバーのポート番号の指定に誤りがある 

 SSL/TLSの指定に誤りがある 

 LDAPサーバーが起動していない 

 LDAPサーバーにベース DNが設定されていない 

この場合、LDAP認証が有効にならない場合がありますので、再度 LDAPサ

ーバーの設定等を見直してください。 

 ベース DN 

LDAPサーバー上で管理されているベース DNを指定します。 

前項目の「ベース DN検索」を利用することで、入力補完することができます。 

 ルート DN 

ベース DNを管理する LDAP管理 DNを指定します。 

LDAPサーバーに OpenLDAPを使用している場合は、LDAPサーバー設定

ファイル(slapd.conf)の rootdnで指定したものを入力してください。正しい設

定を行わないと、この LDAPクライアントからアカウント情報の編集ができなく

なります。 

 パスワード 

ルート DNに対するパスワードを指定します。 

 パスワード(再入力) 

前項目「パスワード」の再入力をします。 

 自動ホームディレクトリ作成 

SSH、telnet等の PAM認証を利用したログインを行った際に、ユーザーのホ

ームディレクトリが存在しない場合に自動的にホームディレクトリを作成するか

どうかを選択します。 
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 Samba アカウントの LDAP 管理 

このサーバーを Sambaサーバーにする場合は、Sambaのユーザーアカウ

ント情報を LDAPで管理することができます。 

Sambaのユーザーアカウントを LDAP上で管理したい場合は選択してくださ

い。 

この項目は、sambaがインストールされていないときには、表示されません。 

 Samba システム SID 検索 

Sambaアカウントを LDAPで管理するためは SambaSIDの指定が必要とな

ります。 

既に LDAPデータベースで SambaSIDが登録されている場合は、「検索」ボ

タンをクリックすると既存 SambaSIDが表示されます。表示された

SambaSIDの左のボタンをクリックするとその値が「Sambaシステム SID」の

項目に補完入力されます。 

検索結果が表示されない場合は、SambaSIDがまだ登録されていませんの

で、初期表示されたものをそのまま設定してください。この項目は、sambaが

インストールされていないときは表示されません。 

 Samba システム SID 

Sambaアカウントを LDAPで管理するために必要な SambaSIDを入力しま

す。 

「Sambaシステム SID」の検索により LDAPに既に登録されている

SambaSIDを入力補完することができます。 

この項目は、sambaがインストールされていないときは表示されません。 

 

「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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2. サーバー基本設定  

OpenLDAPサーバーでユーザー・グループ情報などを管理するために必要

な設定を行います。 

「メインメニュー」－「LDAP」－「サーバー基本設定」を選択します。 

 スキーマ設定 

OpenLDAPサーバーが読み込むスキーマファイルの設定を行います。 

既に登録済みのスキーマファイルがスキーマファイル一覧に表示されます。 

新たなスキーマファイルを追加する場合は、スキーマ追加ファイルの「ファイル

名」を入力し、「追加」ボタンをクリックします。「選択」ボタンをクリックしてファイ

ル選択画面から選択することもできます。 
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「削除」ボタンのあるスキーマファイルは設定から削除できます。「削除」ボタン

のないスキーマファイルは、HDE Controllerが必要とするスキーマファイルな

ので削除できません。 

「設定する」ボタンをクリックして変更内容を反映します。 
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 SSL/TLS 設定 

OpenLDAPサーバーの通信内容を SSLや TLSで保護する場合に使用する

サーバー証明書ファイルなどの設定を行います。OpenLDAPサーバーの通

信内容を SSLや TLSで保護する必要がなければ設定する必要はありませ

ん。 

「CA証明書ファイル」には、信頼する CAの証明書を含んだ PEMフォーマッ

トのファイルを指定します。 

「サーバー証明書ファイル」には、サーバー証明書を含んだファイルを指定し

ます。 

「秘密鍵ファイル」には、サーバー証明書に対応する秘密鍵を含んだファイル

を指定します。 

これらのファイルは「選択」ボタンをクリックしてファイル選択画面から選択する

こともできます。 

「設定する」ボタンをクリックして変更内容を反映します。 
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3. データベース作成  

OpenLDAPサーバーでユーザー、グループ情報などを管理するために必要

なデータベースの作成を行います。 

「メインメニュー」－「LDAP」－「データベース作成」を選択します。 

既に作成済みのデータベースがデータベース一覧に表示されます。 

「削除」ボタンで不要なものを削除したり、「編集」ボタンをクリックして設定内容

を変更することもできます。 

新たなデータベースを追加する場合は、データベース追加の「ベース DN」を

入力し、「追加」ボタンをクリックします。データベース基本設定画面が表示さ

れます。 

「設定する」ボタンをクリックして変更内容を反映します。 
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 データベース基本設定 

OpenLDAPサーバーがデータを保持するために必要な設定を行います。 

 ル

ート
DN 

このベース DNを管理する LDAP管理

DN(例:cn=Manager,dc=example,dc=com)を指定します。 

 パスワード 

「ルート DN」に付与するパスワードを指定します。ここで指定したパスワード

はでこのデータベースを管理する際に必要となりますので忘れないようにして

ください。 

 ディレクトリ 

このデータベースの内容を保持するディレクトリを指定します。他のデータベ

ースと同じディレクトリは指定できません。 

 

 

指定したディレクトリは、LDAPサーバーが読み書きできる必要が

あります。 

既存のデータベースのディレクトリを変更することはできないので

パーティションの空き容量などを考慮の上、ディレクトリを決定して

ください。 
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設定ファイルに変更内容を反映させるには、「OK」ボタンをクリックし、次に表

示された画面の下にある「設定する」ボタンをクリックします。 

 

 インデックス設定 

OpenLDAPサーバーが保持するデータにインデックスを使用してアクセスで

きるようにする場合に設定します。実際にインデックスを作成するには、この

設定を行った後でインデックス作成を行う必要があります。 

既に登録済みのインデックス作成の属性と条件がインデックス一覧に表示さ

れます。 

「削除」ボタンで不要なものを削除したり、「編集」ボタンをクリックして設定内容

を変更することもできます。 

新たなインデックス作成の属性と条件を追加する場合は、インデックス追加の

「属性」と「条件」を入力し、「追加」ボタンをクリックします。インデックス一覧に

追加されます。 

 

 属性 

インデックスを作成する LDAPデータベースの属性を指定します。 

 条件 

インデックスを作成する条件を選択します。 
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設定ファイルに変更内容を反映させるには、「OK」ボタンをクリックし、次に表

示された画面の下にある「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. インデックス作成  

OpenLDAPサーバーが保持するデータにインデックスを使用してアクセスで

きるようにインデックス設定で指定したインデックスを作成する場合に実行しま

す。 

既存のデータベースのベース DNが表示されるので、インデックスを作成する

ベース DNを選択し「実行」ボタンをクリックします。 

 

 

インデックスを作成している間は LDAPサーバーを停止する必要

があるので、「サーバーステータス」－「サービス稼動状況」から

LDAPサーバーを停止した後、インデックス作成を実行してくださ

い。 

LDAPサーバーが停止中、LDAPアカウントは認証できないため

一切のサービスを受けることができないのでご注意ください。 
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5. バックアップ／リストア  

 バックアップ 

OpenLDAPサーバーが保持するデータベースのエントリを LDIF形式のファ

イルでバックアップします。OpenLDAPサーバーと同じコンピューター上か、

管理画面を表示しているコンピューター上にバックアップできます。 

既存のデータベースのベース DNが表示されるのでバックアップするベース

DNを選択します。 

バックアップを OpenLDAPサーバーと同じコンピューター上(サーバー内)のフ

ァイルに保存する場合は、「ファイル名」を指定し、ファイル名指定の「実行」ボ

タンをクリックします。ファイルは「選択」ボタンをクリックしてファイル選択画面

から選択することもできます。 

バックアップを管理画面を表示しているコンピューター上(クライアント内)にダ

ウンロードする場合は、ダウンロードの「実行」ボタンをクリックします。 
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バックアップ / リストアを行う間は LDAPサーバーを停止する必要

があるので、「サーバーステータス」 - 「サービス稼働状況」から

LDAPサーバーを停止した後、バックアップ / リストアを実行してく

ださい。 

LDAPサーバーが停止中、LDAPアカウントは認証できないため

一切のサービスを受けることが出来ないのでご注意ください。 

 

 リストア 

OpenLDAPサーバーが保持するデータベースのエントリをバックアップした

LDIF形式のファイルからエントリをリストアします。OpenLDAPサーバーと同

じコンピューター上(サーバー内)か、管理画面を表示しているコンピューター

上(クライアント内)にあるバックアップファイルからリストアできます。 

既存のデータベースのベース DNが表示されるのでリストア先のベース DN

を選択します。 
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OpenLDAPサーバーと同じコンピューター上のバックアップファイルからリスト

アする場合は、「ファイル名」を指定し、ファイル名指定の「実行」ボタンをクリッ

クします。ファイルは「選択」ボタンをクリックしてファイル選択画面から選択す

ることもできます。 

管理画面を表示しているコンピューター上のバックアップファイルからリストア

する場合は、アップロードファイル名を指定し、アップロードの「実行」ボタンを

クリックします。 

 

 

 

バックアップ / リストアを行う間は LDAPサーバーを停止する必要

があるので、「サーバーステータス」 - 「サービス稼働状況」から

LDAPサーバーを停止した後、バックアップ / リストアを実行してく

ださい。 

LDAPサーバーが停止中、LDAPアカウントは認証できないため

一切のサービスを受けることが出来ないのでご注意ください。 
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1-10. DHCP サーバー 
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1. 基本設定 

DHCPサーバーは、ネットワーク上にあるコンピューターに対して IPアドレス

などのネットワークに関する情報を配布する機能を持っています。このサービ

スを使用することで各コンピューターに一台一台 IPアドレスなどを指定する必

要がなくなります。 

HDE Controllerの DHCPサーバー設定では、｢メインメニュー」-｢DHCPサー

バー｣を選択します。 

 

ここでは、DHCPを用いて配布する IPアドレスの範囲を指定します。 

｢基本設定｣ボタンを選択します。 

DHCPサービスを提供するネットワークアドレスを選択します。「進む」ボタン

をクリックします。 

DHCPを用いて配布する IPアドレスの範囲を指定します。 

｢開始 IPアドレス｣｢終了 IPアドレス｣を入力し、｢設定する｣ボタンをクリックし

ます。 
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2. 詳細設定 

この設定を利用すると、DHCPによる IPの貸し出し時間等、詳細な設定を行

うことができます。 

｢詳細設定｣ボタンをクリックします。 

DHCPサーバーの詳細設定画面が表示されます。 

 ネットワークカード 

DHCPサーバーとして利用するネットワークカードを選択します。 

 デフォルト貸し出し期間 

IPアドレスを貸し出す時間を指定します。（単位:秒） 

 最大貸し出し時間 

貸し出しの最大時間を指定します。（単位:秒） 

 ドメイン名 

DHCPクライアントに送信するドメイン名を指定します。 
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 ネームサーバーの IP アドレス（マスター） 

マスターネームサーバーの IPアドレスを指定してください。DHCPサーバー

はクライアントに対し、このネームサーバー情報を送信します。 

 ネームサーバーの IP アドレス（スレーブ） 

スレーブネームサーバーの IPアドレスを指定してくだい。DHCPサーバーは

クライアントに対し、このネームサーバー情報を送信します。この項目は省略

可能です。 

 WINS サーバーの IP アドレス 

WINSサーバーの IPアドレスを指定してください。DHCPサーバーはクライア

ントに対し、このWINSサーバー情報を送信します。この項目は省略可能で

す。 

 デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイの IPアドレスを指定します。 

 貸し出し開始 IP アドレス 

DHCPクライアントに対して貸し出す IPアドレスの開始アドレスを入力してく

ださい。 

 貸し出し終了 IP アドレス 

DHCPクライアントに対して貸し出す IPアドレスの終了アドレスを入力してく

ださい。 

必要な項目を入力後、｢設定する｣ボタンをクリックします。 

 

 

WINSサーバー 

Windowsネットワーク環境において、Net BIOS名（ホスト名やユ

ーザー名など）を IPアドレスとマッピング（対応）させるためのサ

ービス。 
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DHCPクライアントの設定（Windowsクライアント） 

TCP/IPのプロパティで、「IPアドレスを自動的に取得する」に変

更します。 

 

確認方法 正しい IPアドレスが取得できているか。 

DOSプロンプトで、IPCONFIG（Windows XP、Windows Vista、

Windows 7の場合）コマンドを実行してください。 

 

Windows98では、｢スタート｣メニューの｢プログラム｣の中の

｢DOSプロンプト｣を選択します。 

 

Windows Meでは、｢スタート｣メニューの｢プログラム－アクセサ

リ｣の中の｢MS-DOSプロンプト｣を選択します。 
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3. 固定 IP アドレスの割り当て  

特定の DHCPクライアントに固定 IPアドレスを割り当てます。 

 ク

ライア

ント名 

クライアントを識別する名称を入力します。入力可能な文字は英数半角文字

です。 

 MAC アドレス 

ネットワークカードに対してユニークに割り当てられた物理アドレスを入力しま

す。（例） AA:BB:33:44:55:66 

 固定 IP アドレス 

MACアドレスを指定したクライアントに割り振る IPアドレスを入力してくださ

い。 

必要な項目を入力後、「設定する」ボタンをクリックします。 
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1-11. MySQL 管理 
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1. 基本設定 

MySQL(MarirDB)は、オープンソースの RDBMS(Relational Database 

Management System)です。 

HDE Controllerの MySQL(MariaDB)管理では、MySQL(MariaDB)のユー

ザー管理やデータベースの管理、データベースのバックアップやリストアを行

うことができます。 

ここでは、データベース管理用アカウントの設定を行います。 

管理を行う権限を持ったユーザーのユーザー名、パスワードを入力してくださ

い。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 

 

 

管理を行うには、グローバル権限に SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, GRANT, RELOADの

権限、もしくは、ALL PRIVILEGES権限が必要になります。 
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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、編集、削除を行います。 

 

 

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。 

ユーザーを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 
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ユーザー名、ホスト名、DB接続時のパスワードを指定します。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。 

 

ユーザーの編集を行う場合は、ユーザー一覧画面で「編集」ボタンをクリックし

ます。 

編集画面では、DB接続時のパスワードを変更することができます。 

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、変更を行ってください。 

ユーザーを削除する場合は、ユーザー一覧画面で「削除」ボタンをクリックしま

す。 

最後に「設定する」ボタンをクリックします。 
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3. データベース管理  

ここでは、データベースの新規追加と削除を行います。 

 

データベースの新規追加をする場合は、「追加」ボタンをクリックします。 

作成するデータベースの名前を指定し、「OK」ボタンをクリックし、次に表示さ

れた画面の「設定」ボタンをクリックします。 

既に登録されているデータベースを作成することはできません。 

データベースを削除する場合は、「データベース一覧」より削除したいデータベ

ースの「削除」ボタンをクリックし、「設定する」ボタンをクリックします。 
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4. 権限管理 

データベースの利用権限をユーザー毎に設定することができます。 

データベースに対する利用権限を追加したい場合は、追加したい「ユーザー

名」と「データベース名」を選択して、「追加」ボタンをクリックすると、「権限設

定」画面に移動します。 

 

権限を削除したい場合は「削除」ボタンをクリックします。 

 

 

ここでは mysqlデータベースの dbテーブルの操作を行っていま

す。 

権限を変更したい場合は、変更したいユーザーの「編集」ボタンをクリックし、

次に表示される「権限設定」画面で編集を行ってください。 

 

 

ここでは mysqlデータベースの userテーブルの操作を行ってい

ます。 
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 権限設定 

データベースに対する INSERT、DELETE等の使用権限をユーザー毎に設

定することができます。 

追加したい「ユーザー名」と「データベース名」を選択して、「追加」ボタンをクリ

ックし、「権限設定」画面に移動します。 

付与したい権限を SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、

DROP、REFERENCES、INDEX、ALTER から選択した後「OK」ボタンをクリ

ックし、一覧画面下の「設定する」ボタンを 

クリックして設定を反映させます。 

 

 



1-11. MySQL(MariaDB)管理       167 

5. バックアップ 

データベースのバックアップを行います。 

データベースの一覧から、バックアップの対象となるデータベースと、抽出した

データの保存先のディレクトリ名とファイル名を指定してください。 

ディレクトリ名は、「ディレクトリ選択」ボタンを押すことでファイルセレクタを利

用して選択することができます。 

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

MySQLバージョンでリストアを行ってください。 
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6. リストア 

データベースのリストアを行います。 

ここでいうリストアとは、新規に作成したデータベースにバックアップデータを

挿入することを指します。新規に作成するデータベースの名称をデータベース

名に、バックアップ画面で作成したバックアップデータの場所をバックアップフ

ァイル名に指定してください。 

データベース名には、すでに存在するデータベースを指定することはできませ

ん。 

 

 

バックアップ時の MySQLと同一のバージョンでリストアを行ってく

ださい。 
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1-12. PostgreSQL 管理 
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1. 基本設定 

PostgreSQLは、オープンソースのデータベースで、SQL92/SQL99 やその

他の最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。 
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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。 

ユーザーを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 
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ユーザー名、DB接続時のパスワード、DB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。 

 

ユーザーの編集を行う場合には、ユーザー情報画面で「編集」ボタンをクリッ

クします。 
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編集画面では、DB接続時のパスワード、DB作成権限、ユーザー作成権限

の有無を変更することができます。 

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、変更を行ってください。 

 

ユーザーを削除する場合は、ユーザー情報画面で「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。 

 

データベースを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 

データベース名を入力し、所有者を選択し、「OK」ボタンをクリックします。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。 
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データベースの編集を行う場合は、データベース情報画面で「編集」ボタンを

クリックします。 

編集においても、新規追加の内容と同様に設定を行います。 

データベースを削除する場合は、データベース情報画面で「削除」ボタンをクリ

ックします。 

 

最後に「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。 
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 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います。 

 

 

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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1-13. Proxy サーバー 
 

 



1-13. Proxyサーバー       181 

プロキシサーバー概要  

プロキシサーバーは、頻繁にアクセスされるWebページの内容をキャッシュ

することで、ネットワークトラフィックを削減し、エンドユーザーに対するレスポ

ンスの高速化を行います。 

Internet Explorerなどのブラウザでもデータをキャッシュしますが、それを利

用できるのは基本的に本人だけです。プロキシサーバーを利用すると、ネット

ワークの中で同じサイトへのアクセスが複数あった場合、プロキシサーバーが

外部のサイトのデータをキャッシュするので、wwwまで何度もアクセスするこ

と なく、キャッシュした情報を高速に表示してくれます。また、これによりネット

ワーク外部への無駄なアクセスが減少し、トラフィックの軽減につながります。 

 

HDE Controllerでは、プロキシサーバーを下記の 3つのいずれかのプロキ

シとして構築することができます。 

 通常のプロキシサーバー 

クライアントのブラウザで、プロキシの設定をすると使用できるプロキシサーバ

ーの構築 

 透過プロキシサーバー 

クライアントのブラウザ設定の変更などが不要で、全てのWeb閲覧が、ユー

ザーが意識しなくてもプロキシ経由となるプロキシサーバーの構築 

 透過プロキシの構築 

透過プロキシとしてプロキシサーバーを構築し、ファイアウォールに使用する

と、ファイアウォール内のクライアントマシンがプロキシサーバーの存在を意識

すること無く、インターネットにアクセスすることができるようになります。 

 

 

ポートフォワード機能と、透過プロキシの設定を組み合わせて実

現しています。 

そのために、プロキシサーバーがファイアウォールでない場合で

も、ファイアウォールで適切にポートフォワードを設定することによ

って、透過プロキシを構築することができます。 

ファイアウォール(対象としたいクライアントのパケットが通過する

マシンやルーター)の外部ホストの 80番ポートへのアクセス(外部

のWebサーバーへのアクセス)を、プロキシサーバーのプロキシ

のポートへポートフォワードを行ってください。 

 



182       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

まずは、通常のプロキシとして全て設定してください。通常のプロキシの構築

ができていないと透過プロキシに設定しても正常には動作しません。 

 

通常のプロキシとして動作する状態になったら、「ファイアウォール設定」をクリ

ックして、「透過プロキシとして使用する」にチェックを入れます。 

そして、「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了させます。 

 

 

ファイアウォールとプロキシが同じマシン上にない場合には、ポー

トフォワードの設定を行います。 

 

 httpd アクセラレーター 

通常のプロキシサーバーとは逆で、内部に設置してあるWebサーバーをキャ

ッシュして、外部からの問い合わせに対して、Webサーバーの代わりにプロ

キシサーバーが応答を返すプロキシサーバーの構築 

 httpd アクセラレーターの構築 

通常のプロキシサーバーとは逆で、内部に設置してあるWebサーバーをキャ

ッシュして、外部からの問い合わせに対して、Webサーバーの代わりにプロ

キシサーバーが応答を返す httpdアクセラレーターを構築する例を説明しま

す。 

まず、クライアントがアクセスしてくる www.example.comの 80番ポートに、

この httpdアクセラレーターを構築します。実際のコンテンツは

www.example.comの 81番ポートで動作しているWebサーバー上にあると

いう仮定とします。 

例と同じように動作させる場合には、「Webサーバー設定」にて、Webサーバ

ーの動作するポート番号を 81にしておく必要があります。 

この場合には、まず、「基本設定」でプロキシサーバーの「ポート番号」に 80と

入力します。外部ネットワークからのアクセスを拒否したい場合、「アクセス制

御」のリストには内部ネットワークのアドレスのみを入力します。 

 

次に「ファイアウォール設定」をクリックします。 

ここで、「httpdアクセラレーターにする」にチェックを入れます。そしてホストに

は、実際のコンテンツが置いてある www.example.com と入力し、「wwwポ

ート番号」には、81 と入力します。 

「設定する」ボタンをクリックして設定を完了させます。 
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あとは、実際にブラウザで http://www.example.com:81/ と 

http://www.example.com/ にアクセスをしてみて、同じコンテンツが表示され

れば、正常に設定が完了しています。 

上記の例では、わかりやすいように、同じサーバー上の例を出しましたが、同

一のホストでなくても動作します。ファイアウォール上で httpdアクセラレータ

ーを動作させて、実際のWebサーバーは、ファイアウォール内の安全な場所

に設置するというような使用方法も可能です。 

その場合には、ホストにファイアウォール内のマシンを記述し、ポート番号に

はWebサーバーの動作しているポート番号を指定します。 

 

また、プロキシサーバーとして使用する場合には、Webフィルタリング機能も

使用することができます。フィルタリングの方法としては、プロキシサーバーと

組み合わせて使用する、ブラックリスト方式のWebフィルタリングです。 
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1. 基本設定 

 基本設定 

基本設定を行います。「基本設定」をクリックして設定を確認します。 

 ポ

ート番

号 

プロキシサーバーにアクセスするためのポート番号を指定してください。 

アクセラレーターとして設定する場合は通常 80と設定し、同じサーバーへマ

シン上でWebサーバーを運用している場合は、Webサーバーのポート番号

を 80以外に設定します。 

 キャッシュ保存ディレクトリ 

キャッシュ保存ディレクトリには、キャッシュを格納するディレクトリを指定しま

す。指定した容量が十分とれるディレクトリを指定してください。 

 キャッシュ容量 

キャッシュ容量を指定します。こちらも指定した容量分の十分な空き容量があ

ることを確認してください。 
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 アクセス制御設定 

次に、「アクセス制御設定」をクリックします。 

アクセス制御では、プロキシの使用を許可する IPやドメイン名などを「許可サ

イト」欄に入力します。使用できる形式は、下記の表をご覧ください。複数の

FQDNや IPアドレスを入力するときには、スペースで区切るか、一行に一つ

ずつ入力してください。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了させます。 

 

 

アクセス制御は必ず設定してください。外部からも使用可能にして

おくと、全く関係の無い第三者がプロキシサーバーを使用して、ネ

ットワーク帯域を使い切ってしまうことがあります。また、不正アク

セスの踏み台などに使用される可能性もありますので、ご注意く

ださい。 
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2. ファイアウォール設定  

 

ここでは、構成するファイアウォールのタイプを選択します。この場合には、

「通常のプロキシとして利用」を選択します。 

「設定する」ボタンをクリックして、設定を完了させます。 

ここまで完了したら、Internet Explorerや FirefoxなどのWebブラウザにプロ

キシが動作しているマシン名もしくは、IPアドレスと、基本設定で設定したポー

ト番号を指定することによって、プロキシサーバーが使用できます。 

プロキシサーバーの設定を行っても、ページが表示されない場合には、サー

バーステータスの「サービスの稼働状況」メニューで「プロキシ（squid）」が動

作しているかを確認してください。 
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3. Web フィルタ管理  

HDE Controllerでは、squidGuardを使用したブラックリスト方式でのWebフ

ィルタリングが使用できます。ブラックリスト以外にも、マイカテゴリを作成し

て、フィルタリングしたい URLやドメイン名をグループ化して管理することがで

きます。 

 

フィルタリングの設定を行います。「Webフィルタ設定」をクリックします。「カテ

ゴリ設定」の画面が表示されます。 

まず、「Webフィルタリングを有効にする」にチェックを入れます。 

その後、フィルタリングをしたいマイカテゴリと、ブラックリストのジャンルにチェ

ックを入れます。 

 

 

ブラックリストは、ブラックリストアップロードを行うと選択できるよう

になります。 

次に、フィルタリングされたドメインや URLにアクセスした場合に、表示するエ

ラー用のWebページの設定を行います。 
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フィルタリングされた URLにアクセスした場合には、特定の URLへとリダイレ

クトされます。 

そのため、エラー時に表示されるWebページを作成して、その URLを指定

する必要があります。 

「Webフィルタ設定」をクリックし、「リダイレクト設定」をクリックします。 

 

ここに、エラー用Webページの URLを入力します。 

入力後、「設定する」ボタンをクリックし、設定を保存します。 

これで、Webフィルタリング機能が使用可能になります。 
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4. マイカテゴリ管理  

マイカテゴリ内のリストの変更と、カテゴリ自体を削除する方法を説明します。

まず、「マイカテゴリ管理」をクリックします。 

 マ

イカテ

ゴリの

編集 

カテゴリの一覧が表示されますので、編集したいカテゴリ名の「編集」ボタンを

クリックします。リストの編集画面になりますので、追加する場合には、カテゴ

リの作成時と同じようにドメインリストと URLリストを入力します。削除する場

合にはリストから削除してください。 

最終的に、リスト内に表示されている内容となります。リストの編集が終わった

ら、「OK」ボタンをクリックして、次に表示される画面の「設定する」ボタンをクリ

ックして、リストを保存します。 

 マイカテゴリの削除 

カテゴリの一覧が表示されますので、削除したいカテゴリ名の「削除」ボタンを

クリックします。「取消」ボタンに変わったら画面の「設定する」ボタンをクリック

します。マイカテゴリが削除されます。 
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5. マイカテゴリ作成  

フィルタリングしたい URLやドメイン名をグループ化する設定を行います。 

「マイカテゴリ作成」をクリックします。 

新規カテゴリ作成画面が表示されます。カテゴリ名にカテゴリを入力します。カ

テゴリ名には、日本語は使用できません。 

ドメインリストには、ドメイン名、ホスト名もしくは IPアドレスを入力します。ここ

に入力されたドメイン名のサーバーもしくは、IPアドレスのサーバーへのアク

セスは、全てフィルタリングの対象となります。複数のドメインなどを入力する

ときには、1行に 1つずつ入力してください。 

入力する形式については、画面上のヘルプを参照してください。 

URLリストにはフィルタリングしたいサイトの URLを記入します。 

www.example.co.jp/weather と URLリストに入力したときには、 

 www.example.co.jp/auction はアクセス可能 

 www.example.co.jp/weahter/ はアクセス不可能 
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 www.example.co.jp/weather/tokyo もアクセス不可能 

複数の URLを入力するときには、1行に 1つずつ入力してください。 

入力する形式については、画面上のヘルプを参照してください。 

全てを入力し終わったら、「設定する」ボタンをクリックし、設定を完了させま

す。カテゴリは、複数作成することができますので、カテゴリを追加したい場合

には、再度「マイカテゴリ作成」から同様の手順で作成します。 
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6. ブラックリストアップロード  

Webフィルタリング機能で使用する、有害サイトのデータベースを利用する

と、簡単に多くのサイトをフィルタリングすることができます。 

HDE Controllerでは、squidGuardの配布しているブラックリストを使用する

ことが可能です。 

まず、http://www.squidguard.org/ より最新のブラックリストが入手可能です

ので、入手します。操作しているWindowsのクライアントにダウンロードしま

す。ブラックリストは、tar.gz形式のファイルを使用します。 

次に、「ブラックリストアップロード」をクリックします。「参照」ボタンをクリックし

て、先ほどダウンロードしたブラックリストを選択します。 

そして、「アップロード」ボタンを押して、アップロードを完了します。 

 

アップロードが完了しますと、Webフィルター設定で、ブラックリストのジャンル

の設定を選択することができるようになります。 

 

 

 

ブラックリストは定期的に更新されていますので、定期的にサイト

からダウンロードし、HDE Controllerにアップロードを行い更新し

てください。 
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7. 上流プロキシサーバー設定  

上流プロキシサーバーの設定を行います。 

このプロキシサーバーがファイアウォール内にあり、インターネットにアクセス

するために、他のプロキシサーバーを通らなければならない場合には、指定

が必要です。 

「デフォルトの上流プロキシ」と「特定ドメインに対する上流プロキシ」を共に、

設定すると、ドメインリスト以外の要求は、デフォルトの上流プロキシに送られ

ます。 

各上流プロキシサーバー設定を削除したい場合は、「上流プロキシサーバー

名」と「ポート番号」を空欄で指定してください。 

上流プロキシサーバーによっては、ICPを有効にしていると接続できない場合

がありますので、上流プロキシサーバーの使用をご確認の上、「ICP利用」を

選択してください。 
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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、「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、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。 
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「*」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。 

1. 読み込み専用 

2. 「匿名アクセス」 

3. 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 

「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 

「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 

「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「ディレクトリ選択」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 

「マウントオプション」として、以下から選択します。 
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 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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1. ユーザー管理 

サーバーや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。 
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 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最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。 

 

 ユーザーの編集 

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 

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」から選択します。 
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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 

配送されたメールを、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。 

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、この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。 
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「メール本文置換転送」は、メール本文を削除し、指定するコメントと置き換え

る場合に設定します。チェックボックスにチェックを入れて、置き換えるコメント

を入力します。 

 

 

スプールに残さない設定の場合は、元のメールの内容が消えてし

まいます。設定は十分注意して行ってください。 

「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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 メール設定 

メールの認証に APOPを利用する場合は「APOPを使用する」を選択しま

す。APOPに利用するパスワードの設定を行ってください。 

 

 

ログインパスワードは APOPパスワードとして利用できません。 

 

 

APOPには最低 6文字以上のパスワードが必要です。 

 

「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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 ファイル共有設定 

ファイルサーバーを利用して、ユーザーのホームディレクトリをWindowsから

共有をしたい場合は、「Windowsから共有する」にチェックします。 

Sambaにアクセスする際のパスワードを変更する場合は、「Sambaパスワー

ドを変更する」にチェックし、新たなパスワードを「Sambaパスワード」と「再入

力」に入力します。 

入力が終わったら、「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。 

 

 

sambaを LDAP認証にしている場合は、この機能は使えません。 
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 ユーザーの詳細設定 

FTPの利用、アカウントの有効期限、ホーム領域の制限設定を行います。 

ユーザーのホーム領域制限を設定する場合は、「警告容量」と「最大容量」に

制限値を入力します。制限を設定しない場合は、「警告容量」と「最大容量」の

制限値を空にします。 

 

 

ホーム領域制限設定を行いたい場合は「ディスク容量制限」であ

らかじめ/homeに対して、quotaを有効にしておく必要がありま

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。 

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。 

 

入力が終わったら、「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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 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(「取消」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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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勧めします。 

 

 ユーザー追加 

新規にユーザーを追加します。例として user1というユーザーを追加します。 

 

◇ ユーザー名（ログイン名）： user1 

ユーザー名（ログイン名）に利用できる文字数は 32文字、半角英数字、「.」

（ピリオド）「-」（ハイフン）「_」（アンダースコア） が利用できます。また、最初の

文字は必ずアルファベットの小文字である必要があります。 

◇ パスワード： ******** 

ここで入力したパスワードは、HDE Controllerへのログインやメールパスワー

ド等に利用されます。 
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◇ グループ： ログイン名と同じにする 

追加したいユーザーが属するグループを選択します。特に指定がない場合

は、「ログイン名と同じにする」を選択します。 

◇ 追加情報（本名など）： HDE user1 

使用するシェル： /bin/bash 

特に変更する必要がなければ、そのまま「/bin/bash」で問題ありません。 

 

入力が終わったら、「進む」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 

メールサーバー以外を利用させたくない場合は、「その他」にチェックをして

「/bin/false」と設定することもできます。 

 

 メールの転送に関する設定 

配送されたメールを、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、この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。 

 

「メール本文置換転送」は、メール本文を削除し、指定するコメントと置き換え

る場合に設定します。チェックボックスにチェックを入れて、置き換えるコメント

を入力します。 

 

 

スプールに残さない設定の場合は、元のメールの内容が消えてし

まいます。設定は十分注意して行ってください。 

 

「進む」ボタンをクリックします。 
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 メールパスワード設定 

メールの認証に APOPを利用する場合は「APOPを使用する」を選択しま

す。APOPに利用するパスワードの設定を行ってください。 

 

 

ログインパスワードは APOPパスワードとして利用できません。 

 

 

APOPには最低 6文字以上のパスワードが必要です。 

「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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 ファイル共有設定 

ファイルサーバーを利用して、ユーザーのホームディレクトリをWindowsから

共有をしたい場合は、「Windowsから共有する」にチェックをします。 

Sambaにアクセスする際のパスワードを変更する場合は「Sambaパスワード

を変更する」にチェックし、新たなパスワードを「Sambaパスワード」と「再入

力」に入力します。 

入力が終ったら「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。 

 

 

sambaを LDAP認証にしている場合は、この機能は使えません。 

 

  

 

 



214       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

 制限項目 

FTPの利用、アカウントの有効期限、ホーム領域の制限設定を行います。 

ユーザーのホーム領域制限を設定する場合は、「警告容量」と「最大容量」に

制限値を入力します。制限を設定しない場合は、「警告容量」と「最大容量」の

制限値を空にします。 

 

 

ホーム領域制限設定を行いたい場合は「ディスク容量制限」であ

らかじめ/homeに対して、quotaを有効にしておく必要がありま

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。 

 

「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. ユーザー一括管理(CSV) 

 ユーザーの一括登録(CSV) 

ユーザーを一括して登録します。 

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。 
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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。 

アップロードするファイルの書式は、1行に 1アカウントを指定し、1行はカン

マ(,)で区切られた最大 15個のカラムから構成されます。各カラムの内容は

以下の通りです。 

 

 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(APOPパスワード) 

8. ファイルサーバーパスワード 

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（無視されます） 

12. ディスク制限容量（kBytes） 

13. iノード制限数 

14. ディスク超過許容量（kBytes） 

15. iノード超過許容数 

 

 

ユーザー名（ログイン名）の最初の文字は必ずアルファベットの小

文字である必要があります。 

 

 

日本語等のマルチバイト文字列を指定すると、一部文字化けが生

じる場合があります。できるだけ半角英数および半角空白など

ASCII文字を指定してください。もしマルチバイト文字を指定する

場合は文字コードを EUCで記載するようにしてください。 

「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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 ユーザーの一括削除(CSV) 

登録されているユーザーを一括して削除します。 

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

ックして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。 
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入力形式は、「CSV一括ユーザー登録」の『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。 

 

 ユーザーリストのダウンロード 

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できま

す。 

「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、ユーザー情報が記録されていますが、平文パスワードは取

得できないため空欄となっています。 

 

 

ダウンロードされたファイルの書式は、「CSV一括ユーザー登録」

の『一括管理の入力形式』をご参照ください。 
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4. グループ管理 

グループの設定を編集、削除します。 

 

 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。 
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 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。 

 

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。 

 

 グループの削除 

既存のグループを削除します。 

グループ一覧画面で、削除したいグループの「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。 

 

 

ユーザーのプライマリーグループになっているグループは削除す

ることが出来ません。(「削除」ボタンが表示されません。) 
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5. グループ追加 

新規にグループを追加します。 

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。 

 

「進む」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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6. ユーザーテンプレート  

「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。 

 

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。 

メールの認証に APOPを利用する場合は、「APOPを利用する」を選択しま

す。 
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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「最大容量」に制限値を入

力します。設定しない場合は、「警告容量」と「最大容量」の制限値を空にしま

す。 

 

 

ホーム領域制限設定を行いたい場合は「ディスク容量制限」であ

らかじめ/homeに対して、quotaを有効にしておく必要がありま

す。 

ホーム作成パーミッションでは、ユーザー追加でホームディレクトリを作成する

際に、ホームディレクトリに付与するパーミッションを設定します。 

 

 

パーミッションの設定を誤ると、ログイン不能やWebサイト閲覧不

可などの問題が生じる可能性がありますので、利用するサービス

の運用形態を十分に考慮の上、変更は慎重に行ってください。 

例えば、ユーザーのWebサイト用ディレクトリを公開したい場合

に、「その他ユーザー」から「読み込み」と「実行」の権限を外してい

ると閲覧が不可になる恐れがあります。 
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1. ユーザー管理 

LDAPサーバー上のデータベースに登録されているユーザーアカウント情報

の変更または削除を行います。 

 ユー

ザー

検索 

登録ユーザーが多数存在する場合は、「ユーザーの頭文字」で検索したいユ

ーザーの頭文字をクリックしたり、「ユーザー検索」のテキストボックスにその

ユーザーのユーザー名を入力し「検索」ボタンをクリックしたりすることで、ユー

ザー一覧表示を絞り込むことができます。 

 

 

 ユーザー編集 

ユーザー情報を変更したい場合は、そのユーザーの「編集」ボタンをクリックす

ると、ユーザー編集画面に移動します。ユーザー編集画面の各項目は、「2.ユ

ーザー追加」を参照してください。 
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 ユーザー削除 

ユーザーを削除したい場合は、そのユーザーの「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、「取消」ボタンをクリックします。 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、ユーザー情報

を LDAPサーバーへ登録します。 

ユーザー削除を行った場合は、そのホームディレクトリも削除するかどうかの

確認メッセージが表示されますので削除する場合は、「OK」を選択します。 

 

 

ユーザー削除でホームディレクトリ削除を行った場合、このマシン

上のホームディレクトリは削除されますが、他の LDAPクライアン

ト上にホームディレクトリがある場合は削除されませんので、その

マシンにログインし手動で削除する必要があります。 

また、メールスプールが残っている場合も同様に削除する必要が

あります。 

ホームディレクトリ等の削除を行わなかった場合、新規ユーザー

の登録で、削除ユーザーの UIDと同じ UIDでユーザーの作成が

行われる場合があります。 

この時、残骸となったファイルを新規ユーザーが読み書き可能に

なったり、システムの不整合が生じたりする恐れがあります。 
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2. ユーザー追加 

LDAPアカウント管理を利用するには、あらかじめ「LDAP」－「クライアント基

本設定」 において LDAPクライアントの設定を有効にしておく必要がありま

す。 

 

LDAPデータベースにユーザーアカウント情報の追加を行います。 

 ユ

ーザー

名(ログ

イン名)    

LDAPデータベースへ追加するユーザーのアカウント名を入力してください。 

ここで指定できるユーザー名は、以下の制限があります。 

 先頭が半角小文字アルファベットで始まること 

 半角小文字アルファベット、半角数字、-(ハイフン)、_(アンダースコ

ア)、.(ドット)で構成されていること 

 32文字以内であること 

 /etc/passwdまたは LDAPデータベースに登録済みのユーザーでない

こと 

 

 パスワード 

ユーザーのログインパスワードを入力してください。 
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このパスワードは、SSH、telnet等のシェルログインだけでなく、POPサーバ

ーを利用する場合は POPパスワードとしても使用されます。また、Sambaフ

ァイルサーバーへのログインを LDAP認証にしている場合は、ファイル共有

パスワードにも使用されます。 

入力したパスワードは、「*」(アスタリスク)で表示されます。 

パスワードの長さは、/etc/login.defsで PASS_MIN_LENが設定されている

場合は、その文字数以上にしなければなりません。設定されていない場合

は、5文字以上となります。 

さらに、パスワードの誤入力を防止するため、再入力が必要となります。 

 追加情報(本名など) 

ユーザーに関する付加的な情報を入力します。この項目は省略可能です。 

日本語などのマルチバイト文字列、「'」(シングルクォーテーション)、「"」(ダブル

クォーテーション)、「:」(コロン)を含む文字列は指定できません。 

 グループ 

ユーザーの属するグループを、ユーザー名と同じ名前のグループ、既に

LDAPデータベースに存在するグループの中から選択します。「ユーザー名と

同じ」を選択した場合で、LDAPデータベースにそのグループが存在しない場

合は自動的にグループを作成します。 

 ログインシェル 

ユーザーのログインシェルを指定します。 

「システムに登録されたシェル」を選択した場合は、右に表示されるセレクトボ

ックスからログインシェルを特定してください。「シェルを利用しない」を選択し

た場合は、SSH、telnetによるログインはできなくなります。「その他のシェル」

を選択した場合は、ログインシェルを入力してください。 

 アカウント有効期限 

ユーザーアカウントの有効期限を指定します。「期限を設定」を選択した場合

は、その有効期限を年月日で指定します。この有効期限を過ぎると、SSH、

telnetによるログインができなくなります。 

 

上記の各項目の設定が終わりましたら「設定する」ボタンをクリックして、ユー

ザー情報を LDAPサーバーへ登録します。 
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ユーザー追加により、このマシン上にはユーザーのホームディレ

クトリが自動作成されますが、他の LDAPクライアント上には作

成されませんので、他の LDAPクライアントへこのユーザーでロ

グインする場合は、あらかじめホームディレクトリを作成する必要

があります。他の LDAPクライアントにも HDE Controller X / 6.x 

/ 5.x Professional/LG Edition がインストールされている場合

は、そのマシン上の管理画面で「LDAP」－「クライアント基本設

定」の「自動ホームディレクトリ作成」を選択することで、シェルロ

グイン時に自動でホームディレクトリが作成されるようになりま

す。 
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3. グループ管理 

LDAPサーバー上のデータベースに登録されているグループ情報の変更また

は削除を行います。 

 グル

ープ

検索 

登録グループが多数存在する場合は、「グループの頭文字」で検索したいグ

ループの頭文字をクリックしたり、「グループ検索」のテキストボックスにそのグ

ループのグループ名を入力し「検索」ボタンをクリックしたりすることで、グルー

プ一覧表示を絞り込むことができます。 

 グループ編集 

グループ情報を変更したい場合は、そのグループの「編集」ボタンをクリックす

ると、グループ編集画面に移動します。グループ編集画面の各項目は、「4.グ

ループ追加」を参照してください。 

 グループ削除 

グループを削除したい場合は、そのグループの「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、「取消」ボタンをクリックします。 

 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、グループ情報

を LDAPサーバーへ登録します。 
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4. グループ追加 

LDAPデータベースにグループアカウント情報の追加を行います。 

 グ

ループ

名 

LDAPデータベースへ追加するグループ名を入力してください。 

ここで指定できるグループ名は、以下の制限があります。 

先頭が半角小文字アルファベットで始まること 

半角小文字アルファベット、半角数字、「-」(ハイフン)、「_」(アンダースコア)、

「.」(ドット)で構成されていること 

32文字以内であること 

/etc/groupまたは LDAPデータベースに登録済みのグループでないこと 

 グループ ID 

グループに付与するグループ ID(GID)を指定します。 

初期表示でデフォルトとして既に一意な数値が入力されていますので、特に

理由のない限りは変更する必要はありません。この欄を空白にすると、グル

ープ IDは自動的に決定されます。  

 グループメンバー 

このグループに属するユーザー名を入力します。 

全ての設定が終わりましたら、「設定する」ボタンをクリックして、グループ情報

を LDAPサーバーへ登録します。 
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5. テンプレート設定  

「ユーザー追加」で作成するユーザーの初期値を設定します。 

 ホ

ームデ

ィレク

トリの

プレフ

ィック

ス 

ユーザー追加で作成するユーザーのホームディレクトリのプレフィックスを指

定します。 

例えば /home を指定した場合は、ユーザー追加時、/home/ユーザー名 とい

うディレクトリがホームディレクトリとして設定されます。通常は変更する必要

はありません。 

 追加情報 

ユーザーに関する付加的な情報を入力します。この項目は省略可能です。 

日本語などのマルチバイト文字列、「'」(シングルクォーテーション)、「"」(ダブル

クォーテーション)、「:」(コロン)を含む文字列は指定できません。 

 ログインシェル 

ユーザーのログインシェルを指定します。 

「システムに登録されたシェル」を選択した場合は、右に表示されるセレクトボ

ックスからログインシェルを特定してください。「シェルを利用しない」を選択し

た場合は、SSH、telnetによるログインはできなくなります。「その他のシェル」

を選択した場合は、ログインシェルを入力してください。 
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 アカウント有効期限 

ユーザーアカウントの有効期限を指定します。 

「期限を設定」を選択した場合は、その有効期限を年月日で指定します。この

有効期限を過ぎると、SSH、telnetによるログインができなくなります。 

上記の各項目の設定が終わりましたら「設定する」ボタンをクリックして、テン

プレート設定を設定ファイルへ反映させます。 
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1-17. サーバーステータス 
 

 

 



1-17. サーバーステータス       235 

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。 

 

「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。 
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「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  

各種サービスの稼働状況を管理します。 

「各種サービスの稼動状態」が表示されます。 

コンピューターの起動時にサービス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。 

停止しているサービスを直ちに起動する場合は「起動」ボタンをクリックしま

す。 

起動しているサービスを停止する場合は「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、実行してください。 
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3. サービス稼働状況メニューの編集  

「サービス稼働状況」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ビスの追加 

「サービス稼働状況」メニューで表示される、サービスを追加します。 

新たに表示するサービスを「サービスの選択」から選択します。 

選択したサービスがメニュー内で表示される際の名前を「サービスの名前」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。 

 

 サービス稼働状況の表示・非表示設定 

登録されているサービスを、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、表示するサービスを選択します。非表示にする場

合は、選択を解除します。 

表示するサービス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 

現在実行されているプロセスの一覧が表示されます。 

「最新の情報に更新」をクリックすると、最新の情報に更新されます。 

「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。 
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1-18. OS アップデート 
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1. 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。 

特に必要のない場合は変更しないでください。 
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2. Red Hat Enterprise Linux 7 の場合  

 (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)へ進んでください。 

 

 (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。 

「OSアップデート実行」で最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) OS アップデートの設定を行います。 

「OSアップデート設定」メニューより、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。 
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 一般設定 

プロキシ経由でアップデートサーバーに接続する場合は、「プロキシサーバ

ー」に使用するプロキシサーバー名、「ポート番号」にポート番号を入力してく

ださい。 

プロキシサーバーでユーザー認証が必要な場合は、「ユーザー名」、「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。 

 

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「アップデ

ート時にインストールをスキップするパッケージ」に入力してください。 

複数のパッケージを追加したい場合は、1行に 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。 

例．kernelではじまるパッケージをアップデートしたくない場合 

kernel* 

 

パッケージのインストール後にパッケージファイルを削除せずに収納ディレクト

リに保存したい場合には「インストール後に、パッケージをディスクに保存す

る」にチェックします。 

 

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「パッケージ

の収納ディレクトリ」に入力してください。 

実際に保存される場所は、ここで指定したディレクトリ以下に作成されるサブ

ディレクトリになります。 

特に必要のない場合は変更しないでください。 
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 (4) 最新のソフトウェアにアップデートします。 

「OSアップデート実行」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。 

「OSアップデート実行」をクリックすると、このシステムで利用可能なパッケー

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

況が表示されます。 

アップデートが完了すると、アップデートのログが表示されますので、アップデ

ートが正常に完了したか確認してください。 
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   HDE Controller 11 

1-19. パッケージ管理 
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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

ってください。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。 
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2. HDE Controller のアップデート  

HDE Controllerでは、機能追加や不具合の修正を行い、定期的にアップデ

ートパッケージとして提供しています。常に最新のパッケージを利用するよう

にしてください。 

アップデートの内容については、ユーザー登録の際に登録したメールアドレス

及び弊社WEB上で案内しています。 

http://www.hde.co.jp/controller/support/ 

にあるアップデート案内をご覧ください。 

 

このメニューでは、HDE Controllerの管理画面等を最新の状態へ更新するこ

とができます。  

HDE Controllerを構成する RPMパッケージのリストが表示され、更新可能

なパッケージがある場合は、「一括アップデート」ボタンがアクティブになり、ク

リックすることにより更新を実行します。  

 

パッケージ一覧表示の説明 

「パッケージ管理」－「HDE Controllerのアップデート」をクリックします。 

 

項目 概要 

パッケージ名 RPMパッケージの名前 

バージョン 現在インストールされているパッケージのバージョン

番号 

リリース 現在インストールされているパッケージのリリース番

号 

インストール日時 パッケージの最終インストール日時 
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アップデート アップデート可能かどうかが表示されます。既に最

新であれば「最新」と表示されます。 

ファイルサイズ アップデート可能な場合にアップデートパッケージフ

ァイルのファイルサイズが表示されます。 

 

 

外部ネットワークへ接続できない場合やアップデートサーバーがメ

ンテナンス中の場合は、パッケージ一覧は表示されません。外部

ネットワークへプロキシ経由で接続する場合は、「アップデートサ

ーバー設定」でプロキシサーバー名とポート番号の登録を行ってく

ださい。 

アップデートサーバーに接続が完了すると、現在更新可能なアップデートパッ

ケージのリストが表示されます。各パッケージについて、最新パッケージか ア

ップデート可能か表示されているので、インストールしたいパッケージの隣に

表示される、「アップデート」ボタンをクリックして実行してください。 

アップデートサーバーに接続できない場合は、アップデートサーバー側に問題

があるケース、HDE Controller がインストールされたサーバーがアップデート

サーバーを確認できない（参照先の DNSを利用して確認できない）ケース等

が考えられます。 
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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最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。 

ネットワーク経由でインストールする場合は、RPMパッケージファイルの 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する場合は、予め用意された RPMパッケー

ジ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 RPMパッケージファイル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 RPMパッケージファイルの場合は、「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。 
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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でき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表示、および削除します。 

 

 ソフトウェアの一覧表示 

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から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。 
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1-20. バックアップ 
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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。 

「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「その他の領域を追加」をクリックする

と、入力欄を追加することができます。 

「進む」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。 

 

 

 

 



260       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

 

バックアップのスケジュールを指定します。 

 

「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。 

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。 

最大保存数を指定します(1~999世代の間で指定します。) 

 

「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 
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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。 

 

「進む」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、「その他の領域を追加」をクリックする

と、入力欄を追加することができます。 

バックアップファイルを保存するディレクトリを「保存先ディレクトリ」にに入力す

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。 

「実行」ボタンをクリックして保存を実行します。 
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 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。 

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「その他の領域を追加」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「バックアップファイル形式」から選択しま

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。 
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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。 

 

 クライアント内ファイル復元 

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。 
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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でき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。 

 

「復元」ボタンをクリックして復元を実行します。 

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。 

「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。 
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 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. 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。 

「グラフレポートの初期化」を選択します。 

「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・NTP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「NTPサー

バー」－「NTPサーバー設定」の設定を行うことをお勧めします。 
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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。 

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。 

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 ・・・ 最新値、最終データ登録時刻です。 

Max value ・・・ 最大値です。 
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Avg value ・・・ 平均値です。 

Min value ・・・ 最小値です。 

 

「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(最新値)、Max value(最大値)、Avg value(平均値)、Min value(最

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。 

 



 

   HDE Controller 11 

1-22. 自己監視 
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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。 
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 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、i ノード使用率 

ファイルシステムによって適切な値は異なりますが、ディスク使用率や i ノード

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

お勧めします。 

◇ (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勧めします。 

◇ (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

った設定をお勧めします。 

◇ (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。 
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◇ (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、管理に最低限必要なログイン数

の設定をお勧めし 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。 

◇ (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。 
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◇ (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をお勧めしますが、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 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 
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◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

◇ 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。 

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。 

 

「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

かや、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 

・ i ノード使用率 
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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。 

「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

かや、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） 

 

 

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。 

「設定する」ボタンをクリックします。 
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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

するか否かや、しきい値などを設定します。 

 

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。 

「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

かや、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 

 

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。 

「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

にするか否かや、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 
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「自己監視」－「任意のプロセス監視」を選択します。 

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 

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。 

 

「設定する」ボタンをクリックします。 

 

 



290       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

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。 

 

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。 

「ログ管理」－「ログ閲覧」を選択します。 

 

プルダウンメニューから、「自己監視のアラートログ」を選択して「表示」ボタン

をクリックします。 

自己監視のアラートログが表示されます。 
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1-23. ログ管理 
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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」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」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Webサーバーなどを稼動させ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な用途に応用でき、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

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。 
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 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

名を直接指定します。「追加」ボタンをクリックし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。 

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、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。  

1. 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。 

2. 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. 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、

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
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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 

このサーバーのネットワークに関する設定を行います。ネットワークサービス

を提供する上で最も重要な設定になりますので、慎重に行ってください。 

 

 基本設定 

「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。 

 ネームサーバー1 

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。 

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。 

 ネームサーバー2、ネームサーバー3 

このサーバー1が問い合わせに対して応答を返さなかった場合などは、「ネー

ムサーバー2」「ネームサーバー3」の順で問い合わせを行うネームサーバー

を変更します。 

この項目は省略可能です。 

 ドメイン検索リスト 

ホスト名を検索する際に、そのホスト名に補完するドメインのリストを設定しま

す。複数指定する場合は、スペース区切りで入力し、最大 6 ドメインまで指定

することができます。 

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。 

 

 

既に運用中のサーバーの IPアドレスを変更した場合、アドレスの

変更が他のサービスの設定に、自動的に反映はされません。 

サーバーの動作が正常に行われなくなる可能性がございますの

で、変更はお勧めいたしません。 

 

 

設定はコンピューターの再起動後、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。 

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。 
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 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、「手動で設定」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、「手動で設定」以外を選択した場合は設定する必

要はありません。 

 IPv6 アドレス 

IPv6のアドレスを入力します。 
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プライベートアドレスとは 

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 
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 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、「手動で設定」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 

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 

 
 

 

 

設定はコンピューターの再起動後、有効になります。 
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 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

ェイデ

バイス 

ゲートウェイアドレスにパケットを送信するデバイスを選択してください。 

 ゲートウェイアドレス 

サーバーマシンの置かれるネットワーク上のゲートウェイマシン（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。 

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したりする可能性があります。 

 

ゲートウェイとは 
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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ルターの

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。 

 

 IPv6 

このサーバーの通信で IPv6を有効にしたい場合は、「有効」を選択してくださ

い。 

 

 ルータ広告による自動設定 

ルータ広告機能によってネットワークインターフェースの自動設定を行いたい

場合は、「有効」を選択してください。 

有効にすると、IPv6アドレス設定とデフォルトゲートウェイ設定が自動で行わ

れます。 

IPv6アドレスの自動設定のみ無効にしたい場合は、「ルータ広告による IPv6

アドレス自動設定」で「無効」を選択してください。 

 

 ルータ広告による IPv6 アドレス自動設定 

ルータ広告機能によってネットワークインターフェースの IPv6アドレスの自動

設定を行いたい場合は、「有効」を選択してください。 

 

 IP 転送 

別のホストからこのサーバーを経由して別のホストにパケットを転送するか設

定します。 

このサーバーをルーターやファイアウォールとして使用する場合は「有効」を

選択してください。 

 IP マスカレード 

グローバルアドレスとプライベートアドレスの変換を行う場合は「有効」を選択

してください。 

 

 

設定はコンピューターの再起動後、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。 

ターゲットにパケットを送信す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ください。 
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 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ください。 

 



1-25. ネットワーク       317 

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、ポートフォワードルール

の一覧より、「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. 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

してください。 

 

 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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5. 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。 
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ここで制御可能なものは、指定されたネットワークカード及びポー

ト番号のサーバーからクライアントへのデータ送信のみです。 

なお、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。) 

 

 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。 

 

 

 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。 

 

 

 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 
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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最大速度などを

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最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。 
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6. ネットワーク情報の取得  

サーバーおよびネットワークの情報取得を行います。 

 

 

ping, dig, traceroute, host, whois,の各コマンドが使用できない

場合に実行すると、失敗します。 

 

 ホスト情報(host)の取得 

ホスト情報を取得したい場合は、「ホスト情報(host)の取得」をチェックし「対象

の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」を指定します。 
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 サーバー情報(dig)の取得 

サーバー情報を取得したい場合は、「サーバー情報(dig)の取得」をチェックし

「対象の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」を指定し、「参照先の DNSサーバ

ー」に参照対象の DNSサーバーの IPアドレスを指定します。 
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 ドメイン情報(whois)の取得 

ドメイン情報を取得したい場合は、「ドメイン情報(whois)の取得」をチェックし

「対象の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」を指定します。 
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 ポート通信可否チェック 

 ポート開閉情報を取得したい場合は、「ポート通信可否チェック」をチェックし

「対象の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」と、「ポート番号」を指定します。 
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 ping チェック 

指定先との通信チェックを行いたい場合は、「ping チェック」をチェックし「対象

の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」を指定し、「使用するデバイス」を選択しま

す。 
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 通信経路情報(traceroute)の取得 

経路情報を取得したい場合は、「通信経路情報(traceroute)の取得」をチェッ

クし「対象の IPアドレス/ホスト名/ドメイン名」を指定します。 
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1-26. ディスク使用容量制限 
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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、ユーザー毎、サイズ/ファイルｉノ－ド別にディスク

の使用量の制限を行います。 

 容量制限の設定 

パーティション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。 

 

 

OSインストール時に/homeパーティションを設定されない場合、

ユーザー毎のディスク容量制限をご利用いただけません。特に

OSプレインストールマシンをご利用の際は、ご注意ください。 
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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、必要最低限の数にするこ

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。 
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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。 

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

許可する最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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3. 容量制限一括設定  

パーティション別にユーザーの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。 
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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。 
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容量制限を設定するユーザーを選択し、「進む」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。 

「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

許可する最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ください。 
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1-27. ファイアウォール (IPv4) 
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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・管理をすることができます。 

 

 

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できま

す。単純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できません。HDE Controller 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できます。 

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できま

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フィルタリングです。 

入力パケットフィルタリング 

ホスト =入力=> Linux 

出力パケットフィルタリング 

ホスト <=出力= Linux 

通過パケットフィルタリング 

ホスト =入力=> Linux(転送) =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。 

 

パケットフィルター管理は、入力フィルター、出力フィルター、通過フィルターの

3つからなっています。 

各 3つのフィルターは、それぞれの複数のフィルターとして定義されていま

す。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

み構成でき(1文字目は英字のみ)20文字まで使用することができます。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できますが、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。 

 

 

入力フィルタ 

出力フィルタ 

通過フィルタ 

フィルタ 

： 

： 

フィルタ 

 

パケットフィ

ルタ管理 

フィルタ 

： 

フィルタ 

 

ルール 

： 

： 

ルール 

基本情報設定 

IPタイプ別設定 

処理設定 

基本情報設定 

IPタイプ別設定 

処理設定 

フィルタ 

： 

フィルタ 
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 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できます。 
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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できます。 

 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できます。この画面で iptablesの起動・

停止を行うこともできます。 
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1. パケットフィルター設定  (IPv4) 

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 

 サ

ーバー

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。  

 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 

受信するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを受信し、「破棄」を選ぶとパケットを破棄します。 
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◇ パケット送信 

送信するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを送信し、「破棄」を選ぶとパケットを破棄します。 

◇ パケット通過 

通過するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを通過転送し、「破棄」を選ぶとパケットを破棄します。 

 

 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の 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、そのような環境で

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 
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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できるように

なります。  

 

Webブラウザなどで「一部のサイトが見られない」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  (IPv4) 

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 

この画面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。 

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

する場合は「編集」ボタンをクリックします。 

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。 
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 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。  

1. 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するパケットをフィルタリングルールで

検査します。 

2. 常に許可する 

ループバックインターフェースに対するパケットをすべて許可します。 

3. 常に破棄する 

ループバックインターフェースに対する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 

(A) 暗黙で許可・破棄せずにルールで検査する 

PPPインターフェースに対するパケットをフィルタリングルールで検査し

ます。 

(B) 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。 

(C) 常に破棄する 

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 

1. 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。 

2. 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。 
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3. 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。 

4. 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。 

5. 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。 
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 フィルター追加 

フィルター(フィルタリングルール群)を追加するときに使用します。 

 

 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。 

 

各項目を記入し、「追加」ボタンをクリックするとフィルターが追加されます。 

フィルタリングルールを設定するため追加されたフィルター名の「編集」ボタン

をクリックします。 
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 ルール管理 

ルール管理ではフィルター内に定義するフィルタリングルールの管理を行いま

す。また、フィルターの名称・コメントなどの設定をすることもできます。 

 フ

ィルタ

ー設定 

フィルタリングルールを管理するフィルターの設定を行います。 

 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 

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。 

 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。  
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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できます。 

 

 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 

フィルター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各

ルールを編集することができます。 
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 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。 

 

 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ー名が

表示されます。 
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 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)という指定もできます。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)という指定もできます。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。 

◇ 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(NEW)新規にセッション確立を要求するパケット(SYN)を対象としま

す 

接続済み(ESTABLISHED)既に接続されているセッションのパケットを対象とし
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ます 

関連接続(RELATED)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(INVALID)TCPフラグが不正な場合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できます。  

種類指定 

エコー返答 エコー要求(Echo Request)への返答(Echo 

Reply)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 

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でき

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できます。また「コロン(:)」を使用

してポートを範囲指定することができます。  
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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

とができません。 

 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

て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できます。  

 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できます。また「コロン(:)」を使用

してポートを範囲指定することができます。 

 

 

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

とができません。 

 

◇ 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。 

「ログ管理」の「ログ閲覧」から確認できます。 

 

◇ 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できます。 
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3. 簡易パケットフィルター管理  (IPv4) 

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。 
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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  (IPv4) 

 

「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できます。 状態は入力・出力・通過の

個別に表示することができます。 

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でき

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 

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。 

まず、「パケットフィルター設定」で「基本設定」を行い、その後「簡易パケットフ

ィルター管理」で設定を行います。 

 

 

 少し複雑な構築 

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。 

まず、簡単な構築の手順に従って設定します。その後、「パケットフィルター管

理」で既存のフィルターのルールの変更や新規にフィルターを作成し、フィルタ

リングルールを設定します。 

「パケットフィルター管理」のフィルターには、異常なパケットの破棄ルールが

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フラグの定義をして、すべて破棄する 

 

新しくフィルターを作成する場合は、運用ポリシーを考慮して作成するといい

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場合は、拠点を

と同名のフィルターを作成し、拠点ごとにフィルタリングルールを設定します。 

1台の Linuxで複数サービスを提供する場合は、提供すると同名のフィルタ

ーを作成し、サービスごとににフィルタリングルールをを設定します。 

フィルタに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するサービスのみパケットを許可します。公開しな

いサービスについてはルールを作成せずにデフォルトルールでパケットを破

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

ワークを制限します。 

 

また、Linuxをゲートウェイとして利用する場合は、外部へ見せるサービスなど

ごとにフィルターを設定します。フィルターは通過フィルターに対して設定しま

す。 



1-27. ファイアウォール (IPv4)       361 

サービスで必要なポートのみを公開するようにします。 

よりセキュアな設定を行い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。 

 

 



 

   HDE Controller 11 
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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・管理をすることができます。 

 

 

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できま

す。単純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できません。HDE Controller 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できます。 

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できま

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フィルタリングです。 

入力パケットフィルタリング 

ホスト =入力=> Linux 

出力パケットフィルタリング 

ホスト <=出力= Linux 

通過パケットフィルタリング 

ホスト =入力=> Linux(転送) =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。 

 

パケットフィルター管理は、入力フィルター、出力フィルター、通過フィルターの

3つからなっています。 

各 3つのフィルターは、それぞれの複数のフィルターとして定義されていま

す。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

み構成でき(1文字目は英字のみ)20文字まで使用することができます。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できますが、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。 

 

 

 

 

入力フィルタ 

出力フィルタ 

通過フィルタ 

フィルタ 

： 

： 

フィルタ 

 

パケットフィ

ルタ管理 

フィルタ 

： 

フィルタ 

 

ルール 

： 

： 

ルール 

基本情報設定 

IPタイプ別設定 

処理設定 

基本情報設定 

IPタイプ別設定 

処理設定 

フィルタ 

： 

フィルタ 
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 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できます。 
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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できます。 

 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できます。この画面で iptablesの起動・

停止を行うこともできます。 
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1. パケットフィルター設定  (IPv6) 

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 

 サ

ーバー

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。  

 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 

受信するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを受信し、「破棄」を選ぶとパケットを破棄します。 

◇ パケット送信 

送信するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを送信し、「破棄」を選ぶとパケットを破棄します。 

◇ パケット通過 

通過するパケットのデフォルトルールを指定します。 

「許可」を選ぶとパケットを通過転送し、「破棄」を選ぶと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の 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、そのような環境で

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できるように

なります。  

 

 

Webブラウザなどで「一部のサイトが見られない」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  (IPv6) 

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 

この画面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。 

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

する場合は「編集」ボタンをクリックします。 

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。 
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 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するパケットをフィルタリングルールで

検査します。 

 常に許可する 

ループバックインターフェースに対する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する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 

PPPインターフェースに対するパケットをフィルタリングルールで検査し

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 

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。 
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 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。 
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 フィルター追加 

フィルター(フィルタリングルール群)を追加するときに使用します。 

 

 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。 

 

各項目を記入し、「追加」ボタンをクリックするとフィルターが追加されます。 

フィルタリングルールを設定するため追加されたフィルター名の「編集」ボタン

をクリックします。 
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 ルール管理 

ルール管理ではフィルター内に定義するフィルタリングルールの管理を行いま

す。また、フィルターの名称・コメントなどの設定をすることもできます。 
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 フィルター設定 

フィルタリングルールを管理するフィルターの設定を行います。 

 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： 

 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。 

 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できます。 

 

 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 

フィルター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各

ルールを編集することができます。 
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 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。 

 

 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ー名が

表示されます。 
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 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)という指定もできます。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)という指定もできます。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。 

◇ 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。  

 

(1) 接続要求(NEW)：  

新規にセッション確立を要求するパケット(SYN)を対象とします。 
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(2) 接続済み(ESTABLISHED)：  

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。 

 

(3) 関連接続(RELATED)：  

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。 

 

(4) 不当接続(INVALID)：  

TCPフラグが不正な場合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できます。  

種類指定 

エコー返答 エコー要求(Echo Request)への返答(Echo 

Reply)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。 
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◇ TCP 

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でき

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できます。また「コロン(:)」を使用

してポートを範囲指定することができます。  

 

 

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

とができません。 

 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

て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できます。  

 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できます。また「コロン(:)」を使用

してポートを範囲指定することができます。 

 

 

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

とができません。 

 

◇ 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。 

 

 



1-28. ファイアウォール (IPv6)       379 

 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。 

 

◇ 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。 

「ログ管理」の「ログ閲覧」から確認できます。 

◇ 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できます。 
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3. 簡易パケットフィルター管理  (IPv6) 

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  (IPv6) 

 

「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できます。 状態は入力・出力・通過の

個別に表示することができます。 

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でき

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 

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。 

まず、「パケットフィルター設定」で「基本設定」を行い、その後「簡易パケットフ

ィルター管理」で設定を行います。 

 

 少し複雑な構築 

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。 

まず、簡単な構築の手順に従って設定します。その後、「パケットフィルター管

理」で既存のフィルターのルールの変更や新規にフィルターを作成し、フィルタ

リングルールを設定します。 

「パケットフィルター管理」のフィルターには、異常なパケットの破棄ルールが

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フラグの定義をして、すべて破棄する 

 

新しくフィルターを作成する場合は、運用ポリシーを考慮して作成するといい

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場合は、拠点を

と同名のフィルターを作成し、拠点ごとにフィルタリングルールを設定します。 

1台の Linuxで複数サービスを提供する場合は、提供すると同名のフィルタ

ーを作成し、サービスごとににフィルタリングルールをを設定します。 

フィルターには入力フィルター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するサービスのみパケットを許可します。公開

しないサービスについてはルールを作成せずにデフォルトルールでパケットを

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

トワークを制限します。 

 

また、Linuxをゲートウェイとして利用する場合は、外部へ見せるサービスなど

ごとにフィルターを設定します。フィルターは通過フィルターに対して設定しま

す。 
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サービスで必要なポートのみを公開するようにします。 

よりセキュアな設定を行い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。 
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1. 基本設定 

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、この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。 

 

 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。 

ポート番号は、Unknownポート(1024以上のポート)の範囲で、他のサービス

が未使用のポートを指定してください。 

 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。 

 

 

設定を誤ると、HDE Controller の管理画面に接続できなくなるの

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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2. 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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3. 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。 
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4. インターフェース設定  

HDE Controllerの管理画面のデザインを設定することができます。 

これにより、複数台の HDE Controllerを管理している場合、サーバーを区別

しやすくなります。 

 

 

 背景色カラーコード 

HDE Controllerの背景色(カラーコード)を設定します。カラーコードは 16進

数で入力してください。000000から FFFFFFまでです。 

「カラーコード入力後、ここにマウスを乗せて色を確認できます。」にマウスを

乗せて入力したカラーコードの色を確認することができます。 

代表的な色 

000000 黒 

FFFFFF 白 

FF0000 赤 

00FF00 緑 

0000FF 青 

58656E 初期値 

 

「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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5. 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、変更したいユーザーの横にある「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。 

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委譲画面が表

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。 
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「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. アクセス権限一括設定  

root・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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7. お気に入り編集  

HDE Controller でよく利用するメニューをお気に入りメニューとして登録する

ことができます。 

ここで登録されたメニューは常に管理画面の右上に小さいアイコンで表示され

るようになり、必要な時にこれをクリックすることで、素早く目的の機能にアク

セスすることが可能になります。 

お気に入りにメニューを登録したい場合は、登録したいメニューを設定画面の

左側のテキストエリアから選択し、「追加」ボタンをクリックします。 

お気に入りからメニューを解除したい場合は、解除したいメニューを右側のテ

キストエリアから選択し、「削除」ボタンをクリックします。 
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登録したお気に入りの表示順序を変更したい場合は、変更したいメニューを

選択し「UP」ボタン、または「DOWN」ボタンで移動させます。 

全ての設定が完了したら「設定する」ボタンをクリックして設定を完了させま

す。 

 

 

コントロール(Ctrl)キーを利用することで、テキストエリア上の複数

のメニューを一度に選択することができます。 

また、シフト(Shift)キーを利用することで、範囲選択をすることも

可能です。 
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8. 表示オプション設定  

HDE Controllerの管理画面の表示方法に関する設定を行うことができます。 

  

 表示言語 

管理画面の表示言語を選択します。 

 

 テーマ 

管理画面のインターフェーステーマを選択します。 

 

 背景色カラーコード（RGB16 進数） 

管理画面の背景色を RGBコードで指定します。初期値は、58656Eです。 
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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

ロックも設定する」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。 

 自動設定 

NTPサーバーと同期し、自動で時刻を設定します。 

外部の NTPサーバーの IPアドレスを、「リモート・NTPサーバー」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。 

「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. 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。 
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 スケジュール追加 

任意のテーブル「example」で毎月 10日、20日、30日の午前 3時 5分に、

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、次の表のように各項目を入力していきます。 

月 毎月なので入力しない。 (毎月は入力しない、指定

する場合は 1-12と入力) 

日 10日 20日 30日に実行させ

ますので、範囲に 1-31 間隔

に 10を入力する。 

 

曜日 入力しない。 (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 3を入力する。 (毎時は入力しない、指定

する場合は 0-23) 
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分 5を入力する。 (毎分は入力しない、指定

する場合は 0-59) 

オーナー admin  

コマンド 「 /home/admin/example.sh 」

を入力する 

 

アクションの「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。 

 

 スケジュール編集 

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「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。 

 

 スケジュール削除 

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。 
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 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、デフォルトで 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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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。 

ユーザーのパスワードを変更する場合は、「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。 

 

 

パスワードは 25文字までの半角文字列となります。 
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2. 詳細設定 

ユーザーの追加情報と使用する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。 

使用するシェルを変更する場合は「使用するシェル」で使用するシェルを選択

します。 

使用するシェルには、/etc/shellsに登録されているシェルが表示されます。 

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 

 メールの転送先 

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。 

 

 メールの本文置換転送 

メール本文を削除して、指定するコメントだけに置き換えた後にメールを転送

させたい場合には、「メール本文を削除し、以下のコメントに置き換える」を選

択します。 

チェックボックスの下のテキストエリアに置き換えるコメントを入力します。 

「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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4. APOP パスワード  

 APOP パスワードの設定 

メールサーバー用のパスワードを変更できます（APOPパスワード選択時の

み）。APOPパスワードを利用していない場合は、「ログインパスワード」メニュ

ーで変更します。 

 新しい APOP パスワード 

新しい APOPパスワードを入力してください。 

 再入力 

（再入力）の項目にも、確認のため、新しい APOPパスワードを入力したパス

ワードを入力してください。 

以上の設定が終了しましたら「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

されればメールパスワードの設定は終了です。 
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5. ファイル共有 

サーバー上にあるユーザー自身のホームディレクトリをWindowsから共有す

る、または既に共有されている場合、共有パスワードを変更できます。 

Windowsから共有する場合は、「Windowsから共有する」にチェックを入れ

ます。 

パスワードを変更する場合は、「Windowsから共有する」「Sambaパスワード

を変更する」にチェックを入れて入力欄にパスワードを入力してください。 

以上の設定が終了しましたら「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

ファイル共有設定は終了です。 
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6. ユーザーステータス  

HDE Controllerにログインしているユーザーの情報を表示します。 

 ユ

ーザー

名（ロ

グイン

名） 

現在、HDE Controllerにログインしているユーザー名です。 

 ホームのディスク使用量 

ホームディレクトリのディスク使用量です（Web のディスク使用量とメールスプ

ールディスクの使用量を含みます）。 

 Web のディスク使用量 

public_html内のディスク使用量です。 

 メールスプールディスクの使用量 

サーバー上にあるメールのディスク使用量です。 

 

 



410       HDE Controller 11 ユーザーマニュアル 

7. 自動返信メール設定  

このサーバー上の自分のメールアドレス宛てに届いたメールの送信者に、自

動的に返信することができます。 

自動返信を利用する場合、 「自動返信メールを有効にする」にチェックを入

れ、以下を入力してください。 

 差出人 

送信者に対して送り返すメールの Fromフィールド(差出人)を設定します。名

前と差出人メールアドレスを入力してください。 
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 件名 

送信者に対して送り返すメールの Subjectフィールド(件名)を入力してくださ

い。 

 本文 

送信者に対して送り返すメールの本文を入力してください。 

本文中に $SUBJECT という文字列を挿入すると、送信者のメールの件名に

置換されます。また $FROM という文字列を挿入すると、送信者のメールアド

レスに置換されます。 

 返信間隔 

一度自動返信したら同一アドレスからのメールに自動返信しない期間を日数

で入力してください。0を設定すると、常に自動返信を行います。 

 

届いたメールを受信したい場合は、「個人情報管理」－「メール転

送」で「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

チェックし、「設定する」ボタンをクリックしてください。チェックをしな

い場合、自動返信メール有効設定時に届いたメールは自動返信

後、自動的に破棄されます。 
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8. 表示オプション設定  

管理画面のデザインを変更することができます。 

 

 

 表示言語 

管理画面の表示言語を選択します。 

 

 テーマ 

管理画面のインターフェーステーマを選択します。 

 

 背景色カラーコード(RGB16 進数) 

管理画面の背景色を RGBコードで指定します。初期値は、58656Eです。 
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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」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。） 
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 ディレクトリの作成 

「ディレクトリ作成」に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でき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。 

 

 

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。 

 

 

 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 

「アクション」の真ん中の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。 
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 パーミッションの変更 

「アクション」内の左側の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。 
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◇ 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。 

  

◇ 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。 

1 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。 

2 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。 

3 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。 

4 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。 

5 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。 

6 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。 

7 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。 

8 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。 

9 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。 

 

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できます。 

  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表示されません。
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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. 概要 

この章では、HDE Controller 11 LG Editionをお使いの方に向けて、

LGWAN接続に特化した設定の説明をします。 

HDE Controller 11 LG Edition以外の製品をご利用のお客様はこの章で解

説する機能をお使いになれませんのでご注意ください。 
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2. ネットワークの設定  

 ネットワークの設定 

 IP ルーティング設定 

IPルーティング設定では、参加団体内ネットワークから LGWAN及び霞ヶ関

WANのグローバル IPアドレス向けの通信が LGWANサービス提供設備ま

で届くように、IPルーティングの設定を行います。 

参加団体ネットワーク内にあるクライアントは、ゲートウェイとしてこのサーバ

ーを設定しておく必要があります。 

「ネットワーク」-「ルーティング設定」画面をから設定を行います。 

 

 「種別」は「ネットワーク」をチェックしてください。「ターゲット」はネットワ

ーク設定変更ガイドを参考に入力してください。 

 /24 は入力する必要はありません。61.205.17.0/24 の場合は、

61.205.17.0 になります。 

 「ゲートウェイ」に LGWANサービス提供設備に対するゲートウェイの値

を入力してください。 

 「ネットマスク」にネットマスクを入力してください。 

 複数のネットワークカードを利用している場合は「ネットワークカード」か

ら転送に使用するネットワークカードを選択してください。 

 

各項目について、入力・選択が完了しましたら「追加」ボタンをクリックしてくだ

さい。ここまでの設定を、表中にあるネットワークに対して繰り返し追加を行っ

てください。 

ルーティング設定は、「追加」ボタンをクリックした時点で反映されます。 
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 DNS の設定 

DNSの設定では、ネットワーク設定変更ガイドに基づいて LGWAN用ドメイ

ン及び霞ヶ関WAN ドメインの名前解決には LGWAN内の DNSを参照する

ように設定します。また、インターネット側の名前解決に既存の DNSサーバ

ーがある場合とない場合について解説しています。 

参加団体ネットワーク内にあるクライアントは、ネームサーバーとしてこのサー

バーを設定しておく必要があります。 

 

 LGWAN 用ドメイン及び霞ヶ関 WAN ドメインの問い合わせ

転送設定 

メインメニューで「DNSサーバー」を選択し、「問い合わせ転送の設定」画面よ

り設定を行います。 

 

LGWAN用ドメイン(lgwan.jp)の設定を行います。 

 「ゾーン名」に lgwan.jp と入力します。 

 「転送タイプ」でプルダウンメニューより onlyを選択します。 

 「転送先サーバーIPアドレス」に LGWANサービス提供設備の IPアド

レスを入力します。 

入力が完了しましたら、「追加」ボタンをクリックしてください。 

 

下の一覧に表示されていることを確認して、霞ヶ関WAN ドメイン

(hq.admix.go.jp)の設定を行います。 

 「ゾーン名」に hq.admix.go.jpと入力します。 

 「転送タイプ」で、プルダウンメニューより onlyを選択します。 

 「転送先サーバーIPアドレス」に LGWANサービス提供設備の IPアド

レスを入力します。 
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入力が完了しましたら、「追加」ボタンをクリックしてください。 

下の一覧に、先に設定した lgwan.jpと hq.admix.go.jpが表示されていること

を確認して「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。 

 

 インターネット側に対する DNS の設定 

◇ 既存の DNS を利用する場合 

LG Edition のみではインターネット側の名前解決が行えない場合等に有効で

す。 

「DNSサーバー」の「基本設定」画面より、問い合わせ転送の設定を行いま

す。 

 

 ポート番号の変更は、特に必要がない限り設定する必要はありません。 

 「問い合わせ転送をする」にチェックをします。 

 「転送タイプ」で onlyを選択します。 

 「転送先サーバーIPアドレス」に既存の DNSサーバーの IPアドレスを

入力します。 

入力が完了しましたら、「設定する」ボタンをクリックしてください。「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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◇ 既存の DNS を利用しない場合 

自身をキャッシュサーバーとして動作させる必要があります。 

特に必要な設定はありませんが、caching-nameserverのパッケージがイン

ストールされている必要があります。 

 

 時刻の設定 

指定された NTPサーバーに対して、時刻を同期させる設定を行います。 

 

 LGWAN の標準時刻設定 

受信設定を行う前に、指定された NTPサーバーを利用して時刻合わせを行

います。 

「オプション」－「時間設定」より、「自動設定」タブを選択します。 

 

 「リモート・NTPサーバー」に指定された NTPサーバーの IPアドレスを

入力します。 

 ハードウェア上の時刻も同時に合わせる場合は、「ハードウェアクロック

も設定する」にチェックをします。 

入力された値を確認しましたら、「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。 

 

 LGWAN の標準時刻受信設定 

「NTPサーバー」－「NTPサーバー設定」画面より、設定を行います。 

 サーバー1～3に、指定された NTPサーバーの IPアドレスを入力しま

す。 

 「Driftを使用する」にチェックを入れてください。 
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入力された値を確認しましたら、「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。 

設定後、すぐには同期しないので注意してください。 
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3. メールサーバーの設定  

この章では LGWAN接続環境におけるメールサーバーの設定方法を解説し

ます。主にメール振り分けサーバーとして設定する事を前提として解説してい

ますので、それ以外の設定方法については、第 4章を参照してください。 

メインメニューから「メールサーバー」のアイコンをクリックします。 

 

 LGWAN 接続のための基本設定 

LGWAN メール振り分けサーバーとしての基本設定を行います。 

 

 受け付けるドメイン 

「基本設定」メニューの「基本設定」タブを開きます。 

この画面で、このメールサーバー自身が受信するドメインを指定します。ドメイ

ンは複数指定する事ができます。ここで指定したドメイン宛てのメールはロー

カルにスプールされます。 

 

 アクセス制御 

「アクセス制御」メニューの「アクセス制御」タブを開きます。 

この画面で、このメールサーバーが送信を中継するクライアント及びメールサ

ーバーを指定します。ホスト及びネットワーク単位で指定する事が可能です。 

このホストに転送するよう設定されたメールサーバー及び、このホストを送信

メールサーバーとして設定したクライアントを全て指定します。誰もが中継でき

るように設定してしまうと不正な中継に利用されてしまう場合がありますので、

不必要なホストからの中継は許可しないように注意が必要です。 
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 メール振り分け（スマートリレー）設定 

振り分けの設定を行います。転送先のホスト側ではこのホストからの中継を許

可するように設定する必要があります。 

 

「スマートリレー設定」メニューをクリックします。 

 

 

◇ 全てのメールの転送設定 

「基本設定」の「受け付けるドメイン」及び次項の「ドメイン毎の転送設定」で設

定したドメイン以外宛てのメールを全て指定ホストに転送するようになります。 

LGWANの振り分けにおいては、ここにインターネット用の転送先を指定し、

次項の「ドメイン毎の転送設定」にて LGWAN 用の転送先を指定する事によ

り、LGWAN宛てのメール以外のメールを全てインターネット用の転送先に転

送させる事ができます。 

 

◇ ドメイン毎の転送設定 

本製品では、MXレコードを参照させて転送をおこなうか、東西 POIのメール

サーバーにスマートリレー設定が可能です。ドメイン単位で転送先のメールサ

ーバーを指定する際、東西いずれかのメールサーバーを指定して設定してく

ださい。ここで指定しなかった方のメールサーバーはセカンダリ配送先メール

サーバーで設定します。 

ドメイン名にはドットを先頭に記述する事により、サブドメインを記述する事も

できます。転送先にはホスト名または IPアドレスを指定します。 

なお、適用の優先度は最大マッチとなっており、エントリの上下と優先度に関

連はありません。 

 

例として、以下のようなエントリがあったとします。 
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 .lg.jp   host A 
 .city.lg.jp  host B 
 mail.city.lg.jp  host C 

この場合、user@mail.city.lg.jp は全てのルールに一致しますが、最大マッチ

のルールに従い host Cに転送される事になります。なお、この設定は「全て

のメールの転送設定」に優先します。 

転送失敗時に、セカンダリへ転送するはデフォルトで有効になっています。利

用しない場合は、チェックを外してください。 

既に設定してあるドメインについての変更をおこなう場合は、そのドメインにつ

いての設定を削除した後に追加をしなおしてください。 

自 LG ドメイン宛のメールを既存のメールサーバーにリレーする場合は、有効

になっているとセカンダリ配送先にリレーされてしまいますので、チェックせず

に設定をおこなってください。 

 

◇ セカンダリ配送先メールサーバーの設定 

ドメイン単位で設定時に設定しなかった方のメールサーバーを設定します。 

設定を無効にするには、空欄で設定してください。 
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 アドレス付け替え設定 

前項の「ドメイン毎の転送設定」単位で送信者及び受信者のメールアドレスの

ドメイン部を付け替える事ができます。この機能により、クライアント側の設定

を変更する事なく LGWAN宛てのメールとインターネット宛てのメールの送信

者アドレスを使い分けたり、既存のメールサーバーの設定を変える事なくイン

ターネットのメールと LGWANのメールを受信したりすることができます。 

市町村合併に伴う複数アドレスに対応するべく十組までのドメイン付け替えを

行う事ができます。それぞれのルールにルール番号がついており、1つ 1つ

のルールに対してドメインを「アドレス A」「アドレス B」の欄に記述します。

LGWANの場合は通常、地域ドメインと LGWAN ドメインをそれぞれ記述する

ことになります。以下の記述では「ルール番号 0」の「アドレス A」に地域ドメイ

ンを、「アドレス B」に LGWAN ドメインを入力したものとします 

「アドレス付け替え設定」メニューをクリックします。 

 

 

 メールの送信者アドレスを書き替える 

「ルール番号」を「0」にします。LGWAN用転送エントリの「送信者」の欄を「A-

>B」に設定することにより、地域ドメインのアドレスの送信者が全て LGWAN

ドメインに変更されます。 
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 メールの受信者アドレスを書き替える 

この機能は、転送先で受信アドレスを統一したい場合などに使用します。例と

して、転送先のサーバーでは全て地域ドメインで受信したいような場合を想定

しています。 

「ルール番号」を「0」にし「受信者」の欄を「B->A」に設定することにより、

LGWAN ドメインのアドレスの受信者が全て地域ドメインに変更されます。 
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 アドレス付け替え一括設定 

 一括追加 

ここでは、アドレス付け替え情報を一括して追加することができます。 

一括追加を行うには、付け替え情報が書き込まれた CSV形式のファイルを

指定し、アップロードすることで行います。以下のフォーマットに従ってあらかじ

めファイルを作成してください。 

 

◇ ファイルの書き方について 

1行に 1 ドメイン設定を指定し、1行はカンマ「,」で区切られた最大 4個のカラ

ムから構成されます。各カラムの内容は以下の通りです。 

 ドメイン名(必須) 

 転送先(必須) 

 セカンダリ配送 有効 1、無効 0（省略時、1が指定） 

 アドレス付け替えパターン番号(省略時、1が指定) 

アドレス付け替えパターンとは、送信元と受信者のアドレス付け替えのルール

の組み合わせで、次の 9パターンが設定できます。 

パターン番号 送信元 受信者 

1 なし なし 

2 なし アドレス A → アドレス B 

3 なし アドレス B → アドレス A 

4 アドレス A → アドレス B なし 

5 アドレス A → アドレス B アドレス A → アドレス B 

6 アドレス A → アドレス B アドレス B → アドレス A 

7 アドレス B → アドレス A なし 

8 アドレス B → アドレス A アドレス A → アドレス B 

9 アドレス B → アドレス A アドレス B → アドレス A 
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ファイルの書き方が間違っていたり、既に存在するドメイン名を追

加しようとしたときには、エラー内容を表す警告ウィンドウが表示さ

れます。この場合、追加は一切行われません。エラー箇所を修正

し、はじめからやり直してください。 

また、「アドレス付け替え設定」において、未だ付け替えアドレスを

設定していない場合は、アドレス付け替えパターンは全て前述の

「パターン番号:1」で設定されます。 

 

 一覧ダウンロード 

現在登録されているアドレス付け替え設定の一覧を、CSV形式のファイルで

ダウンロードすることができます。 

CSV形式のファイルの各行には、「ドメイン名,転送先ホスト,セカンダリ配送,

アドレス付け替えパターン」が格納されます。 

(前述の表を参照) 
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4. プロキシサーバーの設定  

この節では主に、LGWANへのWebリクエストのみを LGWANのプロキシサ

ーバーへ転送する設定について解説します。通常のプロキシサーバーの設定

につきましては、第 4章をご参照ください。 

メインメニューから「PROXYサーバー」のアイコンをクリックします。 

 

 上流プロキシサーバー設定 

「上流プロキシサーバー設定」をクリックします。 

 

 デフォルトの上流プロキシ 

デフォルトの上流プロキシサーバー名または IP アドレス及びポート番号を入

力します。このプロキシサーバーへのリクエストは全て転送される事となりま

す。 

LGWAN 環境においては、この欄にはインターネット向けのプロキシサーバー

を指定します。 

 

 特定ドメインに対する上流プロキシ 

特定ドメインのリストとそれに対応する上流プロキシサーバー名または IPアド

レス及びポート番号を入力します。特定ドメインのリストにはドットを先頭に記

述する事によりサブドメインを指定する事もできます。 
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LGWAN環境においては、この欄には LGWAN向けのプロキシサーバーを

指定し、ドメインリストには LGWAN ドメインのリストを記述します。 

 

上流プロキシサーバーによっては、ICPを有効にしていると接続できない場合

がありますので、上流プロキシサーバーの仕様をご確認の上、「ICP利用」を

選択してください。 
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