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1．  バーチャルドメイン管理  

追加されたバーチャルドメインの削除や設定変更を行います。 

登録されているドメインを検索する場合は、「ドメイン検索」に検索キーワード

を入力します。検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変

更します。「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

ドメイン名の頭文字で検索する場合は、「ドメイン名の頭文字」に表示されてい

る頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているドメイン名を全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリッ

クします。 

バーチャルドメインを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックし、「サーバー

選択」「運用メニュー設定」「制限設定」の変更を行います。各項目の詳細は「2.

バーチャルドメイン追加」をご参照ください。 

必要な項目の変更を行った後、「OK」ボタンをクリックしてバーチャルドメイン

管理画面に戻り、「設定する」ボタンをクリックします。 
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バーチャルドメインの「運用メニュー設定」を変更した場合、そのド

メインの全てのユーザーのメニューに反映させるためには、以下

の操作が必要です。 

リアルドメインの「アクセス権限設定」にて「全てのバーチャルドメイ

ンの権限委譲情報を削除する」か、そのバーチャルドメインの「ア

クセス権限初期化」から「このバーチャルドメインの権限委譲情報

を削除する」。 
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2．  バーチャルドメイン追加  

新規にバーチャルドメインの追加を行います。 

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

します。 

ドメイン名を割り当てる IPアドレスをメニューから選択します。 

ドメイン管理者(admin@ドメイン名)のパスワードを入力します。 

追加するドメインのマスターネームサーバーをこのサーバーにする場合は「こ

のドメインのマスターネームサーバーになる」を、他のサーバーにまかせる場

合は「このドメインのマスターネームサーバーをまかせる」を選択します。 

「進む」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 

 

bindパッケージがインストールされていない場合は、マスターネー

ムサーバー選択項目は表示されません。 
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 サービス形態選択 

追加するドメインの目的に応じてサービス形態を選択します。サービス形態は

「テンプレート」にて追加できます。 

 

 サーバー選択 

このバーチャルドメインで利用を許可するサーバーを選択します。 

 

「進む」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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 運用メニュー設定 

このバーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可す

るメニューの設定を行います。また、ここで設定した「個人情報管理」のメニュ

ーは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニュ

ーとしても用いられます。 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを選択します。「全てチェ

ック」ボタン/「全て削除」ボタンをクリックすると、運用メニュー単位で選択/解除

できます。 

 

「進む」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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 制限設定 

このバーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメー

リングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使用可能なディスク容量、

使用可能なWeb帯域幅制限、シェル変更の可/不可、ドメインユーザーのロ

グイン有効期限の最大値、FTPによる転送速度制限の設定を行います。 

このバーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの最大

数」に入力します。 

 

 

バーチャルドメイン追加時に、ドメイン管理者(admin@ドメイン名)

と anonymousFTP用ユーザー(ftp@ドメイン名)が追加されます。

これらのユーザーも、バーチャルドメインで管理可能なユーザーア

カウント数として含まれます。 

例えば、バーチャルドメインの制限設定で「ユーザーアカウントの

最大数」を 100に設定し、バーチャルドメイン追加を行った場合、

このバーチャルドメインで作成可能な残りユーザー数は 98となり

ます。 

 

このバーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チ

ェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリストの最大数」に入力します。 
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このバーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、

チェックボックスをチェックし、制限値を「メールスプール容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「最大ディスク容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるWeb帯域幅を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「Web帯域幅制限」に入力します。 

 

 

CGIからの出力は、Web帯域幅制限で制限できません。 

 

このバーチャルドメインが使用できる FTP転送速度を制限する場合は、チェッ

クボックスをチェックし、アップロードの制限なら「FTP転送速度制限（アップロ

ード）」に、ダウンロードの制限なら「FTP転送速度制限（ダウンロード）」に制

限値を入力します。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする

場合は、チェックボックスをチェックします。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログイン有効期限の最大値を設

定する場合は、チェックボックスをチェックし、その日付を指定します。 

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。 

 

「進む」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 

 

 webサーバー設定 

追加するドメインで運用するWebサーバーの設定を行います。 

 



1-1. バーチャルドメイン       15 

このドメインで運用するWebサーバー/セキュアWebサーバーの設定・確認

を行います。 

サーバー名は、ドメイン名と同じ名前で登録されます。 

Webサーバー/セキュアWebサーバーのポート番号を確認し、必要があれば

変更します。 

 

「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

 メールサーバー設定 

メールサーバー名に、SMTPサーバー、POPサーバーとしてユーザーに指定

させるホスト名を入力します。 

 

「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

 ネームサーバーへ追加するレコードの確認 

DNSサーバーへ追加されるレコードを表示します。 
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他の DNSサーバーを利用している場合はこの画面の情報を該当サーバー

へ追記してください。 

このドメインのエクスポートデータがサーバー上に保存されている場合は、イ

ンポートを行うにチェックを入れ、エクスポートデータを利用したドメインの移行

を行うことができます。 
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3. バーチャルドメインの一括登録  

CSVデータにより、バーチャルドメインの一括登録、または、一括削除を行い

ます。また、バーチャルドメインの情報を CSV データとしてダウンロードします。 

 

 バーチャルドメインの一括登録 

所定の CSVデータファイルをアップロードするか、CSVデータを貼り付けるこ

とで、バーチャルドメインを一括登録できます。 

 バーチャルドメインの一括登録 

所定の CSV形式で作成したファイルをアップロードすることで、バーチャルド

メインを一括追加します。 

CSVデータの形式は、後述の「ダウンロード」の項をご参照ください。 
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「バーチャルドメインの一括登録」画面で「ファイルを選択してください」にファイ

ル名を入力します。 

「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択することもできます。 

「追加」ボタンをクリックするとバーチャルドメインの一括登録処理が開始しま

す。 

 

 テキストによる一括登録 

入力欄に所定の CSV形式のテキストデータを貼り付けることで、バーチャル

ドメインを一括登録できます。 

テキストデータの形式は、ダウンロード」の項をご参照ください。 

「バーチャルドメインの一括登録」画面でテキストデータ入力欄に所定の CSV

データを入力します。 

「追加」ボタンをクリックするとにバーチャルドメインの一括登録処理が開始し

ます。 
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 バーチャルドメインの一括削除 

 ファイルからの一括削除 

削除したいバーチャルドメインの一覧を記述したファイルをアップロードするこ

とで、バーチャルドメインを一括削除できます。 

「バーチャルドメインの一括削除」画面でファイル名を入力します。 

「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択することもできます。 

 テキストによる一括削除 

入力欄に削除するバーチャルドメイン名の一覧を貼り付けることで、バーチャ

ルドメインを一括削除できます。 

「バーチャルドメインの一括削除」画面でテキストデータ入力欄に削除するバ

ーチャルドメイン名の一覧を入力します。 

「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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 ダウンロード 

現在登録されているバーチャルドメインの設定情報を CSV形式でダウンロー

ドできます。また、このフォーマットに合わせて改変したものをアップロードする

ことにより類似したバーチャルドメインを容易に一括登録できます。 

「ダウンロード」ボタンをクリックし、ファイルを保存します。 

 

なお、CSVデータの形式は以下の通りです。 

1. ドメイン名 

2. ホスト名または IP 

3. IPアドレス 

4. 管理者のパスワード 

5. マスター/非マスター 

6. アカウント制限 

7. メーリングリスト制限 

8. スプール制限 

9. Web帯域制限 

10. FTP転送速度制限（アップロード） 

11. FTP転送速度制限（ダウンロード） 

12. 最大ディスク容量 

13. セキュア Webサーバーポート番号 

14. メールサーバー名 
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4. テンプレート編集  

テンプレート追加で登録したバーチャルドメインのサービス形態テンプレートを

編集します。 

 

 サービス形態テンプレートの編集 

テンプレートを編集する場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

テンプレート編集画面が表示されます。 

提供するサービスを変更する場合は、サービスを選択/解除します。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面

に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 運用メニュー設定 

バーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメ

ニューの設定変更を行います。また、ここで設定した「個人情報管理」のメニュ

ーは、ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニュ

ーとしても用いられます。 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを変更する場合は、メニ

ューを選択/解除します。「全てチェック」ボタン / 「全て削除」ボタンをクリックす

ると、運用メニュー単位で選択/解除できます。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面

に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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 制限設定 

このバーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメー

リングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使用可能なディスク容量、

使用可能なWeb帯域幅制限、シェル変更の可/不可、ドメインユーザーのロ

グイン有効期限の最大値、FTPによる転送速度制限の設定を行います。 

このバーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの最大

数」に入力します。 

このバーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チ

ェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリストの最大数」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、

チェックボックスをチェックし、制限値を「メールスプール容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「最大ディスク容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるWeb帯域幅を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「Web帯域幅制限」に入力します。 

 

 

CGIからの出力は、Web帯域幅制限で制限できません。 
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このバーチャルドメインが使用できる FTP転送速度を制限する場合は、チェッ

クボックスをチェックし、アップロードの制限なら「FTP転送速度制限（アップロ

ード）」に、ダウンロードの制限なら「FTP転送速度制限（ダウンロード）」に制

限値を入力します。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする

場合は、チェックボックスをチェックします。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログイン有効期限の最大値を設

定する場合は、チェックボックスをチェックし、その日付を指定します。 

この他に変更する項目があれば、他のタブをクリックします。 

 

なければ「OK」ボタンをクリックして、「サービス形態テンプレートの編集」画面

に戻り「設定する」ボタンをクリックして設定を終了します。 
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5. テンプレート追加  

バーチャルドメインを追加する際に選択する、バーチャルドメインのサービス

形態テンプレートを作成します。選択したテンプレートに設定した値を、バーチ

ャルドメイン作成時の初期値として表示します。あらかじめ、バーチャルドメイ

ンに提供するサービス形態(サービスメニュー)ごとに、テンプレートを作成して

おくとバーチャルドメインの作成が容易になります。 

例えばサービスメニューに、全てのサービスが利用可能、メールだけが利用

可能という 2つのタイプがあれば、バーチャルドメインを作成する前にそれぞ

れのテンプレートを作成しておきます。バーチャルドメイン作成時に該当する

テンプレートを選択すればタイプごとの値を初期値として表示できます。 

 

テンプレート名を入力します。元になるテンプレートを選択します。 

「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

提供するサービスを選択します。 
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「進む」ボタンをクリックして、次の設定へ進みます。 

 

バーチャルドメインの管理者である「admin@ドメイン名」に利用を許可するメ

ニューの設定を行います。また、ここで設定した「個人情報管理」のメニューは、

ドメインユーザー追加時にバーチャルユーザーに利用を許可するメニューとし

ても用いられます。 

 

バーチャルドメイン管理者に利用を許可するメニューを選択します。「全てチェ

ック」ボタン/「全て削除」ボタンをクリックすると、運用メニュー単位で選択/解除

できます。 

「進む」ボタンをクリックして次の設定に進みます。 
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このバーチャルドメインで管理可能なユーザーアカウント数、作成可能なメー

リングリスト数、使用可能なメールスプール容量、使用可能なディスク容量、

使用可能なWeb帯域幅制限、シェル変更の可/不可、ドメインユーザーのロ

グイン有効期限の最大値、FTPによる転送速度制限の設定を行います。 

このバーチャルドメインに割り当てるユーザー数を「ユーザーアカウントの最大

数」に入力します。 

このバーチャルドメインが作成できるメーリングリスト数を制限する場合は、チ

ェックボックスをチェックし、制限値を「メーリングリストの最大数」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるメールスプール容量を制限する場合は、

チェックボックスをチェックし、制限値を「メールスプール容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるディスク容量を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「最大ディスク容量」に入力します。 

このバーチャルドメインが使用できるWeb帯域幅を制限する場合は、チェック

ボックスをチェックし、制限値を「Web帯域幅制限」に入力します。 

 

 

CGIからの出力は、Web帯域幅制限で制限できません。 

 

このバーチャルドメインが使用できる FTP転送速度を制限する場合は、チェッ

クボックスをチェックし、アップロードの制限なら「FTP転送速度制限（アップロ
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ード）」に、ダウンロードの制限なら「FTP転送速度制限（ダウンロード）」に制

限値を入力します。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログインシェルを変更可能にする

場合は、チェックボックスをチェックします。 

このバーチャルドメインに属するユーザーのログイン有効期限の最大値を設

定する場合は、チェックボックスをチェックし、その日付を指定します。 

 

「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. バーチャルドメインの状態  

追加された全てのドメインの設定の概要がリスト表示されます。 

登録されているドメインを検索する場合は、「ドメイン検索」に検索キーワード

を入力します。検索結果の表示件数を変更する場合は、「表示件数」の値を変

更します。「検索」ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。 

ドメイン名の頭文字で検索する場合は、「ドメイン名の頭文字」に表示されてい

る頭文字の範囲をクリックします。 

登録されているドメイン名を全て一度に表示する場合は、「全て表示」をクリッ

クします。 

 

ドメイン毎に、以下の情報を表示します。 

ドメインタイプ 名前ベースドメインか IPベースドメインかを表示し

ます。 

ユーザー数 現在の登録ユーザー数と登録可能ユーザー数を表

示します。 

ML数 現在の登録メーリングリスト数と登録可能メーリン

グリスト数を表示します。 

ディスクサイズ Webスペースを含むホームディレクトリ領域のサイ

ズとその使用可能容量をキロバイトで表示します。 

スプールサイズ メールスプール領域のサイズとその使用可能容量

をキロバイトで表示します。 

Web Webサービスが利用可能かどうかを表示します。 

セキュアWeb セキュアWebサービスが利用可能かどうかを表示

します。セキュアWebサービスで利用するポート番

号も表示されます。 
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メール メールサービスが利用可能かどうかを表示します。 

ML メーリングリストサービスが利用可能かどうかを表

示します。 

FTP FTPサービスが利用可能かどうかを表示します。 

DNS DNSサービスが利用可能かどうかを表示します。 

シェル ドメインに属するユーザーのログインシェル変更可

能かどうかを表示します。 

有効期限 ドメインに属するユーザーのログイン有効期限に設

定できる最大値を日付で表示します。 
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7. バーチャル容量制限初期化  

バーチャルドメインごとに使用可能なディスク容量を制限するための準備(バ

ーチャルドメイン容量制限の初期化)を行います。なお、バーチャルドメイン容

量制限の初期化を行ってもディスクの内容は削除されません。 

 

容量制限の設定を有効にするために初期化を実行します。 

初期化されていない場合は、「設定する」ボタンをクリックします。 

 

 

バーチャル容量制限の初期化を行うためには、あらかじめ、

/homeまたは/home/lcvirtualdomainを独立したパーティションと

してマウントしておく必要があります。 

 

 

バーチャルドメイン容量制限の初期化を行なわないと、バーチャル

ドメインごとに使用可能なディスク容量を制限することはできませ

ん。 

 

 

バーチャル容量制限の初期化を実行後、コンピューターを再起動

する必要があります。 
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8. ドメインデータのエクスポート  

 

追加された全てのバーチャルドメインが一覧表示されます。 

ドメイン名のとなりに表示された「ダウンロード」ボタンをクリックすることで該当

ドメインのホーム領域、メール領域およびユーザー情報を含んだエクスポート

データをクライアントマシン上にダウンロードすることができます。 

 

取得できる情報は、下記のものとなります。これ以外の情報は取得できませ

ん。 

・ ドメイン所属のアカウント情報 (passwd,shadow,ftpusers のドメイン所

属アカウント) 

・ ドメインのメール領域 (/home/vpopmail/domains/ドメイン名) 

・ ドメインのユーザーデータ領域 (/home/lcvirtualdomain/ドメイン名) 

※上記以外の情報（各ドメインのサーバー設定など）は取得できません。 

 

 

 

「ダウンロード」ボタンのクリック後、作業を取り消してもバックグラ

ウンドでのエクスポート処理は中断されません。 
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管理画面でエクスポートする以外にコマンドラインでサーバー内に

保存することもできます。 

方法は以下の通りです。 

1. サーバーに rootユーザーでログインします。 

2. エクスポートスクリプトを実行します。 

# /usr/local/hde/lc/bin/virtual-migration.php -e -d ドメイン

名 -w 保存するエクスポートファイル名 
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