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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。 

 

 

126       HDE Controller X ユーザーマニュアル 


	マニュアルの読み方 
	 このマニュアルについて 

	第1章　各詳細機能の説明
	1. 概要
	 インターネット
	 イントラネット
	 運用
	 監視
	 システム
	 パーソナル


	1-1.　Webサーバー
	1. 基本設定
	 基本設定
	 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

	 詳細設定
	 最大同時接続数
	 最大アイドルプロセス数
	 最小アイドルプロセス数
	 ユーザー領域のURLのタイプ
	 リモートホスト名の逆引き
	 サーバーバージョンの表示
	 TRACEメソッドの使用

	 エラーメッセージ設定

	2. ディレクトリ管理
	 ディレクトリ管理
	 アクセス制御

	3. ディレクトリ追加
	 ディレクトリ
	 CGI
	 SSI
	 DAV
	 CPU最大使用時間
	 ディレクトリアクセス制御

	4. ディレクトリ認証設定
	 ディレクトリ認証の設定
	 認証の有効化
	 認証名
	 新規ユーザー追加
	 ブラウザからの確認方法

	 ディレクトリ認証の有効、無効の変更

	5. Alias設定
	 Aliasの追加
	 評価順
	 Aliasタイプ
	 変換元URL
	 変換先Path

	 Aliasの評価順変更
	 Aliasの編集

	6. MIMEタイプ設定
	 MIMEタイプの検索
	 MIMEタイプの追加
	 MIMEタイプ
	 拡張子


	7. ModSecurity設定
	 基本設定
	 詳細設定
	 すべてのリクエストを検査
	 リクエストのボディを検査
	 URLエンコーディングを検査
	 Unicodeエンコーディングを検査
	 リクエスト長制限
	 拒否時のステータスコード
	 監査ログを記録
	 ログファイル名


	8. ModSecurityフィルター管理
	 フィルターの追加
	 優先度
	 フィルター名

	 ルールの追加
	 優先度
	 検査対象
	 文字列
	 処理

	 設定の削除と編集方法
	 フィルター設定例

	9. アクセス統計

	1-2.　セキュアWebサーバー
	1. 基本設定
	 基本設定
	 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

	 詳細設定

	2. ディレクトリ管理
	3. ディレクトリ追加
	4. ディレクトリ認証設定
	5. 鍵と証明書の設定
	 設定の流れ
	 鍵と証明書の情報
	 SSL鍵設定
	 SSL鍵/証明書/CSRダウンロード
	 SSL鍵/証明書のアップロード
	 中間CA証明書アップロード


	1-3.　メールサーバー (postfix)
	1. 基本設定
	 基本設定
	 詳細設定
	 詳細設定
	◇ 最大メッセージサイズ
	◇ DNSホスト名解決
	◇ サーバーバージョン表示

	 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
	 セキュリティ設定
	◇ SMTP
	◇ Submission
	◇ SMTPS

	 高度な設定
	◇ メッセージ キュー保存時間
	◇ バウンスメッセージ キュー保存時間（秒）
	◇ 最大再送間隔（秒）
	◇ 最小再送間隔（秒）



	2. アクセス制御
	 アクセス制御
	 送信を許可するクライアント削除


	3. スマートリレー設定
	 スマートリレーの設定

	4. 転送制限数設定
	5. エイリアス設定
	 エイリアスの設定
	 エイリアスの検索
	 エイリアスの編集

	6. APOP設定

	1-4.　メーリングリスト
	1. メーリングリスト管理
	 メンバー設定
	 メーリングリスト設定
	 メッセージ設定
	 ヘッダーメッセージ
	 フッターメッセージ


	2. メーリングリスト作成
	 メーリングリスト名
	 コメント
	  管理者メールアドレス
	 管理用パスワード
	 投稿者制限
	 返信先メールアドレス
	 最大メッセージサイズ
	 アーカイブ
	 件名プレフィックス
	 通し番号開始値
	 参加方法
	 退会方法
	 参加者一覧取得
	 参加リスト一覧取得

	3. テンプレート設定

	1-5.　DNSサーバー
	1. 基本設定
	 サーバーバージョン表示

	2. ドメイン情報管理
	 ドメイン情報の編集
	 ゾーン管理権限を持つマスターサーバー名
	 管理者メールアドレス
	 問い合わせを許可するホスト
	 ゾーン転送を許可するホスト
	 ゾーン変更通知するホスト
	 レコードキャッシュ保持期間（秒）
	 リフレッシュ間隔(秒)
	 リトライ間隔(秒)
	 有効期間(秒)
	 ネガティブキャッシュ保持期間(秒)

	 ドメイン情報の削除

	3. ドメイン追加
	4. サブドメイン追加
	 同じサーバー上でサブドメインの管理を行う方法
	 異なるサーバー上でサブドメインの管理を行う方法

	5. スレーブ追加
	6. 問い合わせ転送設定
	7. 逆引きゾーン追加
	8. レコード管理

	1-6.　NTPサーバー
	1. NTPサーバー設定
	 基本設定
	 アクセス制限設定
	 グローバル設定
	 詳細設定


	2. 時刻同期サーバーの状態

	1-7.　FTPサーバー
	1. 基本設定
	 基本設定
	 Anonymous FTPの設定


	1-8.　ファイル共有サーバー
	1. 一般設定
	 グローバル設定
	 ［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
	 ［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
	 ［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
	 ［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

	 個人用フォルダ設定
	 フォルダの説明
	 利用を拒否するユーザー
	 ファイル作成時属性
	 フォルダ作成時属性

	 詳細設定
	 Linuxファイルシステムに利用される文字コード
	 ゲストアカウント
	 不正パスワードによるログイン処理
	 NetBIOS名


	2. 共有フォルダ管理
	 ［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
	 ［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)
	 ［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)
	 ［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

	3. 共有プリンター管理
	 「編集」ボタン
	◇ 共有プリンター追加の設定で、(A)このサーバーに接続されて　　　いるプリンターを選択した場合
	◇ 共有プリンター追加の設定で、(B)ネットワークプリンターを　　　選択した場合
	 「削除」ボタン
	 「取消」ボタン


	4. 共有プリンター追加
	 A) このサーバーに接続されているプリンター選択した場合
	◇ 共有プリンター名
	◇ デバイス名
	◇ ゲストの使用不可
	◇ コメント
	 B) ネットワークプリンターを選択した場合
	◇ 共有プリンター名
	◇ リモートホスト名
	◇ リモートホストのプリンター名
	◇ ゲストの使用許可
	◇ コメント



	5. Windowsドメインメンバー管理
	 メンバーの追加
	 メンバー一覧

	6. ドメイン管理者設定
	 ドメイン管理者名
	 パスワード


	1-9.　LDAP
	LDAP概要
	 LDAP通信の暗号化
	 LDAP認証が可能な主なサービス
	 LDAP認証を行うために必要な作業
	 (1) LDAPサーバーの構築／設定
	 (2) LDAP認証の許可
	 (3) LDAPアカウントの登録

	 LDAPアカウントとローカルアカウントとの差異
	 ホームディレクトリの自動作成
	 ホームディレクトリの共用
	 HDE Contollerが想定するLDAPサーバー環境
	 (1)使用するスキーマファイル
	 (2)使用するオブジェクトツリー構造
	 (3) LDIF


	1. クライアント基本設定
	 LDAP認証
	 LDAPサーバー名
	 ポート番号
	 ベースDN検索
	 ベースDN
	 ルートDN
	 パスワード
	 パスワード(再入力)
	 自動ホームディレクトリ作成
	 SambaアカウントのLDAP管理
	 SambaシステムSID検索
	 SambaシステムSID

	2. サーバー基本設定
	 スキーマ設定
	 SSL/TLS設定

	3. データベース作成
	 データベース基本設定
	 ルートDN
	 パスワード
	 ディレクトリ

	 インデックス設定
	 属性
	 条件


	4. インデックス作成
	5. バックアップ／リストア
	 バックアップ
	 リストア


	1-10.　DHCPサーバー
	1. 基本設定
	2. 詳細設定
	 ネットワークカード
	 デフォルト貸し出し期間
	 最大貸し出し時間
	 ドメイン名
	 ネームサーバーのIPアドレス（マスター）
	 ネームサーバーのIPアドレス（スレーブ）
	 WINSサーバーのIPアドレス
	 デフォルトゲートウェイ
	 貸し出し開始IPアドレス
	 貸し出し終了IPアドレス

	3. 固定IPアドレスの割り当て
	 クライアント名
	 MACアドレス
	 固定IPアドレス


	1-11.　MySQL管理
	1. 基本設定
	2. ユーザー管理
	3. データベース管理
	4. 権限管理
	 権限設定

	5. バックアップ
	6. リストア

	1-12.　PostgreSQL管理
	1. 基本設定
	2. ユーザー管理
	3. データベース管理
	4. バックアップ
	5. リストア
	 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
	 新しいデータベースを作成しリストアする
	 クラスタをリストアする


	1-13.　Proxyサーバー
	プロキシサーバー概要
	 通常のプロキシサーバー
	 透過プロキシサーバー
	 透過プロキシの構築

	 httpdアクセラレーター
	 httpdアクセラレーターの構築


	1. 基本設定
	 基本設定
	 ポート番号
	 キャッシュ保存ディレクトリ
	 キャッシュ容量

	 アクセス制御設定

	2. ファイアウォール設定
	3. Webフィルタ管理
	4. マイカテゴリ管理
	 マイカテゴリの編集
	 マイカテゴリの削除

	5. マイカテゴリ作成
	6. ブラックリストアップロード
	7. 上流プロキシサーバー設定

	1-14.　NFS
	1. NFSサーバー設定
	 NFSエクスポートの追加
	 エクスポートディレクトリの編集

	2. NFSクライアント設定
	 NFSの追加
	 NFSサーバー
	 リモートディレクトリ
	 マウントポイント
	 マウントオプション
	 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

	 NFSの編集


	1-15.　アカウント
	1. ユーザー管理
	 ユーザーの検索
	 ユーザーの編集
	 ユーザー設定
	 メール転送設定
	 メール設定
	 ファイル共有設定
	 ユーザーの詳細設定

	 ユーザーの削除

	2. ユーザー追加
	 ユーザー追加
	◇ ユーザー名（ログイン名）： user1
	◇ パスワード： ********
	◇ グループ： ログイン名と同じにする
	◇ 追加情報（本名など）： HDE user1
	 メールの転送に関する設定
	 メールパスワード設定
	 ファイル共有設定
	 制限項目


	3. ユーザー一括管理(CSV)
	 ユーザーの一括登録(CSV)
	 一括管理の入力形式

	 ユーザーの一括削除(CSV)
	 ユーザーリストのダウンロード

	4. グループ管理
	 グループの検索
	 グループの編集
	 グループの削除

	5. グループ追加
	6. ユーザーテンプレート

	1-16.　LDAPアカウント
	1. ユーザー管理
	 ユーザー検索
	 ユーザー編集
	 ユーザー削除

	2. ユーザー追加
	 ユーザー名(ログイン名)   
	 パスワード
	 追加情報(本名など)
	 グループ
	 ログインシェル
	 アカウント有効期限

	3. グループ管理
	 グループ検索
	 グループ編集
	 グループ削除

	4. グループ追加
	 グループ名
	 グループID
	 グループメンバー

	5. テンプレート設定
	 ホームディレクトリのプレフィックス
	 追加情報
	 ログインシェル
	 アカウント有効期限


	1-17.　サーバーステータス
	1. コンピューターの状態
	2. サービス稼働状況
	3. サービス稼働状況メニューの編集
	 状態を表示するサービスの追加
	 サービス稼働状況の表示・非表示設定

	4. プロセス管理

	1-18.　OSアップデート
	1. 概要
	2. Red Hat Enterprise Linux 6 の場合
	 (1) Red Hat Networkにユーザーアカウントを登録します。
	 (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。
	 (3) OSアップデートの設定を行います。
	 一般設定
	 取得/インストール設定
	 (4) 最新のソフトウェアにアップデートします。



	1-19.　パッケージ管理
	1. アップデートサーバー設定
	2. HDE Controllerのアップデート
	3. RPMインストール
	4. インストール済みRPM一覧
	 ソフトウェアの一覧表示
	 ソフトウェアの削除


	1-20.　バックアップ
	1. スケジュール追加
	2. 今すぐバックアップ
	 サーバー内に保存
	 クライアント内に保存

	3. バックアップファイルの復元
	 サーバー内ファイル復元
	 クライアント内ファイル復元
	 その他復元

	4. スケジュール編集
	 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


	1-21.　テープバックアップ
	1. バックアップの設定
	 オートローダーの場合
	 テープの設定
	 バックアップ領域の設定
	 バックアップ方法の設定
	 バックアップ実行結果の設定

	2. バックアップの復元
	3. テープドライブの状態
	 スケジュールの削除
	 スロットの状態
	 テープドライブの状態


	1-22.　グラフレポート
	1. グラフレポートの初期化
	2. しきい値の見直し

	1-23.　自己監視
	概要
	 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
	◇ (1) ディスク使用率、iノード使用率
	◇ (2) 実メモリ使用率
	◇ (3) 物理メモリ使用率
	◇ (4) swap使用率
	◇ (5) システム負荷
	◇ (6) CPU使用率
	◇ (7) ログインユーザー数
	◇ (8) 全てのプロセス数
	◇ (9) 実行中プロセス数
	◇ (10) スリープ中プロセス数
	◇ (11) 停止中プロセス数
	◇ (12) ゾンビプロセス数
	◇ (13) 任意のプロセス数

	 設定の流れ
	◇ 異常時にメールを送信したい
	◇ サーバーのリソース（メモリ、ディスク）を監視したい
	◇ サーバーの負荷を監視したい
	◇ ログインユーザー数を監視したい
	◇ 総プロセス数やゾンビプロセス数などを監視したい
	◇ 任意のプロセス数を監視したい
	◇ 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
	◇ 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
	◇ 自己監視により検知されたアラートを確認したい
	◇ 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
	◇ 現在のサーバーの状況を確認したい



	1. 基本設定
	2. リソース監視
	3. パフォーマンス監視
	4. ログイン監視
	5. プロセス監視
	6. 任意のプロセス監視
	7. 自己監視サービスの状態
	8. アラートの確認

	1-24.　ログ管理
	1. ログ閲覧
	2. ログローテート
	3. ログ監視
	 メールアドレス設定
	 ログファイルの追加
	 ルールの設定
	 マッチする正規表現
	 マッチしない正規表現
	 アクション



	1-25.　SNMPエージェント
	1. システム情報設定
	 システム情報設定

	2. コミュニティ設定
	3. セキュリティグループ設定
	4. ビュー設定
	5. アクセス制御設定

	1-26.　ネットワーク
	1. 基本設定
	 基本設定
	 ホスト名
	 ドメイン名
	 ネームサーバー1
	 ネームサーバー2、ネームサーバー3
	 ドメイン検索リスト

	 ネットワークカード設定
	 起動時設定
	 IPアドレス取得
	 IPアドレス
	 IPv6アドレス
	 ネットマスク

	 ゲートウェイ設定
	 ゲートウェイデバイス
	 ゲートウェイアドレス
	 IPv6
	 ルータ広告による自動設定
	 ルータ広告によるIPv6アドレス自動設定
	 IP転送
	 IPマスカレード


	2. ルーティング設定
	 ルーティングの追加
	 ルーティング設定の編集

	3. ポートフォワーディング設定
	 ポートフォワードルールの追加と削除
	 ポートフォワードルールの編集

	4. ネットワークの状態
	 ネットワークインターフェースの状態
	 ネットワークポートの状態

	5. 帯域制御設定
	 帯域制御の状態
	 ネットワークカードの物理帯域幅の設定
	 帯域の割り当て
	 コメント
	 対象ネットワークカード
	 対象ポート番号
	 最大速度


	6. ネットワーク情報の取得
	 ホスト情報(host)の取得
	 サーバー情報(dig)の取得
	 ドメイン情報(whois)の取得
	 ポート通信可否チェック
	 ping チェック
	 通信経路情報(traceroute)の取得


	1-27.　ディスク使用容量制限
	1. パーティション設定
	 容量制限の設定

	2. 容量制限一覧
	 容量制限の一覧

	3. 容量制限一括設定
	 容量制限の一覧


	1-28.　セキュリティ
	1. TCP wrapperの簡易設定
	 TCP wrapperの簡易設定

	2. TCP wrapperの一般設定
	 アクセスポリシーの追加


	1-29.　ファイアウォール (IPv4)
	概要
	 パケットフィルター
	 入力パケットフィルタリング
	 出力パケットフィルタリング
	 通過パケットフィルタリング

	 フィルタリング機能
	 フィルター名
	 コメント
	 有効化
	 可視化
	 ルール

	 パケットフィルター画面構成
	 パケットフィルター設定
	 パケットフィルター管理
	 簡易パケットフィルター管理
	 パケットフィルター状態


	1. パケットフィルター設定 (IPv4)
	 基本設定
	 サーバー起動時の動作
	 パケットフィルターの使用
	 フィルター毎のデフォルトルール
	◇ パケット受信
	◇ パケット送信
	◇ パケット通過


	 高度な設定
	 モジュール設定
	◇ ステートフル系
	◇ NAT系

	 その他の設定


	2. パケットフィルター管理 (IPv4)
	 インターフェース毎の設定
	 ループバック(lo)
	 PPP
	 イーサネット

	 フィルター追加
	 フィルター順位
	 フィルター名
	 フィルター一覧

	 ルール管理
	 フィルター設定
	 ルール追加
	 ルール一覧

	 ルール設定
	 基本情報
	 ネットワーク設定
	◇ 送信元ネットワーク
	◇ 受信先ネットワーク
	◇ 入力インターフェース
	◇ 出力インターフェース
	◇ 状態指定

	 プロトコル設定
	◇ ICMP
	◇ TCP
	◇ UDP
	◇ IGMP

	 処理設定
	◇ 処理
	◇ 処理頻度制限
	◇ ログ記録
	◇ ログに追加する文字列



	3. 簡易パケットフィルター管理 (IPv4)
	4. パケットフィルター状態 (IPv4)
	5. パケットフィルターの構築
	 簡単な構築
	 少し複雑な構築


	1-30.　ファイアウォール (IPv6)
	概要
	 パケットフィルター
	 入力パケットフィルタリング
	 出力パケットフィルタリング
	 通過パケットフィルタリング

	 フィルタリング機能
	 フィルター名
	 コメント
	 有効化
	 可視化
	 ルール

	 パケットフィルター画面構成
	 パケットフィルター設定
	 パケットフィルター管理
	 簡易パケットフィルター管理
	 パケットフィルター状態


	1. パケットフィルター設定 (IPv6)
	 基本設定
	 サーバー起動時の動作
	 パケットフィルターの使用
	 フィルター毎のデフォルトルール
	◇ パケット受信
	◇ パケット送信
	◇ パケット通過


	 高度な設定
	 モジュール設定
	◇ ステートフル系
	◇ NAT系

	 その他の設定


	2. パケットフィルター管理 (IPv6)
	 インターフェース毎の設定
	 ループバック(lo)
	 PPP
	 イーサネット

	 フィルター追加
	 フィルター順位
	 フィルター名
	 フィルター一覧

	 ルール管理
	 フィルター設定
	 ルール追加
	 ルール一覧

	 ルール設定
	 基本情報
	 ネットワーク設定
	◇ 送信元ネットワーク
	◇ 受信先ネットワーク
	◇ 入力インターフェース
	◇ 出力インターフェース
	◇ 状態指定

	 プロトコル設定
	◇ ICMP
	◇ TCP
	◇ UDP
	◇ IGMP

	 処理設定
	◇ 処理
	◇ 処理頻度制限
	◇ ログ記録
	◇ ログに追加する文字列



	3. 簡易パケットフィルター管理 (IPv6)
	4. パケットフィルター状態 (IPv6)
	5. パケットフィルターの構築
	 簡単な構築
	 少し複雑な構築


	1-31.　HDE Controller設定
	1. 基本設定
	 ポート番号設定
	 アクセスポリシー設定
	 SSL設定

	2. ライセンス情報
	3. SSL設定
	4. インターフェース設定
	 背景色カラーコード

	5. アクセス権限設定
	 ユーザーの検索
	 アクセス権限設定

	6. アクセス権限一括設定
	7. お気に入り編集
	8. 表示オプション設定
	 表示言語
	 テーマ
	 背景色カラーコード（RGB16進数）


	1-32.　オプション
	1. 時間設定
	 手動設定
	 自動設定

	2. cron管理
	 crontab管理
	 システムテーブル
	 スケジュール追加
	 スケジュール編集
	 スケジュール削除
	 ユーザーテーブル

	 cronユーザー管理
	 ユーザーポリシー
	 ユーザー設定



	1-33.　初期セットアップウィザード
	1. 初期セットアップウィザード

	1-34.　個人情報管理
	1. ログインパスワード
	2. 詳細設定
	3. メール転送
	 メールの転送先
	 メールの本文置換転送

	4. APOPパスワード
	 APOPパスワードの設定
	 新しいAPOPパスワード
	 再入力


	5. ファイル共有
	6. ユーザーステータス
	 ユーザー名（ログイン名）
	 ホームのディスク使用量
	 Webのディスク使用量
	 メールスプールディスクの使用量

	7. 自動返信メール設定
	 差出人
	 件名
	 本文
	 返信間隔

	8. 表示オプション設定
	 表示言語
	 テーマ
	 背景色カラーコード(RGB16進数)


	1-35.　ユーティリティ
	1. ファイルマネージャー
	 ファイルマネージャー
	 検索方法

	 ディレクトリの作成
	 ファイルのアップロード
	 ファイルのダウンロード
	 パーミッションの変更
	◇ 名前
	◇ サイズ
	◇ 日付
	◇ パーミッション






