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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。 
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 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。 

 

 

ひらがなや漢字など、文字コードはシステムにあわせる必要があ

ります。 

「追加」ボタンをクリックして登録します。 

 

 

半角カナ／全角文字がファイル名、またはパスに含まれる場合、

アップロードが正常に実行できないことがあります。 
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 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。 

 

 

 




