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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兹ねている場合は、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 

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
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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。 
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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。 

 

 

 

 


