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1. 概要 

この章では、HDE Controller X 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 X 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。 

 

◇ 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。 
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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。 

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、東西 POIのメールサーバーにスマートリレー設定をおこないま

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。 
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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。 

 .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。 

 



 

1-36. LGWANの設定       461 

 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 

 

 



 

1-36. LGWANの設定       463 

 

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。 

 

 
 
 


	HDE Controller X
	1-36.　LGWANの設定
	1. 概要
	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

	 DNSの設定
	 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
	 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
	◇ 既存のDNSを利用しない場合


	 時刻の設定
	 LGWANの標準時刻設定
	 LGWANの標準時刻受信設定


	3. メールサーバーの設定
	 LGWAN接続のための基本設定
	 受け付けるドメイン
	 アクセス制御
	 メール振り分け（スマートリレー）設定
	◇ 全てのメールの転送設定
	◇ ドメイン毎の転送設定
	◇ セカンダリ配送先メールサーバーの設定


	 アドレス付け替え設定
	 メールの送信者アドレスを書き替える
	 メールの受信者アドレスを書き替える

	 アドレス付け替え一括設定
	 一括追加
	◇ ファイルの書き方について

	 一覧ダウンロード


	4. プロキシサーバーの設定
	 上流プロキシサーバー設定
	 デフォルトの上流プロキシ
	 特定ドメインに対する上流プロキシ




