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 マニュアルの読み方  

 このマニュアルについて  
『HDE Controller インストールマニュアル』では、ご使用になるまでの OS のインス

トールと HDE Controller (以下、本製品とします)のインストール、初期設定の手順

を記載してあります。 

 

説明内で、注意すべき点、語句について補足が必要な点などについては、注釈を

設けています。 

 

説明中、注意すべき点がある場

合は、注意マークや 黒枠での注

意書きにて、注意を促していま

す。 

 

 

HDE Controller を使用する上で

参考になる項目については、「ヒ

ント」アイコンがついています。 
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1. 概要  
このたびは、HDE Controller(以下、本製品)をお買い上げいただきまして、あ

りがとうございます。この章では、本製品の概要やご使用になられるにあたっ

ての注意点を説明します。 

HDE Controller のメニュー画面 

 

 HDE Controllerとは 
オープンソースにより開発されている Linux は、その安定性や迅速なセキュリ

ティ対応、なによりコストパフォーマンスの高さにより、さまざまなサーバーで

利用されています。 

Linux の人気が高まるにつれ、これまで UNIX を利用したことのないユーザー

も Linux に高い関心を持つようになりました。しかしながら、UNIX の流れを汲

む Linux は、昔ながらのコマンドライン操作と複雑な設定ファイルの編集が必

要なため、Windows 等のユーザーフレンドリーな操作画面に慣れたユーザー

にとって、導入の敷居が高いのも事実です。 
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HDE Contoller は、そのようなユーザーでも容易に Linux サーバーの管理を

行えるツールとして、2000 年 1 月に発売されました。その後、ユーザーから

の要望を取り入れながらバージョンアップを重ねてきました。 

Linux サーバーに HDE Controller をインストールすれば、Web ブラウザ経由

で Windows ライクな操作感を実現します。 

グッドデザイン賞を受賞した秀逸なインターフェースは、Linux に関する知識が

少ない方でも直感的にサーバーの管理を行えるよう設計されています。 

ネットワークの初期設定から、各サービスの設定、アカウントの管理、バックア

ップ、ログの管理、状態監視、セキュリティアップデートなど、サーバー管理に

必要な操作を Web ブラウザから行え、煩わしいコマンド操作の必要はありま

せん。 

HDE Controller は、Linux サーバー安定稼動の実現のみならず、サーバー

管理者の教育コストや管理者変更の場合の引継ぎコストの削減、遠隔地への

移動コストの削減など、サーバー導入後に必要な様々な管理コストを削減しま

す。 

 

  Linuxとは 
Linux とは、当時フィンランドのヘルシンキ大学の学生だった Linus Torvalds
氏によって開発された自由に再配布可能な UNIX 互換の OS です。Linux は

OS の中でもコアとなるカーネルの部分の名前ですが、カーネル以外に使い

やすくするためのツールなどを付加したものとカーネルを含めて、Linux と呼

ぶことが広く普及しています。 

Linux は基本的には無償で配布されているものですが、そのままのカーネル

単体ではインストーラーなどはなく、使い勝手があまりよくありません。そのた

め、一般的には Linux に簡単にインストールすることができるインストーラー

や、使用しやすいツールなどをパッケージ化したディストリビューションと呼ば

れる形に整えて配布されています。 

ディストリビューションを配布している配布元はディストリビューターと呼ばれ、

サポートを付けて Linux を有償で配布しています。有名なディストリビューショ

ンとして、Red Hat Linux や CentOS などがあります。 

かつての Linux は個人で使われることが多かったのですが、最近では企業の

基幹業務でも使われるようになり、信頼性も認められてきています。昔は

PC/AT 互換機でしか動かないものでしたが、最近では大手ハードウェアベン

ダーなども開発に参加することによって様々なプラットフォームで使用されるよ

うになってきています。 
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2. HDE Controllerの使い方  

 HDE Controllerの使用概要 
Linux がインストールされているサーバーに、本製品をインストールすることに

より、コマンドラインを使用せずに Web ブラウザを使用してサーバーの設定を

行うためのソフトウェアです。 

HDE Controller の使用概要 

Linux

 

そのため、まずは Linux がインストールされているサーバーを用意し、そのサ

ーバーに本製品をインストールします。 

その後、別のクライアントマシンから Web ブラウザを使用してアクセス、設定

を行います。 
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 HDE Controllerの基本操作 
HDE Controller は様々なサーバー管理ツールをカテゴリーごとにまとめて提

供しています。HDE Controller のトップページのことを「メインメニュー」と呼び

ます。 

メインメニューの下にはさらにサブメニューが存在し、それぞれのメニューにア

クセスすると、左側にサブメニューが表示されます。このサブメニューが具体

的な設定などを行う場所になっています。 

また、サブメニューの中にもさらに下位分類がある場合には、画面中央に表

示される設定項目に複数のタブが存在する場合もあります。 

 

選択されているカテゴリー   お気に入り      タブ 

 

 

サブメニュー                 設定ボタン 

HDE Controller メニュー構成 
 
 

 設定方法  
各種の設定は、サブメニューをクリックして表示される画面の中央下部にある

「設定する」というボタンを押すことで完了します。 
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「設定する」ボタンをクリックすると、設定を保存する画面が表示された後、「設

定が完了しました」というアラートが表示されます。「設定する」ボタンをクリック

しないと、設定は保存されないので注意してください。  

メニューによっては、設定ボタンが存在しないものがあります。 
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3. 必要動作環境  
HDE Controller の必要動作環境は以下の通りになります。 
 

必要動作環境（サーバー） 

CPU 最低: Intel Pentium III 1.0 GHz 以上もしくはその互換プロセッ

サ 

メモリ 最低: HDE Controller のために 1GB 以上の空きメモリ 
使用環境に応じてさらに多くのメモリが必要となります。 

ハードデ

ィスク 
プログラムサイズ 50MB 以上(インストール時) 
使用環境に応じてさらに多くの空き容量が必要となります。 

その他 CD-ROM ドライブ（インストール時のみ） 
ネットワークインターフェースカード 

 

対応ディストリビューション 

Red Hat Enterprise Linux 6 Server for x86_64(Intel64) 
Red Hat Enterprise Linux 6.1 Server for x86_64(Intel64) 
 

※Server タイプ、64bit(x86_64)のみに対応 

 

対応仮想化環境 

VMware ESX/ESXi  4.0 / 4.1 

対応仮想化環境上のゲスト OS での動作を確認しております。仮想化環境

で利用される場合下記の注意事項にご了承いただきご利用をお願いしま

す。 

・パフォーマンス劣化を起こさないようにシステムリソースを配置する必要

があります。 
・ゲスト OS は上記の対応仮想化環境での対応ディストリビューション下に

限られます。 
・VMware にてサポート対象ゲスト OS になっていない OS についてはサポ

ートできませんのでご了承ください。 
・仮想化固有(VMware)の問題に対してのサポートは行いませんのでご了

承願います。 
・ゲスト OS のシステム時刻が常に正しく取得できる必要があります。 
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管理コンソール 

OS Microsoft Windows  XP / Vista / 7 

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 8 

モニタ解像度 表示解像度 XGA (1024×768) 以上 

 

 
Internet Explorer のポップアップブロックの設定を、解除してから

使用してください。 

 

最新の必要動作環境等につきましては、HDE の Web サイト 
http://www.hde.co.jp/  をご覧ください。 
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動作環境の構築 
 

 



1. 概要  
HDE Controller は、Linux がインストールされたサーバーマシンの設定・管理

を行うソフトウェアです。 

従って、HDE Controller を使用するためには、対応ディストリビューションの

Linux が適切にインストールされている必要があります。 

 

対応ディストリビューション、対応仮想化環境に関しては、【第 1 章 はじめに 
- 3. 必要動作環境】の項を参照してください。 
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2. インストール時の注意事項  
本製品のインストールを行う前に以下を必ずご確認ください。 

本マニュアル導入手順以外でインストールされた場合に生じた不具合等につ

いては、保証いたしかねます。 

 

 注意事項 

 IPアドレス、ホスト名の設定 
Linux サーバーには、本製品を導入する前にあらかじめ IP アドレス、および

ホスト名を設定する必要があります。ドメイン名は必須であり、ドメイン名に 1
つ以上のドット“."を含む必要があります。FQDN が localhost や

localhost.localdomain 等では動作しませんのでご注意ください。 

本製品は、本製品のインストール時に設定された IP アドレス、ドメイン名とい

った情報を内部的に保存し、利用します。インストール後に IP アドレス、ドメイ

ン名などのネットワーク情報を変更される際は、本製品の設定画面から設定

するようお願いいたします。 

 ポートの設定 
クライアントマシンの Web ブラウザから、Linux サーバーの 16590 番ポート

https(SSL)にアクセスできる必要があります。パケットフィルタ・ファイアウォー

ル等でこのポートを閉じないようご注意ください。 

 パケットフィルターの設定 
本製品のインストール前は、Linux やネットワークのパケットフィルタ(ファイア

ウォール)の設定をしないでください。 

 Security Enhanced Linux (SELinux)の設定 
「SELinux を有効にしますか？」を無効に変更してください。 

 不要なサービスの停止 
本製品のインストール後は、Linux 上で動作している不要なサービスを停止す

るようにしてください。 
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 Linuxのインストール 
本製品は、各 Linux ディストリビューションを標準的なインストール方法に従っ

て導入した状態を基準に、各種コンフィグレーションファイルを制御します。

OEM 製品等で、初期状態がカスタマイズされている場合や、お客様ご自身が

エディタ等で直接変更された場合などには、本製品の動作に不都合が生じる

場合もありますので十分ご注意ください。 

 パーティションの設定 
ディスク使用量制限（quota）を使用する場合、OS のインストール時に制限を

掛けたディレクトリを別パーティションにする必要があります。 

各ユーザーのデータおよびメールは/home 以下、RDBMS などのアプリケー

ションデータは/var 以下に収められます。パーティションの設定の際、/home
パーティション、/var パーティションの容量を多めに確保されることをお勧めし

ます。 
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3. Red Hat Enterprise Linux 6.0 Server 
(x86_64) のインストール  

この項では、本製品で管理する Linux のインストール手順について説明しま

す。 

 
ここに記述されている以外の手順で Linux のインストールを行っ

た場合、本製品が正常に動作しなくなったり、すべての機能を使用

できなくなったりする場合がありますので注意してください。 

 

なお、以下の記述は本製品の機能をすべて使用するための必要最低限の設

定事項になります。その他の設定事項に関しては、ご使用の環境にあわせて

設定を行ってください。 

 

 DVDメディアからの起動 
インストールするサーバーの CD/DVD ドライブへ Red Hat Enterprise Linux 
6.0 Server (x86_64) のメディアを挿入し、CD/DVD ドライブのメディアから起

動させます。 

 

OS のインストールを開始するためには、BIOS の起動順序を変更

して、CD/DVD ドライブから起動するように設定が必要な場合が

あります。 

 

 
32 ビット版、64 ビット版では CD/DVD メディアが異なります。 
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 インストーラーの起動 
インストーラーが起動すると、下記のような「Welcome to Red Hat Enterprise 
Linux 6.0!」画面が表示されます。 

 「Install or upgrade an existing system」を選択し、「Enter」キーをクリックし

ます。 
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 メディアチェックの選択 
「Disc Found」画面でインストールメディアのチェックを行います。 

自分で作成した DVD などの場合で、OS インストールエラーが発生するよう

な場合などには「OK」を選択して、メディアが正しく作成されているかを確認し

てください。通常の場合には「Skip」を選択するとチェックをスキップします。 
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 グラフィカルインストーラーが起動 
グラフィカルインストーラーが起動し、「RED HAT ENTERPRISE LINUX 6」

画面が表示されますので、「Next」をクリックします。 
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 インストーラーの言語設定 
「What language would you like to use during the installation process?」と

表示されます。 

インストーラーの言語を選択します。日本語で行いたい場合は「Japanese(日
本語)」を選択し、「Next」をクリックします。 
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 キーボードの選択 
「このシステム用の適切なキーボードを選択します。」と表示されます。 

 日本語キーボードの場合は、「日本語」を選択し、「次」をクリックします。 

 注意：日本語キーボードでない場合は、お客様のキーボードに合わせて選択

を行って下さい。 
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 ストレージデバイスの選択 
「どちらのタイプのストレージデバイスにインストールしますか？」と表示されま

す。 

 「基本ストレージデバイス」を選択し、「次」をクリックします。 

 「このデバイスは再初期化が必要かも知れません。」という警告ウィンドウが

表示される場合は、「全てを再初期化」をクリックします。 
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 ホスト名の入力 
「このコンピューターのホスト名を設定してください。」と表示されます。 

ホスト名は、FQDN を入力します。 

例えば、「controller.example.com」とした場合には、ホスト名は controller、ド

メイン名は example.com ということになります。 

 

 
本製品では、ドメイン名は必須であり、ドメイン名に 1 つ以上のドッ

ト“."を含む必要があります。FQDN が localhost や 
localhost.localdomain 等では動作しませんのでご注意ください。 

 

サーバーの「ホスト名」を入力し、「ネットワークの設定」ボタンをクリックします。 
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 ネットワークの設定 
「ネットワーク接続」画面が表示されますので、設定するインターフェースを選

択し、「編集」ボタンをクリックします。 

 

お客様の環境に合わせて、IP アドレス、ネットマスク、DNS サーバー等を設定

して下さい。 
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入力が完了しましたら 「適用」、「閉じる」とクリックしていき、「次」をクリックしま

す。 

 

 
サーバーには、HDE Controller を導入する前にあらかじめ IP ア
ドレス、およびホスト名を設定する必要があります。 
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 タイムゾーンの設定 
「使用するタイムゾーンの中で一番近い都市を選択してください。」と表示され

ます。 

 日本で問題なければ「アジア/東京」が選択されていることを確認し「システム

クロックで UTC を使用」のチェックをはずし、「次」をクリックします。 
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 rootユーザーのパスワード設定 
「root ユーザーのパスワードを入力してください。」と表示されます。 

 このサーバーの「root パスワード」を入力し、「次」をクリックします。 
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 パーティションのインストールタイプ 
「どのタイプのインストールをしますか？」と表示されます。 

パーティションの設定方法を選択します。 

 

各ユーザーのデータおよびメールは/home 以下に収められます。パーティショ

ンの設定の際、/home パーティションの容量を多めに確保されることをお勧め

します。 

ユーザーアカウントのホームディレクトリに容量制限を設定したい場合は、「カ

スタムレイアウトを作成する」を選択し、「次」をクリックします。その後の画面で

/home パーティションを作成してください。 

すでにパーティションが作成されている場合は、すべての Linux パーティショ

ンを削除する旨の警告が表示されますので、「はい」をクリックします。 
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 フォーマットの確認 
その後、「フォーマットの警告」ウィンドウが表示されますので、「フォーマット」

をクリックします。 
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 ディスクの変更の書き込み 
次に、「ストレージ設定をディスクに書き込み中」ウィンドウが表示されますの

で、「変更をディスクに書き込む」をクリックします。 
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 ブートローダーのインストール 
ブートローダーの設定画面が表示されますので、ブートローダーのインストー

ル先が、「/dev/sda」になっていることを確認し、「次」をクリックします。 

 注意：「/dev/sda」はお客様の環境により異なる場合があります。 
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 インストールソフトウェアの選択 
インストールするサーバーの種類を選択する画面が表示されます。 

 ここでは「基本サーバー」を選択します。このままでは、本製品が必要とする

パッケージが選択されていませんので、「今すぐカスタマイズする」を選択し、

「次」をクリックします。 

 

本製品に必要なパッケージを下記の表のように追加していきます。(基本サー

バーで選択されているものについては、そのままにして、表に記載されている

ものを追加してください。) 

ご使用になる場合に明らかに不要なパッケージは、追加しなくてもかまいませ

んが、本製品のメニュー上には出てきます使用できない状態となります。(カス

タマイズ機能でメニューを非表示にすることは可能です。) 
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オプションパッケージは、「追加パッケージ」ボタンをクリックして選択してくださ

い。 

既に選択済みの項目に関してはチェックを外さないように注意してください。製

品の機能の一部が利用できなくなる可能性があります。 

 

 

追加選択するソフトウェアパッケージ 

種類 パッケージ オプションパッケージ 

ベースシステム クライアントをバック

アップ 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

コンソールインターネ

ットツール 
jwhois-4.0-18.el6.x86_64 

ディレクトリクライアン

ト 
nscd-2.12-1.7.el6.x86_64  

nss-pam-ldapd-0.7.5-
3.el6.x86_64  

 openldap-clients-2.4.19-
15.el6.x86_64 

pam_ldap-185-5.el6.x86_64 
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ネットワーキングツー

ル 
stunnel-4.29-2.el6.x86_64 

ハードウェア監視ユ

ーティリティ 
lm_sensors-3.1.1-
10.el6.x86_64 

レガシーUNIX の互

換性 
dump-0.4-0.5.el6.x86_64 

finger-0.17-39.el6.x86_64 

tcp_wrappers-7.6-
56.el6.x86_64 

互換性ライブラリ 全て 

印刷クライアント デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

サーバー CIFS ファイルサーバ

ー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

FTP サーバー デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

NFS ファイルサーバ

ー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

サーバーをバックアッ

プ 
mt-st-1.1-4.el6.x86_64 

mtx-1.3.12-5.el6.x86_64 

ディレクトリサーバー openldap-servers-2.4.19-
15.el6.x86_64 

ネットワークインフラ

ストラクチャサーバー 
bind-9.7.0-5.P2.el6.x86_64 

bind-chroot-9.7.0-
5.P2.el6.x86_64 

dhcp-4.1.1-12.P1.el6.x86_64 

電子メールサーバー デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

Web サービス Web サーバー squid-3.1.4-1.el6.x86_64 

データベース MySQL データベー

スクライアント 
perl-DBD-MySQL-4.013-
3.el6.x86_64 

MySQL データベー

スサーバー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 
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PostgreSQL データ

ベースクライアント 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

PostgreSQL データ

ベースサーバー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

システム管理 SNMP サポート デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

開発 その他開発 libxslt-devel-1.1.26-
2.el6.x86_64 

 

必要なパッケージの選択がすべて完了したら、「次」をクリックしてください。イ

ンストールが開始します。 
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 OSインストールの完了 
「おめでとうございます。Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しま

した。」と表示されれば、インストールは完了です。 

画面の指示に従って、再起動してください。 
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4. Red Hat Enterprise Linux 6.1 Server 
(x86_64) のインストール  

この項では、本製品で管理する Linux のインストール手順について説明しま

す。 

 
ここに記述されている以外の手順で Linux のインストールを行っ

た場合、本製品が正常に動作しなくなったり、すべての機能を使用

できなくなったりする場合がありますので注意してください。 

 

なお、以下の記述は本製品の機能をすべて使用するための必要最低限の設

定事項になります。その他の設定事項に関しては、ご使用の環境にあわせて

設定を行ってください。 

 

 DVDメディアからの起動 
インストールするサーバーの CD/DVD ドライブへ Red Hat Enterprise Linux 
6.1 Server (x86_64) のメディアを挿入し、CD/DVD ドライブのメディアから起

動させます。 

 

OS のインストールを開始するためには、BIOS の起動順序を変更

して、CD/DVD ドライブから起動するように設定が必要な場合が

あります。 

 

 
32 ビット版、64 ビット版では CD/DVD メディアが異なります。 
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 インストーラーの起動 
インストーラーが起動すると、下記のような「Welcome to Red Hat Enterprise 
Linux 6.1!」画面が表示されます。 

 「Install or upgrade an existing system」を選択し、「Enter」キーをクリックし

ます。 
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 メディアチェックの選択 
「Disc Found」画面でインストールメディアのチェックを行います。 

自分で作成した DVD などの場合で、OS インストールエラーが発生するよう

な場合などには「OK」を選択して、メディアが正しく作成されているかを確認し

てください。通常の場合には「Skip」を選択するとチェックをスキップします。 
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 グラフィカルインストーラーが起動 
グラフィカルインストーラーが起動し、「RED HAT ENTERPRISE LINUX 6」

画面が表示されますので、「Next」をクリックします。 
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 インストーラーの言語設定 
「What language would you like to use during the installation process?」と

表示されます。 

インストーラーの言語を選択します。日本語で行いたい場合は「Japanese(日
本語)」を選択し、「Next」をクリックします。 
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 キーボードの選択 
「このシステム用の適切なキーボードを選択します。」と表示されます。 

 日本語キーボードの場合は、「日本語」を選択し、「次」をクリックします。 

 注意：日本語キーボードでない場合は、お客様のキーボードに合わせて選択

を行って下さい。 
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 ストレージデバイスの選択 
「どちらのタイプのストレージデバイスにインストールしますか？」と表示されま

す。 

 「基本ストレージデバイス」を選択し、「次」をクリックします。 

 「このデバイスは再初期化が必要かも知れません。」という警告ウィンドウが

表示される場合は、「全てを再初期化」をクリックします。 
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 ホスト名の入力 
「このコンピューターのホスト名を設定してください。」と表示されます。 

ホスト名は、FQDN を入力します。 

例えば、「controller.example.com」とした場合には、ホスト名は controller、ド

メイン名は example.com ということになります。 

 

 
本製品では、ドメイン名は必須であり、ドメイン名に 1 つ以上のドッ

ト“."を含む必要があります。FQDN が localhost や 
localhost.localdomain 等では動作しませんのでご注意ください。 

 

サーバーの「ホスト名」を入力し、「ネットワークの設定」ボタンをクリックします。 
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 ネットワークの設定 
「ネットワーク接続」画面が表示されますので、設定するインターフェースを選

択し、「編集」ボタンをクリックします。 

 

お客様の環境に合わせて、IP アドレス、ネットマスク、DNS サーバー等を設定

して下さい。 
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入力が完了しましたら 「適用」、「閉じる」とクリックしていき、「次」をクリックしま

す。 

 

 
サーバーには、HDE Controller を導入する前にあらかじめ IP ア
ドレス、およびホスト名を設定する必要があります。 
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 タイムゾーンの設定 
「使用するタイムゾーンの中で一番近い都市を選択してください。」と表示され

ます。 

 日本で問題なければ「アジア/東京」が選択されていることを確認し「システム

クロックで UTC を使用」のチェックをはずし、「次」をクリックします。 
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 rootユーザーのパスワード設定 
「root ユーザーのパスワードを入力してください。」と表示されます。 

 このサーバーの「root パスワード」を入力し、「次」をクリックします。 
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 パーティションのインストールタイプ 
「どのタイプのインストールをしますか？」と表示されます。 

パーティションの設定方法を選択します。 

 

各ユーザーのデータおよびメールは/home 以下に収められます。パーティショ

ンの設定の際、/home パーティションの容量を多めに確保されることをお勧め

します。 

ユーザーアカウントのホームディレクトリに容量制限を設定したい場合は、「カ

スタムレイアウトを作成する」を選択し、「次」をクリックします。その後の画面で

/home パーティションを作成してください。 

すでにパーティションが作成されている場合は、すべての Linux パーティショ

ンを削除する旨の警告が表示されますので、「はい」をクリックします。 
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 フォーマットの確認 
その後、「フォーマットの警告」ウィンドウが表示されますので、「フォーマット」

をクリックします。 
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 ディスクの変更の書き込み 
次に、「ストレージ設定をディスクに書き込み中」ウィンドウが表示されますの

で、「変更をディスクに書き込む」をクリックします。 
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 ブートローダーのインストール 
ブートローダーの設定画面が表示されますので、ブートローダーのインストー

ル先が、「/dev/sda」になっていることを確認し、「次」をクリックします。 

 注意：「/dev/sda」はお客様の環境により異なる場合があります。 
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 インストールソフトウェアの選択 
インストールするサーバーの種類を選択する画面が表示されます。 

 ここでは「基本サーバー」を選択します。このままでは、本製品が必要とする

パッケージが選択されていませんので、「今すぐカスタマイズする」を選択し、

「次」をクリックします。 

 

本製品に必要なパッケージを下記の表のように追加していきます。(基本サー

バーで選択されているものについては、そのままにして、表に記載されている

ものを追加してください。) 

ご使用になる場合に明らかに不要なパッケージは、追加しなくてもかまいませ

んが、本製品のメニュー上には出てきます使用できない状態となります。(カス

タマイズ機能でメニューを非表示にすることは可能です。) 
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オプションパッケージは、「追加パッケージ」ボタンをクリックして選択してくださ

い。 

既に選択済みの項目に関してはチェックを外さないように注意してください。製

品の機能の一部が利用できなくなる可能性があります。 

 

 

追加選択するソフトウェアパッケージ 

種類 パッケージ オプションパッケージ 

ベースシステム コンソールインターネ

ットツール 
jwhois-4.0-18.el6.x86_64 

ディレクトリ接続クラ

イアント 
nscd-2.12-1.25.el6.x86_64 
nss-pam-ldapd-0.7.5-
7.el6.x86_64 

openldap-clients-2.4.23-
15.el6.x86_64  

pam_ldap-185-8.el6.x86_64  

ネットワーキングツー

ル 
stunnel-4.29-2.el6.x86_64 
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ハードウェア監視ユ

ーティリティ 
lm_sensors-3.1.1-
10.el6.x86_64 

バックアップクライア

ント 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

レガシーUNIX の互

換性 
dump-0.4-0.5.el6.x86_64 

finger-0.17-39.el6.x86_64 

tcp_wrappers-7.6-
56.el6.x86_64 

互換性ライブラリ 全て 

印刷クライアント デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

サーバー CIFS ファイルサーバ

ー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

FTP サーバー デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

NFS ファイルサーバ

ー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

ディレクトリサーバー openldap-servers-2.4.23-
15.el6.x86_64 

ネットワークインフラ

ストラクチャサーバー 
bind-9.7.3-2.P2.el6.x86_64 

bind-chroot-9.7.3-
2.P2.el6.x86_64 

dhcp-4.1.1-19.P1.el6.x86_64 

バックアップサーバ

ー 
mt-st-1.1-4.el6.x86_64 

mtx-1.3.12-5.el6.x86_64 

電子メールサーバー デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

Web サービス Web サーバー squid-3.1.10-1.el6.x86_64 

データベース MySQL データベー

スサーバー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

MySQL データベー

ス接続クライアント 
perl-DBD-MySQL-4.013-
3.el6.x86_64 
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PostgreSQL データ

ベースサーバー 
デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

PostgreSQL データ

ベース接続クライア

ント 

デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

システム管理 SNMP サポート デフォルトのまま 
(個別の追加なし) 

開発 その他開発 libxslt-devel-1.1.26-
2.el6.x86_64 

 

必要なパッケージの選択がすべて完了したら、「次」をクリックしてください。イ

ンストールが開始します。 
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 OSインストールの完了 
「おめでとうございます。Red Hat Enterprise Linux のインストールが完了しま

した。」と表示されれば、インストールは完了です。 

画面の指示に従って、再起動してください。 
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5. Cent OS 6.0 (x86_64) のインストール  
この項では、本製品で管理する Linux のインストール手順について説明しま

す。 

 
ここに記述されている以外の手順で Linux のインストールを行っ

た場合、本製品が正常に動作しなくなったり、すべての機能を使用

できなくなったりする場合がありますので注意してください。 

 

なお、以下の記述は本製品の機能をすべて使用するための必要最低限の設

定事項になります。その他の設定事項に関しては、ご使用の環境にあわせて

設定を行ってください。 

 

 DVDメディアからの起動 
インストールするサーバーの CD/DVD ドライブへ Cent OS  6.0 (x86_64) の
メディアを挿入し、CD/DVD ドライブのメディアから起動させます。 

 

OS のインストールを開始するためには、BIOS の起動順序を変更

して、CD/DVD ドライブから起動するように設定が必要な場合が

あります。 

 

 
32 ビット版、64 ビット版では CD/DVD メディアが異なります。 

 

 インストーラーの起動 
インストーラーが起動すると、「Welcome to Cent OS 6.0!」画面が表示されま

す。 

 

その後の、インストール方法、並びにパッケージ選択については、「3. Red 
Hat Enterprise Linux 6.0 Server (x86_64) のインストール」 と同じ方法とな

りますので、 参照してインストールしてください。 
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   HDE Controller X 
第 3 章 HDE Controllerの 

インストール 
 

 



1. インストール概要  
本製品をインストールして利用するまでには、下記の手順に従って作業を進

める必要があります。 

 

(1) Linux のインストール等 (第 2 章) 

  

(2) HDE Controller のインストール (第 3 章 2) 

  

(3) 仮ライセンスでの管理画面へのアクセス(第 3 章 3) 

  

(4) ユーザー登録をして、正規ライセンスの取得(第 3 章 4) 

  

(5) 管理画面への正規ライセンスの登録(第 3 章 5) 

  

(6) 初期設定(第 4 章) 

 

 

 
ユーザー登録を完了して、正規ライセンスの取得を行わないと、イン

ストール後 60 日間の使用期限がありますので、必ずユーザー登録を

行ってください。 
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2. HDE Controllerのインストール  

 インストールの前に 
インストール前に、下記の点に注意をしてください。 

 

 

本製品のインストーラーで、SELinux を自動的に無効(disable)に
変更します。 

SELinux とは共存できないのでご注意ください。 

 

 

OS インストール直後の iptables は、最低限のポートしか開放して

いませんが、本製品内の初期セットアップを実行することにより、

必要なポートがが解放されます。 

インストール後は、必ず「初期セットアップウィザード」を実行してく

ださい。 

 

 インストール 
インストールの作業は、全て root ユーザーで、コマンドラインで実行する必要

があります。 

Terminal や xterm、テキストコンソールでのログイン、ssh を使用したログイン

などで、コマンドラインを使用できるようにしてください。 

まずは、su コマンドを使用して、root ユーザーになってください。 

% su - root 

root ユーザーのパスワードを聞かれるので、パスワードを入力します。  

 

本製品が収録されている CD-ROM を mount します。 

# mount –t iso9660 /dev/cdrom  /media 

（※マウントポイントはお使いのディストリビューションによって異なります。自

動的にマウントされるディストリビューションもあります。） 

インストールスクリプトのあるディレクトリに移動します。 

# cd /media/HDE/HDE_Controller_10.0/ 
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インストールスクリプトを実行します。 

# ./lc-install 

必要パッケージがインストールされていない状態で./lc-install を実行すると警

告と必要パッケージが表示されます。警告が出た場合、表示に従って不足し

ているパッケージをインストールしてください。 

 

インストールスクリプトの指示に従い、lcadmin（HDE Controller における管

理者）のパスワード、ドメイン名、ホスト名などを入力します。 

インストーラーの指示に従って、インストールを進めていきます。 

 

 

初めに、管理者の設定を行います。ホスト名は、OS インストールしたときに設

定したものが出ますので、通常の場合にはそのままにします。 

次に、管理画面にアクセスするための lcadmin（HDE Controller における管

理者）のパスワードを入力します。ユーザー名については、lcadmin というユ

ーザーで固定されています。 
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プロキシの設定を行います。 

インターネットの外部への接続時に、プロキシを経由しないといけない場合に

は、この項目を設定してください。 

アクセス時に、ユーザー名とパスワードが必要な場合には、ユーザー名とパス

ワードの項目も入力してください。 

ユーザー名とパスワードが不要な場合には、空欄にしておきます。 

 

 

プロキシ設定は、本製品のアップデートなどのために、インターネ

ットへの接続が必要なために、設定を行います。 

インストール後の管理画面からでも設定は可能です。 
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これらの設定が終了するし、確認画面で「OK」を押すと、インストールが開始

されます。 
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インストールがすべて完了すると、下記のような画面となります。 

 

「OK」ボタンを押すと、インストーラーが終了します。 

 

最後に完了メッセージが表示されましたら、インストールは終了です。 

終了しました。 

以下の URL にアクセスしログインしてください。 

https://controller.example.com:16590/ 

 

 

 

もしも、エラーメッセージが表示されインストールが中断された場

合は、画面上のエラーメッセージとログファイル 
(/root/lc-install.log)でエラー原因を確認し、問題を解決してから再

度インストールを行ってください。 
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3. 管理画面へのアクセス  
本製品にネットワークアクセス可能なクライアントから、対応ブラウザを使用し

て以下の URL にアクセスします。なお、対応ブラウザに関しましては「必要動

作環境」の項を参照してください。 

https://[サーバーの FQDN]:16590/ 

 

 

管理画面の URL にアクセスすると、ブラウザでは下記のような画

面が表示されます。 

これは、管理画面で使用している証明書には、自己署名証明書の

ために表示されるものです。 

 
 

 

 

 

 

上記の URL にアクセスすると、以下のような使用許諾契約書が表示されます。 

本製品をご使用いただくにあたっては、同意していただく必要がありますので、

よくお読みいただき、画面下の「同意する」ボタンをクリックしてください。 
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一度、使用許諾契約に同意していただくと、次回からは管理画面の URL にア

クセスすると、以下のような認証ダイアログが表示されます。 
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管理者画面にアクセスするためには、以下のように入力します。 

ユーザー名 lcadmin 

パスワード インストール時に設定したパスワード 

 

 
ユーザー名を root とし、root のパスワードを入力しても同様に管

理者としてログインすることができます。 

 

プロダクト ID 及びライセンス ID の入力画面が表示されますので、プロダクト

ID とライセンス ID を入力します。 

 

本製品には、プロダクト ID と仮ライセンス ID が記載されたライセンス証書が

同梱されております。証書に記載されているライセンス ID は仮ライセンス ID
となっており、60 日間の使用期限がございます。 

弊社ホームページからユーザー登録を行って頂くことにより、正式なライセン

ス ID が発行されます。 

ご使用の前には必ずユーザー登録を行い正式なライセンス ID を取得してい

ただけるようにお願いいたします。 

 

 
インストール前にユーザー登録を済ませて、正式なライセンス ID
を取得している場合には、この画面で正式なライセンス ID を入力

することも可能です。 

 

 

プロダクト ID およびライセンス ID を入力すると、HDE Controller のメインメニ

ュー画面が表示されます。 
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ここで「メインメニュー」か「初期セットアップウィザード」を選択できますが、最

初のインストール時は「初期セットアップウィザード」を使用することをお勧めし

ます。質問形式の初期セットアップウィザード終了後、特別な設定を行わなく

ても HDE Controller を用いたサーバー管理を始めることができます。 

なお、次回のアクセスからは初期画面は表示されず、直接メインメニューが表

示されるようになります。 

 

 
管理者権限で HDE Controller 管理画面に同時にアクセスを行う

と、設定が正常に行われない可能性がありますのでご注意くださ

い。 
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4. ユーザー登録  
HDE Controller をご使用になるには、プロダクト ID 及びライセンス ID を入力

する必要があります。HDE Controller 製品には、プロダクト ID 及び仮ライセ

ンス ID を記録した用紙が同梱されております。 

弊社ホームページからユーザー登録を行って頂くことにより、正式なライセン

ス ID が発行されます。 

 

 
仮ライセンス ID には 60 日間の使用期間制限がございますので、

ご使用の前には必ずユーザー登録を行い正式なライセンス ID を

取得していただけるようにお願いいたします。 

 

 ユーザー登録ページ 
ユーザー登録ページへは以下の URL からアクセスすることができます。 

 

http://www.hde.co.jp/registration/ 

 

ユーザー登録の詳細な説明等につきましても、上記登録ページをご参照くだ

さい。 
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5. 正式ライセンスの登録  
ユーザー登録が完了して、メール等で正式なライセンス ID を取得したら、ライ

センス ID を本製品に入力する必要があります。 

 

ブラウザを使用して、本製品の管理画面にアクセスをしてください。 

 

初期セットアップウィザードを完了させていない場合には、下記のような画面

が表示されますので、下の「メインメニュー」をクリックして進めます。 
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メインメニュー内の「HDE Controller 設定」をクリックして、その中の「ライセン

ス情報」のメニューをクリックしてください。 

ライセンス情報が表示されますので、プロダクト ID とライセンス ID の項目に

取得ずみの正式なライセンスを入力します。 

 

「設定する」をクリックして、登録が完了します。 
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6. HDE Controllerのアンインストール  
本製品をご使用のコンピューターからアンインストールする場合には以下の手

順でアンインストールを実行します。 

Linux のサーバーに管理者権限(root)でログインします。 

グラフィカルなログイン画面の場合は Ctrl+Alt+F2 キーを押すことで、コンソー

ルのログイン画面が表示されます。 

login: 

「root」と入力し、パスワードを「password:」の後に入力します。 

login: root 

password: 

本製品の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れます。 

下図のコマンドを入力し、Enter キーを押します。 

# mount -t iso9660 /dev/cdrom /media 

 

 
ご使用の環境で、CD-ROM デバイスのパスが上記と異なる場合

は、ご使用の環境に合わせてパスを指定してください。 

 

以下のコマンドを入力して、アンインストールスクリプトのあるディレクトリに移

動します。 

# cd /media/HDE/HDE_Controller_10.0/ 

 

アンインストールスクリプトを実行します。 

# ./lc-uninstall 

 

アンインストールの確認メッセージが表示されます。 

「OK ボタン」を押すとパッケージが削除され、アンインストールが完了します。 

 

76       HDE Controller X インストールマニュアル 



 
HDE Controller のアンインストールを行っても、ユーザー情報や

OS に含まれるサーバーの設定情報は消去されません。ただし、

HDE Controller が追加しているアプリケーションの情報は基本的

に削除されます。 
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   HDE Controller X 
第 4 章 サーバーの初期設定 

 



 

1. サーバーの初期設定について  

 初期設定方法の概要 
HDE Controller をインストールした後は、まずサーバーの初期設定を行いま

す。 

 

下記の順で本マニュアルに従って、実行していきます。 

 

 初期セットアップウィザードの実行 

  

 ネットワーク設定 

  

 時刻の設定 

  

 LC サーバーの設定 

 

初期セットアップウィザードで設定した内容は、初期セットアップが終了後にも、

各設定メニューで変更することが可能です。 

詳細な設定なども、初期セットアップが終了後に各設定メニューから設定して

ください。 

 

 

OS インストール直後の iptables は、最低限のポートしか開放して

いませんが、本製品内の初期セットアップを実行することにより、

必要なポートがが解放されます。 

インストール後は、必ず「初期セットアップウィザード」を実行してく

ださい。 

「初期セットアップウィザード」を実行していない場合には、iptables
の設定でポートが閉じたままになっていたりして、正しく動作しない

場合がありますのでご注意ください。 

 

80       HDE Controller X インストールマニュアル 



 

2. 初期セットアップウィザード  

 初期セットアップウィザードとは 
初期セットアップウィザードとは、ウィザード形式の画面をシナリオに沿って進

行するだけで、ネットワーク及び各種サーバーの設定が完了するというもので

す。 

これらの設定はメインメニューから個別に行うことも可能ですが、初期セットア

ップウィザードを使用することにより統合的かつ簡単にサーバーの設定を行う

こそとができます。 

HDE Controller を最初にご使用になられる際は、初期セットアップウィザード

を利用して設定を行うことをお勧めします。 

 

 初期セットアップウィザードの開始 
HDE Controller をインストールして最初にログインすると、初期セットアップウ

ィザードまたはメインメニューを選択する画面が表示されます。 

初期セットアップウィザードのアイコンをクリックすると、ウィザードが開始しま

す。 

 

 

メインメニュー中の「初期セットアップウィザード」のアイコンをクリッ

クしても初期セットアップウィザードを開始することができます。 
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 LCサーバーSSL設定 

ブラウザと HDE Controller との接続を暗号化するために必要な設定を入力

します。入力後に「進む」ボタンをクリックして次に進みます。 
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 シナリオ選択 

 

3 種類のシナリオから選択します。各シナリオの概要は以下の通りです。 

 

オールインワン

サーバー 
インターネットサーバーからイントラネットサーバーまで各種

サーバーを一台のコンピューターで構築するシナリオです。

インターネットサ

ーバー 
メールや Web などのインターネットサーバーを構築するシ

ナリオです。 

パーソナルサー

バー 

家庭内や小規模オフィス等でインターネットへのゲートウェ

イとして機能させたり、各種サーバーとしてご使用になる場

合のシナリオです。 
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 サーバー選択 

使用するサーバーを選択します。以降の画面ではここで選択したサーバーの

設定のみを行うこととなります。 
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 ネットワーク設定・ネットワークカード設定 
ホストのネットワーク情報を設定します。 

ここで設定する情報は非常に重要なもので、不正な情報を入力してしまうと、

全てのサービスが提供できなくなる場合もあります。 

デフォルトでは、OS インストール時の情報が表示されます。 

 

 

 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。 

 

 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。 
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 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兼ねている場合は、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。 

 

なお、この設定はメインメニューの「ネットワーク」の「基本設定」からも設定す

ることができます。 
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正しい IP アドレスが入力されていることを確認して、「進む」ボタンをクリックし

て次に進みます。 
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 ゲートウェイ設定 

 

IPv6 を使用する場合には、IPv6 およびルータ広告(RA)によるネットワークの

自動設定、アドレス自動設定についても、選択をしてください。 

 

 

なお、この設定はメインメニューの「ネットワーク」の「基本設定」からも設定す

ることができます。 
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 DNSサーバー設定 
この画面は、「サーバー選択」で DNS サーバーの「使用する」を選択した場合

に表示されます。 

DNS サーバーの設定を行います。 

DNS サーバーには以下の３タイプがありますので、ご利用のタイプに応じて

選択してください。それぞれのタイプを選択して「進む」をクリックすると、追加

の設定を行うことができます。 

 

 マスターサーバーとは 
ドメインのサーバー情報を保持している通常の DNS サーバーです。 

 スレーブサーバーとは 
マスターサーバーからの情報を定期的にコピーし、補助的に DNS サービスを

提供するサーバーです。 

 キャッシュサーバーとは 
DNS 問い合わせをキャッシュするサーバーです。ドメインの管理などは行い

ません。 

 

 

なお、この設定はメインメニューの「DNS サーバー」からも設定することができ

ます。 
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 Webサーバー設定 
この画面は「サーバー選択」で Web サーバーの「使用する」を選択した場合

に表示されます。 

Web サーバーの基本設定を行います。Web サーバーとして公開する名前を

入力してください。 

なお、初期セットアップウィザードから Web サーバーの詳細な設定を行うこと

はできません。ディレクトリの追加や認証などの詳細な設定は、後ほどメインメ

ニューの「Web サーバー」から行うことができます。 

 

なお、この設定は、メインメニューの「Web サーバー」からも設定することが出

来ます。 
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 メールサーバー設定 
この画面は「サーバー選択」でメールサーバーの「使用する」を選択した場合

に表示されます。 

メールサーバーとして受け付けるドメイン名を入力します。「追加」ボタンを押

すとドメインが追加されます。なお、複数のドメイン名を入力することもできま

す。 

 

なお、この設定はメインメニューの「メールサーバー」からも設定することがで

きます。 
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 DHCPサーバー設定 
DHCP サーバーの基本設定を行います。 

 

まずは、インターフェイスの設定を行います。LAN 側のインターフェイスを選択

してください。 

「進む」をクリックすると次の画面に進みます。 

 

DHCP サービスを提供するネットワークアドレス及び配布アドレスの範囲を設

定します。 

ルーターなど、手動で IP アドレスの設定している範囲とは重複しないようにし

てください。 

 

なお、この設定はメインメニューの「DHCP サーバー」からも設定することがで

きます。 
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 ディスク容量制限設定 

ディスク容量制限をかけるパーティションを設定します。ここで「制限あり」にし

たパーティションに対して、ユーザー毎に容量制限をかけることができます。 

なお、この設定はメインメニューの「ディスク容量制限設定」の「パーティション

設定」からも設定することができます。 

 

 
ディスク容量制限のパーティション設定はコンピューターを再起動

するまで有効になりません。 
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 パケットフィルターの設定 

パケットフィルターの設定を行います。 

外部に公開するサーバーの場合には、必ずパケットフィルターの設定を行って

ください。 

インターネットサービスを提供するサーバーでは不要なサービスを公開しない

ように注意して設定してください。 

なお、必要なサービスを「公開しない」に設定してしまうとサービスが提供でき

なくなってしまうので注意してください。 

 

なお、この設定はメインメニューの「ファイアウォール」からも設定することがで

きます。 
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 システム起動時設定 

システム起動時に起動するサービスを選択します。 

 

なお、この設定はメインメニューの「サーバーステータス」の「サービス稼働状

況」からも設定することができます。 
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 他のサーバーへの設定 

 

セカンダリ DNS サーバーなどを選択した場合には、プライマリ DNS サーバ

ーに指定すべきレコードなどが、最後に表示されます。 

画面の記録を取るなどして、他のサーバー(プライマリ DNS サーバー等)に設

定をしてください。 

 

 システムの再起動 

ネットワークの設定やディスク容量制限のパーティション設定などはシステム

の再起動を行うまで有効になりません。そのため、初期セットアップウィザード

の実行後は必ず再起動を行ってください。 

 

なお、システムの再起動は「サーバーステータス」の「コンピュータの停止」か

らも行えます。 
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3. ネットワーク設定  
IP アドレス等のネットワークの設定が正しくできていない場合には、他のコン

ピューターと物理的に接続されていても、通信をすることができません。 

さらに、ネットワーク設定を誤ったために、既存のネットワークに悪影響を与え

ることもあります。そのために、ネットワークの設定は正しく行う必要がありま

す。 

ここでは、ネットワークに関する設定について説明します。ご自分のネットワー

ク環境に合った設定を行うようご注意ください。 

「メインメニュー」－「ネットワーク」をクリックしてください。 

 

 基本設定 
「ネットワーク基本設定」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。 
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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。 

 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兼ねている場合は、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。 
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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。 

 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。 
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 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。 

 

 

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 
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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。 

変更内容をシステムに反映するには、設定変更終了後にサーバーマシンを再

起動することが必要です。 

 

 

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サーバーの

ことです。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。 
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4. 時刻の設定  
ここでは、サーバーマシンに対して時刻を設定します。OS 上の時刻及び、ハ

ードウェア上の時刻を同期させることができます。 

「メインメニュー」－「オプション」－「時間設定」をクリックしてください。 

OS 上の時刻のみ設定した際に、ハードウェア上の時刻とずれていた場合は、

サーバーマシンの再起動時に、ハードウェア側の時刻で設定されるのでご注

意ください。 

 手動設定 

「手動設定」では、現在システムに設定されている時間を直接修正して設定す

ることができます。ハードウェア上の時間も設定する場合は「ハードウェアクロ

ックも設定する」にチェックを入れてください。 

 

以上の設定が終了したら「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。 
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 自動設定 
「自動設定」では、公開されているリモート・NTP サーバーから時刻情報を取

得して設定することができます。 

 

 

この設定を利用するには、TCP 123 番のポートが利用可能である

必要があります。 

リモート・NTP サーバーの入力欄に、時刻情報を取得するサーバ

ーの IP アドレス又は FQDN を入力します。ハードウェア上の時間

も設定する場合は「ハードウェアクロックも設定する」にチェックを

入れてください。 
 

以上の設定が終了したら「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。 

 
  

104       HDE Controller X インストールマニュアル 



 

 NTPサーバー設定 
「メインメニュー」－「NTP サーバー」－「NTP サーバー設定」をクリックしてくだ

さい。 

リモート・NTP サーバーと時刻を同期させ常に正確な時刻を取得することがで

きます。サーバー1～3 の入力欄に、時刻情報を取得するサーバーの IP アド

レス又は FQDN を入力します。「Drift を使用する。」チェックをするとサーバー

への負荷を減らすことができます。 

 

以上の設定が終了したら「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。 
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 NTPサーバーのアクセス制限設定 
ここでは、NTP サーバーへのアクセス制限を設定することができます。 

「グローバル設定」では、アクセス制限の基本となるポリシーを設定します。 

「全てのクライアントからのアクセスを拒否する。」を選択すると、「個別設定」

で指定されたクライアントからのアクセスのみを許可し、それ以外のクライアン

トのアクセスは拒否します。 

チェックを外すと、全てのクライアントからのアクセスを許可します。 

 

「詳細設定」では、この NTP サーバーにアクセスを許可するクライアントを設

定します。 

アクセスを許可するクライアントを追加するには、そのクライアントの属するネ

ットワークのネットワークアドレスとネットマスクを入力し、「追加」ボタンをクリッ

クします。 

 

既に追加済みのクライアントを削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックしま

す。 
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ここで設定したクライアントからだけアクセスを許可したい場合は、「グローバ

ル設定」で「全てのクライアントからのアクセスを拒否する。」を選択してくださ

い。 

 

以上の設定が終了したら「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。 
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5. LCサーバーの設定  
LC サーバーは、HDE Controller の管理画面による各種サービス設定機能を

提供するサーバープログラムで、クライアントの Web ブラウザからのリクエス

トに基づいてファイル書き込みや画面出力などの処理を行います。 

初期状態では LC サーバーへのアクセス制限などの基本設定はされていま

せんので、必要に応じ、LC サーバー設定画面でポート番号やアクセス制限の

設定を行うことができます。 

「メインメニュー」－「HDE Controller 設定」－「基本設定」をクリックしてくださ

い。 

 

 ポート番号設定 
HDE Controller の管理画面にアクセスするためのポート番号を設定します。 

ポート番号は、Unknown ポート(1024 以上のポート)の範囲で、他のサービス

が未使用のポートを指定してください。 
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 アクセスポリシー設定 
HDE Controller の管理画面にアクセスできるクライアントネットワークの範囲

を設定します。 

 

初期値として「全てのサイトからの接続を認める」が選択されていますので、接

続を許可するネットワークの範囲を限定してください。 

設定を誤りますと、HDE Controller の管理画面に接続できなくなりますので、

入力は慎重に行ってください。 
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 SSL設定 
HDE Controller の管理画面への接続に SSL(Secure Sockets Layer)を利

用するかどうかを選択します。通常はセキュリティ向上のために SSL(Secure 
Sockets Layer)による接続を有効にしてください。 

SSL を有効にした場合、接続時の URL は https:// で始まるアドレスになり、

無効にした場合は、http:// で始まるアドレスになります。 

 

 
「LC サーバー設定」の変更内容を反映するには、マシンの再起動

が必要となります。 
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