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※ 本ご案内に掲載している料金等は消費税相当額を含んでおりません。

・本マニュアルの内容は、サービス利用開始にあたっての設定用資料としてご利用いただくこと
を目的としております。

・設定変更にあたっては、予め変更対象のファイル等のバックアップを取られることをお奨め致
します。（弊社側でのファイル復旧は出来ませんのでご注意ください。）
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タスクの作成

1.2 スケジュール一覧

スケジュール一覧が表示されます。

スケジュールを新規に作成するには、新規作
成をクリックして下さい。

1.タスクの作成

1.1 スケジューラー
定期的に決まった時間にサーバ上で
スクリプトを実行させるなどcronを用いた作業
もコントロールパネルから設定が行えます。

スケジュールを設定するには下記の作業を
行ってください。

初めに各種ツール内のスケジューラーをクリッ
クして下さい。
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タスクの作成

1.3 タスクの作成

タスクの作成画面が表示されます。
下記の情報を入力し保存をクリックして下さい。

・タスクグループ
タスクのグループ名
・コマンド
実際に実行するコマンド
・タスクの実行間隔
標準パターン選択または、日時指定
・標準パターン選択
タスクの実行間隔で、標準パターンを選択した場
合のみ選択可能です。
毎年、毎月、毎日、毎時、リブート時を選択出来
ます。

・日時指定
タスクの実行間隔を日時指定とした場合のみ選
択可能です。
分、時、日、月、曜日 で実行間隔を選択できま
す。

設定例

左記は設定例です。

plalaと言うタスクグループを作成し

コマンド
cat /var/run/dmesg.boot

を毎日04:30に実行する例になります。
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タスクの作成

1.4 タスクの作成確認

保存をクリックすると、画面上部に保存されまし
たと表示されます。

タスクの作成の際は必ずこちらをご確認下さい

以上で、タスクの作成が完了します。以上で、タスクの作成が完了します。

1.5 タスク追加後のスケジュール一覧

スケジュール一覧に、新規作成したタスクが追
加されます。前述の設定例であれば左記のよう
に設定されます。

タスクの作成の際は、こちらも併せてご確認下さ
い。

1.6 実行結果のメール送信

タスクの実行結果は、タスクリストで指定された
メールアドレスにメールで送信されます。

メッセージの送信先にメールアドレスを記載し設
定をクリックして下さい。

実行結果のメール例

左記は前述の設定例で設定をした場合の
実行結果のメールになります。

差出人はCron Daemonになり
コマンドの実行結果がメールの本文に記載され
ます。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.2 スケジュール一覧

スケジュール一覧が表示されます。

編集したいタスクの編集をクリックして下さい。

2.タスクの編集/無効/有効/削除

2.1 スケジューラー
作成したタスクの編集、無効、有効、削除を行
うには下記の作業を行って下さい。

初めにスケジューラーをクリックして下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.3 タスクの作成確認

タスクの編集画面が表示されます。編集を行い
保存をクリックして下さい。

2.4 タスクの編集の確認

保存をクリックすると、画面上部に保存されまし
たと表示されます。

タスクの編集の際は必ずこちらをご確認下さい

2.5 タスクの無効

一時的にタスクを停止する場合は、タスクの無
効を行ってください。

タスクの無効を行うは、スケジュールの一覧から
一時停止したいタスクを選択し無効をクリックし
て下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.6 無効の確認

無効の確認画面が表示されます。OKをクリック
して下さい。

2.7 タスクの無効の確認

OKをクリックすると、画面上部に無効になりまし
たと表示されます。

タスクの無効の際は必ずこちらをご確認下さい。

2.8 無効になったタスク

タスクの無効を行うと、リスト内の有効の部分が
赤い×印に変更になります。

こちらもあわせてご確認下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

2.11 削除の確認

OKをクリックすると、画面上部に削除されました
と表示されます。

タスクの削除の際は必ずこちらをご確認下さい。

2.9 タスクの削除

タスクの削除を行うは、スケジュールの一覧から
削除したいタスクの削除をクリックして下さい。

2.10 削除の確認

削除の確認画面が表示されます。OKをクリック
して下さい。

以上で、タスクの編集/無効/有効/削除が完了します。以上で、タスクの編集/無効/有効/削除が完了します。
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アクセス制限の追加

3.2 ログイン

アクセス制限の設定画面が表示されます。

ディレクトリの選択にアクセス制限をかけたい
ディレクトリを指定し、ログインの作成をクリッ
クして下さい。

3.アクセス制限の追加

3.1 アクセス制限
Standardではコントロールパネルから、
～/www/htdocs以下のディレクトリに対しての
みアクセス制限を設定する事が出来ます。ア
クセス制限を行うには下記の操作を行ってくだ
さい。

初めに各種ツール内のアクセス制限をクリック
して下さい。

※こちらで説明しているアクセス制限とはユー
ザー名、パスワードによる認証を行う設定に
なります。IPアドレスやRefererによるアクセス
制限とは異なりますのでご注意下さい。

22.3 ログインの作成

ログインの作成をクリックすると、ログインの作成
画面が表示されます。

アクセス制限で利用するユーザーID、パスワー
ドの箇所を入力し、保存をクリックして下さい。
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アクセス制限の追加

3.4 確認

保存をクリックすると、画面上部に作成されまし
たと表示されます。

アクセス制限の作成の際は必ずこちらをご確認
下さい。

以上で、アクセス制限の追加が完了します。以上で、アクセス制限の追加が完了します。

3.5 ブラウザでの確認

アクセス制限を設定したディレクトリにアクセスを
行った場合は、左記のようなユーザー認証の画
面が出力します。

ログインの作成で作成したユーザー、パスワード
を入力しOKをクリックして下さい。認証が正常に
行われ、アクセス制限をかけたディレクトリが表
示されれば設定は完了となります。

3.6 ユーザーの追加

アクセス制限は、複数のディレクトリに対して複
数のユーザーを追加する事が可能です。

ユーザーを追加する場合には、再度設定を行い
たいディレクトリを指定し、ログインの作成を行っ
てください。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.2 ユーザーの無効

アクセス制限の設定画面が表示されます。

アクセス制限を無効にしたいユーザーの無効
をクリックして下さい。

4.アクセス制限ユーザーの削除/無効

4.1 アクセス制限
設定を行ったアクセス制限ユーザーを一時的
に無効にする場合やユーザーの削除、アクセ
ス制限自体を削除するには、下記の操作を
行ってください。

初めに各種ツール内のアクセス制限をクリック
して下さい。

※こちらで説明しているアクセス制限の無効
削除は、コントロールパネルより作成したアク
セス制御のみ有効になります。

23.3 無効の確認

OKをクリックすると、画面上部に無効になりまし
たと表示されます。また、ユーザーの状態は停
止していますと表示されます。

ユーザーの無効を行う場合は必ずこちらをご確
認下さい。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.4 ユーザーの削除

ディレクトリを選択し、削除を行いたいユーザー
の削除をクリックして下さい。

4.5 削除作業の確認

4.6 削除の確認

OKをクリックすると、削除されましたと画面上部
に表示されます。またユーザー一覧からも削除
されます。ユーザーの削除の際は、こちらを必ず
ご確認下さい。

削除作業の確認画面が出力されますので、OK
をクリックして下さい。
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アクセス制限ユーザーの無効/削除

4.7 アクセス制限の削除

以上で、アクセス制限ユーザーの無効/削除が完了します。以上で、アクセス制限ユーザーの無効/削除が完了します。

アクセス制限自体を削除する場合は、アクセス
制限の削除を行いたいディレクトリに登録されて
いるユーザーを全て削除して下さい。削除する
事により、アクセス制限自体の削除が行えます。

ユーザーを一括で削除する場合は、対象のディ
レクトリを選択後、ユーザーのチェックボックスに
チェックを入れ削除をクリックして下さい。

チェックボックスを使うことにより、一括で全ユー
ザーの削除が行えます。

4.8 アクセス制限の削除

ユーザーを一括削除すると、画面上部にアイテ
ムが削除されましたと表示されます。

また、削除したディレクトリにアクセス制限がない
場合はユーザー一覧に現在、表示するレコード
はありません。と表示されます。

アクセス制限の削除の場合は、こちらを必ずご
確認下さい。
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データー転送量の確認

5.2 データー転送量の一覧

データー転送量の履歴が表示されます。
月間データー転送量にご利用できる、1月当た
りの最大転送量が記載され
使用状況にご利用になられた月単位の転送
量が表示されます。

お客様の契約プランにより、一月に行える最
大データーの転送量が異なりますのでご注意
下さい。

10GBプラン 400GB/月
20GBプラン 500GB/月
40GBプラン 1000GB/月

5.データー転送量の確認

5.1 データー転送量の履歴
Standardではお使いのサーバのデーター転
送量の確認が行えます。データー転送量を確
認するには、下記の操作を行ってください。

初めにデーター転送量の履歴をクリックして下
さい。

以上で、データー転送量の確認が完了します。以上で、データー転送量の確認が完了します。


