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NTT Plala Inc.

「ビジネスサーバ」シリーズ設定マニュアル
～Standard 基本編～

株式会社NTTぷらら

2009年12月現在

※ 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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一部画面説明の追加第1.41版として更新2008.12.12

文言等の追記第1.2版として更新2008.6.11

備考変更箇所等日時

第1.6版として更新

第1.5版として更新

第1.4版として更新

第1.3版として更新

第1.1版として更新

第1.0版（初版）として発行

巻末資料 ビジネスサー
バー 仕様一覧を追加

2009.12.22

マニュアル名称の変更2009.2.25

Trendmicroアンチスパ
ム・Trendmicroアンチウィ
ルスに関する説明を追加

2008.12.9

コンテンツのアップにお
けるFTPソフト設定の追
加

2008.10.13

メールフィルタ設定等を
追加

2008.6.9

2008.6.5

■変更履歴
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■基本編

P23共通コンテンツのアップ

隔離箱の閲覧等

管理画面の利用

P22エンドユーザ

P17管理責任者

P31共通巻末資料 ビジネスサーバー 仕様一覧

P13エンドユーザメール隔離アカウント登録

隔離メールのルール確認 P11管理責任者アンチスパム・アンチ
ウィルス（※）

P10共通カスタムメールフィルター

自動返信

ウェブエイリアス

転送

メールエイリアス

P8共通

P7管理責任者

P7共通

P7管理責任者ユーザ設定

P6管理責任者アカウントの作成

P5共通ヘルプの表示

頁数設定権限等設定項目

共通 P4コントロールパネルへのログイン

ホワイトリスト・ブラックリスト

スパム・ウイルス対策

P28管理責任者受信拒否

P30共通

P29共通

頁数設定権限等設定項目

※ 2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様については、別途お申し

込みが必要となります。（無料）

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html

■基本編（2008年12月14日以前にご利用開始となったお客様のみにご提供）
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コントロールパネルへのログイン

1．以下ドメインへアクセス

https://（ホスティングログインID）.securesites.com
/ControlPanel/

■管理者向けコントロールパネル
ホスティングログインIDでログイン

■エンドユーザ向けコントロールパネル
エンドユーザアカウントでログイン

2．コントロールパネルの表示

（ユーザアカウントの場合）
エンドユーザ権限に対応した機能を限定し表示致します。

（管理者アカウント：ホスティングログインIDの場合）
管理者権限に対応した全ての機能を表示致します。



5
NTT Plala Inc.

ヘルプの表示

1．ヘルプへの遷移

画面右上の「ヘルプ」よりヘルプ画面に遷移
します。

2．ヘルプの表示

各設定項目ごとの詳細内容を確認出来ます。
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アカウントの作成

1．「ユーザ設定」-「新規作成」画面を選択します。
「ユーザ属性」欄の各入力項目を入力します。

ユーザ属性

利用を許可する権限

メール
：メールアカウントとして利用を許可します。
FTP
：FTPアカウントとして利用を許可します。
ウェブ
：WEBサイトにコンテンツのアップロードを許可します。

2．「オプション設定」欄の各入力項目を入力します。
入力が完了しましたら「保存」ボタンを押してください。

オプション設定

「保存」ボタン

メールエイリアス
：別名のメールアドレスを作成し、自アカウントにメー

ル着信させることが出来ます。
ウェブエイリアス
：サブディレクトリを作成し、自アカウントでアップロー

ドしたコンテンツをWEB表示出来ます。
メール転送
：転送先メールアドレスを入力し、自アカウント宛の着

信メールを自動転送することが出来ます。
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ユーザ設定（メールエイリアス・転送・ウェブエイリアス・自動返信の設定）

1-1．「メール」-「メールエイリアス」画面を選択します。
「新規エイリアスの作成」ボタンを押してください。

「新規エイリアス作成」ボタンを表示

作成済のエイリアスを表示

1-2．「メール」-「メール転送設定」画面を選択します。
「転送メールの保存設定」を選択のうえ「保存」ボタン

を押してください。

「新規作成」ボタンを押してください。

「新規作成」ボタンを表示

作成済の転送設定を表示

転送メールに関する保存有無を選択可能

「保存」ボタンにて選択した転送設定を保存します。

1-3．「ユーザ設定」-「ウェブエイリアス」画面を選択し
ます。
「新規エイリアスの作成」ボタンを押してください。

「新規エイリアスの作成」ボタンを表示

作成済のエイリアスを表示
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ユーザ設定（メールエイリアス・転送・ウェブエイリアス・自動返信の設定）

1-4．「メール」-「自動返信」画面を選択します。
「新規作成」ボタンを押してください。
「3．自動返信の設定」画面に遷移します。

「新規作成」ボタンを表示

作成済の返信設定を表示
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ユーザ設定（メールエイリアス・転送・ウェブエイリアス・自動返信の設定）

2．「ユーザ設定」-「ユーザリスト」-「ユーザの編集」
画面に遷移します。
「オプション」欄の各入力項目について、有効としたい
内容をを入力します。
「ユーザ属性」についても変更可能です。

ユーザ属性

利用を許可する権限

メール
：メールアカウントとして利用を許可します。
FTP
：FTPアカウントとして利用を許可します。
ウェブ
：WEBサイトにコンテンツのアップロードを許可します。

入力が完了しましたら「保存」ボタンを押してください。

作成したいメールエイリアス名を入力し「追加」ボタン
を押してください。

転送先メールアドレスを入力し「追加」ボタンを押し
てください。

「自動返信の管理」を押し自動返信を設定します。

作成したいウェブエイリアス名を入力し「追加」ボタン
を押してください。

3．「メール」-「自動返信」-「自動返信の追加」画面に遷
移します。
「メッセージ名」欄及び「メッセージ内容」欄の各入力項
目について、有効としたい内容をを入力します。

入力が完了しましたら「保存」ボタンを押してください。

メッセージ名

メッセージ内容
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カスタムメールフィルター

1．「メール」-「カスタムメールフィルター」画面に遷移し
ます。
設定を行う場合には、「新規作成」ボタンを押してくだ
さい。

設定済情報を表示
「新規作成」ボタンを表示

2．「メール」-「カスタムメールフィルター」
-「フィルターの追加」画面に遷移します。
「フィルター名」欄に名称を入力し、各項目を設定します。

フィルター名
：任意の設定名称を入力します。

条件
：フィルタ条件を選択し、必要な条件を入力します。

アクション
：条件に合致した場合のアクションを設定します。

自動返信
：アクションに合致した場合の、送信元へのメール
返信設定を行うことが出来ます。
「自動返信」画面にて設定したルールのいずれかを
選択してください。

設定が完了しましたら、「保存」ボタンを押して
ください。

「フィルター名」の入力欄です。

「自動返信」設定欄です

「条件」の入力欄です。

「アクション」の入力欄です。
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1‐1．Trend Microのコンソール画面を表示

管理責任者のコントロールパネルからコンソール
画面を表示します。

「Trend Micro アンチスパム・ウィルス」を
選択してください。

「Trend Micro アンチスパム・ウィルス」を
押します。

管理責任者のコントロールパネル

アンチスパム・アンチウィルス（隔離メールのルール確認）

※ 2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様については、別途お申

し込みが必要となります。（無料）

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html
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アンチスパム・アンチウィルス（隔離メールのルール確認）

1‐2．ルールの確認画面を表示

隔離するメールのルール設定画面を表示しま
す。

ポリシーを選択します。

隔離するメールのルール設定画面が表示
されます。

Trend Microのコンソール画面が表示されます。
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Trend Microのコンソールへのログイン画面が表示
されます。

1‐1．メール隔離アカウント新規登録画面の表示

エンドユーザのコントロールパネルからメール隔
離アカウント新規登録画面に移動します。

「Trend Micro アンチスパム・ウィルス」
を押してください。

「新規アカウントの登録」を押します。

アカウントの新規登録画面が表示されます。

エンドユーザのコントロールパネル

アンチスパム・アンチウィルス（メールアカウントの登録）
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エンドユーザ宛に登録確認のためのメールが送信さ
れます。

（メールが送信されるアドレスはアカウント登録情報に
入力したものとなります。）

「続行」を押すとTrend Microのコンソールへのログ
イン画面へ戻ります。

1‐2．アカウント登録情報の入力

新規アカウント登録のために下記の情報を入
力します。

アカウント登録を行いたいエンドユーザ
のメールアドレスを入力します。

新しいアカウントに関連付けるパスワードを入力
します。

セキュリティの質問を選択してその回答を入力
します。

エンドユーザの氏名を入力します。

画像に表示されたテキストを入力します。

登録情報の入力が終わりましたら「終了」を押します。

アンチスパム・アンチウィルス（メールアカウントの登録）
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1‐3．アクティベートを行う

送信されてきたメールを確認し、アクティベートを行い
ます。

アクティベートが完了します。

「続行」を押してTrend Microのコンソールへの
ログイン画面へ移動します。

「アクティベーションURL」のリンクをクリックします

登録確認のメール

1‐4．アカウント登録完了の確認

Trend Microのコンソールへログインしてアカウントの登
録が完了したことを確認します。

メールアドレス：

エンドユーザのメールアドレス

パスワード：

アカウント登録情報で入力したパスワード

「ログイン」ボタンを押します。

※アクティベート

登録したアカウントを利用可能にする認証行動

アンチスパム・アンチウィルス（メールアカウントの登録）
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コンソールへログインし、アカウント登録が
完了したことを確認します。

アンチスパム・アンチウィルス（メールアカウントの登録）
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アンチスパム・アンチウィルス（管理画面の利用）

・レポート

管理対象ドメインを指定し、下記の情報を確認する
ことができます。

・ポリシー

管理対象ドメイン・グループを指定し、セキュリティ
ポリシーを設定することができます。

・IPレピュテーション

スパム送信量におけるサーバの通信制限の設定
を確認・変更することができます。

■管理責任者用コンソール

トラフィック情報

許可されたサイズの情報

脅威の概要

詳細

スパムメール受信者（上位）

ウィルス受信者（上位）

＜管理責任者用＞
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・承認済み送信者

メールの受け取りを許可する送信者を、登録アカウ
ント毎に追加・確認・削除することができます。

・隔離_クエリ

メールの受け取りを拒否する送信者を、登録アカウ
ント毎に追加・確認・削除することができます。

・隔離_設定

スパム通知メールのスケジュールやテンプレートの
設定を行うことができます。

＜管理責任者用＞アンチスパム・アンチウィルス（管理画面の利用）
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・ログ_メール追跡

時刻や送信者・受信者を指定して受信
トラフィックを確認することができます。

・管理者パスワード

管理者パスワードの変更を行うことができます。

・エンドユーザのパスワード

エンドユーザのパスワードの変更を行うことがで
きます。

＜管理責任者用＞アンチスパム・アンチウィルス（管理画面の利用）
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・ディレクトリの管理

ユーザディレクトリのインポートおよび確認が行え
ます。

・ドメイン管理

・ロゴの表示

ログインページのバナーバーに企業ロゴを表示で
きます。

＜管理責任者用＞アンチスパム・アンチウィルス（管理画面の利用）
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・Webサービス

Webサービスの使用を有効にしたり、Webサービス
クライアントプログラムをダウンロードすることがで
きます。

・ライセンス

オプションを購入したり、購入したオプションのアク
ティベートなどを行うことができます。

・サービス品質文書

サービス品質文書を表示またはダウンロードする
ことができます。

＜管理責任者用＞

オプション

Email Encryption 

Email Encryption 体験版

提供サービス

IMHS Webサービス

アンチスパム・アンチウィルス（管理画面の利用）
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■エンドユーザ用コンソール

・承認済み送信者

メールの受け取りを許可する送信者を追
加・確認・削除することができます。

・パスワード

パスワードの変更が行えます。

・隔離されたスパムメール

メールボックスへの送信が阻止された隔離メッセージ
の確認および処理を行うことができます。

＜エンドユーザ用＞アンチスパム・アンチウィルス（隔離箱の閲覧等）
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1．以下URLにアクセスし、サンプルコンテンツを
表示

http://（ホスティングログインID）.bz-host.net/
http://(ホスティング)ログインID).securesites.com/
http ://（ご契約ドメイン）/
のいずれかにアクセス

※コンテンツのアップロードにはFTPソフトを使用する方法とコントロールパネルを使用する方法がございます。

※コンテンツのアップロードを行う前にアップロードしたいコンテンツを使用端末に保存しておいてください。

上位DNSサーバの切替がお済みでない場合、ご契約
ドメインではサンプルコンテンツを表示できない場合
がございます。

その場合、HOSTSファイルを編集することでご契約ド
メインを使用することができるようになります。※1

「各種ツール」－「全てのファイル」を表示し、
以下のディレクトリを表示します。

■WEBコンテンツアップロード先
/www/htdocs/

「アップロード」ボタンを押してください。

2-1．コントロールパネルを使用する場合

※1 「ビジネスサーバ」シリーズ設定マニュアル
～独自ドメイン移行編～ を参照してください。

コンテンツのアップ
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「参照」ボタンを押し、アップロードするファイルを
指定して「保存」ボタンを押してください。

※ 本機能においては、複数ファイルの選択が
出来ませんのでご注意ください。
※ 大ファイルサイズは25Mまでとなります。

http://（ホスティングログインID）.bz-host.net
/index2.html

http://（ご契約ドメイン）/index2.html

http://（ホスティングログインID）.securesites.com
/index2.html
のいずれかでアクセス

選択したファイルのアップロードが完了します。

アップロードしたファイルが表示されます。

3．「index2」ファイルをWEB表示

コンテンツのアップ
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コンテンツのアップ

2-1．FTPソフトを使用する場合（FFFTP）

FFFTPを起動させ、接続設定画面まで移動します。

「接続（F）」ボタン→「接続（C）」ボタンを押して
ください

「新規ホスト（N）…」を押してください。
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ホストの設定名（T）

：FFFTP内でのホストの名称を設定します。

任意に設定することが可能です。

ユーザ名

：ホスティングログインID

又は

エンドユーザアカウント

パスワード/パスフレーズ（P）

：ホスティングログインID のパスワード

又は

エンドユーザアカウントのパスワード

接続設定画面（基本タブ）

ホスト名（アドレス）（N）:

（ホスティングログインID）.bz-host.net

（ホスティングログインID）.securesites.com

ご契約ドメイン

のいずれかを使用

接続設定画面（高度タブ）

接続を行った際、ホストの取得しているファイルなど
を一覧にして表示します。

設定が完了いたしましたら「OK」ボタンを
押してください。

タブを｢高度｣に合わせて「LISTコマンドで…」に
チェックを入れてください。

タブを｢基本｣に合わせて下記のような設定を
行ってください。

コンテンツのアップ
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FTP接続が完了し、ファイル一覧が
表示されます。

アップロードしたファイルが表示されます。
サンプルでは「index2.html」を利用

以下のディレクトリに移動しコンテンツを
アップロードします。

■WEBコンテンツアップロード先
/www/htdocs/

ホスト（契約サーバ）への接続を行います。

設定を行ったオブジェクトを選択して「接続」
ボタンを押してください。

コンテンツのアップ
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受信拒否

1．「メール」-「受信拒否」画面に遷移します。
「DNSブラックリスト」についてチェックボックス
の要否を確認します。（初期設定時は有効）

受信拒否条件を作成する場合、「新規作成」ボタンを
押してください。

設定済情報を表示

「新規作成」ボタンを表示

入力が完了しましたら「保存・次を作成」ボタンを押して
ください。

2．「メール」-「受信拒否」-受信拒否の設定」画面に遷
移します。
「IPアドレス」又は「メールアドレス（ドメイン）」による
拒否条件を作成します。
目について、有効としたい内容を入力します。

DNSブラックリストの利用要否を設定

拒否条件の指定方法を選択します。

拒否条件を入力します。

※ 本機能は、2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様のみに提供して

おります。

Trendmicro版アンチウイルス・アンチスパム機能をご希望のお客様は、別途お申し込みが必要となります。（無料）

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html
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スパム・ウイルス対策

1．「メール」-「スパム/ウイルス対策」画面に遷移します。
以下の通り利用する機能毎に以下の設定を行います。

＜スパムフィルターサービス＞

「SpamAssasin適用」
：有効とする場合にチェックを入れてください。
（初期設定は、無効となっております。）

「セキュリティレベル」
：高・中・低・数値設定（1～100）について選択して

ください。

＜ウイルススキャンサービス＞

「ClamAV適用」
：有効とする場合にチェックを入れてください。
（初期設定は、無効となっております。）

設定が完了しましたら、「設定を保存」ボタンを押して
ください。

設定内容を保存します

有効とする場合に適用欄にチェック

セキュリティレベルを選択

※ 本機能は、2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様のみに提供して

おります。

Trendmicro版アンチウイルス・アンチスパム機能をご希望のお客様は、別途お申し込みが必要となります。（無料）

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html
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ホワイトリスト・ブラックリスト

1．「メール」-「ホワイトリスト」画面に遷移します。
受信許可を行いたい「メールアドレス」又は「ドメイン」
を入力し「ホワイトリストへ追加」ボタンを押してくださ
い。

設定済情報を表示

メールアドレス又はドメインを入力

「ホワイトリストへ追加」ボタンを表示

2．「メール」-「ブラックリスト」画面に遷移します。
受信拒否を行いたい「メールアドレス」又は「ドメイン」
を入力し「ブラックリストへ追加」ボタンを押してくださ
い。

設定済情報を表示

メールアドレス又はドメインを入力

「ブラックリストへ追加」ボタンを表示

※ 本機能は、2008年12月14日以前に利用開始となったお客様及びMultiStageより移行されたお客様のみに提供して

おります。

Trendmicro版アンチウイルス・アンチスパム機能をご希望のお客様は、別途お申し込みが必要となります。（無料）

申込方法については、以下にてご確認ください。

http://biz.plala.or.jp/service/hosting/biz_server/index.html
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巻末資料 ビジネスサーバー 仕様一覧

ハードウェア

CPU                               Xeon LV Dual Core Processor 2.33Ghz x2  相当

RAM                                                             8GB  相当

Disk                                                     300GB SAS x3 (Raid1+spare) 相当

ソフトウェア

OS                                                     FreeBSD 4.10-RELEASE

www                                                             Apache/1.3.41

Mail(SMTP) Qmail 1.03

Mail(POP) dovecot

FTP ProFTPD 1.3.0a

DataBase MySQL 14.7 Distrib 4.1.22

言語 Perl  5.6.1/5.8.4

PHP 4.4.7/5.2.11

Python 2.4.4

Ruby 1.8.6

ホームページ作成ツール WebsiteCreator

SSL                                                             OpenSSL 0.9.7m

SSH OpenSSH_4.6p1

※ 上記は 2009年12月現在の仕様となります

ビジネスサーバー 仕様一覧(Standard)

SPAM/ウィルス対策 InterScan Messaging Hosted Security                        



32
NTT Plala Inc.

ソフトウェア(格納パス)

Qmail(sendmailラッパー) ※1 /usr/sbin/sendmail

Perl    ※1 ※2 /usr/local/bin/perｌ

又は /usr/local/bin/perl5.6.1  又は /usr/local/bin/perl5.8.4 

Python /usr/local/bin/python

Ruby /usr/local/bin/ruby

コントロールパネル 動作ブラウザ

Internet Explorer                                               6 またはそれ以降

Firefox                                                         1.5 またはそれ以降

Safari                                                          2.0 またはそれ以降

巻末資料 ビジネスサーバー 仕様一覧

※1 CGI等でPerlやsendmailを使用する場合は上記を指定して下さい。

※2 Perlのパスを/usr/local/bin/perl とした場合は5.8.4が使用されます。

※ Standard(共用型)では、ひとつのサーバーを複数のお客様で共用するサービスになります。

お客様がサーバー内全てを閲覧する事は出来ません。お客様がアクセスできる 上位ディレクト
リを ～の記号で表現しています。

各種ログ

Mailログ お客様で閲覧は行えません

wwwアクセスログ ～/www/logs/access.log

wwwエラーログ ～/www/logs/error.log

wwwスクリプトエラーログ ～/www/logs/ script.error_log

urchinログ ～/www/logs/urchin5/

システムメッセージログ お客様で閲覧は行えません

ビジネスサーバー 仕様一覧(Standard)
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巻末資料 ビジネスサーバー 仕様一覧

※ Standard(共用型)では、ひとつのサーバーを複数のお客様で共用するサービスになります。

お客様がサーバー内全てを閲覧する事は出来ません。お客様がアクセスできる 上位ディレクト
リを ～の記号で表現しています。

トップディレクトリ 一覧

ログファイル用ディレクトリ ※2 ～/var/

www用ディレクトリ ～/www/

設定ファイル格納ディレクトリ ～/etc/

tmp用ディレクトリ ～/tmp/

ユーザーディレクトリ ※1 ～/users/

ftp用ディレクトリ ～/ftp/

※1 管理者を除くユーザーディレクトリになります

各種パス

ドキュメントルート ～/www/htdocs/ 

CGI実行可能ディレクトリ ～/www/htdocs/以下

CGI実行可能ディレクトリ(ユーザー)      ～/users/UID/www/htdocs/UID/以下

WWW公開ディレクトリ（ユーザー)         ～/users/UID/www/htdocs/UID/以下

※ UIDとはユーザーIDの略になります。

ビジネスサーバー 仕様一覧(Standard)

※２ アクセスログ等は他のディレクトリに保存されますのでご注意下さい。


