
1
NTT Plala Inc.

「ビジネスサーバ」シリーズ設定マニュアル
～Standard 応用編～

株式会社NTTぷらら

2009年2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、サービスの各機能に関する解説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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備考変更箇所等日時

第1.3版として更新

第1.2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

マニュアル名の変更2009.2.25

文言等の修正2008.6.16

phpMyFAQ、MySQL、
PHPMｙAdminを追加

2008.6.12

2008.6.11

■変更履歴
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■応用編

P21共通リモートアクセス（SSH）

P24管理責任者PHPMyAdmin

P22管理責任者MySQL

P12管理責任者phpMyFAQ

P17管理責任者ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ

P11共通アクセスカウンター

P6管理責任者フォームメール

P5管理責任者アクセス分析プログラム

頁数設定権限等設定項目

管理責任者 P1FrontpageExtention
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FrontpageExtention

1．「各種ツール」-「FrontpageExtention」を選択します。
「パスワード」を入力し、「インストールボタン」を押して
ください。

2．インストールが完了します。

「パスワード」入力欄となります。
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アクセス分析プログラム

設定項目が表示されます。

1．「統計データの表示」－「Urchinのオプション管理」
を選択します。
「言語」「場所」「タイムゾーン」をそれぞれ設定します。

設定が完了したら「保存」を押してください。

2．「統計データの表示」－「Urchinの統計を表示」を
選択します。
別ウィンドウで表示されるUrchin画面にてアクセス
解析結果を確認ください。
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フォームメール

「インストール」ボタンを押します。

1．「アプリケーション」－「フォームメール」を選択します。
「インストール」ボタンを押してください。

2．インストールが完了しました。
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フォームメール

/www/cgi-bin/formmail/FormMail.pl

＜変更前＞
$locale            = '';
$charset           = 'utf-8';
$mime              = 0;

＜変更後＞
$locale            = 'ja_JP';
$charset = 'Shift_JIS';
$mime              = 1;

＜変更前＞
$mailprog = '/usr/sbin/sendmail -oi -t';
$postmaster        = '';
@referers = qw(aaa.com localhost);
@allow_mail_to = qw(管理者アカウント名@aaa.com localhost);

＜変更後＞
$mailprog = '/usr/sbin/sendmail -oi -t';
$postmaster        = ‘任意の管理者メールアドレス';
@referers = qw(aaa.com localhost);
@allow_mail_to = qw(投稿内容の配信先メールアドレス localhost);

※ 以降、お客様ドメインが「aaa.com」の場合
を想定しております。

3．「各種ツール」－「全てのファイル」を選択し、以下の
ディレクトリに移動します。

「プロパティ」を選択し、表示された設定内容を以下
の通り変更します。

■設定ファイルの変更箇所

ファームにおける日本語表示を可能
とします。

フォーム管理者及び配信先メール
アドレスを設定します。



8
NTT Plala Inc.

フォームメール

<html> <body>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=Shift_JIS">   

<form method="post" action="/cgi-bin/formmail/FormMail.pl">

<input type="hidden" name="subject" value="Information" /><table> <tr>

<td>お名前をご入力ください。</td>

<td colspan="2"><input type="text" name="Ｑ1の回答" /></td> </tr> <tr>

<td>何の動物がお好きですか？<td>

<td><input type="text" name="Ｑ2の回答" /></td> </tr> <tr>

<td colspan="2"><input type="submit" value="投稿する"/></td>

</tr> </table> </form> </body> </html>

4．「各種ツール」－「全てのファイル」を選択してください。
フォーム用のHTMLを作成し、以下のディレクトリにアッ
プロードします。

/www/htdocs/

■メールフォームのHTMLの例

日本語表示を設定します。

CGIの呼出先を設定します。

5．表示したHTML内の入力欄に投稿し動作確認を
行います。

6．完了画面が表示され設置が完了します。
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■設定ファイルの変更箇所

任意のフォーム名及び配信先
メールアドレスを設定します。

フォームメール

＜変更前＞
%recipient_alias = ( );

＜変更後＞
%recipient_alias = (‘任意のフォーム名' => '投稿内容の配信先メールアドレス');

＜変更前＞

<input type="hidden" name="subject" value="Information" /><table> <tr>

＜変更後＞

<input type="hidden" name="subject" value="Information" /><table> <tr>

<input type=“hidden” name=“recipient” value=“任意のフォーム名" />

/www/cgi-bin/formmail/FormMail.pl

7．フォームを複数個設置する場合は以下の手順を
続けてください。

「各種ツール」－「全てのファイル」を選択し、以下の
ディレクトリに移動します。

「プロパティ」を選択し、表示された設定内容を以下
の通り変更します。

8．「各種ツール」－「全てのファイル」を選択してください。
アップロード済のHTMLに以下の編集を行います。

■メールフォームのHTMLの変更箇所

任意のフォーム名を設定します。
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フォームメール

9．表示したHTML内の入力欄に投稿し動作確認を
行います。

10．完了画面が表示され設置が完了します。
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アクセスカウンター

1．カウンターを設置したいファイルディレクトリを
表示します。

<p "center"> <img src="/counter"> 

3．カウンターが表示されます。

2．設置対象ファイルを選択し、「プロパティ」を押して
ください。
表示されるソース文中に以下の構文を追加してください。

設定したら「保存」を押してください。

ソースが表示されます。
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phpMyFAQ

1．「アプリケーション」－「phpMyFAQ」を選択してくださ
い。
言語、パスワード等必要事項を入力してください。

※ ご利用にあたりMySQLのインストールが
必要となります。

入力が完了したら、「インストール」ボタンを押してく
ださい。

「インストール」ボタンです。

https://（ご契約ドメイン）/phpmyfaq/admin/
ユーザ名： admin

2．インストールが完了しました。
「ｐｈｐMyFAQadmin画面の参照」を押してください。

管理画面の参照ボタンです。

3．管理画面が表示されます。
「ID」欄に以下のユーザ名を入力し、作成したパス
ワードを入力してください。

入力が完了したら、「OK」ボタンを押してください。

「ID」「パスワード」の入力欄です。

「OK」ボタンです。

「言語」「タイトル」「パスワード」等の
入力欄が表示されます。
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phpMyFAQ

4．管理画面にログインしました。
「カテゴリの管理」を選択し、「カテゴリの追加」を
押してください。

「カテゴリの追加」を行います。

5．「カテゴリ名」「言語」等を入力してください。

カテゴリ名等の入力欄です。

「カテゴリの追加」ボタンです。

必要項目の入力が完了したら、「カテゴリの追加」
ボタンを押してください。

6．カテゴリが追加されました。

追加されたカテゴリが表示されます。
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phpMyFAQ

追加されたカテゴリです。

7．以下のURLを入力し、カテゴリが追加されたことを
確認ください。

https://（ご契約ドメイン）/phpmyfaq/

8．管理画面にて、「レコードの追加」を選択してください。
FAQの掲載内容としてレコードを入力してください。

※ カテゴリの選択は必須です。

選択可能な「カテゴリ名」「件名」等が表示されます。

必要な管理情報の入力欄です。

設定内容を「保存する」ボタンです。

入力が完了したら、「保存する」ボタンを押してく
ださい。

9．レコードの追加が完了しました。
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phpMyFAQ

承認対象のレコードが表示されます。

10．作成したレコードを公開するための承認を
行います。
「レコードの承認」を選択してください。

承認対象のレコードを選択してください。

有効とするためのチェックボックスです。

入力が完了したら、「保存する」ボタンを押してく
ださい。

11．選択したレコードの内容を確認の上、「有効にする」
を「はい」にチェックしてください。

「保存する」ボタンです。

12．レコードの承認が完了しました。
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phpMyFAQ

追加したレコードが表示されます。

13．以下のURLを入力し、指定カテゴリ内にレコードが
追加されたことを確認ください。

https://（ご契約ドメイン）/phpmyfaq/

対象のレコードを選択してください。

14．追加したレコードの内容が表示されていることを
確認ください。

追加したレコードの内容が表示されます。
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WordPress

1．「アプリケーション」－「WordPress」を選択してください。
各設定項目を入力してください。

※ ご利用にあたりMySQLのインストールが
必要となります。

「インストール」を押してください。

3．管理画面が表示されます。
以下のユーザ名でログインしてください。

https://（ご契約ドメイン）/wordpress/wp-admin/
ユーザ名： admin

「言語」「タイトル」「パスワード」等の
入力欄が表示されます。

2．インストールが完了します。
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WordPress

4．「作成」－「ページ作成」を選択して
ください。
各設定項目を入力し「保存」を押してください。

6．「管理」－「カテゴリー」を選択してください。
各設定項目を入力し「カテゴリー追加する」を押し
てください。

カテゴリの設定内容が表示されます。

カテゴリーを追加するボタンとなります。

5．以下のURLが生成され、ページ作成が完了します。

http://（契約ドメイン）/wordpress/?page_id=（任意のID）

「タイトル」「内容」等の入力欄となります。

「保存」ボタンを表示します。

ページに関する設定欄となります。
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WordPress

7．「作成」－「投稿作成」を選択してください。
各設定項目を入力し「保存」を押してください。

8．以下のURLが生成され、記事作成が完了します。

「タイトル」「投稿内容」等の入力欄となります。

「保存」ボタンを表示します。

投稿記事に関する設定欄となります。

http://（ご契約ドメイン）/wordpress/?p=（任意のID）

9．作成済のページ中に登録したカテゴリにて記事が
表示されます。

投稿した記事が表示されます。

カテゴリが表示されます。
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WordPress

10．「管理」－「投稿」を選択してください。
コメント返信する記事を選択し「表示」を押して
ください。

11．表示される記事にコメントを入力し「Submitcoment」
ボタンを押してください。

作成済の記事が表示されます。

12．コメントした内容が記事に反映されます。
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リモートアクセス（SSH）

2．以下の入力を行いSSHアクセスを行います。

ssh -l （ホスティングログインID）.securesites.com

1．任意のターミナルソフトを起動します。
（Tera Termの場合を表示）
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MySQL

1．「データベースの管理」－「MySQL」を選択してくださ
い。
パスワードを入力してください。

※ ご利用にあたりMySQLのインストールが
必要となります。

入力が完了したら、 「MySQLの初期化と使用」ボタ
ンを押してください。

「MySQLの初期化と使用」ボタンです。

2．インストールが完了しました。

「パスワード」の入力欄です。

mysql -u （ホスティングログインID） -p

※パスワード
ホスティングログインIDパスワード

mysql> select user,host,password from mysql.user; 

3．ターミナルを起動し、リモートアクセスを行います。

以下、SSH（リモートアクセス）を利用した参考情報です。

ssh -l （ホスティングログインID）.securesites.com

パスワードを入力し、ログインが完了したら、以下の
コマンドにてMySQLに接続します。

接続が完了したら、以下のコマンドにて作成済ユー
ザを確認します。
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MySQL

mysql> show databases;

mysql> create database test2;

mysql> show tables;

mysql> use test2

mysql> create table test(num int, name varchar(50));

mysql> exit

4．存在するデータベースを確認します。
（初期設定で「test」が存在します。）

任意のデータベースを作成します。
（「test2」を作成します。）

作成したデータベースを再度確認します。

mysql> show databases;

5．作成したテーブルにログインします。

任意のテーブルを作成します。
（「test」という名称作成します。）

作成したテーブルを再度確認します。

mysql> show tables;
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PHPMyAdmin

1．「データベースの管理」－「PHPMｙAdmin」を選択し
てください。

※ ご利用にあたりMySQLのインストールが
必要となります。

「起動」ボタンを押してください。

「起動」ボタンです。

2．起動が完了しました。

3．「phpMyAdminでMySQLを管理」を押して管理画面
を起動します。

管理画面へ遷移します。
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PHPMyAdmin

4．phpMyAdmin管理画面が表示されます。

表示言語を選択のうえ「ホスティングログインID」「パ
スワード」を入力し、「実行する」ボタンを押してくださ
い。

言語選択が可能です。

5．管理画面にログインしました。
新規データベースの作成欄にデータベース名等を
入力してください。

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

データベース作成用入力欄です。

入力が完了したら「作成」ボタンを押してください。

6．データベース作成が完了しました。
続いて、テーブル作成欄に「名前」「フィールド数」
を入力してください。

入力が完了したら「実行する」ボタンを押してください。

テーブル作成用入力欄です。

作成したデータベースが表示されます。
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PHPMyAdmin

7．テーブル作成画面に遷移します。
「フィールド名」等の必要事項を入力してください。

入力が完了しましたら「保存する」ボタンを押してくだ
さい。

テーブル内のフィールド入力欄です。

「保存する」ボタンです。

8．データベース内に作成したテーブルが表示されます。


