
1
NTT Plala Inc.

「ビジネスサーバ」シリーズ設定マニュアル
～VPS・Pro コントロールパネル操作編～

株式会社NTTぷらら

2010年6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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ファイル/ディレクトリ一覧の表示

1.2 ファイル/ディレクトリの表示

ホームディレクトリのファイル一覧が表示され
ます。

1.ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示

1.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル一覧/ディレクトリ一覧
の表示を行うには下記の操作を行ってくださ
い。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

表示するディレクトリを変更するには、ディレク
トリをクリックして下さい。

※左記はwwwに移動する例です。

1.3 ディレクトリの移動
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ファイル/ディレクトリ一覧の表示

ディレクトリの移動後は対象とパスに現在の
ディレクトリが表示されます。

ディレクトリの移動を行った際は必ずご確認下
さい。

※左記はwwwに移動した例です。

1.4 ファイル名とパス

ファイル表示で隠しファイルの非表示を行う場
合は、コンテンツ内の隠しファイルクリックして
下さい。

※ドットで始まるファイル名が隠しファイルにな
ります。

1.6 隠しファイルの非表示

上位のディレクトリに移動する場合は、
[・・]をクリックして下さい。

1.5. 上位ディレクトリへの移動

以上で、ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示操作が完了します。以上で、ファイル一覧/ディレクトリ一覧の表示操作が完了します。
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ファイルの表示/編集

2.2 ファイルの表示

表示させたいファイルのファイル名をクリックし
て下さい。

2.ファイルの表示/編集

2.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイルの表示/編集を行うに
は下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クし、表示させたいファイルのディレクトリに移
動をして下さい。

エディタが起動し、ファイルの中身が表示され
ます。編集を行わない場合は、キャンセルをク
リックして下さい。

2.3 テキストファイルの表示
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ファイルの表示/編集

以上で、ファイルの表示/編集が完了します。以上で、ファイルの表示/編集が完了します。

ファイルの編集を行う場合は、エディタを使用
し編集を行ってください。また、編集が完了しま
したら保存をクリックして下さい。

※保存をクリックしない場合は編集内容が失
われます。

2.5 ファイルの編集

対象となるファイルがバイナリファイル場合は
プレビューが表示されません。

2.4 バイナリファイルの表示

2.6 変更の確認

保存をクリック後、画面上部にファイルを保存
しました。と表示されます。

ファイルの編集の際は、こちらを必ず確認して
下さい。
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ファイル/ディレクトリの作成

3.ファイル/ディレクトリの作成

3.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの表示を
行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

3.2 ファイル作成

ファイル作成を行うには、画面上部右側にある
ファイル追加をクリックして下さい。
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ファイル/ディレクトリの作成

ファイルエディタが起動します。
ファイル名、ファイルの内容を記載し
OKをクリックして下さい。

また、テンプレートを選択する事により、一般
的なhtmのテンプレート、一般的なxhtmlのテ
ンプレートを利用する事が可能です。

3.3 エディタの起動

左記はBasic HTMLをテンプレートに選択した
場合です。

テンプレート使用例

OKをクリックすると、画面上部に作成しました
と表示されます。

ファイル作成の際は必ずこちらをご確認下さい。

3.4 ファイル作成の確認
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ファイル/ディレクトリの作成

作成するディレクトリ名を入力しOKをクリックし
て下さい

3.6 ディレクトリ名の入力

OKをクリックすると、画面上部に作成しました
と表示されます。

ディレクトリ作成の際は必ずこちらをご確認下
さい。

3.7 ディレクトリ作成の確認

以上で、ファイル/ディレクトリの作成が完了します。以上で、ファイル/ディレクトリの作成が完了します。

ディレクトリの作成を行なうには、ディレクトリ
追加をクリックして下さい。

3.6 ディレクトリ名の入力
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ファイル/ディレクトリのコピー

4.ファイル/ディレクトリのコピー

4.1 全てのファイル
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリのコピー
を行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

4.2 ファイルの選択

ファイル一覧からコピーを行ないたいファイル
にチェックを入れコピーをクリックして下さい。

4.2 ファイルの選択

コピー画面が表示されます。下記の情報を入
力しOKをクリックして下さい。

・実行先ディレクトリ
コピー先ディレクトリ
・コピー先ファイル名
コピー先でのファイル名

4.2 ファイルの選択

OKをクリックすると、画面上部にコピーしまし
たと表示されます。

ファイルのコピーの際は必ずこちらをご確認下
さい。

以上で、ファイルのコピーが完了します。
また、ディレクトリのコピーも、同様の手順となります。

以上で、ファイルのコピーが完了します。
また、ディレクトリのコピーも、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの移動

5.ファイル/ディレクトリの移動

5.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの移動を
行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

5.2 ファイルの選択

ファイル一覧から名前を変更したいファイルの
名前変更をクリックして下さい。

5.2 移動先の入力

移動先ディレクトリを入力し、OKをクリックして
下さい。

5.2 ファイルの選択

OKをクリックすると、画面上部に移動しました。
と表示されます。

ファイル/ディレクトリの移動の際は必ずこちら
をご確認下さい。

以上で、ファイルの移動が完了します。
また、ディレクトリの移動操作も同様の手順となります。

以上で、ファイルの移動が完了します。
また、ディレクトリの移動操作も同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの名前の変更

6.ファイル/ディレクトリの名前の変更

6.1 ファイル一覧

VPS・Proではコントロールパネルでファイル
管理が行えます。ファイル/ディレクトリの名前
の変更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全てのファイルをクリッ
クして下さい。

6.2 ファイルの選択

ファイル一覧から名前を変更したいファイルの
名前変更をクリックして下さい。

6.3 ファイルの選択

新しいファイル名を入力し、OKをクリックして
下さい。

6.4 ファイルの選択

OKをクリックすると、画面上部に変更しました
と表示されます。

ファイル名の変更の際は必ずこちらをご確認
下さい。

以上で、ファイルの名前の変更が完了します。
ディレクトリの名前の変更も、同様の手順となります。

以上で、ファイルの名前の変更が完了します。
ディレクトリの名前の変更も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの属性編集

7.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

属性の変更を行いたいファイルのファイル名を
クリックして下さい。

7.ファイル/ディレクトリの属性編集

7.1 ファイル一覧

VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの属性の
変更を行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

7.3 ファイル/ディレクトリの表示

ファイルのプロパティが表示されます。
パーミッションをクリックして下さい。

7.4 ファイル/ディレクトリの表示

パーミッションの編集画面が表示されます。
任意の値に変更を行いOKをクリックして下さ
い。

以上で、ファイルの属性編集が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。

以上で、ファイルの属性編集が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。

7.4 ファイル/ディレクトリの表示

OKをクリックすると、画面上部にパーミッション
を設定しました。と表示されます。
パーミッションの変更の際は、必ずこちらを確
認して下さい。
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ファイル/ディレクトリの削除

8.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

削除したいファイルにチェックを入れ、削除をク
リックして下さい。

8.ファイル/ディレクトリの削除

8.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの削除を
行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

8.3 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

削除したいファイルにチェックを入れ、OKをク
リックして下さい。

8.4 削除の確認

OKをクリックすると、画面上部に削除しましたと
表示されます。

ファイルの削除の際は、必ずこちらをご確認下さ
い

以上で、ファイル削除が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。

以上で、ファイル削除が完了します。
ディレクトリの属性の編集も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの圧縮

9.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

圧縮したいファイルにチェックを入れ、圧縮をク
リックして下さい。

9.ファイル/ディレクトリの圧縮

9.1 ファイル一覧 VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの圧縮を
行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

9.3 ファイル/ディレクトリの表示

OKをクリックすると、圧縮の設定画面が表示さ
れます。下記を入力し保存をクリックして下さ
い。
・ファイル名
圧縮後のファイル名
・zip/tgz
圧縮をzip形式で行うかtgz形式で行うか
・保存先ディレクトリ
圧縮ファイルを保存するディレクトリ

9.4 圧縮の確認

OKをクリックすると、画面上部に圧縮しました。
と表示されます。

圧縮の際は、必ずこちらを確認して下さい。

以上で、ファイルの圧縮が完了します。
ディレクトリの圧縮も、同様の手順となります。

以上で、ファイルの圧縮が完了します。
ディレクトリの圧縮も、同様の手順となります。
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ファイル/ディレクトリの解凍

10.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

解凍したいファイルをクリックして下さい。

10.ファイル/ディレクトリの解凍
10.1 ファイル一覧

VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ファイル/ディレクトリの解凍を
行うには下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

10.3 ファイル/ディレクトリの表示

ファイルのプロパティが表示されます。

解凍したいファイルにチェックを入れ、選択し
たいファイルの展開をクリックして下さい。

圧縮されたファイル全てを解凍したい場合は、
展開をクリックして下さい。
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ファイル/ディレクトリの解凍

10.4 解凍の設定

解凍先の指定画面が表示されます。
解凍先のディレクトリの指定、展開オプションを
選択し、展開をクリックして下さい。

10.5 解凍の確認

展開をクリックすると、画面上部に展開しました。
と表示されます。

解凍の際は、必ずこちらを確認して下さい。

以上で、ファイルの解凍が完了します。
ディレクトリを含むファイルの解凍も、同様の手順となります。

以上で、ファイルの解凍が完了します。
ディレクトリを含むファイルの解凍も、同様の手順となります。
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ショートカットの作成

11.2 ファイル/ディレクトリの表示

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

ショートカットを作成したいファイルをクリックし
て下さい。

11.ショートカットの作成

11.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイル管
理が行えます。ショートカットの作成を行うに
は下記の操作を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

11.3 ショートカットの作成

ショートカット作成をクリックして下さい。
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ショートカットの作成

11.5 ショートカットの作成

OKをクリックすると、画面上部に作成しました。
と表示されます。

ショートカットの作成の際は、必ずこちらを確認し
て下さい。

以上で、ショートカットの作成が完了します。
ディレクトリを含むショートカットの作成も、同様の手順となります。

以上で、ショートカットの作成が完了します。
ディレクトリを含むショートカットの作成も、同様の手順となります。

11.6 アイコンの変更

ショートカットが作成されると、矢印のついたアイ
コンで表示されます。

こちらも同様の確認して下さい。

11.4 ファイル/ディレクトリの表示

下記の情報を入力しOKをクリックして下さい。

・ショートカット名
ショートカットの名前
・ショートカットの場所
ショートカットの作成場所
・オプション
絶対パス使用の有無
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ファイルのアップロード

12.2 ファイルのアップロード

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

アップロード先のディレクトリを表示し、アップ
ロードをクリックして下さい。

12.ファイルのアップロード

12.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイルの
アップロードが行えます。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

※ftpやscpクライアントを利用したファイルの
アップロードも行えます。お客様の環境により
使い分けてください。

12.3 ファイルの選択

ファイルのアップロード画面が表示されます。
参照ボタンをクリックしファイルを選択し、アップ
ロードをクリックして下さい。

※最大ファイルサイズは10MBとなっていますの
でご注意下さい。
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ファイルのアップロード

以上で、ファイルのアップロードが完了します。以上で、ファイルのアップロードが完了します。

12.4 アップロードの確認

アップロードをクリックすると、画面中央部にアッ
プロードされたファイルが表示されます。アップ
ロードの際は必ずこちらをご確認下さい

確認後、終了をクリックして下さい。アップロード
が完了します。
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ファイルのダウンロード

13.2 ファイルのダウンロード

13.ファイルのダウンロード

13.1 ファイル一覧
VPS・Proではコントロールパネルでファイルの
ダウンロードが行えます。ダウンロードを行う
には下記の作業を行ってください。

初めにファイル管理内のファイル一覧をクリッ
クして下さい。

※ftpやscpクライアントを利用したファイルの
ダウンロードも行えます。お客様の環境により
使い分けてください。

サーバ上のファイル一覧が表示されます。

ダウンロードしたいファイルのファイル名をク
リックして下さい。

13.3 ファイルのダウンロード

ファイルのダウンロード画面が表示されます。
保存をクリックしてファイルを保存して下さい。

以上で、ファイルのダウンロードが完了します。以上で、ファイルのダウンロードが完了します。


