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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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サービスの一覧表示

1.2 サービス一覧

サービスの一覧が表示されます。

サービス名、サービスの説明、サービスの現
在の状態、利用出来るオプションが表示され
ます。

1.サービスの一覧表示

1.1 サービス管理
VPS・Proではコントロールパネルでサービス
の管理が行えます。サービスの一覧を表示を
するには下記の作業を行ってください。

初めにシステム管理内のサービス管理をク
リックして下さい。

以上で、サービスの一覧表示が完了します。以上で、サービスの一覧表示が完了します。
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サービスの停止/起動/再起動

2.2 サービス一覧

サービスの一覧が表示されます。

2.サービスの停止/起動/再起動

2.1 サービス管理
VPS・Proではコントロールパネルでサービス
の管理が行えます。サービスの停止/起動/再
起動を行なうには、下記の操作を行ってくださ
い。

初めにシステム管理内のサービス管理をク
リックして下さい。

2.3 停止

サービスの停止を行なうには、停止したい
サービスの停止をクリックして下さい。

※httpdの停止は行なえませんので注意して
下さい。
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サービスの停止/起動/再起動

2.4 停止の確認

確認画面が表示されます。
OKをクリックして下さい。

2.6 サービスの開始

停止したサービスを開始するには
起動をクリックして下さい。

2.5 サービス一覧

画面上部にサービスを停止しました。と表示さ
れサービスの状態が停止中に変更されます。

サービスの停止の際はこちらをご確認下さい。

2.7 スケジュール一覧

画面上部にサービスを起動しました。と表示さ
れサービスの状態が動作中に変更されます。

サービスの開始の際はこちらをご確認下さい。
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サービスの停止/起動/再起動

15.8 再起動

サービスの再起動を行なうには、再起動を行
ないたいサービスの再起動をクリックして下さ
い。

15.9 再起動の確認

確認画面が表示されます。

OKをクリックして下さい。

15.11 再起動の確認

OKをクリックすると画面上部にサービスを再
起動しました。と表示されサービスの状態が動
作中と表示されます。

サービスの再起動の際はこちらをご確認下さ
い。

15.10 再起動の確認

httpdを再起動する場合は左記の確認画面が
表示されます。

※httpdの再起動の際は再起動が完了するま
でコントロールパネルへのアクセスが行えませ
んのでご注意下さい。

以上で、サービスの停止/開始/再起動が完了します。以上で、サービスの停止/開始/再起動が完了します。
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サーバの再起動

3.2 サービス一覧

サービスの一覧が表示されます。

3.サーバの再起動

3.1 サービス管理
VPS・Proではコントロールパネルでサーバの
再起動が行えます。サーバの再起動を行なう
には、下記の操作を行ってください。

初めにシステム管理内のサービス管理をク
リックして下さい。

3.3 サーバの再起動

サーバの再起動を行なうには、サーバ内のリ
ブートをクリックして下さい。
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タスクの作成

4.2 タスク一覧

タスク一覧が表示されます。
タスクを新規に作成するには、新しいタスクを
作成をクリックして下さい。

4.タスクの作成

4.1 タスク管理
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。
タスク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タスク管理をクリックし
て下さい。
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タスクの作成

4.3 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rootユーザで

コマンド
/root/report.sh

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

4.4 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。

4.5 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。
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タスクの編集/無効/有効/削除

5.2 タスク一覧

タスク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。

5.タスクの編集/無効/有効/削除

5.1 タスク管理

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。

初めにシステム管理内のタスク管理をクリック
して下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

5.3 タスクの編集

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。

5.4 タスクの編集の確認

保存をクリックすると、画面上部に保存しました
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

5.5 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には、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

5.6 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。

5.7 タスクの無効の確認

OKをクリックすると、画面上部に保存しましたと
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。

5.8 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。

5.9 タスクの有効

停止したタスクを再開する場合は、タスクの有効
を行ってください。

タスクの有効を行うは、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有効をクリックし
て下さい。

5.10 タスクの無効の確認

有効をクリックすると、画面上部に有効にしまし
た表示されます。

タスクの有効の際は必ずこちらをご確認下さい。
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タスクの編集/無効/有効/削除

5.13 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。

5.11 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
削除したいタスクを選択し削除をクリックして下さ
い。

5.12 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。



14
NTT Plala Inc.

Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮

6.2 ドメインの選択

Apacheログの表示が表示されます。
表示したいドメインを選択して下さい。

6. Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮

6.1 apacheログの表示
VPS・ProではコントロールパネルでApacheロ
グの確認が行えます。

初めにシステム管理内のApacheログの表示
を行ってください。

6.3 Apacheログの一覧

選択したドメインのログのパス、容量、圧縮さ
れたファイル数が表示されます。

6.4 Apacheログの表示

ログの表示を行なうには、最初の200件の表
示をクリックして下さい。
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Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮

6.5 Apacheログの表示

ログが表示されます。

6.8 Apacheログの圧縮

Apacheログは標準で、週に一度圧縮され世代
が更新されるように設定されています。

ログの圧縮を手動で行なう場合は
圧縮をクリックして下さい。

6.6 Apcheログのダウンロード
ログのダウンロードを行うには、ログのダウン
ロードをクリックして下さい。

6.7 apacheダウンロードの確認
セキュリティの警告が出力されます。
保存をクリックしログを保存して下さい。
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Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮

6.9 Apacheログの圧縮の確認

画面上部にログを圧縮しました。と表示され圧
縮ログファイル数が増えます。

ログの圧縮の際はこちらをご確認下さい。

※圧縮ログは最大で30件まで保存出来るよう
になっております。30件を超えた場合は一番
古い物から削除されますのでご注意下さい。

6.10 圧縮ログの確認

圧縮されたログの確認を行うには、圧縮ログ
の表示をクリックして下さい。

6.11 圧縮ログの一覧

圧縮されたログの一覧が表示されます。

また、圧縮されたログのダウンロード、削除が
行えます。

以上で、Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮が完了します。以上で、Apacheログの表示/ダウンロード/圧縮が完了します。
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アカウント情報の表示

7.2 アカウント情報

アカウント情報が表示されます。

サーバ名:ホストネーム
IPアドレス:所有しているIPアドレス
ディスク容量：ディスク容量、使用率
ファイル数:アップロードされているファイル数
プロセス数：現在動作しているプロセス数
ドメイン数：現在登録されているドメイン数
ユーザ数：登録されているユーザ数

7.アカウント情報の表示

7.1 アカウント情報の表示
現在のアカウントの状態をコントロールパネル
から確認する事が出来ます。
アカウントの情報を確認するには下記の作業
を行ってください。

初めにシステム管理内のアカウント情報の表
示をクリックして下さい。

以上で、アカウント情報の表示が完了します。以上で、アカウント情報の表示が完了します。
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タイムゾーンの設定

8.2 サーバタイムゾーンの設定

タイムゾーンの設定画面が表示されます。

タイムゾーンの変更を行うには、使用するタイ
ムゾーンを選択し、保存をクリックして下さい。

8.タイムゾーンの設定

8.1 タイムゾーンの設定
VPS・Proではコントロールパネルでタイム
ゾーンの管理が行えます。タイムゾーンの設
定を行うには、下記の作業を行ってください。

初めにシステム管理内のタイムゾーンをクリッ
クして下さい。

8.3サーバタイムゾーンの設定の確認

保存をクリックすると、画面上部に設定成功と
表示されます。

タイムゾーンの変更の際は、こちらを確認して
下さい。

以上で、タイムゾーンの設定が完了します。以上で、タイムゾーンの設定が完了します。
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ソフトウェアファイヤーウォールの設定

9.2 設定画面

9.ソフトウェアファイヤーウォールの設定

9.1ソフトウェアファイヤーウォール
VPS・Proではコントロールパネルでソフトウェ
アファイヤーウォールの管理が行えます。ソフ
トウェアファイヤーウォールを設定するには下
記の作業を行ってください。

初めにシステム管理内のソフトウェアファイ
ヤーウォールをクリックして下さい。

※ソフトウェアファイヤーウォールの設定を間
違えますとお客様で必要なサービスの通信が
切断される恐れがあります。
※巻末のセキュリティレベル一覧を参照し設
定を行ってください。

9.3 設定の確認

保存をクリックすると、設定に成功しました。と
画面上部に表示されます。

設定後は上記のメッセージに加えて、お客様
の使っているサービス(メール等)が正常に動
作するかどうか必ず確認を行ってください。

ソフトウェアファイヤーウォールの設定画面が
表示されます。

下記の設定が行えます。ご利用になりたい設
定を選択し保存をクリックして下さい。

・セキュリティレベル：
無効/低/中/高
・サーバタイプ
メールとウェブポートを両方許可する/ウェブ
ポートのみ許可する。

以上で、ソフトウェアファイヤーウォールの設定が完了します。以上で、ソフトウェアファイヤーウォールの設定が完了します。
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シェルアクセス

10.2 シェルアクセスの開始

シェルアクセスの画面が表示されます。

認証画面が表示されるまで、しばらくお待ち下
さい。

※シェルアクセス機能はJavaAppletを利用し
ています。古いブラウザや古いJREをご利用
のお客様は動作しない場合があります。
※また、サーバへsshで接続が行なえるように
ポートが空いている事を確認して下さい。

10.シェルアクセス

10.1 シェルアクセス
VPS・Proではコントロールパネル上でsshの
接続を行なえます。sshでの接続を行なうには
下記の作業を行ってください。

初めにグローバルツール内のシェルアクセス
をクリックして下さい。
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シェルアクセス

10.4 シェルアクセス画面

サーバへのログインが完了します。

10.3 ユーザ認証
サーバの認証画面が表示されます。
ユーザ名、パスワードを入力しLoginをクリック
して下さい。

以上で、シェルアクセスが完了します。以上で、シェルアクセスが完了します。


