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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

mod_perlの手順を削除2010.9.15

画像の差し替え、

罫線の調整

2009.11.19

マニュアル名の変更、
Vinstall対象の追加

2009.2.25

2008.12.19

■変更履歴
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■応用編

P24管理責任者インストール&アンインストール

P22管理責任者インストール
phpmyadmin

P23管理責任者アンインストール

P20管理責任者インストール
php5

P21管理責任者対話形式インストール&アンインストール

P16管理責任者インストール
postgreSQL

P17管理責任者アンインストール

P14管理責任者インストール
quotachecker

P15管理責任者アンインストール

P10管理責任者インストール
spamassassin

P13管理責任者アンインストール

インストール&アンインストール

アンインストール

インストール

アンインストール

インストール P5管理責任者
clamav

P9管理責任者

P4管理責任者ログイン、SSHアクセス、管理者権限への変更方法

Vインストールプログラムの確認

P25管理責任者mod_ruby

mod_python

P19管理責任者

頁数設定権限等設定項目

管理責任者 P18
mysql5.0
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ログイン、SSHアクセス、管理者権限への変更方法 Vインストールプログラムの確認

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

3.管理者権限を持つユーザーに変更します。

① su – を入力して下さい。

②パスワードを入力し管理者権限に切り替える
※管理者権限に切り替えないとインストールは
出来ません

③管理者権限に切り替わります。
※この状態にして各々のツールをインストールします。

① ssh –l ホスティングログインID ホスティングログインID 
.securesites.net

2．以下の入力を行いSSHアクセスを行います。

②パスワードを入力して下さい。

この間には半角スペースが入ります。

③sshアクセスに成功します。

securesites.netの前に . (ドット)が入ります。

4.Vインストールプログラムの確認

① vinstall を入力して下さい

② ? を入力して下さい。

③ インストール出来るプログラムが確認出来ます。
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clamav (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall clamav を入力してください。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

②

2 インストール方法その2(対話形式)

①

②

③

3 インストール画面
(メールフィルターと共にスキャンを選択)

左の画面はclamavのインストール画面となります。

Please select how you would like to install clamav
こちらの表記はどの様にclamavをインストール
するかを決めてくださいという意味です。
下記に詳細を記載します。

vinstall と入力して下さい。

installと入力して下さい。

clamavと入力して下さい。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

④

②

①

③ Installation of Clamav successful
clamavのインストールに成功いたしました。

Pre-scan messages with Milter
メールフィルターと共にメッセージをあらかじめ
スキャンします。

Post-scan with procmail (no milter)
Procmailによるポストスキャン

Quit Installer
インストールをやめます。

1)

2)

q)

今回はメールフィルターと共にメッセージを

スキャンしますので

1を選択します
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clamav (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall clamav を入力してください。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

②

3 インストール画面
(procmailによるポストスキャンの選択)

左の画面はclamavのインストール画面となります。

Please select how you would like to install clamav
とはどの様にclamavをインストールするかを
決めてくださいという意味です。
下記に意味を書きます。

②

①

Pre-scan messages with Milter
メールフィルターと共にメッセージをあらかじめ
スキャンしておいて下さい。

Post-scan with procmail (no milter)
Procmailによるポストスキャン

Quit Installer
インストールをやめます。

1)

2)

q)

今回はprocmailによるスキャンを行ないますので

2を選択します

2 インストール方法その2(対話形式)

①

②

③

vinstall と入力して下さい。

installと入力して下さい。

clamavと入力して下さい。

installing clamavとの表示は
インストールを行なっているという事です。

④
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clamav (インストール)

③ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) scan and tag incoming mail using ‘clamd’ & 
‘clamdscan’ (via procmail) こちらの表記は
clamd(サーバとしての常時起動)と
clamdscan  (clamdのクライアントとしての起動)の
併用を行なうとの意味です。

b) scan and tag incoming mail using 
‘clamdscan’ (via procmail) こちらの表記は
clamdscanのみを行なうとの意味です。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを行ないません

④ ここでは推奨されている a）を選びます。

⑤ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) Per-User configuration
1ユーザ辺りの構成とします。

b) Server-Wide configuration
サーバ全体の構成とします。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを行ないません

ここでは推奨されている a）を選びます。⑥

⑦ Please select an option below
オプションを選択して下さいと表示されます。

a) $HOME/Quarantine
ホームディレクトリ直下に隔離ディレクトリを
おきます。

b) $HOME/Mail/Quarantine
ホームディレクトリ下にMailディレクトリを作成し
隔離ディレクトリをおきます。

c) /dev/null (immediately discard message 

containing viruses)
至急ウイルスを含むメッセージを削除して下さい。

q) quit installation now (make no changes)
インストールを中止します。

⑧ ここでは推奨されている a）を選びます。

3-1 各オプション選択
(procmailによるポストスキャンの選択)
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clamav (インストール)

⑧ You may configure ClamAV to process email
for a users on your server.

サーバ内のClamAVの構成をユーザのために
メールを処理できるという意味です。

⑨ Would you like to setup ClamAV to process
email for a particular user users now? [yes]:

特定のユーザのためにメールを処理するように
ClamAVをセットアップしますかとの意味です。
ここではyesを選択し、特定のユーザの為に
ClamAVをセットアップします。

⑩ You can select a group of users using spaces 
or commas

スペースもしくはコンマを使いユーザ層を選択
出来ると知らされます。ユーザ層は以下の通りです

1) インストールを行なっている管理者権限のユーザ

A) サーバ内の全てのユーザ

⑪ For which user(s) do you want to configure?

どのユーザ層を選ぶか選択して下さいとの意味です。

⑫ 今回は1の管理者権限のユーザを選択しました。

⑬ sendmailのためのLDAとしてprocmailを
インストールしています。

LDAとは(Local Delivery Agent)の略称です。
これは条件によってサーバ上のメールボックスから
メールを振り分け転送する事が出来る
ツールです。

⑮ Installation of Clamav successful
clamavのインストールに成功した事が示されます。
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clamav (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall clamav を入力してください。

uninstalling clamavとの表示は
アンインストールを行なっているという事です。

②

2 アンインストールの実行画面

左の画面はClamavのアンインストールを
行なっている画面となります。

アンインストールを行い、成功したことが通知されます。

③ Clamavがアンインストールされた事が示されます。

①

②
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spamassassin (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall spamassassinを入力してください。

installing spamassassinと表示され
インストールを行なう画面へ切り替わります。

②

⑦

Would you like to setup Spam Assassin 3.2.5 to 
process *all* email received by this server now?
この表記は、受信されたメール全てに
Spam Assassinを適用するかという意味になります。
今回はyesを選択し適用させました。

⑧

左の画面がインストールを行なう画面となります。

⑨ would you like to have Spam Assassin 3.2.5
tag incoming email
この表記は、このユーザに対して届いた
メールにtagをつけるかどうかという意味になります。
今回はyesを選択しtagを付けるようにしました。

2 インストール方法その2(対話形式)

③ vinstall と入力してください。

④ install と入力して下さい。

⑥ installing spamassassinと表示されインストールを
行なう画面へ切り替わります。

通常のインストールと対話形式のインストール
ではこれ以降手順が変わる事は無いので
纏めて記載致します。

⑤ spamassassin と入力して下さい。
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spamassassin (インストール)

Nothing (i.e., “tag-only”—deliver spam and

non-spam as usual

通常通りの処理で何もしません

[A]

[B] Deliver spam to a special mailbox (e.g., /var/

mail/spam, /Mail/Junk, etc.)
spamと判定されたメールだけを特定のメール
ボックスに送ります。

Deliver spam to a special mailbox, forward 
non-spam to another email address
spamと判定されたメールだけを特定の
メールボックスに送り、正常なメールを別の特定の
メールアドレスに送ります。

[C] 

Forward spam to another email address
(e.g., myspam@yahoo.com)
spamと判定されたメールだけを特定の
メールアドレスに転送いたします。

[D]

what would you like to do with the email message
tagged by Spam Assassin 3.2.5? と表記されます。
こちらの表記は、spamと判定されtagをつけたメールに
対してどの様な働きをさせるかという事です。
下記に各オプションの概要を記載致します。

⑪

Delete spam (not recommended!)
spamと判定されたメールを削除します。
spamの判別をユーザで確認する前に削除するので
推奨されていません。

[E]

Delete spam , forward non-spam to another email
address (not recommended!)
spamと判定されたメールを削除し
正常なメールを特定のアドレスに転送します。
こちらもspamの判別をユーザで確認する前に
削除するので推奨されていません。

[F]

今回は[B]を選択します。
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spamassassin (インストール)

Please enter the path where you want spam
delivered : [/var/mail/spam]

こちらの表記は、spamメールを保存するディレクト
リとを指定して欲しいとの意味です。
今回は推奨の/var/mail/spamを入力しています。

⑫

⑬ ‘var/mail’ does not exist in your account. Shall I 
create it? [yes] と表記されます。

こちらの表記は、現在/var/mailというディレクトリは
存在しないので作成しても良いですかという意味です。
ここではyesを選択してディレクトリを作成しています。

Would you like to keep a log of email Spam Assassin 
3.2.5 processes? [no] : 

こちらの表記は、spam assassinに対するログを
保存するかどうかと言うことです。
今回はyesを選択しログを残すことにしています。

⑭

⑮ Please enter the location where you want to log 
Spam Assassin 3.2.5 actions: [var/log/spam.log] : 

こちらの表記は、ログを保存するディレクトリとファイ
ル名を指定して欲しいとの事です。
今回は推奨の/var/log/spam.log を選択しました。

⑯ Would you like to setup Spam Assassin 3.2.5 to process 

email for a particular useｒ now?] : 
こちらの表記は、特定のユーザのためにメールを
処理するようにSpam Assassinを設定したいか
という意味です。

今回はnoを選択しました。

⑰ インストールが完了しました。
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spamassassin (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall spamassassin を入力してください。

uninstalling spamassassinとの表示は
アンインストールを行なっているという事です。

②

2 アンインストールの実行画面

①左の画面はSpamAssassinのアンインストールを
行なっている画面となります。

②アンインストールを行い、成功したことが通知されます。

③ SpamAssassinがアンインストールされました。
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quotachecker (インストール)

1 インストール方法その1

①vinstall quotachecker を入力してください。

At which percentage would you like to be notified
こちらの表示はどの程度、容量を使用している時に
通知するかという指針になります。
今回は97%と選択しました。

②

2 インストール方法その2(対話形式)

①vinstallと入力して下さい。

②quotacheckerと入力して下さい。

③

③ Please enter the email address you would like to 
notify
こちらの表示は通知先のメールアドレスを指定
しなさいという意味になります。
メールアドレスを入力して下さい。

④What is the maximum times you would like to be 
notified on an account when it goes over quota?

この表示は通知先に何度通知をされたいか
という選択の意味になります。
今回は3度と設定しました。

⑤インストールが終了しました。

⑤

⑥

④

At which percentage would you like to be notified
こちらの表示はどの程度、容量を使用している時に
通知するかという指針になります。
今回は97%と選択しました。

Please enter the email address you would like to 
notify
こちらの表示は通知先のメールアドレスを指定
という意味になります。
メールアドレスを入力して下さい。

What is the maximum times you would like to be 
notified on an account when it goes over quota?
こちらの表示は通知先に何度通知をされたいか
という選択になります。今回は3度と設定しました。

インストールが終了しました。
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quotachecker (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall quotachecker を入力してください。

uninstalling quotacheckerとの表示は
アンインストールを行なっているという事です。

②

2 アンインストールの実行画面

①左の画面はQuotaCheckerのアンインストールを
行なっている画面となります。

②アンインストールを行い成功したことが通知されます。

③QuotaCheckerがアンインストールされました。
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PostgreSQL(インストール)

4-1 インストール方法その1

① vinstall postgresql を入力してください。

インストールが開始されます。

4-2 インストール方法2(対話形式)

①vinstall を入力して下さい

5.インストール終了画面

②install を入力して下さい

③postgresql を入力して下さい

インストール終了時にはこの画面が表示されます。

① vinstall done が表示されます。
インストールが終了した事を示します。
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PostgreSQL(アンインストール)

6.アンインストール

②1,2,3までの数字を入力して下さい

下記にそれぞれの意味を記載します。
1.keep them in the same place for a future 
re-install
(該当ファイルを再インストールの為
同じ場所に確保してください)

2.move them to a different location
(該当ファイルを移動してください)

3.delete them
(該当ファイルを消去します)

①vuninstall postgresql
と入力して下さい。
入力すると、アンインストールの方法を聞かれます。

③ 今回は3を選びpostgreSQLのファイルを
消去しました。
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Mysql5.0 (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall mysql5.0 を入力してください。

Installing mysql5.0
こちらの表示は
インストールを行なっているという事です。

②

********

2 MySql 旧DBの削除操作 インストールの終了

①この画面は以前MySQL のデータベースが存在
していた時のDBを消去するかを聞かれている
画面になります。

②フォルダにDBが有る事が報告されます。

③今回はyes を選択し旧DBを削除します。

④任意のパスワードを入力して下さい。
再度、入力を求められますので、同じパスワードを
入力して下さい。

⑤MySQL5.0がインストールされた事が表示されます。

3 インストール方法その2(対話形式)

①vinstall を入力して下さい

③mysql5.0 を入力して下さい

②install を入力して下さい

4 MySql 旧DBの削除操作 インストールの終了

①この画面は以前mysql のデータベースが存在
していた時のDBを消去するかを聞かれている
画面になります。

②フォルダにDBが有る事が報告されます。

③今回はyes を選択し旧DBを削除します。

④任意のパスワードを入力して下さい。
再度、入力を求められますので、同じパスワードを
入力して下さい。

⑤MySql5.0のインストールが終了したと
表示されます。
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Mysql5.0 (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall mysql5.0 を入力してください。

uninstalling mysql5.0との表示は
アンインストールを行なっているという意味です。

②

2 アンインストールの実行画面

①この画面はMySql5.0のアンインストールを
行なっている画面となります。

②Remove mysql database directory? (yes/no)
この表示はDBがあるディレクトリを消去するかと
聞かれる意味です。
この場合はyesと選択し、消去しています。

③MySQLのアンインストールが終了しました。
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PHP5.0 (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall php5.0 を入力してください。

オプションを選択する画面が表示されます②

2 インストール終了画面

① vinstall doneが表示されればインストールの
終了です。

********

********

カーソルキー←→で、OK Cancelの間を動かし
Enterキーで選択します。
インストールを続行したいのでOKを選択します。

③ オプション選択方法
カーソルキー
↑でオプションの画面を上に動かし
↓で下に動かします
オプションの選択はスペースキーを押す事に
より行ないます。
*がついていれば選択されている事になります。
今回は全てを選択します。

④

オプションはBCMATHからZLIBまで存在します
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PHP5.0 (対話形式インストール&アンインストール)

1 インストール方法2(対話形式)

オプションを選択する画面が表示されます④

2 インストール終了画面

① vinstall doneが表示されればインストールの
終了です。

カーソルキー←→で、OK Cancelの間を動かし
Enterキーで選択します。
インストールを続行したいのでOKを選択します。

⑤ オプション選択方法
カーソルキー
↑でオプションの画面を上に動かし
↓で下に動かします
オプションの選択はスペースキーを押す事に
より行ないます。
*がついていれば選択されている事になります。
今回は全てを選択します。

⑥

オプションはBCMATHからZLIBまで存在します

①vinstall を入力して下さい

②install を入力して下さい

③php5 を入力して下さい

3 アンインストール画面

①vuninstall php5 を入力して下さい

②vuninstall doneが表示されれば
アンインストールの終了です。
アンインストールの終了を現す画面は特にありません
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phpmyadmin (インストール)

1 インストール方法その1

① vinstall phpmyadmin を入力してください。

Installing phpmyadmin0
この表示は
インストールを行なっているという事です。

②

3 phpmyadmin のインストール画面

①この画面はphpmyadminのインストール中の
画面となります。

②PHPとMySqlが存在する事を確認しています。
どちらかが無いか、どちらも無い場合は
インストールに失敗します。

③phpmyadminのインストールに成功いたしました。

④phpmyadminのインストールが終了しました。

**********
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phpmyadmin (アンインストール)

1 アンインストール方法

① vuninstall phpmyadmin を入力してください。

uninstalling phpmyadminとの表示は
アンインストールを行なっているという事です。

②

2 アンインストールの終了画面

①左の画面はphpmyadminのアンインストール画面と
なります。

②phpmyadminのアンインストールが終了しました。
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mod_python (インストール&アンインストール)

1 インストール方法その1

① vinstall mod_python を入力してください。

Adding sample mod_python directivesとは
mod_python用のディレクトリを加えるという事です。

vinstall doneと表示されれば成功です。
(インストールが終了したという意味)

②

2 インストール方法2(対話形式)

① vinstall を入力して下さい

② install を入力して下さい

③ mod_python を入力して下さい

④ vinstall doneが表示されればインストールの
終了です。
インストールの終了を現す画面は特にありません

3 アンインストール方法

①vuninstall mod_python を入力して下さい

②vuninstall doneが表示されれば
アンインストールの終了です。
アンインストールの終了を現す画面は特にありません
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mod_ruby (インストール&アンインストール)

1 インストール方法その1

① vinstall mod_ruby を入力してください。
Adding sample mod_ruby directives
こちらの表記は
mod_ruby用のディレクトリを加えるという事です。

vinstall doneと表示されれば成功です。
(インストールが終了したという意味)

②

2 インストール方法2(対話形式)

①vinstall を入力して下さい

②install を入力して下さい

③mod_ruby を入力して下さい

④vinstall doneが表示されればインストールの
終了です。
インストールの終了を現す画面は特にありません

3 アンインストール方法

①vuninstall mod_ruby を入力して下さい

②vuninstall doneが表示されれば
アンインストールの終了です。
アンインストールの終了を現す画面は特にありません


